
とよなか環境 ２０１３年（平成２５年）冬号 ＮＯ.４４（通巻第６２号）

と よ な か

環境
２０１３年（平成２５年）冬号 NO.４４444（通巻第62号）

発行：NPO法人とよなか市民環境会議ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ21

発行責任者：茨木かづ子

連絡先：豊中市中桜塚1-24-20

環境交流センター内

Tel:06-6844-8611 Fax:06-6844-8668

ニュースレター この号のハイライト

P.１ 環境展報告／

P.２ 自然部会、生活部会／

P.３ 事業部会／P.４ ～５ 環境

展特集／P.６ 花と緑、企画屋／

P.７ 豊中市からのお知らせ／

P.８スケジュール

1

多様な取り組みが披露された
とよなか市民環境展２０１３

11月22日（金）23日（土）、今年も豊島体育

館で環境展を開催しました。諸事情で開催日を早く

したおかげか、例年のような底冷えする会場ではな

く穏やかな晩秋の2日間でした。

体育館の中には力作の壁新聞をはじめ、自転車発

電、土石流やエネルギーの実験、木や紙の工作、ク

イズ、太陽熱利用の料理、丸太切りなど、ずいぶん

多くの出し物で賑わいました。屋外でも数多くの飲

食コーナーや野菜や竹炭などの販売が好評でした。

参加者は昨年より増え2,681人、出展・出演団体も

49団体で、このうち市民団体が1番多く出展し、

行政、事業者と続きました。また、22日は小学校8

校762人（昨年より113人増加）が授業の一環と

して来場、賑わいのある景色となりました。一般市

民も昨年より100人あまり多く821人の参加をい

ただきました。（4、5ページに環境展の特集があ

ります）
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自然部会

生活部会

開催日の8月20日（火）は夏らしい天気で、集

合の豊島公園の周りには高い建物もなく、広い青空

を仰ぐ事が出来ました。

まず、旧環境情報サロン裏の野生生物実験園に入

り植物観察と採集、虫取りをしました。早速ツチバッ

タやオンブバッタを捕まえた子ども達。幼い子がテ

ントウムシを見つけてくれたりして、予想以上に楽

しむことが出来ました。ここは2004年に自然ふし

ぎ発見クラブをスタートさせた場所で、見られる植

物も90種を数え草地ビオトープとなっています。

その後徒歩で環境交流センターへ移動して小休止。

参加者は30人（子ども17人、保護者・大人13人）

で狭い会議室と展示スペースに別れて作業したので

すが、インターンシップの大学生3人（河嶋伶奈さ

ん、中原進之介さん、山中理佳さん）に加わっても

らいとても助かりました。タペストリー用に準備し

た綿布に、タデアイの葉（種から育て用意）、ヨモ

ギ等を小石で気長にコツコツ叩き染めして、途中で

見つけたヨウシュヤマゴボウの赤い実の汁も使って

素晴らしい作品を仕上げられました。「葉を叩くと

汁が出る事が初めて分かった」「夏休みの宿題にす

る」「もっともっと作りたい」等の感想を頂きまし

た。 （上田峯子）

9月13日のわいわい

クラブは、絵本の外表

紙で、かわいい手提げ

バックを作りました。

申し込み多数でキャン

セル待ちが出るほどで

す。

先ず、表紙選びで迷

う人が続出。「これ、

かわいい！ これもいい

な！」と、お子さんやお孫さんの顔を思い浮かべて、

悩みながらも表紙選びとなりました。次は、バッグ

の表に絵柄がうまく出るように工夫しながら、マチ

や底を作ります。折り方を間違えたり、バッグの表

裏で大きさが違ったりと、悪戦苦闘する人もいまし

た。そして 後に、持ち手のひもをつけて完成。

できあがりを見て、みなさん思わず笑顔がこぼれ

ていました。きっと喜ぶお子さんやお孫さんの顔が

浮かんだのでしょう。

なお、好評だったので第2弾を12月13日（金）

に実施する予定です。 （畑洋子）

絵本の外表紙がすてきな手提げに

2014年エコライフカレンダーできる

来年のエコライフカレンダーができ上がりました。

新しいカレンダーは経費節減でこれまでより少し小

さくＢ5版のサイズ。ページ数も写真を減らして10

ページに収めました。でも、モニターの省エネ実績

の表や、二酸化炭素排出量の記録は、今まで同様に

できるようにしました。

モニターの皆さんとともに新しい年も省エネ生活

を推進し、私たちの運動を低炭素社会への力強い一

歩にしたいと思っています。 （奥野享）

わいわいクラブの手提げ作り、エコライフカレンダーも完成

夏の生き物観察と野草染めでタペストリー作り

自然ふしぎ発見クラブ
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事業部会

今号からスタートする「企業と環境」のコーナー

では、市内で事業活動を行う企業の紹介とその企業

の環境への取組みを紹介していきます。「市内にそ

んな企業があったのか！」「そんな取組みをしてい

たのか！」を読者の皆さんに紹介し、応援をしてい

きたいと思っています。

また、このコーナーで紹介したい企業や取組みが

ありましたら、お知らせいただけたらと思いますの

でよろしくお願いします。

◇ ◇ ◇

第1回目に紹介する企業は、庄内宝町に本社を置

くフォークリフトの販売・メンテナンス会社の特殊

車輌整備工業㈱さんです。同社の常務取締役営業本

部長の山形仁さんにお話をお伺いしました。

製造業の生産拠点が海外へ移るなか、フォークリ

フト業界も激しい競争の中にあります。そんな中、

特殊車輌整備工業㈱さんは、数々の新たな事業展開

を進めています。

その新たな事業のひとつ、平成23年2月に大阪

府の「経営革新計画」に承認された「リメイク事業」

は、リース期間終了後の古いフォークリフトを新品

同様に再生する事業です。

一般的に古いフォークリフトは、悪くなった部品

だけを取り替え、簡易塗装をするだけで中古車とし

て販売します。それに対し、この「リメイク事業」

では、古いフォークリフトを全て分解し、塗装も剥

がし、部品を新品同様に再生後、新車同様に塗装を

施し組立てるものです。この「リメイク事業」では、

産業廃棄物の排出抑制に繋がることに加え、新規購

入より遥かに低価格でフォークリフトを提供するこ

とが出来ます。

さらに、この「リメイク事業」で培った再生技術

のノウハウを活かして取り組んだのが、ガソリン自

動車から電気自動車へのリメイクです。（写真参照）

リチウムイオン電池を採用することにより、リメイ

クにかかる費用は200万円程度になるものの、走

行距離は一回の充電で約100キロメートルが可能

となりました。

このガソリン自動車から電気自動車へのリメイク

の今後の展開ですが、リメイク技術にはそれほど難

点はないものの、問題は電気自動車の心臓部分であ

るリチウムイオン電池の入手が難しいことです。メー

カーが限られているうえ、生産数量も自動車メーカー

に納品する数量しか生産していないため入手が非常

に困難です。性能の良い安価な蓄電池の開発が、今

後の事業展開の鍵を握っているといえます。

まだ使えるものは廃棄処分せずに直してまた使お

うという気持ちから生まれた「リメイク事業」、エ

ネルギー問題でもあるリメイク電気自動車の取り組

み、山形さんのお話をお聞きして、いずれも技術力

を活かして新しいことに挑戦しようという前向きな

企業の姿勢を感じました。 （荒井秀夫）

今後は、リメイクされた電気自動車の試乗貸出し

をとおして地域貢献していきたいとのことです。電

気自動車の試乗をご希望のされる方は下記までご連

絡ください。（レンタル費用はかかりませんが、充

電費用は負担していただきます。）

特殊車輌整備工業㈱ 電話06-6331-1161

カモ類の多くは平地

の湖沼、河口部に冬鳥

として飛来しますが、

中には低山地の池沼や渓流に飛来する種もあります。

その種名は？

①オナガガモ ②キンクロハジロ

③スズガモ ④オシドリ ◆答えは8ページ

企業と環境① 車両のリメイク事業

リメイク電気自動車の試乗
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始めまして。9月より新しく事務局職員になりま

した、前川遥と申します。事務局や環境展でお話し

た方には改めてのご挨拶になってしまうので、少し

照れくさく感じております。出身は和歌山、野山が

大好きな25歳です。環境分野で活動を始めたのは

少し遅めで、大学は文学専攻だったのですが、縁あっ

て森林保全官として働いている方より日本の森林と

野山の現状を聞く機会があり、それを契機に森林保

全に関わるようになりました。この経験から、地方

自治体の協働のまちづくりと環境政策への関心を持

ち、大学4回の春には京都のNPOの環境市民さんで

ボランティアとして「第10回

日本の環境首都コンテスト」に

参加していました。社会人になっ

てからは企業で営業事務の仕事

をしながら、環境教育の勉強や

森林に関わる活動等をしていま

した。今は、森林インストラクターの来年度合格を

目指し、試験勉強中です。

趣味は登山とサイクリング。自転車は 近乗れて

いませんが、学生時代は、琵琶湖から京都まで走っ

たり、山越えしたりと、ロングライドも好きだった

りします。こんな私ですが、どうぞ宜しくお願いし

ます。

初めまして、前川遥です。

「豊中みどりの交流会」が企画したプロジェクトのひとつ、“みどり

のカーテンプロジェクト”。今年度の参加小学校は30校、中学校・市施

設・保育所・幼稚園・福祉施設などの参加は38施設にのぼりました。参

加校などから、緑のカーテンの成果が壁新聞になって会場に展示され、

その一角にはさわやかな緑の風が感じられました。そのうちの一つ庄内

小学校4年生の作品は縦3.6m、横50cmという大作で、6月11日の植え

付けからの観察記録「2階まで伸びたよ。すごーい。」で始まり、収穫

時のゴーヤパーティーで作ったサラダとスムージーの「苦かった。でも

美味しかった。」との感想が続きました。そして 後の締めくくり活動

で、残った葉とつるで染め物にチャレンジ、1時間半近くの作業の結果、

なんとも優しい黄色の絞り染布を完成させ、エコバッグに仕上げていま

した。

飛行場に関係する取り組みってなんだろうと話を伺うと、年約800ト

ンも出る飛行場の刈草の飼料・堆肥化プロジェクトの事例（2009年頃

から始めた）をいくつか紹介されました。その一つ、“ITMそら農園”

では全日空整備工場に隣接する空き地を利用した堆肥化事業で野菜を育

て、空港のレストランやイベントに提供されています。当日も山盛りの

サツマイモを展示。飼料としても無農薬だからと、奈良の鹿のえさや兵

庫県の牧場で牛にも使用。その牛乳からアイスクリームを作り、空港の

売店で販売など、他の業種との共同事業も展開しているとの事でした。

子どもたちは大活躍

初参加の会社も頑張っています

新関西国際空港㈱

環境展２０１３
今年のテーマで思い浮かぶのが「ひとりの100歩より100人の1歩」という有名なことばです。

“地球温暖化の原因の95％以上が人為的行為による”と先のIPCCの報告がありましたが、会場の

内外での環境に配慮した取り組みから“みんながんばっているんだ”との強いメッセージが伝→
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私が竹炭プロジェクトに入るきっかけとなったのは、

仕事を辞めて、6ヵ月位なにもしないでいた時に、市民

農園を借りて野菜作りを始めたらと、進められて申し込

んだら抽選に当たり、作ってみたら竹が必要になり、新

千里北町の竹切り体験をしたのが始まりです。

新千里北町の竹林間伐、千里中央公園の竹林整備、間

伐材での竹炭焼きを体験したり、また、皆さんと楽しく

過ごす事で私自身のストレス解消にもなり、はや5年6ヵ

月が過ぎてしまいました。

今では竹林整備、間伐材での竹炭焼き、公園でのごみ

拾いなど少しは役に立っているの

かなと思います。また、竹の間伐

材で私なりに考えながら竹製品も

作っているのですが 、うまくいか

ない事が多いです。

竹炭プロジェクトに入って、3年位たった頃に、自然

部会にも入ったらと誘いを受けて、今では両方に参加さ

せていただいています。

これからも環境や自然の事を考えながら、頑張って行

こうと思いますので、宜しくお願いします。

環境とわたし 自然部会
竹炭プロジェクト

《３８》
上原 泰雄さん

“空き箱や封筒、ポスター、チラシなど雑紙と呼ばれている

もの、これらは立派な資源です。可燃ごみにしないで”と訴え

ている立体の展示物。雑紙プールに用意した紙等を資源か可燃

ごみかの分別ゲームにチャレンジする人が続出。また、面白い

のが“えあわせゲーム”①のサイコロを振ってごみ分別マーク

を合わせるものと、同じく②の9個のキューブを動かしてリサ

イクルマークを合わせるもの。考案した豊中市減量推進課の職

員、小阪さんは次の仕掛けを考えているのか目がキラキラして

いました。“地球環境を守るために”などの文字に代え、楽し

みながら考え、体験できる展示は行政の他のブースにも多く見

られるようになり、ここ数年の好ましい傾向です。

13種類の食券を揃えたコーナーには昼前から行列ができ、売り切れ第

1号はおでん。ごみを出さない環境展をめざし、飲食コーナーではリユー

ス食器を利用し、デポジット方式（食器

などの預かり金方式）で運用しています。

今年は過去 大で約2,000個の食器やお

箸などを用意しましたが、戻ってこなかっ

たのはカップ1個とお箸1膳だけでした。

スタッフの声かけと来場者のご協力によ

り、優秀な結果となりました。

見せる工夫で、行政も頑張ってる

スタッフだってフル回転

みんなですすめよう環境活動 少しの手間と思いやり

→わって来ました。また準備段階からの数字にできない人数と時間と知恵と協働が在ったからこ

そです。きっとこれらの努力が環境展を盛会に導いたのだと思います。特集には多くの団体に登

場頂きたくて苦労しましたが、限られた紙面でごく少数の紹介しかできず残念です。 (新開悦子 )
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あいにくの天候に負けず550人が集う
落ち着いた雰囲気と賑わいが交錯

花と緑のネットワークとよなか

10月19日（土）、10時から午後2時まで豊中市

緑と食品のリサイクルプラザ（併設施設「とよっぴー

農園」）を会場に恒例となった第8回「とよっぴー

祭り」を開催しました。

サツマイモが大きく育つ夏の大事な時期に雨が不

足し生育が不良のため、大人気のメインイベントで

ある収穫が

できないこ

とから、一

時祭りの中

止も検討し

ましたが、

多くの人の

期待に応え

るため開催

を決意し、早々に準備をスタートさせ当日を迎えま

した。

ところが残念なことに朝から小雨が続きコンディ

ションが悪く、人手が心配な中でオープンしました。

祭りとしては、サツマイモ収穫に代えてチンゲンサ

イの植え付けと収穫、ストライクアウトゲーム、着

ぐるみショー、紙芝居、手品、宝さがし、スーパー

ボールすくい、自然工作や竹で作った遊具遊びなど

盛り沢山な内容に加え、いつものように市の関係部

局による分別輪投げや分別絵さがしによる環境啓発、

さらにはお馴染みになった市労働組合による飲食コー

ナ－も並び、見劣りしない祭りの体裁でした。とり

わけ、子ども餅つき大会や 後の抽選会は大いに盛

り上がり、 高潮の雰囲気でした。

来場者が残

念ながら例年

の約半分です。

しかし、賑わ

いの中にもゆっ

たりとしてど

こか和やかな

空気が会場に

流れ、寄せら

れた感想でも、「とても楽しかったです」「サツマ

イモ来年はできるといいな」「素敵な催しです」な

ど好意的な言葉が多く、関係者一同感激したところ

です。

なお、サツマイモ収穫に代わるチンゲンサイの植

え付けは41組が参加されており、当分毎週の土曜

日に収穫が行われるため、事務局にとっての祭りの

終了はまだ先のこととなります。 （中村義世）

環境交流センターの2回目のおはなし会は、9月7

日10時30分から0歳以上の部と、11時から4歳以

上の部に分けて行いました。

天気が悪いにもかかわらず、トータルで23人の

参加がありました。近所だけでなく、服部や長興寺

など、少し離れた所からも、小さい子を連れて来ら

れていました。

季節にあった自然の絵本や、楽しい絵本、物を大

切にする絵本等を読み語り、手遊びのあと、リサイ

クル工作で新聞紙のヨーヨーや、紙とストローのお

ばけづくりなど、盛りだくさんなプログラム。子ど

もの大好きなおばけやウンチの絵本になると、それ

まで走りまわっていた1歳児も、ちゃんと見ていま

す。おばけの絵を描くのも楽しい！「毎月して欲し

い」という声が、前回も今回もありました。

今年度は3

回 の 予 定 で

し た が 、 少

な い ス タ ッ

フ で 、 無 理

な く 、 少 し

ず つ 回 数 も

増 や し た い

と 、 追 加 公

演を一回やることにしました。（12月14日（土）

の予定）

楽しみながら、お母さんや子どもたちに、自然と

親しむ心、物を大切にする豊かさを伝え続けていけ

たらと一同願っています。 （井下祥子）

企画屋本舗

たのしいおはなし会 わにわに



 

「豊中市地球温暖化防止地域計画（チャレンジ ー
マイナス

70 プラン）（改定）」 素案 

への意見をお寄せください。 

 豊中市では、「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）」の見直しを進めています。

このたび、豊中市意見公募手続に関する条例に基づき、計画素案についての意見を募集します。 

お寄せいただいた意見を計画に反映させていきますので、下記のとおり提出よろしくお願いします。 

 意見募集期間 平成 25 年（2013 年）12 月 16 日（月）～平成 26 年（2014 年）1 月 15 日（水） 

 応募できる人 市在住か 在勤、在学の人 、市内の事業者、 納税義務者、利害関 係者 

 意見提出方法 環 境政策室へ 持参か郵 送、ファ ックス、 電子メール で「意見 提出用紙 」を提出 いただく
か、市ホ ームページの入 力フォームから送 信してください。  

 計 画 素 案 
 の 閲 覧 場 所 

市政情報 コーナー、庄内出張所、新千里出張所 、各図書館 、各公民館 、青年の家 いぶき、
と よな か都 市 創造 研究 所、 生活 情 報セ ンタ ーく らし か ん、 とよ な か男 女共 同参 画推 進
センター すてっぷ、環境政 策室、環境交流セ ンター。 
※市ホー ムページでもご 覧になれます。  

 

問合 せ  環境部 環境政策室 地球環境チー ム 温暖化対 策グループ  

      電話 06-6858-2106  フ ァックス 06-6842-2802 

     メール アドレス chikyu@city.toyonaka.osaka.jp 

 
 

ＰＭ2.5 の注意喚起について 

微小粒子状物質であるＰＭ2.5 は、粒径が小さい分、気管

を通過しやすく、肺胞など気管の奥に付着するため、呼吸器

や循環器系への影響が懸念されています。 

大阪府でも、気象条件によっては、ＰＭ2.5 の濃度が高く

なることがあります。 

そのため、大阪府は、ＰＭ2.5 が高濃度（1 日平均値 70μｇ/ 超）になると予測され、注意喚起が

必要となった場合は、国が示した指針に基づき、速やかに防災情報メールでのお知らせやインターネット

で詳細な情報発信を行っていますのでご利用ください。 

■ 注意喚起が出たときは  ■  

○屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らしましょう。 

○屋内でも換気や窓の開閉に注意しましょう。 

○特に、呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢の方は体調に応じて、野外活動や不急の外出を

控えるなど、より慎重に行動しましょう。 

～ 豊中市からのお知らせ ～ 

 
 豊中市では地球温暖化防止のため 

平成 25 年（2013 年）12 月 1 日から
平成 26 年（2014 年）3 月 31 日まで

暖房時の室温を 19℃に設定し、省エネ
に取り組んでいます。 

Warm Biz
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▼環境展等で、私達は自分達の考えが相手にどう届い

ているのかを常に意識して取り組んで来ました。同時

に、参加・体験した子ども達にとって、その経験や学

びがどんな行動に結びついているのか常々気にかかっ

ていました。後日学校の先生にお話を伺う機会があり

ました。子どもの感想として「はじめは環境なんて考

えた事がなくてどうでもいいと思っていた。でもいろ

いろ体験する中で、これから少しずつ環境に良いこと

ができればいい」と話していたとの内容に力を得まし

た。（E）

▼いたるところでいろんな形で、欲求不満がほとんど

沸点近くになっているのではないか―それが今のこの

国の社会を広く覆っている姿のように思えてならない。

〈自然エネルギー推進の運動を造ろう〉というチラシ

を環境展でもらったが、運動があだ花にならぬようど

んなにして育てるか悩みは深い。（Ｚ）

▼シャレール東豊中敷地内のどんぐり山。昔は子ども

達の遊び場で山肌はつるつるでした。11月観察会に

行くと自然が豊かな雑木林になっていました。道路沿

いのメタセコイヤの大木。大王松もすばらしい。地域

の住民の皆さまの保全活動で残された林です。（H）

▼地球上の全ての生物の間には「食物連鎖」の関係が

あります。A生物はB生物を食物にして種の保存が保

たれています。B生物の食物はC生物・・・・。この

関係で、高等動植物から微生物に至る全ての生物の種

の保存が成立しています。実に見事！これこそが地球

創世の神様が与えた賜物。アニマルプラネットを観て

そう感じます。（S）

▼冬の訪れとともに、朝、布団からの脱出が困難になっ

てきました。「今日はこのまま」と悪魔の囁きを振り

はらい、なんとか脱出。冬本番ではないのにこのあり

様。子供の手前、親が見本にと思うものの「あと5分」

はしばらく続きそうです。（T）

▼銭湯部を結成、昭和の渋～い銭湯を巡る事に。次は

大阪の源ヶ橋温泉。ここの屋根には何故か自由の女神

が。理由は「ニューヨーク（入浴）の女神だから」と

いう説が有力だそうです。さすが関西。（O）

とよなか市民環境会議アジェンダ２１

http://toyonaka-agenda21.jp/

Eメール：jimukyoku@toyonaka-agenda21.jp

豊中市立環境交流センター

http://kankyokoryu.jp/

《広報ﾁｰﾑ》

E新開、Ｚ奥野、Ｈ岡、Ｓ猪尾、T高田、O前川

・自然学習講座

ハグロトンボの生活史をもっと知ろう

12月21日（土） 14:00～16:00

中央公民館

・自然ふしぎ発見クラブ

春の七草探しと七草粥の試食

1月6日（月）10:00～12:00

くらしかん

・とよっぴー〈10kg〉の頒布

2月8日（土）、26日（水） 10:00～11:00

緑と食品のリサイクルプラザ

・企画屋本舗

ちょっといい豊中 見つけに行こかウォーク

2月23日（日） 9:15～12:30

環境交流センター

・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・能勢の地場野菜と竹炭の頒布

毎月第3木曜日 10:00～売り切れ次第終了

環境交流センター

・とよっぴー地産地消採りたて野菜市

毎月第4木曜日 10:00～11:00

さわ病院

とよっぴー2.5kg（在庫なくなり次第終了）、

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。

☆とよっぴー（2.5kg袋）や竹炭などは、環境交流センターでも常設で頒布しています。

環境クイズの答え ④ オシドリ

樹林の迫る池や渓流に飛来するが、その生息数

はやや少なく、大阪府のレッドデータブックで

「要注目種」として記載されている。

豊中では安場池（千里中央公園）の池面に張り

出した樹木の付近で少数見ることができます。


