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１

異例の2020年度総会が終了
6月30日にとよなか市民環境会議アジェンダ21の2020年度

総会を開催しました。今年度は例年行っている青年の家いぶき

ではなく、環境交流センターを会場としました。新型コロナウ

イルス感染拡大防止のため、委任状での出席をお願いし会員数1

62人中出席者は12人、委任状128人で成立しましたが、記念

講演もなく、異例づくしの総会となりました。

新しい役員体制できる
●次の13人が選出されました（敬称略）

理事長：茨木かづ子

副理事長：大岡一馬

塩見光夫（新たに副理事長に就任）

理事：井上和彦、上原泰雄（新任）、岡本武司、

柿本修一、齋藤明（新任）、渋谷昭宏（新任）

高島邦子、廣田学（事務局長）

監事：新開悦子、山口壽

これに先立ち福田和恵さん、真野隆夫さん、藪本圭

一さんが退任されました。お疲れさまでした。なお、

真野さんは自然部会の部会長に就任されました。

（村上知世）

茨木理事⾧から皆様へ～新しい生活様式の中のアジェンダ活動～

上原泰雄さん

齋藤明さん

渋谷昭宏さん

今年度は新型コロナウイルス感染防止の観点か

ら、会場にお集まりいただくのはできるだけ少人

数でということで、ちょっと寂しい開催となって

しまいました。それでも提出された議案はすべて

承認いただき、無事に終了することができました。

ご協力ありがとうございました。

ところで、自粛期間中は自分がコロナにかから

ないようにすることはもちろん、人にうつさない

ように努力をすることの大切さを認識して生活を

送られていたことと思います。自分たちの身の回

りの環境を守ることが、幸せを守ることに繋がっ

ていることを身をもって感じることのできた期間

でした。私たちの活動も、自分たちの身の回りの

環境を、しいては地球環境を守るための大切な活

動です。今までがんばってきた活動をこれからも

絶やすことなく、少しでも続けていくことが大事

だと思います。

まだまだ今まで通りの活動をするのは難しい状

況ですが、色々と対策を取りながら、参加者とス

タッフの健康を第一に考えて、無理のない活動を

続けていっていただければと思います。またこれ

を機に、インターネットの活用を強化して、新た

な取り組みを進めて行き、新たな会員の発掘にも

繋げて行ければと思います。そして、本当の幸せ

とは何かを今一度考え、私たちの活動を通してS

DGsの理念でもある「みんなが幸せになれる社

会」の実現をめざして、コロナに負けずにみんな

でがんばりましょう。

皆さん今後とも宜しくお願いいたします！
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この度の新型コロナウイルスの流行に伴い、環

境交流センターにおいても様々な対応を迫られる

こととなりました。大阪府が2月20日から3月2

0日まで府主催行事の中止や延期を決定したこと

を受け、豊中市も同時期の市主催行事の中止等を

決定、指定管理者の主催行事も中止となりました。

交流フロアやキッズスペースは不特定多数の方

が長時間利用するため、机やイス、マット等を撤

去し2月26日から利用を中止しました。何にも

ない。誰もいない。春先というせいもあるかもし

れませんが、さらに気温が下がったかのように感

じます。

当初3月9日から31日まで臨時休館の予定がや

はり21日から再開しよう、いややはり保留だ、

と二転三転し、結局23日に4月3日まで休館とな

りました。さらに4月2日には臨時休館は「当面

の間」継続となり、「当面の間」はいつまで？と

思っているうち…

4月8日、緊急事態宣言発令。

疫病の流行なんていつの時代の話？と思ってい

たのですが、まさかの展開に。

電話対応は行って

いたので、とよっぴー

を買いたい、大型プ

リントの印刷をお願

いしたい、等のご要

望があったのですが、

当然のことながら

すべてお断りせざ

るを得ません。ロー

ルスクリーンの隙

間から見える陶器がほしい、とガラス越しに電話

をくださる方もいましたが、何もできず、心苦し

いばかりでした。

緊急事態宣言解除に伴い6月1日から再開して

いますが、9月現在も交流スペースやキッズコー

ナーはご利用いただけない状態で、陶器とりかえ

コーナーをようやく再開する運びとなりました

（但し持ち込みは毎週水曜日に限っています）。

必ず雨は上がると信じて…皆さま共に乗り越え

ましょう‼ （村上知世）

２

長い長いお休み
緊急事態宣言発令に伴う休館環境交流センター

誰一人欠かせない！

こんにちは！

３月からアジェンダ事務局勤

務になった下司聖作（げしせい

さく）です。

アジェンダに勤める直前まで

普通のサラリーマンでしたが、

掲題の想いを多くの人に伝える

ために、eco検定を社内外で広め、

大学で特別講座を持ち、一般向けセミナー（写真）

も開いていました。

さて、持続可能な開発目標SDGsの究極の目標

は「誰一人取り残さない！」ですが、取り残され

る人って誰なんでしょうか？いったい何に取り残

されるのでしょうか？

私は取り残す人なんかいなくて、

全ての人が欠かせない存在と思っ

ています。

地球には77億の人が暮らして

います。その全ての人に生まれて

きた意味があって、果たすべき役

割があると思います。

「取り残さない」ではなくて、

「全ての人が必要！だから全ての

人を生かす」これが本当のSDGs

だと思います。

もし取り残された人がいるとしたら、「自分さ

えよければ」とか「自分1人の力では何も出来ない」

と思っている人です。

地球のバイオキャパシティは26億人です。取り

残された人を養えるほどの大きさはありません。

一日も早く放課後の子ども

たちの声が戻って来て欲しい
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7月11日環境交

流センターにNPO

法人豊中市民 エネ

ルギーの会理事・

平田賀彦さんをお

迎えして、 庭やベ

ランダに置き、持

ち運び可能な小型

の太陽光パネルを

使った手作りの

じぶん発電用装

置の仕組みや組

み立て方を分かりやすく紹介していただきました。

当講座は当初3月に予定していましたが、新型

コロナウイルスの影響で延期。平田さんには事情

を説明し、せっかくの参加申し込み者には中止の

お知らせと再開時にはご参加をお願いする等慌た

だしい時を過ごしましたが、今回無事開催に漕ぎ

つけることができました。また会場も感染予防を

意識した設営が事務局からなされるなど、多くの

方の支援を受けて開催できました。

参加者は27人（内スタッフ5人）、熱心に聞き

入る頼もしい小学生もいました。感染防止のため

会場の空気の入れ替えを兼ねた休憩時間には、発

電機器やランタン等の発電グッズや防災用品など

の展示品を見ながらの質疑応答にも、講師や応援

の「エネルギーの会」のスタッフの説明を得て、

充実したものとなりました。

さて、じぶん発電所づくりのポイントは①安価

②資材が容易に調達可③軽い④よくばらない⑤何

に使うかしっかり想定⑥節電と省電力に努める。

これをしっかりと頭に入れる事です。また自然エ

ネルギーについて太陽光発電が優れていることや、

「災害時のために何か備えていますか」の問いで

は、先の大阪北部地震や2018年9月に大阪を襲っ

た近年最大の台風21号の災害時の体験も話題にし

て、参加者の中に講師も入り質疑を行うなどに参

加者の興味も深まりました。豊中の我が家も足掛

け3日も停電し、不自由な生活を強いられました。

こんな時自分で電気が作れたらなあと思ったこと

を思い返しました。

講座で紹介した太陽光パネルは小型で発電量も

限られています。だからこそ使いたい目的や機種

（たとえばスマートフォンの充電）を決めること

で、“じぶんで使うちいさな電気をじぶんでつく

る”自分発電所の目的が達成できます。そのため

には自宅の家電製品の消費電力を調べ、必要な発

電量の目安を決める。次に発電に必要な材料の太

陽光パネル、バッテリー、インバーター、チャー

ジコントローラー、接続ケーブルなどを用意。各

機器の容量についてはゆとりをもって選定するこ

と。こうした作業工程について、具体的に初心者

でも分かりやすいように、電気の用語の解説をし

ながらの親切丁寧な説明があって、参加者の皆さ

んは、じぶん発電の組み立てへの興味が一段と深

まったようです。講座終了後も相談したり、質問

したりしている方も見受けられました。この講座

をきっかけに、より大きいソーラーパネルの設置

に繋がれば嬉しいと思いました。

（宮田健）

防災対策にも役立つじぶん発電所づくり入門講座
あなたも、発電所長に！

～自分でつかうちいさな電気を自分でつくる～生活部会

NPO法人豊中市民エネルギーの会

理事 平田賀彦さん

ご存知ですか？
ふろしきのお話。

7月1日より全国でもレジ袋有料化が始まり、エコバッグを持つ方は増えたかと思いま

すが、実は昔ながらの風呂敷もひそかなブームを呼んでいるようです。

包むだけでなく、取っ手をつければバッグに。撥水加工が施されたものはレインカバー

やピクニックシートにもなれば、災害時は三角巾代わりになるなどかなりの優れもの。

あなたのバッグにも一枚、いかがですか？ （村上知世）
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写真による豊中の“むし”調べ2019
自然部会

“虫”ではなく、“むし” ！？

昨年度の身近な生き物調査は「写真による“む

し”調べ2019」を行いました。なぜ、“むし”

なのか？というと、私たちが漠然と“むし”と認

識している生き物ならどれもＯＫということにし

て、間口を広く、敷居を低くして気軽に報告をし

てもらうことを意図して実施したものです。

調査概要

調査協力を広く一般市民から募って26人の調

査協力者があり、市内全域を大きく6地区102地

域に区分して集められた写真を整理しました。ま

た本調査は、2009,10年度にも実施しており、

10年間の変化も気になるところです。

調査の結果、409種1,689個体の写真が集まり

ました。前回が409種2,399個体であったのと

比較すると、個体数は710減少していますが

（前回が2年間かけての調査であったことに起因

します）、確認種数は同数でした。

調査地区のバランス

写真が最も多く提出された地区は北部地区でした。

前回多かった千里地区と東部地区は今回かなり減

少しましたが、地区ごとの提出数のバランスは前

回より差が少なり、ある程度均等に踏査されたも

のと考えられます。

多かったのはチョウ・ガのなかま

グループ別ではチョウ・ガのなかまが105種5

55個体で種数・個体数ともに一番多く、続いて

種数が多かったのが甲虫のなかま71種182個体、

個体数が多かったのはカメムシのなかま47種20

6個体でした。これらは個体が大きく、また飛ば

ずに止まっていることも多いため、比較的写真に

撮りやすかったことも関係していると考えられま

す。

豊中市は、2050年度に1990年度比で、温室効果ガスを70％減らすことを目標としています。

今年度より、省エネ推進事業では毎月16日を省エネに取り組む日として、

省エネの実施とSNSでの発信を呼びかけています。

たくさんの方に気軽に楽しく実施していただくために、省エネに取り組

んだらSNSでの投稿をお願いしているので、みなさまも16日は省エネに取

り組み、ハッシュタグ「#せーのでエコ活」をつけて投稿をよろしくお願い

いたします！

月ごとにテーマを決めており、9月の省エネのテーマは「うちで食品ロス

を出さないコツを教えて！」です。みなさんがお持ちのアイデアを、SNS

で共有してください♪ （中島聡子）



とよなか環境 2020年（令和2年）秋号 NO.70 （通巻第88号） 5

全地区ですべてに現れたのは19種

全6地区ですべて出現した種は19種（前回は1

4種）で、アゲハチョウウやショウリョウバッタ、

クマゼミなどおなじみの種が多いなか、イボバッ

タ、ウメエダシャク（ガのなかま）など、あまり

知られていないものもあり、調査がより広範囲で、

特定のなかまに偏ることなくなされた結果が表れ

ていると考えられます。

絶滅の恐れのある種は4種

大阪府下で絶滅の恐れのある種(大阪府レッド

リスト掲載種)については、キイトトンボ、ウチ

ワヤンマ、アキアカネ、トノサマガエルの4種が

報告されました。それらのうち3種が北部地区の

緑丘配水場周辺で確認されたもので、緑丘配水場

とその周辺市の生物保全上重要な地域といえそう

です。

一部の外来種の動向

前回調査では見られなかった外来種のキマダラ

カメムシが今回は12地域から報告があり、ここ

数年で急速に分布を広げていることが分かりまし

た。

生態系等に悪影響を与えるおそれのあるスクミリ

ンゴガイ（ジャンボタニシ）も東部の水田付近で

報告され、注意が必要です。

とりまとめと報告会

本調査は2019年度の調査で、3月までに取り

まとめて報告会をすべきものですが、データの整

理やとりまとめ作業は新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、中断・延期を余儀なくされ、よう

やく7月11日に報告会を開催することができま

した。多くの参加者はまた期間を置いて再再度の

調査を行う意欲を見せていました。また元気で取

組みたいもので

す。

※報告書はＨ

Ｐに掲載し、市

内図書館や学校

に配布予定です。

（柿本修一）

※環境省㏋によると、2018年の夏至と七夕に実

施したライトダウンキャンペーンでは、2日間計43,

677施設の参加により約232tのCO₂が削減できた

とのこと。これは約19,000世帯の一日当たりのC

O₂排出量に相当するそうです。

6月は

「ライトダウン」

を呼び掛けました

InstagramTwitter

“「とよなかチャレンジ－70」のSNSをはじめました♪”

豊中市地球温暖化防止地域計画（チャレンジ・マイナ

ス70プラン）の推進と情報発信のために、「とよなか

チャレンジ－（マイナス）70」のSNS（Twitter、Inst

agram、Facebook）をはじめました！

「#せーのでエコ活」や、様々な省エネに関する情報

を日々お届けしているので、「とよなかチャレンジ－7

0」で検索し、フォローや「いいね」をお願いします☆

ゴマダラチョウとカブトムシアキアカネの交尾
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「コロッケを通じた豊かな食生活へ

の貢献」という理念を掲げ、コロッケ

専業メーカーとして、日本各地から創

作コロッケ開発の相談を受ける、豊中

の誇る個性派企業のひとつ合同食品(株)。

創業38年目にあたる令和2年、工場を

今在家から名神口に移転しました。

新工場は、府道10号線、阪神高速空港線に面し

て交通アクセスが良い立地で、広すぎず狭すぎず

規模感もちょうど良く、旧工場では複雑に重なっ

ていた動線面が解消されました。今回の移転で、

原材料の入庫から保管、製品製造、検査、包装、

出荷までのレイアウトが機能的に整うとともに、

工場建屋の堅牢性、断熱性が向上。落ち着ける休

憩室や多目的会議室も設けられ、業務効率、省エ

ネルギー性、労働環境が大幅に改善されました。

「移転先については、府外も含めて検討しまし

たが、新工場でも今の従業員の方々と一緒に仕事

を続けていきたいという気持ちがあり、社内アン

ケートを取った上で、最終的に名神口に決めたの

ですよ。」と語る同社の和田社長。

同社が受ける引き合いは、年間およ

そ100件。これまでも神奈川県江ノ島

の名物「しらすブラックコロッケ」

（しらすと竹炭を使用）や岡山県倉敷

市の玉島B級グルメコンテスト優勝の

「もっコロ」（白桃を使用したクリー

ムコロッケ）等、個性的で人気のあるコロッケで

日本各地の地域経済の活性化に貢献してきました。

新工場では、試作専用部屋「コロッケ道場」の新

設と専門の担当者を増員して、開発部門も強化し

ています。

事業活動に移転はつきものですが、豊中の魅力

ある企業がその際に市内に留まってくれて、しか

も新型コロナウイルス流行で社会経済が混乱する

中、生産性と労働環境の両方を向上させながら雇

用を維持してくれていることがとても嬉しく、ひ

とりの市民として同社の今後の活躍が大いに楽し

みです。

同社は他にもSDGs的に素敵な取り組みを進め

られていますので、引き続き次号でご紹介します。

（中村崇之）

新型コロナウイル

ス感染症の影響拡大

に伴う「緊急事態宣

言」の発出を受けて、

花と緑も「とよっぴー」

の有料配布ほか活動

の中止・自粛が余儀

なくされましたが、

宣言の解除の後、市民を対象に「とよっぴー」に

ふれるデーを２回にわたって開催するなど、活動

を再開しています。

資源循環の啓発施設である緑と食品のリサイク

ルプラザを訪れていただき、小学校給食残渣（ざ

んさ）類が堆肥（土壌改良材）に変化していく過

程を理解していただくとともに、食品ロスを身近

に考えていただく機会として設定した活動です。

内容は、施設見学の後、熟成槽で発酵熟成する

温度を当てるク

イズを行い、堆

肥に直接触れて

いただき、堆肥

（当日は約７０

℃ありました）

が生きている様

子を実感し、また、家庭でも生ごみを堆肥にする

必要性を訴えるため、ダンボール堆肥の実演を行

い、リサイクルの大切さを理解していただいてい

ます。さらには、農園でのジャガイモの収穫やミ

ニ田んぼで田植え体験を親子で経験していただく

中で農と食への理解促進に繋げています。

毎回、参加者は多くありません。しかし、豊中

のような都市で希（まれ）な資源循環の活動を知っ

ていただくため、今後とも恒例活動に位置付けて

いく予定です。 （中村義世）

「とよっぴー」にふれるデー、で活動再開
ジャガイモの収穫や田植えに挑戦

花と緑のネットワークとよなか

働きがいも 企業の成長も ～新工場は名神口～
合同食品株式会社vol.1

事業部会

企業と環境㉖
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▼コロナ禍の下でこれまでと

ガラリと変わった生活形態を

余儀なくされたり、時間が空いた人も多かったと思う

が、私はほとんど生活形態を変えることなく、逆に調

整事項がやたらに増えて時間の余裕がまったくなくなっ

た。これまで特殊な社会生活を過ごしていたのか？

（Ｒ）

▼コロナ禍の中で生活環境・行動が大きく変わった。

今まで当たり前だと思っていた事がそうでなく戸惑い

も多々ある。市民活動も当然変更を余儀なくされる。

ただWeb等の活用が多くなると、その環境が整わない

者には情報をどう届けるのか疑問に思う。（E）

▼新型コロナに振り回され運動不足の4ケ月だったが、

ツバメは子育てし、５月末から赤坂下池へのねぐら入

りの数が例年通り順調に増えている。セミは７月に入っ

て朝早くから鳴き出し、梅雨の間は雨が上がると大合

唱に蒸し暑さが増す。元気を出さなくては。（M）

▼花と緑で長いことＮＬを担当していただきました猪

尾さんから今回バトンを受け継ぎました。前任者ほど

の頑張りはできないと思いますが、よろしくお願い致

します。火から金はＮＰＯ活動、土・日は少年野球に

明け暮れています。（Ｎ）

▼新型コロナウイルスの流行により生活様式が変化し、

マスクの着用が当たり前になりました。夏の暑さの中

マスクを着用するのは苦しいですが、こまめな水分補

給や、適宣マスクを外すなど、皆さま熱中症にはお気

をつけください。（Ｙ）

▼0円農園シリーズ（？）。干からびた里芋とカボチャ

のワタから発芽した。里芋の葉は猫が雨宿りできそう

なくらいに育ち、カボチャは花壇からはみ出てゴーヤー

カーテンに到達。この暑さに負けず、人間界の苦難も

どこ吹く風、たくましさに今年も元気をもらう。（Ｔ）

竹炭焼き、竹の間伐体験
千里中央公園

ほぼ毎月開催 詳しくは事務局まで

とよっぴー地産地消採りたて野菜市
毎月第4木曜日 10:00～売切れまで

さわ病院

おもちゃ病院
毎月第2土曜日 10:00～11:30

環境交流センター

1世帯1点まで、修理費実費

とよっぴーの有料配布
9月23日（水）

10月10日（土） 28日（水）

11月14日（土） 25日（水）

10:00～11:00 緑と食品のリサイクルプラザ

ゲームで考える環境問題
9月26日（土） 13:30～15:30

環境交流センター

高校生～40代 12人（先着順）

エコライフカレンダー活動20年の軌道の

展示と写真展
10月4日（日）～16日（金）

※16日は14:00まで

環境交流センター

豊中の里地探訪 旧寺内村、

旧石蓮寺村から長興寺地区を訪ねて
10月16日（金）10:00～12:00

北急緑地公園駅西側エレベーター1階出口前集合

現地解散

15人（先着順）

スケジュール
詳しくは、ホームページや広報、環境交流センターのおしらせをご覧ください。

とよなか市民環境会議アジェンダ２１

TEL:06-6844-8611

Eメール：jimukyoku@toyonaka-agenda21.jp

https://toyonaka-agenda21.jp/

豊中市立環境交流センター

https://kankyokoryu.jp/

《広報ﾁｰﾑ》

Ｒ柿本、Ｅ新開、Ｍ馬渕、Ｎ中村、Ｙ山田、T村上

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事が中止や延期になる場合があります。ご了承ください。


