
とよなか環境 2015年（平成27年）秋号 NO.51 （通巻第69号）

と よ な か

環境
２０１５年（平成２７年）秋号 NO.５１８（通巻第69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

１

この号のハイライト

P.１ 総会報告/P.２ 事業部会

P.３ 花と緑/P.４ 自然部会

P.5 企画屋本舗/環境交流センター

P.6 生活部会

P.７ 豊中市からのお知らせ

P.８ スケジュール

私たちの活動目標は「豊中アジェンダ２１」を推

進する事です。合同開催のとよなか市民環境会議総

会では、2012年から毎年度その行動提案88項目

を評価して進捗状況を見てきました。

2014年度も

全項目を前年度

と比較しました

が、事業活動や

交通に関する評

価の項目数が少

なく、定量化し

づらい項目もあ

るので評価は難

しいものです。

全体として活動は進んでいますが、課題もまだまだ

残っています。

茨木かづ子理事長はあいさつの前半で、「ここ近

年事業面は順調であるが、財政面では大変厳しい状

況になっています。会費の増額をお願いしたところ、

多くのご協力を得て赤字予算にならずにすみ、お礼

申し上げます。それでも予算は厳しい状況になって

おり、今後財政の対策も含めて、当会のあり方を検

討する場を持つ予定です」と述べられました。また

後半では市と当法人の関係にふれ、「行政だけです

べての課題や住民ニーズに対応できない。市民の力

を活用して先導モデルをつくるのが環境自治体会議

である」「豊中はまさにその先導モデルである。こ

れからも協働とパートナーシップの関係を持続し、

さらに新しい展開を模索する必要がある」とあいさ

つを終えました。

そこで、7月7日に理事による「NPOアジェンダ

２１の運営に関する見直し委員会」を立ち上げまし

た。初めに「私たちの活動は数多くのボランティア

の志や思いで進めてきた。また、市・事業者・他団

体等の組織とつながり、活動を展開し、資金の援助

も受けてきた。いま改めて活動の立ち位置を整理･

分析し、関わりのあった人達に役立っているか等存

在価値を再認識する必要がある。と共に新たな資金

をどう得るか、どう活動の活性化につなげるか考え

たい」と提案があり、そのあとアジェンダ活動と環

境交流センター事業のつながりの図をもとにフリー

トークを開始。課題と思う事、提案したい事、キー

ワードはなにか等、第1回目ということでテーマを

絞らず意見交換を終えました。この会は今後も継続

していく予定です。 （新開悦子）

2015年度総会を終えて、そしてこれから
今年度の方針 活動の状況を見つめ発信し、共感できる仲間を増やす

総会は6月29日、青年の家いぶきで15時10分から1時間開き、会員数172人中、出席62人、委任状82人

で成立。事業･決算報告、事業計画･予算案等議案はすべて承認されました。今年度は議案の一つに定款

の変更案がありました。第12条の「理事の定数を13人以上20人以内」を「10人以上15人以内」にすると

いう案です。これに対しても質問･意見はなく承認されました。総会に先立ちおこなわれた記念講演は、

近畿大学の岩前篤教授による「健康な住まい再考～機械に頼らず、我慢しない省エネ～」で、省エネの

考え方を“健康”に視点をあて興味深いものでした。

環境フォーラム開催のお知らせ

とき 2015年9月12日（土）

13時30分～16時

場所 千里文化センター「コラボ」

主催 豊中市

企画・実施 とよなか市民環境会議アジェンダ21

共催 とよなか市民環境会議
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入場無料！
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大和田カーボン工業（株）は阪急三国駅から徒歩

１０分ほどの日出町にあります。同社の村田純一総

務部長からお話を伺いました。

同社の創業は大正７年。その後昭和１５年に現在

地に移転し、以来７５年にわたり豊中の地で営業さ

れてきました。

機密書類リサイクルとの関わり
同社は半導体製造装置や太陽電池用シリコン製造

装置の構成部材である特殊炭素製品等の製造・販売

を行っています。既製品を大量生産するのではなく、

顧客からの注文に応じた製品を製作するため、製品

の設計図等の機密性を要する書類が大量に出てくる

ことになり、４年程前からアジェンダ事業部会の

「機密書類リサイクル」に毎回参加していただいて

います。

資源寄付への協力
また、これまでダンボールは産業廃棄物として処

分していましたが、これをリサイクルに回し売却金

額を市民団体などに寄付する「資源寄付」に協力を

ねがい、アジェンダの活動のために寄付をしていた

だきました。

原材料の有効活用
顧客から注文された製品を製作するにあたり、ブ

ロック状の黒鉛材を加工していますが、加工過程で

排出された端材は小さな

製品の材料に使い、使え

ないサイズの端材は鉄鋼

を製造する際に添加する

炭素材料として売却して

おり、原材料を可能な限

り廃棄物とせず、資源と

して活用する工夫を進め

ています。

人を大切にする企業
顧客からの注文に応じ

た多品種少量生産を特徴

とする企業であるため、技術力を持った社員が多く

必要となります。そのため、長期間にわたり安心し

て働き続けることができる職場環境を維持すること

に力を入れている、人を大切にする企業でもあると

感じました。 （荒井秀夫）

事業部会

企業と環境⑦ 人と資材を大切にする企業

昨年4月よりアジェンダ21の会員になり企画屋本

舗のメンバーとして活動しています。

きっかけは退職後、友人から、これからは地元デ

ビューをしたら？と言われたことでした。確かに現

役の頃は仕事にかまけて地元のことは殆ど人まかせ

でした。

以前、環境をテーマにした企業の社会貢献活動に

携わったことがありましたので環境問題には関心が

ありました。そこで環境交流センターを訪ねアジェ

ンダ21の活動について説明を受け、その場で入会

を決めました。様々な事業に取り組む部会やプロジェ

クトの説明を聞きながら、企画屋本舗の名前を見つ

けて「企画なら」と甘い考えで参加させていただく

ことになったのです。

定例会で実際に活動

内容をお聞きすると、

想像していたのとは大

違い。実に幅広く素晴

らしい活動をされてい

ることを知り、自分にもできるだろうかと少し不安

になりましたが、皆様に温かい目で見守っていただ

きながら一緒に活動をさせていただくことで、なん

とか今日まで続いています。そんな素晴らしい出会

いに感謝の一年でした。環境問題への取り組みは

「私から始めよう」をモットーにこれからも活動し

て行きたいと思っています。

環境とわたし
企画屋本舗

《45》 塩見光夫さん

2

「資源寄付」で社会貢献しませんか

古紙・ダンボール・缶などを収集業者が取りに伺い

ます。リサイクル業者に売却したお金は「豊中アジェ

ンダ21」の推進費用として使わせていただきます。

資源寄付の詳細は当団体にお問合わせ下さい。

資
源
寄
付
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感
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社会福祉施設で作物栽培支援

花と緑のネットワークとよなかでは、一昨年から

社会福祉法人みなと寮千里寮の敷地内にある農園で

作物栽培の支援を行ってい

ます。

この取り組みは豊中市の

依頼に基づき現地法人と契

約書を結んで実施している

ものです。

約６０㎡の畑で春夏秋冬

の野菜栽培を寮生や通所者

と一緒になって作業に勤し

んでいます。サツマイモな

どの作物は近くの子ども達

を誘って収穫行事を開催し、

収穫物は今年から寮のまか

ないの一部に提供するなど、活動や利用が広がって

います。

農園は小石が混ざり、畑としては決して好ましい

状態ではありません。そのため、何度も「とよっぴー」

を投入、小石を除去する作業

を行ったりして改善に余念が

ありませんが、それでも収穫

できる喜びは格別で、関係者

からは喜ばれています。

国の方では「生活困窮者自

立支援法」を制定しています。

活動はこの事業の一環として

の作物栽培支援ですが、土に

触れ作物を育てることを通じ

て自然の営みを感受し、育て

た作物が実ることによる充足

感と達成感を味わっていただ

ければとの思いで、週２日担当者が現地に赴いてい

ます。 （中村義世）

3

花と緑のネットワークとよなか

とよっぴーを使った花いっぱい運動のあゆみ

1999年夏「生ごみ堆肥化実験プロジェクト」で

製造した堆肥を活用する手段の一つとして開始した

のが契機です。

神崎刀根山線の緑地帯、柴原公園、清谷池公園の

3か所の小さな輪でした。2002年豊中市緑と食品

のリサイクルプラザの開設により「とよっぴー」の

多面的な活動展開を図る一環として花いっぱい運動

も徐々に裾野が拡大し、現在では34グループが市

内の公園の一角や空間（空き地）など利用可能な場

所を拠点に39か所に至っています。

利用地域に住む人々が一緒になって土の手入れか

ら種まき、あるいはポット上げなどの作業を行いな

がら、四季に沿った美しい花を咲かせています。

無機質な空間に彩りを与えることを通じて地域に

潤いを与え、一服の清涼感をもたらし、コミュニティ

を広げる役割も担う効果をもたらしています。

活動開始から16年、花と緑のメンバーも高齢化

して今後に不安な課題もありますが、地域で活躍す

る34グループの方々と連携しながら創意と工夫を

もって活動を続けたいと念じています。

花が大好きな人、花を育てたいと日頃思っている

方も含め「とよっぴー」を紡いで花ある街を今後も

めざしていくのが「花いっぱい運動」です。

豊中市主催の「花いっぱい写真展」が10月13日

～15日に市役所第二庁舎で、10月21日～31日ま

で花とみどりの相談所で開催されます。咲き競う花々

の写真を是非、ご覧ください。34グループも一括

展示の予定です。

最後になりますが、「ゴミの散乱が減った」「花

にそっと触れる光景が見られる」「昆虫や蝶を追う

子がいる」など、この活動場所では雰囲気がどこと

なく柔らかくなっています。これも活動の成果です。

（江藤なるみ）

仏
光
幼
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壇
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昨年13年ぶりに「豊中 秋の七草」調査を行い

ました。32名の市民が9月14日から10月15日ま

での1カ月間市内全域を調査しました。

選んだ種目は前回と同じ①アキノキリンソウ、②

クズ、③ススキ、④ツリガネニンジン、⑤ヌスビト

ハギ、⑥ミゾソバ、⑦ワレモコウの7種です。豊中

の自然の中で見られる、素朴で秋の花としてふさわ

しく、放って置けば消えてしまうかもしれない可憐

な花はぜひとも市民の皆さんに関心をもってほしい

植物です。

一般に言われている秋の七草は①ハギ、②ススキ、

③キキョウ、④ナデシコ、⑤オミナエシ、⑥クズ、

⑦フジバカマの７種ですが、豊中にはハギ、ススキ、

クズ以外の4種は自然の状態では生育していません。

この中でヌスビトハギを意外に思われるかもしれま

せん。草むらに入ると衣服に一杯実がくっつくいわ

ゆる「くっつき虫」と思われる人が多いと思います

が、あれはアレチヌスビトハギで外来種です。在来

のヌスビトハギは市内ではわずかしか残っていませ

ん。

13年の間に豊中の自然はどのように変化したの

かということは、今回の調査の目的の1つです。さ

らに7種以外には前回の調査にもあったセイカタア

ワダチソウと新しくヨメナを加えました。セイタカ

アワダチソウは戦後国内で爆発的に繁茂し、空き地

という空き地が占拠され在来の植物を追いやり、花

粉症やら洗濯物にまで被害をおよぼす悪玉とされた

植物です。その後、この植物は全国的には自家中毒

的な自立作用により、かつての勢いは無くなったと

いわれていますが、まだ各地で見られます。ヨメナ

は今回が初めてですが、水田など湿り気の多いとこ

ろを好む植物です。豊中の水田が減少していくとい

う現状から選びました。

さて、調査結果から見ると、前回に比べ7種の総

株数は89%と減少傾向にあります。7種のうち、ク

ズとススキで全株数23,389株の93%を占めていま

す。豊中のどこでも見られ、どちらかといえば邪魔

者扱いされる植物です。残りの5種は今の豊中では

希少種とされる植物で、それらが減少傾向にあるこ

とは憂うべきことで、これからもしっかり保護して

いかなくてはならないと思います。7種以外のセイ

タカアワダチソウについては前回より11%あまり

増え、37,730株で7種の総株数の1.4倍以上になり、

依然として豊中では衰えを見せていないということ

になります。ヨメナについては今回が初めてで今後

の調査を待ちたいと思いますが、1,257株と少数で

注意が必要です。

詳しい内容は、環境交流センターで、『豊中 秋

の七草調査2014』の冊子をご覧ください。

（山口壽）

13年ぶりの豊中 秋の七草調査

自然部会

「豊中 秋の七草」株数の推移

日本における過去100年間

の年平均気温の上昇は何度

でしょうか？

①0.85℃ ②1.14℃ ③3.30℃

◆答えは8ページ
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７月５日（日）午前１０時半から環境交流センター

で「たのしいおはなし会わにわに」をひらきました。

参加者は大人９人、子ども

９人（０才～５才）でした。

まず海やスイカなど、季節

や自然を感じる絵本や手遊び

を楽しみました。

絵本『うみ』うみってどん

なところかな？はじめてうみ

に行くと、魚が…？

･ こりゃあどこの地蔵さん～

子どもを抱いて揺らし、

･ うみにつけてざぶ～ん！

絵本のあと、七夕飾りをつくりました。チラシを

再利用して天の川を作ったり、折り紙で星を折った

り、また短冊にお願いを書きま

した。

竹炭プロジェクトさんから届

いた笹にそれぞれ飾りつけて持っ

て帰りました。

☆願い事がかないますように！

年５回の開催なので、次回は

９月２７日（日）午前１０時半

からです。お楽しみに。

（井下祥子）

たのしいおはなし会 わにわに

阪急池田駅近くのサカエマチ商店街の中にある施

設、エコミュージアム（池田市立3R推進センター）。

ここは「環境に優しいまち池田」の実現をめざし、

池田市とパートナーシップで環境活動に取り組むN

PO法人いけだエコスタッフが市の指定管理を受け

て運営している環境施設です。エコミュージアムの

コンセプトは、暮らしの中でムリなく取り組める3

R（リデュース・リユース・リサイクル）の提案・

実践。リユースショップやリサイクルステーション

の設置、環境について学ぶ講座や実践講座などを開

催しており、施設の活用を通して３Ｒを学べます。

また、リユースショップの売上金の一部は市民共同

発電の太陽光パネルの設置・普及の費用になります。

これまで、NPOアジェンダとNPO法人いけだエ

コスタッフは北摂で活動する環境パートナーシップ

団体として交流を深めてきましたが、2013年にア

ジェンダが環境交流センターの運営を始めてからは、

互いに環境施設の指定管理を担う団体として新たな

形の連携がうまれ、さらなる交流を深めています。

これまでに、不用品交換やリユース食器の導入に

ついて、エコミュージアムに取り組みのヒアリング

を行い、仕組みづくりのヒントをいただきました。

また、今年2月には環境交流センターで「池田・エ

コミュージアムパネル展」を開催。展示期間内の野

菜販売とあわせて、エコミュージアムのスタッフの

方々が「出張リユースショップ」を開き、リユース

品の販売や天ぷら廃油の回収をしてくださいました。

今年3月の環境交流センターのファンクラブ交流会

にもご参加いただき、今後の施設づくりを考えるワー

クショップでは、環境施設を運営されている立場か

ら具体的なアイデアを提案してくださいました。

3年目である今年度は、アジェンダがエコミュー

ジアムの展示・行事に参加することとなり、7月17

日から8月12日に環境交流センターの紹介パネルを

展示、8月8日・9日の「エコ自由研究・工作フェア」

に、企画屋本舗がくるくる絵本作りのブースを出展

しました。

こうした交流の中で、いけだエコスタッフからは、

同じ地域密着型の環境施設を担う団体として施設運

営について学ぶことが多々あり、施設連携のありが

たさと重要性をひしひしと感じています。豊中と池

田、そして北摂の環境活動をすすめていくためにも、

今後も市域を越えた情報共有や業務連携を続けてい

きたいと考えています。 （前川遥）

企画屋本舗

池田エコミュージアムとの連携

環境交流センター
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昨年の「エコライフカレンダー活動｣についてモ

ニターの皆さんから寄せられたデータを集約した報

告書ができました。Ａ4で20ページ。例年に比べ

「モニターからの感想・意見｣が少なかった割には

昨年とほぼ同じボリュームになりました。モニター

家庭での｢エネルギー見える化実験｣の貴重な事例研

究の報告も寄せられたからです。

2000年から続けてきた環境家計簿の運動です。

さすがに長年続けてきたモニターにも疲れが感じら

れます。この間に、発行部数も精いっぱい切り詰め

ざるをえなかったため新しいモニターを拡大するこ

とは十分にできませんでしたが、一般モニター79

人、太陽光発電モニター46人、合計125人のデー

タについて分析することができました。モニター全

体の特色としては、１年間の光熱水費とガソリンの

すべてについてデータを出していただいた、言わば

皆勤賞のモニターの比率が圧倒的に高く、一般モニ

ターでは95％、太陽光発電モニターでも72％の高

比率を記録しました。

二酸化炭素排出量の推移についてのデータでも、

年を追って減少傾向が目立っています。最近5年間

の平均二酸化炭素排出量の推移について、一般モニ

ターでのデータを項目別に視覚化したのが下のグラ

フです。電気とガスの減少傾向が顕著に見られます。

電気に関しては、近年とくに家電製品の省エネ化

が進んできた結果だと思います。家電製品を購入す

るときに、製品の省エネ度が分かりやすく表示され

ています。同時にＬＥＤの照明機器が家庭生活にも

取り入れられてきたからでしょう。

同様に、ガスの場合にも省エネ機器は普及してい

ます。「エコジョーズ｣の名称で出されているガス

給湯器もそのひとつです。

ガソリンの折れ線も、右肩下がりになっ

ています。これはモニターが全体として

高齢化して、車の所有者が少なくなって

きたことと、ガソリン価格の高騰なども

影響しているでしょう。なお、まとめの

冊子は、まだ残部がありますので、ご覧

になりたい方は事務局にお訊ねください。

（奥野享）

2014年エコライフカレンダー活動の集約ができる

生活部会

大阪ガス ハグミュージアム IT 技術がいっぱいの生活環境を見学

６月15日13時、市役所をマイクロバスにて総勢

19人で出発。西区京セラドームに隣接した大阪ガ

スが今年１月にオープンした《大阪ガスハグミュー

ジアム》の見学です。「人とガスが出会う場」とい

う思いが込められた名称だそうです。

全体説明の後、２班に別れ案内コースを回りまし

た。２階の調理コーナーではICプログラムに誘導さ

れた調理の実演。テーブルに組み込まれたHEMS

(Home Energy Management System)は情報に

アクセスし、家族でエネルギー使用量などを確認で

きるとの説明がありIT社会の縮図を見るようでした。

省エネ・創エネコーナ―では、エネファームと太

陽光発電を併用した最新のエネルギーシステムにつ

いてで、興味があったのですが時間の制約もあり、

機器を見るだけに終わったのが心残りでした。

住まいとくらしの体験フロアでは、居間と台所が

仕切られた築25年の部屋とリフォームした床暖房

の部屋の比較体験ができます。快適性は実感できま

したが、昭和の時代が回想される場でもありました。

地域エネルギーネットワークについては、隣接す

る京セラドームなど地域全体のエネルギーを融通し

あう熱源の役割をこのミュージアムが果たし､エネ

ルギーを有効に使い、停電対応などエネルギーセキュ

リティーを実現するというシステムの紹介がありま

したが、最も興味深い話でした。

約２時間の忙しい見学会でしたが、ガス供給シス

テムや最新のガス機器の機能について、それなりに

知識と体験が得られたと思いました。 (宮田健)
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▼異常と思われる暑さが続い

ている。温暖化の影響で海水

温が高く、台風のエネルギーが強力になってきた等、

気象予報士の具体的な解説に関心が深かまっている。

ＩＰＣＣの報告で予告されたことよりも早く顕在化し

ている気候変動が気になっている。（E）

▼旧聞に属する話だが、6月頃の新聞に｢日本政府は

環境についての化石賞の3位までを独占した」という

記事があった。世界の環境NGOがＣＯＰの作業部会

で発表した話だが、最近の会議は環境省よりも経産省

中心で動いている嫌な構図がまる見え。（Ｚ）

▼まわりにヨシが青々と茂っている赤坂下池に、今年

も沢山のツバメが帰ってきました。住宅地のこの場所

はツバメの最高のねぐらでしょう。地域の方々等のご

協力でこの池がよい環境で保たれていることをうれし

く思います。ありがとうございます。(H)

▼日本は平和で世界屈指の長寿国。無職のシニア層も

何とか生活できる。これは老齢年金支給によるもので、

優れた公的年金制度・社会福祉制度の賜物です。この

制度は平和なればこそ成り立つのです。私たちは平和

の尊さを噛み締めて日常の生活を送りましょう。（S）

▼自転車に乗っている時すぐに汗が出てきてしまいシャ

ツがぐっしょりになってしまいます。まだまだ暑い日

が続くようです。熱中症等にお気を付け下さい。（K)

▼アフターサービスがあるお店でものを買うようにし

ている。先日、お気に入りの革靴が破れた。買った店

で相談すると修理不可とのこと。他店で相談してもダ

メだった。修理に頼って日々の手入れをサボっていた

自分を反省。ケアを学びマメにお手入れしたい。（O）

おもちゃ病院

偶数月の第2土曜日 10:00～12:00

環境交流センター

受付は11:30まで

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

自然ふしぎ発見クラブ 秋の昆虫観察

いろいろなバッタのふしぎ

9月19日（土） 9:30～12:00

5歳以上の子ども、30人

小学3年生以下は保護者同伴

服部緑地レストハウス前集合

9月17日（木）まで来館受付

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袋、野菜・米の頒布もあり

秋の鳴く虫観察会

9月25日（金） 18:00～20:00

服部緑地東中央広場集合

豊中生物同好会会員

定員30人

9月23日（祝）まで来館受付

親子で楽しむエコツアー

天竺川の水生生物観察会

9月22日（祝） 9:30～12:30

阪急服部天神駅東口集合～天竺川西願寺橋解散

参加費300円、小学生と保護者20人（先着順）

9月1日（火）10時から受付

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

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、K金子、O前川

環境クイズの答え ②1.14℃

日本の年平均気温は、長期的には100年あた

り約1.14℃の割合で上昇しており、特に1990

年代以降、高温となる年が頻出しています。

出典：気象庁 気候変動監視レポート2014


