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１

2021年度総会を無事開催
6月28日にとよなか市民環

境会議アジェンダ21の2021

年度総会を環境交流センター

にて開催しました。直前に緊

急事態宣言が解除され、会員

の参加も可能となり、会員数

162人中出席者130人（実出

席者35人）で総会は成立しま

した。

また茨木かづ子理事長が理

事長を退任し、7月1日より新

理事長として塩見光夫副理事

長が就任されることが発表さ

れました。

●茨木かづ子前理事長に聞きました

●塩見光夫新理事長に聞きました

Q.新理事⾧としての抱負や課題等について
全体事業として掲げている中期目標である①会

員数を増やす、②「第３次アジェンダ２１」を推

進するために各団体との参画•連携事業の充実、

③活動の広報・普及啓発の強化、の３点を達成し

ていきたいと考えています。また部会•プロジェ

クトの横のつながりを深めていきたい、そのため

にも定例会や活動にまず参加して現状を理解した

いと思っています。

また環境プラットフォーム組織として、とよな

か市民環境会議の共同事務局の立場で、構成団体

とどう連携し活動を推進するかも考えたいし、環

境展やちゃんぷる屋台村、親子ぐるぐるフェスな

どに参加してる他の団体との連携や推進も重要だ

と思っています。

Q.他にやりたいことはありますか
「環境交流センター」という名称は少し堅苦し

く、気軽に入りにくい印象があります。会員に限

らず、皆がふらっと来て気楽に交流できる場にな

ればと思います。そのためにも外から見て魅力を

感じ親しみやすい雰囲気があればと思います。専

門家を交え会員でプロジェクトを立ち上げて知恵

を出し合えればと思います。（聞き手 新開悦子）

前理事長の新開さんより引き継いでから、あっ

という間の9年間が過ぎました。行き届かないこ

とばかりでしたが、周りの皆さまに助けていただ

きながらなんとか務めることができました。皆さ

まありがとうございました。

理事長として大切にしてきたのは「この会の理

念・目的を常に忘れないこと」です。大きな節目

に立った時に私たちがめざしているものは何か、

そしてこれからの世の中で大切なのは何かを最優

先に考えて決断することです。

もう一つ忘れてはならないのが「協働の精神」

です。私たちの活動は行政と協働でやっている活

動が多くあります。市民団体と行政では、たまに

考え方が噛み合わないこともありますが、「豊中

の環境を良くしたい」という思いは同じなので、

話し合うことにより分かり合えることがたくさん

ありました。今後も市民と行政がパートナーシッ

プで取り組むことで、より素晴らしい活動ができ

ると信じています。

これからも新理事長のもと、活動の充実と発展

のためにみんなで協力して取り組んでいきたいと

思います。

塩見光夫（しおみみつお）
1949年京都府生まれ。
広告代理店に営業職として40年勤
務。ある酒造会社がさきがけ的に行っ
た「カムバック・サーモン」キャン
ペーンを知ったのが環境に興味を抱
いたきっかけ。
特技はまんがを描くこと。定期的に
漫画展に参加している。
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カエル調査 豊中 2020
～どっこい生きている豊中のカエル～自然部会

「カエルが鳴くからか～えろ」などと、昔の子

どもたちはアマガエルが鳴き出すと雨が近づいて

いることを体感的に知っていたものです。このよ

うにカエルは里地環境を象徴する生き物でしたが、

都市化の波と共にまったく身近な存在ではなくなっ

てしまいました。

長年親しまれてきたカエルですが、これまで市

域全体としてまとまった調査はなされておらず、

その生息の実態を知ってもらうことと、水辺環境

にも目を向けるきっかけになることを狙って調査

しました。

新型コロナウイルスで苦戦
調査は水田や水辺を中心に広く市域全般で行い

ましたが、コロナ感染防止のため開始がひと月遅

れて6月後半になってしまったのがかなり影響し

ました。多くのカエルは田植え前に水が引かれた

ころに繁殖のために集結し大合唱も行うので、そ

の時期を逃したために各調査員はかなり苦戦を強

いられました。

調査結果
ようやく集められたデータを集約した結果、確

認種はモリアオガエル、トノサマガエル、ヌマガ

エル、ウシガエル、ニホンアマガエルの5種でし

た。ウシガエルが市内全域に広く確認された一方、

モリアオガエルは一箇所で確認されたのみで、そ

の生息地の保全が求められます。

近年特に減少傾向が著しく、府の準絶滅危惧種

に指定されているトノサマガエルは、ヌマガエル

と共に比較的広い範囲の水田周辺で確認されまし

た。しかしながら、その生息環境はほぼ水田周辺

に限られており水田の減少がまともに影響するた

め、ビオトープなどの類似環境の創出・維持が求

められます。

報告会
これらの調査結果は報告書にまとめ、報告会で

発表しました。その際には、過去に見られたカエ

ルとの比較や、調査期間外でニホンヒキガエルを

見た、今回は写真が不鮮明等の理由で不明種と扱っ

たツチガエルの話題など活発な意見交換がなされ、

今後ともカエルの動向には注意を払っていくこと

となりました。 （柿本修一）

大阪府の準絶滅危惧種に指定され
ているトノサマガエル

モリアオガエル
手が愛らしい

モリアオガエルの卵塊
（矢印部分）
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初代理事⾧ 河野猪太夫さん 永遠（とわ）の旅立ちに
河野さんは自然観察会講師等で毎日忙しく活動される中で1997年から豊

中アジェンダ21策定を担う4部会の一つ、ビオトープ部会（のちの自然部会）

部会長に就かれました。当時は地球温暖化防止京都会議もあり、議論は活発

でした。

「センス・オブ・ワンダー」（レイチェル・カーソン著）の映画化運動に

協力してはとの声があり、河野さんのご寄付で協力金を提供し、豊中まつり

2001でも上映しました。エンドロールで「とよなか市民環境会議自然部会」

と流れた時、市民活動の自立への道が見えました。また河野さんが岡恒夫さ

ん（昨年4月逝去）や自然部会らと開始した竹炭焼き実験は「竹炭プロジェ

クト」へ引き継がれ、学校剪定枝堆肥化事業は「花と緑のネットワークとよ

なか」の“とよっぴー”へとつながっていきました。

一昨年見られた旧自衛隊跡地の３匹のキツネは地域の皆様の声と見守り、行政・事業者の協力で棲息空

間の回復を待っています。どうぞ豊中の自然を遠くから見守っていてください。 （自然部会 上田峯子）

河野さんを偲んで
河野さんに初めてお会いしたのは1995年2月の環境基本条例の策定

過程のヒアリングで、豊中生物同好会の一員として鋭い意見を述べられ

ていた時でした。翌年設立したとよなか市民環境会議のワーキンググルー

プ（WG）でも「豊中アジェンダ21」を策定するために中心的な役割

を担い、活躍されました。

策定後、WG会議に行政から自立化の提案があり、それを受けたメンバーは「今までの活動は継続出来

るの？」「そのための予算措置は？」「拠点はどこに？」等々の疑問や意見が続出、数か月間議論に議論

を重ねた末、ようやく任意団体「豊中アジェンダ21推進会」を設立、河野さんが委員長に就任されまし

た。私も活動を共にしましたが、あの緊迫した状況はいまも脳裏から離れません。そして、翌年発足した

「NPO法人とよなか市民環境会議アジェンダ21」の初代理事長に就任し、数多くの課題を克服されてき

ました。この間のご苦労があったからこそ、現在も活動は継続できています。

その後フジサンケイグループ地球環境大賞市民グループ賞の受賞報告会で、「この賞は、アジェンダに

結集している会員と応援くれた市民の皆さんの努力、それにNPO法人になる間ご協力いただいた行政、事

業者の皆さんの支援のおかげです」と挨拶し、協働とパートナーシップの基本姿勢を示されました。また

「社会福祉協議会のように、この組織が豊中の環境を市民全体で支えあうことをイメージして作った」と、

夢と方向性を述べられたと三代目理事長の茨木さんからもお聞きしました。

河野さんは多忙な教職の傍ら、教職員組合の委員長として、また教育研究所（当時）の所長として何役

もの重責を果たしてこられました。この異分野の方々との交流は、現在のアジェンダ活動に生かされてき

たと確信しています。河野さんの特徴は「人との強力な繋がり」と言う人がいました。まさにそれを地で

行く人だったようです。

自然を愛する河野さん。その行動と造詣は深く幅広いものでした。現在の豊中にある自然環境保全活動

においてその痕跡を探すのはたやすいことです。また行動は豊中にとどまらず滋賀県にも及び、甲賀愛林

クラブとの「上下流連携森づくりのつどい」が今も続いています。

今私たちは四代目理事長のもと新しい取り組みを始めています。ここに改めて心よりご冥福をお祈り申

し上げますとともに、これからも活動を見守ってくださるようお願いいたします。今まで本当にありがと

うございました。 （元理事長 新開悦子）

河野猪太夫さんを偲ぶ

2021年6月3日、とよなか市民環境会議アジェンダ21初代理事長である河野猪太夫さんが亡くな

られました。



とよなか環境 ２０２１年（令和３年）秋号 NO.７３ （通巻第91号）４

昨年に続き本年もコロナウイルス感染拡大の影

響を受け、花と緑も多様な活動が中止に追い込ま

れました。中でも「とよっぴー」の定期有料配布

が４回中止となり、打撃を受けたところです。

市ホームページなどで中止を告知し施設入口に

事前案内をする一方で、有料配布当日は来場され

る方を予測して面談対応を図る措置を取りました。

中止に際しては、豊中市や環境交流センター、

配布場所である緑と食品のリサイクルプラザほか

多くの問い合わせがありましたが、来場された方

が述べ118人となり、毎回その対応に苦慮したと

ころです。

いくつかの情報媒体物を有し、それを通じて中

止案内しています。しかし、購入者層は比較的高

齢な方が多く、スマホやパソコンに触れる機会が

あまりなく、また、ネットで情報を得るのが苦手

な傾向が強いことが分かり、改めて情報のあり方

を学ぶ機会となりました。

市のホームページにアクセスしても、次にどれ

に入ればよいのかわからない、もともとネットな

どしない、屋外の行事はリスクも少ないのに何故

中止か理解できない、最も使う時期の中止は利用

者を無視している、などたくさんの苦情をいただ

きました。中には４回のうち３回も来られた方も

あり申し訳なく思いました。

社会的には「緊急事態宣言」の決め方が遅いな

ど批判もあったように、有料配布も急きょ中止に

になるなど、告知の難しさを痛感しました。

あらかじめ来られる人を把握できない活動での

中止案内、確実な答えはありません。既存の情報

媒体を活用しながら、今回の事態を反省し次に繋

げたいと自問しています。

何よりもコロナの終息が一番かも知れませんが。

（中村義世）

コロナ禍における活動と情報発信の難しさ
「とよっぴー」有料配布の中止で痛感

花と緑のネットワークとよなか

ショーウインドーでのPR活動～ここでも情報発信の在り方を学ぶ～

花と緑は７月22日～８月３日

まで、阪急豊中駅北出口にある

市民活動情報サロンにおいて、

初めて活動パネルの展示や液晶

パネルによる「とよっぴー」

（DVD）紹介の取り組みを行い

ました。

配架したいくつかの資料のうち「会員募集」の

パンフレットは全部なくなったものの、展示を通

じた花と緑へのアクションは、活動に関する問い

合わせも含め残念ながら皆無でし

た。

展示物に魅力がなかった、発信

力が弱かったなど反省点は多くあ

るショーウインドーでの展示から

見えたものは、対面式でなくウイ

ンドーの横を通りすぎる方法の限界に対する工夫

や、行き交う人が立ち止まっていただく魅力ある

展示とは何かという初歩的な問いに対する答えを

用意できなかったことに尽きました。 （中村義世）

プラスチック資源循環促進法のお話。ご存知ですか？

今年6月4日プラスチックごみの削減とリサイクルの促進を目的とした「プラスチック資源循環促進

法」が成立しました。製品の設計から処理までに関わる事業者や自治体が「３R+Renewable」を意

識した取り組みを行うよう促進する法律です。コンビニのスプーン等も有料化されるとのことで、よ

うやく我が家もストックに悩まされることがなくなるかと安堵しました。 （村上知世）
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化学実験を通して生活と環境問題

の繋がりについて考えることをテー

マにした、環境交流センター主催の

「サイエンスカフェ」（講師はWa

kkaさん）。小中学生が夏の自由研

究にも使えるような、石けんと合成

洗剤の違いについて学ぶ講座を行い

ました。

まずは、水道水を入れた試験管に

油を数滴垂らします。油は水には

溶けないので、どんなに振ってみ

ても水と油は分離します。水道水

で油汚れは落ちないということで

すね。そこで、水と油を入れた試

験管を2本用意し、液体の石けんと

合成洗剤をそれぞれ数滴垂らして

同じように振ったところ、どちら

も水が白く濁り、泡が立ちました。

濁るということは水と油が混ざっ

たということ。ここまでは反応に

大差はありませんでしたが、どち

らも油汚れを落とせるとわかりま

した。

次に「水道水＋油＋塩」を入れた試験管を2本

用意します。同じように石けんと合成洗剤をそれ

ぞれ数滴垂らして振ってみると、合成洗剤を入れ

た方は先ほどと同じように白く濁りましたが、石

けんを入れた方の色は無色透明のま

まで、代わりに白い「かす」ができ

ました。この「かす」は生分解性が

あり、例えば料理の後に塩分を含む

油汚れを石けんで洗った場合、下水

処理場で排水を分解する微生物が

「かす」を食べて分解してくれます

し、海水に洗浄水が流れても海の生

物によって分解されます。

一方、合成洗剤で洗った水は、

下水処理では十分に分解されない

まま川や海へ流れてしまいます。

富栄養化が問題になっていた頃

に比べると、下水処理の技術や合

成洗剤の生分解性も上がってきて

いますが、下水処理場への負荷を

考えると、何ら合成洗剤の洗浄水

を大量に流して良いとはならない

ですよね。そもそも、石けんを使

うにしろ「汚れた水はできるだけ

流さない」ことが何より環境に優

しいと言えます。石けんと合成洗

剤の違いは成分です。どんな汚れ

をどんな成分で洗うか、そしてそれが何にどう影

響するのか。化学的に考えると、自分の家では何

を使うのが良いかが見えてくるのではないでしょ

うか。 （中島聡子）

5

サイエンスカフェ ぐるぐるめぐる水
環境交流センター

就労支援で「花と緑のネットワーク」と出会

いました。

花や野鳥など生態系に興味があり、市内の公

園で花の写真を撮るのが好きで、その興味とつ

ながる予感がありました。

最初は事務補助でご指導いただき、初めて

「とよっぴー」を知り、徐々に資源の循環の世

界に魅せられ、昨年の6月から会員として地産

地消や堆肥化講習会のなどの活動に参加してい

ます。

IT系のキャリアが長く、

プロジェクト長の高島さ

んの監督・ご指導のもと、

小学校の環境教育用の

「とよっぴーと給食」の

DVD制作のお手伝いをさせていただきました。

子どもたちに「わかりやすく情報を伝える」

ことは難しいですが、「とよっぴー」の輪を広

げるため、精進を重ねたいと思います。

環境とわたし
花と緑のネットワーク

《６４》
稲本 健治さん

右から2本目の試験管（水+油+塩
+石けん）のみ澄んでいます

実験結果をまとめています
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３月17日・６

月23日・８月５

日・10月29日

（予定）の４回

シリーズで事業

者向けのSDGs

勉強会を開催し

ています。この勉強会の主役は参加事業者で、講

師はサポート役、コンセプトは各社がSDGsに関

する悩み事や課題を持ち寄って、みんなで解決し

ていく「イシュー持ち寄り型」というものです。

とはいえSDGsをCSR※１と考えている事業者も

多く、自社の事業と融合させてブランド価値を高

めるCSV※２の道具として捉えている事業者はまだ

まだ少数です。

そこで第１回勉強会では事業者にとってのSDG

sとは何ぞや？というところから入っていきました。

SDGsは2030年の未来からのアプローチです。未

来のあるべき世界は定まっていて、事業者はそこ

からバックキャスティング（未来の姿から逆算し

て現在の施策を考える発想法）で今なすべきこと

を課題化し、自社事業と融合させていきます。融

合させるための手順は「SDG Compass※3」に書

かれています。未来の世界が定まっていることで、

事業者は進むべき方向を決めることができるので

す。

参加事業者からは「中小企業も事業継続発展の

ために全方向の取り組みが示されているSDGsは、

今後のビジネスモデルを考えるヒントになるし、

社会への指向性は必要性が増すと実感できた」

「マーケティング、ブランディングへつなげるこ

と、会社理念の再定義など、自社でも再考させて

いただきたい」など、SDGsの本質についてのコ

メントを多くいただきました。

第２回ではSDGs17個の目標が自社事業とどん

な関わりがあるのか紐付け作業を行いました。感

染症対策のためオンライン開催になってしまい、

十分なワークショップの時間をとれなかったもの

の、闊達な意見が飛び交い、「異業種の方との関

わりができ、貴重なお話を聞くことで新たなつな

がりが持てた」「今後も継続して会社や地域、自

身の課題をSDGsの考え方を活用し、目標を明確

にする習慣をつけたい」といったコメントをいた

だき、「イシュ—持ち寄

り型」の狙いへ一歩進み

ました。

第３回では「SDGsア

ウトサイドインカードゲー

ム」を使い「アウトサイ

ドインアプローチ」を体

験してもらいました。ア

ウトサイドインアプローチとは、すでに分ってい

る2030年の世界から、自社事業を鳥瞰（ちょう

かん）的に見るということです。自社がどういう

会社をめざしているのか、どんな事業がやりたい

のか、ということをちょっと離れた目線で考えて

みるという感覚をつかんでいきます。ゲームを通

して、まずは行動することが大事であることや、

他社と協力し合って解決していくことが大切であ

ることも学びました。

第4回は自社の取組みを紹介する会を開催します。

今後は他社との連携がなければ生き残れない時代

になっていきます。この勉強会で色々な会社や組

織が繋がり、協力し合えるきっかけになっていけ

ばと思います。また、参加事業者の方々が作成し

たパネルを10月に環境交流センターで、そして環

境展でも展示する予定ですので是非ご覧ください。

（下司聖作）

※１ Corporate Social Responsibilityの略。企業の社会

的責任。

※２ Creating Shared Valueの略。共通価値の創造。企

業が、社会ニーズや問題に取り組むことで社会的価

値を創造し、その結果、経済的な価値も創造される

こと。

※３ SDGs導入における企業の行動指針。①SDGsを理

解する、②優先課題を決定する、③目標を設定する、

④経営へ統合する、⑤報告とコミュニケーションを

行う、の５つのステップからなる。

事業者向けSDGs勉強会
※SDGS=Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）事業部会

第3回勉強会に参加した三洋商事㈱が

自社ホームページで当日の様子を紹介

しておられます。

（https://sanyo-syoji.co.jp/csr/csr_

info/20210820_002402.html)

エスディージーズ

コチラから⤴
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▼コロナ禍の最中に発熱して

実感したこと。受診してもら

える医院を探すのにひと苦労。ようやくたどり着いた

病院でも、一般患者との接触を避けるためすべて屋外

で待機。それだけでくたくた。幸いPCR検査は陰性だっ

たが、こんな経験二度とこりごり。（Ｒ）

▼コロナ禍の最中、相次ぐ２つの台風、続く列島を覆

うかのような長雨と頻発する災害。これだけでも目を

覆い耳を塞ぎたくなり、心は重い。でも見て見んふり

できないし。その中でアブラゼミでもクマゼミでもな

くミンミンゼミの声を聴いた。心が緩んだ。（E）

▼春先に今年もアゲハチョウが飛んで来た。サンショ

ウやキンカンが新芽の頃はチェックして卵を取った。

８月に入ってパセリの鉢にもうすぐサナギになりそう

なキアゲハの５齢幼虫がいた。モンシロチョウやツマ

グロヒョウモンが少なかった今年ガンバレ！（M）

▼今年は開戦（太平洋戦争）から８０年、記憶は一切

ありませんが、この夏、半藤一利さんの最後の原稿で

ある『戦争というもの』を読みました。ちょうど新型

コロナウイルス感染症が猛威を振るい、「野戦病院」

の設置とか終わりなき戦い、などと形容される言葉を

聞くたびに平穏（平和）な社会を願うばかりです。

（N）

▶オリンピックでは選手たちの活躍を沢山見ることが

でき、束の間ですが新型コロナウイルスを忘れられる

時間だったように感じます。まだまだ我慢の日々が続

きますが、来年の夏こそは旅行や海・プールを楽しめ

る日々が戻ってきますように。（K）

▼お盆前後の大雨の被害は思ったほどでなく安堵、早

く涼しくなって喜んだのも束の間、結局毎度おなじみ

の厳しい残暑。ところで東京は猛暑日はあまりなかっ

たようだが、外国人選手からすれば日本の暑さはクレ

イジーだとか。大阪五輪はないな、としみじみ。（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
10月9日（土） 27日（水）

11月13日（土） 24日（水）

10:00～11:00 緑と食品のリサイクルプラザ

島熊山 秋の自然観察会
11月17日（水） 雨天時翌日、小雨決行

9:30～12:00

モノレール千里中央駅改札口集合

15人（先着順）

11月14日（日）申込締切

とよなか市民環境展
11月26日（金）、27日（土）

両日とも10:00～15:30

豊島体育館

参加は事前申込制（詳細は後日）

楽しいリース作り
12月4日（土） 10:00～12:00

千里中央公園

10人（先着順）

12月2日（木）申込締切

スケジュール

詳しくはホームページや広報とよなか、環境交流センターのおしらせなどをご覧ください。また新型コロナ

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。事前のご確認をお願いいたします。

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、K小浴（こさこ）、T村上


