
とよなか環境 ２０１２年（平成２４年）夏号 ＮＯ.３９（通巻第５７号）

と よ な か

環境
２０１２年（平成２４年）夏号 NO.３９７（通巻第57号）

発行：NPO法人とよなか市民環境会議ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ21

編集責任者：奥野 享

事務局：豊中市環境情報サロン内

〒561-0804 豊中市曽根南町1-4-3

Tel:06-6863-8792 Fax:06-6863-8734

ニュースレター この号のハイライト

P.１総会案内／P.２花と緑のネッ

トワーク／P.３水鳥一斉調査／

P.４生活部会／P.5竹炭P、企画

屋本舗／P.６あいあいP、環境

とわたし／P.７環境政策室／P.

８今後のスケジュール

１

「NPOとよなか市民環境会議アジェンダ21」で

は昨年3月に15周年記念事業を開催しました。開催

直前に東日本大震災が起こり、中止にすべきかどう

かと検討した結果、祝賀ムードを抑えて開催するこ

とになりました。そんな状況の中にもかかわらず、

多くの関係者の方々がお集まりくださり、くしくも

大変な社会情勢の時こそ人と人とのつながりが大切

だということを実感させられることとなりました。

このことも含め、私は常々からアジェンダの財産

は「人」であると感じています。この会で活動して

いる市民、事業所の方々や市の職員、また他の団体

の方々など、それはまさに今まで活動に関わってこ

られた方々が作り上げてきた財産と言えるのではな

いでしょうか。

これからも私たちの組織は、その財産と言える

「人」が生き生きと活動できる場であり続けてほし

いと思います。

そしてもう一つ、NPOアジェンダの組織として

の大きな特徴は、少数の強力なリーダーのもとで動

いているのではなく、それぞれの部会・プロジェク

トが独立しており、その中でメンバーが自主性を持っ

て活動していることだと思います。

人のため社会のために何かやりたいと考える人た

ちが、環境というキーワードのもとに集まり、自主

的な活動をしているのです。そのマンパワーを思う

存分発揮して、「豊中アジェンダ21」という行動

計画を推進していくことが私たちの使命です。そし

てそれが、よりよい豊中を作っていくことになるの

です。

これからはそんなすばらしい活動の輪をもっともっ

と広げるために、誰もが気軽に仲間になれるような

雰囲気を作っていくことが大切だと言えるのではな

いでしょうか。

これまでのそしてこれからの､アジェンダ活動に想う 茨木かづ子

とよなか市民環境会議総会とNPO法人とよなか

市民環境会議アジェンダ21の総会を6月21日(木)

午後に青年の家いぶきで開催します。

▽13時30分からは記念講演、講師は宇高史昭さ

ん、京都市環境政策局環境管理課長。テーマは「環

境教育等促進法改正を契機に協働を考える」

▽14時30分から15時10分 とよなか市民環境

会議の総会。

▽15時20分から16時30分 とよなか市民環境

会議アジェンダ２１の総会

とくに今年は役員改選の年でもあり、例年の議案

に併せて、新役員選任の議案が提案されます。

また今年の総会は、役員の交代だけでなく、節目

の年としてのいろいろなことが考えられます。

まずアジェンダ21にとっては、12月でNPO法

人化10年の年になります。10年目を前にして、組

織のあり方だけでなくいろいろな点での刷新が課題

として求められつつあります。組織上の問題だけで

なく、内外の状況を見ても京都議定書の第１約束期

間の 終年度でもあります。諸々の情勢にあわせ、

気分を一新して積極的な運動を展開していく有意義

な議論をお願いしたいと思います。 (奥野)

とよなか市民環境会議アジェンダ21 ２０１２年度総会を開きます

昨
年
の
総
会
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花と緑のネットワークとよなか

緑と食品のリサイクルプラザに併設した「とよっ

ぴー農園」は800㎡の広さで年間を通じた農体験活

動を行っています。一般市民を対象にシリーズ化し

た農体験｢農園楽｣は農作業のボランティアをしなが

ら栽培のノウハウを磨く活動で好評です。親子で学

ぶ｢畑の楽校｣(前後期)や、｢親子による大収穫祭｣、

とよっぴー祭｢サツマイモ収穫｣も好評でした。

また小学校での菜園支援と教室での環境学習は、

希望校が年々増えて14校にまで拡大し、農園での

体験学習も合わせると昨年度は64回、参加した子

どもの数も3,500人を突破しました。土に触れる機

会の少ない都市の子どもにとって収穫体験は絶好の

チャンスで、土中からミミズや虫が出てくると歓声

が上がり、横で保護者もニッコリ微笑んでいます。

ミニ田圃でのお米作りは、泥んこになって苗を植

え、慣れない手つきで鎌で刈り取る体験は、食と農

の生きた環境教育だと確認することができます。

農園長の柳澤さんはほぼ毎日農園の手入れですが、

まったく頭が下がります。収穫した野菜をプレゼン

トする気前のよさに「ちょっと減らしては｣の声も

聞こえてきますが…。

学校に出かけての栽培支援も始めてから5年。朝

顔を育てたり、あるいは菜園などでお米作りや作物

栽培もおこなっています。中には都会育ちで手引書

をもとに努力されている先生もおられ、私たちの支

援が大いに役立っています。

土づくり用に「とよっぴー｣を持って行き、大根

や野菜を育てて収穫までを時系列で学ぶお手伝いを

しています。菜園支援だけでなく教室での環境学習

とセットにして、｢とよっぴー」の原材料は給食の

食べ残しであることを説明すると、2～3日は残渣

量が減るようです。児童からも「僕たち私たちの学

校は残してないでー」という声が返ってきます。

稲作では、藁の扱いや籾摺り体験なども折り込ん

でいます。とくに｢とよっぴー｣で育てた野菜を給食

の食材に提供したときは、いっしょに給食を食べて

懇談する場合もあり楽しい時間を過ごします。担当

の岸田さんは菜園支援だけでなく、高島さんと役割

をきめて教室でお話をしたりしますが、 近では彼

が別の用事で学校に立ち寄ったときに窓から「岸田

さ～ん」と声をかけられる微笑ましい場面もあるそ

うです。

｢食育｣が言われるようになって久しく、｢食育｣は

家庭が基本だという考え方もありますが、実体験と

いう生きた教材と、現実に農業をしている外部の人

の話が聞けることで「食育｣が発展しているのを確

信しつつ、活動を続けています。 (中村義世)

「とよっぴー農園」や学校菜園支援が広がる

児童から信頼される嬉しさ

とよっぴー農園のサツマイモ畑は壮観

小学校での環境学習の様子

とよっぴー農園での作業



ユリカモメ 437 カルガモ 108 ユリカモメ 437
カルガモ 212 ハシビロガモ 100 ヒドリガモ 175
ヒドリガモ 202 ホシハジロ 80 カルガモ 104
ハシビロガモ 100 オナガガモ 52 コガモ 67
ホシハジロ 99 マガモ 45 ハクセキレイ 52
コガモ 69 キンクロハジロ 40 コサギ 35
オナガガモ 55 ヒドリガモ 27 カワウ 30
ハクセキレイ 55 バン 24 セグロセキレイ 29
カワウ 54 カワウ 24 オオバン 20
キンクロハジロ 48 オオバン 22 アオサギ 19

ホシハジロ 19

鳥 の 種 類 の 多 い 順
全 体 池 河 川

山が池 79 神崎川 456
新宮池 74 猪名川 265
猪名川池 73 千里川 125
うずわ池 67 天竺川 102
中池 52 旧猪名川 56
三ツ池 52 高川 18
箕輪池 35 中央幹線排水路 11
青池 33 豊能南部排水路 3
若竹池 28
広田池 17

池 河 川
鳥 の 数 の 多 い 池 と 河 川
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自然部会

市民の皆さんに呼びかけて

はじめた水鳥調査も3回目に

なります。今回も市民調査員

33人の協力を得て2012年1

月21日(土)に朝9時から小雨

模様のなか市内の40カ所の池、

8つの河川水路を9班に分かれ

て一斉に調査しました。第1

回が2000年、第2回が2004

年、そして3回目の今年が8年

経過しての調査になりました。

前回までの調査

から随分状況の

変わった池や川

があります。野

生の生き物は周

りの状況に敏感

ですし天候も影

響されるでしょ

う。結果が注目

されました。こ

の冬は街路樹の

クロガネモチや

ネズミモチ、庭

のナンテンやセ

ンリョウの実な

どが、春になっ

ても鳥たちに食

べられずに残っ

ているのを見か

けませんでした

か。今年は全体

に鳥が少ないと

いう声を聞いた

ことがあります。

調査の結果もそ

れを裏付けるよ

うな数字が出ています。

まず観測された鳥の種類は池で22種類 606羽、河

川で24種類 1,036羽、全体で30種類 1,642羽になっ

ています。河川の鳥の数が池の鳥の数の1.7倍になっ

ていますが、ユリカモメの約400羽が大きく数字を上

げています。しかし池・河川・全体の表を見ますとこ

の8年間にかけて数を減らした種類が多く、数を増や

した種類の方が少ないことが分かります。数を大きく

減らしたのはハシビロガモ・ヒドリガモ・キンクロハ

ジロ・コガモなどで、逆に大きく増えたものにはカル

ガモ・ホシハジロがあります。

またオオバンは数は少ないのですが、前2回はわず

かしか観測されなかったのに、近年しだいに数を増し

今回42羽を数えるまでに増えています。これと同じ

ようにオシドリも00年に1羽、04年は0羽、そして

今年は8羽を数えましたが、多い日には20羽ぐらい見

られるほどです。そのほか市内の池や河川で多く見ら

れる鳥の種類は次の表のとおりです。また多くの鳥の

見られる池の表も参考にされるとよいでしょう。

なお、更に詳しくは「水鳥一斉調査・2012」の冊

子をお求めください。アジェンダ事務局にあります。

(山口壽)

水鳥一斉調査2012

オ
シ
ド
リ
（
千
里
中
央
公
園
）

（冊子は一部１００円）



とよなか環境 ２０１２年（平成２４年）夏号 ＮＯ.３９（通巻第５７号）４

環境家計簿の関連で2つの研究発表

生活部会

11年前のエコライフカレンダー（環境家計簿）運

動は、家庭での省エネについてどんな項目があるか

の手さぐりでした。電気・ガス・灯油・水道・ガソ

リンなどの他に、通勤通学の電車・バスに乗る時間

をエネルギー消費のCO2に換算して記録。またごみ

についても重量を計り、CO2に換算してデータを出

していました。ごみのCO2は4～5％程度で思ったよ

り少ないことも分り、データを出す手間を軽減して

運動が長続きするよう、4年後には電気・ガス・水道・

ガソリンなどの項目に絞り込みました。

こうして運動が定着する頃には、省エネ家電も出

回り始め、待機電力をへらすことも普及してきまし

た。モニターも150人を超え、どこに出しても恥ず

かしくないデータの集約ができるようになりました。

今回の研究発表に当って長年協力を願ったモニター

100人に緊急アンケートも行いましたが、直ちに回

答が寄せられ、感想文とともにこのような皆さんに

支えられているのだと大きな元気をもらいました。

省資源・循環など幅広い環境への配慮を追究して

きたなかで、昨年は思いもかけない東日本大震災と

原発事故を経験し、省電力が新しい意味を持って必

要になってきています。

報告で目を惹いたのは、2011年エネルギー白書に

よると、家庭のエネルギー源について世帯当たり電

気の比率は1973年度に28.2%だったのが2009年

度は50.5％と非常に大きくなり、灯油が減少してい

ました。また豊中市では人口が減少傾向にあるのに、

世帯数が増えていることも目を惹きました。

ＬＥＤ電球の2大メーカーＰ社とＴ社の比較では、

まぶしさを抑えてやさしいＴ社と広角の照明に優れ

ているＰ社のものなど、情報が具体的です。

ＬＥＤ電球の普及も、2009年10月の3.2％から、

2010年10月は22％超、2011年4月には29.6％に

達しています。私たちを取り巻くエネルギー消費の

姿が急速に変わって行くのがよく解りました。(奥野)

3月14日、くらしかんの研究発表で生活部会は2つの報告を行いました。｢エコライフカレンダー

運動の11年｣は今井文子さんが、｢省資源・循環など暮らしの研究｣は宮田健さんが発表しました。

11年も続いたエコライフカレンダー運動

新しい時代の家庭での電力の使い方

わいわいクラブ ミニ色紙に季節を描きました

5月17日午後、講師に木田増美さんを迎えてミニ

色紙に顔彩で絵を描く講習会をもちました。

口コミだけの募集でしたが参加者は７人。まず筆

使いのおけいこから。ただ線を描くだけでも思った

より緊張するもんです。先生は｢一気に描けなけれ

ば、二度描きでもいいですよ」とアドバイス。季節

の先取りで、西瓜と風鈴に涼風の文字もいれました。

同じ絵でも、赤の微妙な違いや筆のタッチなど、

それぞれの個性が出ていて面白い。あともう一枚は

好きな絵をと、お手本を見ながらなんとか仕上げる。

藤の花を描く人、かき氷を描く人、夏のトロピカル

な飲み物にAloha の文字を入れるなどといろいろ。

後の話し合いで、「壁掛け用の台紙はリサイクルの

段ボールに千代紙などの和紙を

貼って作ったら、色紙が一層見

栄えよくなるね」とか、「牛乳

パックの底を切り取って切れ込

みを入れスタンドも作れるね」

など…、ほんとうにわいわいが

やがやとアットホームな講習会でした。

おまけに、先生の作品を1枚ずついただき｢むつ

かしかったけど、楽しかったわ｣と皆満面の笑顔。

「短い時間で、2枚を仕上げるのはしんどかったか

なあ…｣とスタッフは反省しきり。仕上がった西瓜

と風鈴の色紙を眺めながら、団扇を片手にこの夏も

15％節電に励むことにしよう―。 (今井文子)
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竹炭プロジェクト

今年度の年間スケジュール

猪名川は、豊中市と尼崎市の境界。昔は洪水や氾濫

を起こしたが、川筋を付け替え、川岸は安全な散策路

となる。旧河川跡の堤も、市民の手で自然が守られて

いる。曽根駅前から、エコラボバス（エコ＋コラボ＋

バス）青い小型バスに乗る。参加者は11人。地域の

足として、試行運行中。桜並木

の緑が清々しい。花の季節にも

乗りたい。

大規模建設現場から、大量の

弥生式土器や、住居、墓跡が発

掘され、全国的な市民運動のお

かげで保存された。

人骨の横たわる棺、乳幼児の

甕(かめ)棺、石器、装身具、種

子、鹿や猪の骨。

弥生の前・中・後期全ての遺跡がみられる。外に弥

生式の住居や高床式倉庫（復元）。竪穴住居は、夏涼

しく冬暖かい、今はやりの「地熱利用住宅」だ。

河川敷は雨風が強い。タンポポの話など、講師の山

口壽さんの自然解説を聴きながら歩く。黄色いカラシ

ナが河原を彩る。旧猪名川堤の林

に入ると、樹木が雨風を防いでく

れる。ここは宅地になる予定だっ

たが、山口さんたち市民が「貴重

な自然を守ろう」と運動。初代環

境庁長官・大石氏が視察し、保存

が決定した。土手に落ち葉止めを

作って乾燥を防ぐなど、市民の努

力は続く。雨の猪名川公園では、

梢の目立たない花がほのかに甘く

香っていた。あいにくの雨だった

が、「植物など色々教えてもらってよかった」「エコ

ラボバスに乗ってみたかった」参加者の満足度は高かっ

たようだ。 (井下祥子)

猪名川旧堤防下

企画屋本舗

第11回 雨天決行!! 猪名川の歴史と自然を訪ねて

5月16日、千里中央公園管理事務所でプロジェ

クトの総会を行いました。会員17人、行政からも

担当者2人の出席があり、平成23年度の活動報告

と平成24年度の活動スケジュールを討議しました。

活動報告として、千里中央公園では竹炭焼き10

回、竹の間伐11回、重点的に竹林整備、土留、側

溝土砂上げ、フィールド会所の掃除。新千里北町で

は竹の間伐（車道側へ倒落の竹切り、樹林への竹の

潜入防止など）11回、尾根筋の竹枝払い。

イベント参加として、豊中まつり、とよっぴー祭

りなどで製品の販売と工作、遊具提供など12回。

地産地消出展20回。

年間スケジュールとして、千里中央公園では竹林

整備を重点的に15回、新千里北町では竹林の間伐

を15回。竹炭焼きは7回、イベント参加12回、地

産地消出展24回を計画しました。

また、竹林間伐及び竹炭焼きは体験できる場を設

けており、昨年度は13人の体験者があり、楽しみ

ながら参加していただきました。

間伐の必要性を知ってもらい、竹炭焼きでは、す

ぐれた品質を持った竹炭、竹酢液の出来上がる過程

が見れます。メンバー21人で今後も継続的に活動

します。 (木村文康)

尼崎市立田能(たの)遺跡

猪名川河川敷から猪名川公園へ
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20数年前、自宅の窓のすぐ近くにヒヨドリが巣

を作ったことがきっかけでした。夫婦交代で巣を温

め、３羽の雛がかえった後は頻繁に餌を運び、巣立

ち後も親鳥は飛ぶことを強要せず近くの枝で見守り

ながら安全な林へと少しずつ誘導していく細やかな

子育てを見て心打たれました。

そして、よく見ると、私たちのすぐそばには、実

にたくさんの生き物がヒヨドリと同じように暮らし

ていることに気付いたのです。

幸い、近くに豊中の自然の宝庫、島熊山があり、

植物や野鳥、昆虫などの暮らしぶりを四季を通じて

学ぶことができました。親しく付き合う中で、タヌ

キやキツネが車にはねられる事故が毎年起き、市に

｢タヌキ横断注意｣の看板を立てて貰ったりもしまし

た。今も被害は絶えず、

昨年も子タヌキ２頭が

相次いで轢かれていま

す。看板以外の手立て

を考えなければいけま

せん。

日本の絶滅危惧種は

植物も含め3,155種と言われています。豊中でも自

然部会が行なった希少種植物調査で51種が絶滅し

ていることが分かりました。環境破壊はすでに足元

から進行しています。

生き物の声に耳を傾け共存の手立てを積み上げて

いくことが、私たちの環境を創る土台になると信じ

ています。

環境とわたし 《33》

自然部会

易 信子さん

あい・あいプロジェクトは、日頃から子ども達に

関わる20代〜40代のメンバーが中心です。３月３

日（土）とよなか男女共同参画センター「すてっぷ」

にて『「こころ」を育む環境教育とは・・・』と題

して、メインゲストに大阪教育大学の石川聡子さん

をお迎えし、環境教育を考える若者の座談会を開催

しました。

まずは、石川さんより「環境教育推進法の改正」

について。従来法との違いについてお話しいただい

た後、社会の行動パターンを変えるための“学び”

ということで、単に環境のことを「学ぶ」「知る」

のではなく、社会を変える、他者と一緒に社会をつ

くるための学びである必要性を語っていただきまし

た。

後に、「こころ」を育む環境教育について、石

川さん自身も答えがみつからずにいるということで、

議論は会場の参加者へ。そもそも「環境教育の定義

は？」というテーマでさまざまな思いが飛び交いま

したが、感じ方受け止め方はそれぞれ。多様なとら

え方があり、答えはひとつではない・・ということ

が、まさに環境教育なのかもしれない。この日の結

論は、そんな感じでした。

座談会の参加者は14人。あいあいプロジェクト

メンバーに加えて、北摂で環境活動に関わる、さま

ざまな人が駆けつけてくれました。お互いのバック

ボーンもさまざまだったので、同じテーブルで議論

するには難しい場面もありましたが、「環境教育」

というテーマで、実際に活動している人同士が真剣

に語り合えたことは、とても有意義なひとときでし

た。 (上村有里)

あいあいプロジェクト

環境に関する若者の座談会
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▼one for all, all for one ということばが好きだ。

でも東北のごみを受け入れよと政府が言うと、居心

地悪い気分になる。放射線の心配についての政府説

明が歯切れ悪く信頼には距離があるから。政治と人

間的助け合いの精神と、そんな板挟みが悲しい。仕

方ない、ひたすら放射線被曝を読み漁る。（Ｚ）

▼未来の森づくりに毎回、小学4年の孫と参加して

います。12月の環境展で竹ポットにドングリを植

え1年半育てた苗を公園に植え替えます。昨年受け

変えたドングリが大きくなっていたのでうれしかっ

たです。今年もしっかり育ってほしいという気持ち

で植えかえました。（Ｈ）

▼我が家のペットが昨年、13歳で他界しました。

生前のルナは、部屋の畳、絨毯、ふすまを引っ掻い

て破るなどどうしょうもない“やんちゃ犬”でした

が、可愛げがあり憎めませんでした。未だに生前の

ルナの面影が忘れられず、時折、遺影に向かってル

ナ！ルナ！と呼びかけています。（Ｓ）

▼年に一度の健康診断が近づいて参りました（汗）

毎年、痩せなくちゃ～と思いながら痩せられない。

息子たちに「マツコデラックス」といわれないよう

に今年こそはがんばるぞ～。（Ｋ）

▼OL時代の友人から会社のOB会の誘いが…。無理！

ムリ！絶対にム～リ！ じゃあプチ同期会をやろう

ということに。おしゃべり娘が4人、30年ぶりに再

会すると、みんな声は昔のまんまで貫録たっぷりの

お母さんになってました。(ホッ)（P）

http://toyonaka-agenda21.jp

Ｅメール ecoshimin@kmd.biglobe.ne.jp

《広報ﾁｰﾑ》

Ｚ奥野、Ｈ岡、Ｓ猪尾、Ａ廣田、Ｋ辻岡、Ｐ大村

アジェンダ会員募集中！！
あわせて、ニュースレターの作業ボランティ

アも募集しています。お手伝いいただける

方は、事務局までお知らせください。

℡：０６－６８６３－８７９２

4月より月、水曜日の週2

日ほど事務局で働いており

ます。今まで、環境の仕事

としては、講座・イベント

の企画や事業のコーディネー

ト、学校などでの授業や講

演を中心に働いてきました。

プライベートでも、学習会

やスタディツアー、調査や国際会議の参加などを行

い、毎日、公私共に環境活動漬けの日々です。青年

海外協力隊に参加したこともあり、環境の中でも、

持続可能な社会に向け、人と環境や日本と世界の

つながりについて伝え、活動していくことを主に

しています。

とよなか市民環境会議アジェンダ21は、関西で

も先駆的に市民・行政・事業者が活発に環境活動を

行っていらっしゃいます。その活動を更に盛り上げ

られるよう、頑張りたいと思います。

琵琶湖博物館の環境学習センターやＹＭＣＡ高校

などでも働いているので、お会いする機会は少ない

かもしれませんが、事務局でお見かけの折は、是非、

声をかけて下さいね。お待ちしております♪

初めまして、正阿彌崇子で～す。
し ょ う あ み 　 た か こ

・とよっぴー有料頒布

第２土曜日、第４水曜日 10:00～1１:00

緑と食品のリサイクルプラザ

・おもちゃ病院

偶数月の第２土曜日 10:00～12:00

環境情報サロン

・竹炭焼き、竹の間伐

千里中央公園、新千里北町

ほぼ毎月開催、詳しくは事務局まで

・豊中まつり協賛パネル展

8月4日(土)、5日(日)

環境情報サロン

スケジュール


