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●茨木理事長の挨拶

審議に先立ち、茨木理事長は「ここ数年、会を持

続可能なものにするために会費増額など具体的な動

きがあったが、問題点は会員の高齢化にある。今後

どういう組織にしていくかを今のあいだに考えてほ

しい。また、とよなか市民環境会議が発足して20

年を経過したが、環境問題を豊中市の多様な組織で

考え、豊中アジェンダ21を推進して行こうという

創設当時からの考えは達成できていない。第3次豊

中アジェンダ21を策定する中でこれらの課題をみ

んなで考えて行きましょう」と挨拶されました。

●今年度の主な取り組み

市民・事業者・行政の行動計画である「豊中アジェ

ンダ21」を車の両輪と位置づけられている「豊中

市環境基本計画」の見直しにあわせ、「第3次豊中

アジェンダ21」の策定に2年間かけて取り組みます。

また、とよなか市民環境会議発足後の20年間の

社会状況や市民活動の状況、環境を取り巻く課題も

随分と変化してきました。これらを踏まえ、「豊中

アジェンダ21」の行動提案や、これを推進してき

た部会・プロジェクトのあり方、活動内容の根本的

な点検などを、会員のみならず多くのセクター・年

代層からの参加や意見を得

ながら、新たな一歩を踏み

出したいと考えています。

その他、部会・プロジェ

クト活動においても、活動

の中心が当初からのメンバー

であり、活動量の偏りが出

る等の課題も呈しており、

今後に向けての改善が必要

です。

●役員改選について

今年度は役員改選があり、

理事を12人、監事を3人選

出しました。これに先立ち、

長年精力的に活動を牽引さ

れてきた佐々木忠弘さん、

柳澤俊治さんの2人の役員が

退任されました。皆さまお

疲れ様でした。なお、総会

後の理事会で、理事長に茨

木かづ子さん、副理事長に

井上和彦さんが選出されま

した。 ｈ（新開悦

2016年度総会を終え新たな一歩を

→記念講演会で紹介された国連の新目標「SDGs」についての記事が次頁にあります。

これからよろしく
お願いします！

総会は6月29日、青年の家いぶきで15時10分から16時30分まで開催され、会員数171人中、出席57人、委

任状75人で成立しました。議案では昨年度の事業報告、活動決算報告および監査報告があり、続いてとよ

なか市民環境会議の発足20年を迎える今年度は、全体方針を「20年の歴史を踏まえ、次の新たな一歩を

踏み出す」として、これを基にした事業計画、活動予算が審議、承認されました。また、意見として新規の部

会創設の案が提案される等、活発な審議の場になりました。事業報告では改めて私達の組織が多くのセク

ターと繋がって活動してきたこと、今年度も協働とパートナシップを基本に単一の組織だけではなし得ない活

動が提案されましたが、我々の活動が必要とされ、支持されるためにはさらに何が必要であり、どんな活動

が不足してきたかを考えざるを得ない年度になるようです。
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国連の新しい目標 ―SDGsとは―

6月の総会に先立ち行われた記念講演は、SDGs

がテーマでした。「第3次豊中アジェンダ21」の

策定に関連するため、SDGsについてあらためて紹

介します。

2015年9月、ニューヨークで開かれた国連総会

にて「国連持続可能な開発のための2030アジェン

ダ」が採択され、2030年に向けた国際目標が共有

されました。この中で、持続可能な開発目標（SD

Gs）と呼ばれる、17の目標と169のターゲットが

掲げられています。17の目標は、貧困・飢餓・ジェ

ンダー・エネルギー・気候変動・平和などの地球上

の課題で、先進国・途上国すべての国を対象として

います。また、持続可能な社会をつくるために大切

な要素として5つのP（People：人間、Planet：地

球、Prosperity：繁栄、Peace：平和、Partners

hip：パートナーシップ）が示されています。「誰

一人取り残さない」というメッセージを含み、社会

的に弱い立場の人にもしっかりと目を配ることをめ

ざしていることもポイントです。

ところで、過去の経過をみると、1992年のリオ

サミットでは、持続可能な具体的行動計画として

「アジェンダ21」が採択されました。これが、

「豊中アジェンダ21」の策定につながっています。

また、2000年に21世紀の国際社会の目標とし

て、ミレニアム開発目標（MDGs）が採択されまし

た。貧困問題の解決に向けた8つの目標、18のター

ゲットが設定され、2015年を目標に具体的な数値

目標が定められました。

SDGsは、MDGsに代わる新たな開発目標ですが、

「アジェンダ21」からの環境の課題と、MDGsか

らの開発の課題が統合されています。「豊中アジェ

ンダ21」は、1992年の「アジェンダ21」の採択

に端を発していますが、第3次の策定ではSDGsの

内容を見すえつつ、第3次の行動提案がSDGsの目

標・ターゲットのどこを担っていくのかを明らかに

したいと考えています。 （廣田学）

２

環境びっくり箱 親子で楽しむエコツアー
プラスチック製容器包装の収集体験とクリーンランドの新施設見学

猛暑が続く8月4日、参加者19人とともにいまだ

に分別が難しいプラスチック製容器包装の収集体験

とクリーンランドの見学を行いました。

収集体験の場は安全面等か

ら、中部事業所（走井）の

駐車場に、ごみ置き場を数

か所設営して、実際の収集

車に乗り下りして、親子で

作業を行います。収集する

プラスチックには、間違っ

た物（歯ブラシ・コップ等）

が入っているごみ袋もあり、

一袋ずつ確認しながら収集車に入れていきます。

「どこが、間違っているの？」お母さんの質問に環

境部の職員が答えていきます。「今まで、疑問に思っ

ていたことが理解できました」と言った言葉に、経

験が理解の近道と感じました。

収集車に入れたプラスチックは、機械を回して奥

に詰め込み、最後は子どもたちが、車を誘導して下

ろします。「バック、オーライ」大きな大きな声が

響きます。

次はクリーンランドに

移動し見学開始。収集車

から下されたプラスチッ

クは、選別ラインに流れ

ていきます。そこでは、

リサイクルできない物が

人の手で取り除かれます。

その中に生ごみや包丁、

フライパン、注射針など

危険な物があるのにみんなビックリポン。

事前の段取りに、走り回って準備をしてきました

が、子どもの笑顔に癒されたのは、親御さんではな

く、スタッフだったのでは！担当職員の周到な計画

や準備のお蔭です。ありがとうございました。

（池田一夫）

企画屋本舗

全体事業
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環境学習会 葉っぱでCO2を見てみよう
イヌツゲが最強！

３

生活部会

8月3日10時から12時30分まで、小学1年～5年

生が8人、保護者1人が参加し｢葉っぱでCO2を見

てみよう｣の学習会を行いました。講師は、みのお

アジェンダ21の会のCO2測り隊の3人と、夏休み

中のお子さん2人が助手として来てくださいました。

まず会議室1Aで、『葉っぱのフレディ』の本を

引用して、葉っぱが根から水分をもらい、空気中の

CO2を吸って太陽の光を受け、酸素を空気中に出

して養分を木に与えるという光合成のことを学習し

ました。気孔の多いツユクサの葉の断面を顕微鏡で

見たりして、葉っぱが温暖化の原因の一つのCO2

を吸ってくれることへの興味が高まりました。

小休止の後、場所を会議室2に移して講師が持ち

込んでくれた鉢植えのマンリョウ・ベンジャミン・

ドラセナマジナータと、裏庭のイヌツゲの木の4種

で、それぞれが光を受けて、どれくらいCO2を吸っ

てくれるかの実験をしました。

小学生2人ずつがグループになり、担当する植木

を決めます。窓の外に出した植木に計測器をくくり

つけた上にビニール袋をかぶせ、まず外気温・湿度・

Lux（光量）などを測りました。1人がストップウォッ

チを持って1分ごとにタイムを告げ、もう1人がそ

のときのデータの値を読み、どのように袋の中のC

O2が減って行くかをしらべます。その日は快晴で

順調に1分ごとにCO2が減っていくのがパソコンで

確認でき、感動でした。

その後、計測器に息を思いっきり「ふーっ」と吹

きかけると、みご

とにグラフが右上

がりになり、呼気

にもCO2がたく

さん含まれている

ことが分かり、皆

が｢オーゥ！｣と感

心しきり。後のグ

ループも鉢植えで同じように測ります。お父さんが

加わった3人グループの呼気は一気に前のグループ

の倍近くになり、3人で吹きかけただけあってその

多さに オ･ド･ロ･キ。

実験の終わったグループからグラフに落とし込ん

で、担当した木の葉っぱの絵なども書きこみました。

他のグループが作った資料のグラフももらって、立

派な（？）自由研究の出来上がりでした。

最後に、温暖化防止のため、自分たちにできるこ

と――。①使わない電気は消して節電しよう。②出

かけるときは車ではなくなるべく電車・バス・自転

車で。③すぐ捨ててしまうものは買わない。④物は

大切に使ってゴミを増やさない。⑤CO2を吸って

酸素を出してくれる植物を大切にする。――など色々

学んだ夏休みの1日でした。

講師の最後のあいさつは「ありがとう 植物たち」

でした。 （今井文子）

2015年のエコライフカレンダー

モニター活動のデータまとめが出

来上がりました。今回のまとめの

冊子は、例年と同じような分析が

26ページと、昨年夏にお世話を

かけたアンケートが別冊で8ペー

ジになりました。

まとめの作業をして気づいたのは一般モニター総

数が前年に比べ10人増えたことで、2011年以来

の減少傾向が改められました。協力いただいた皆さ

んのおかげです。データの完全提出者も昨年よりは

3人増えました。データの内容に関して気づいたの

は、環境省が発表していた今年6月の家庭からの電

気・ガス・灯油のCO2排出量が年間3.5トンだった

のに比べ、私たちのデータは一般モニターで2.1ト

ン、太陽光発電モニターでは売電を引くと1.6トン

と、大差がありました。

今回の事例研究では、戸建住宅で3年前に洗面所・

脱衣所などを複層ガラスにした経験と、昨年9月に

は居間などの窓に内窓をつけた報告がユニークでし

た。内窓は、窓枠が3cmほどせり出しただけで、

気になることもなく、断熱効果も具体的に報告され

ていました。今後もまた、このような事例研究が寄

せられるのが楽しみです。 （奥野享）

昨年のエコライフカレンダー活動のデータがまとまる
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以前から集中豪雨のニュースなどを見るたびに、

日本は天災の多い国だから仕方がないのだと思って

いたのです。しかし、この集中豪雨も単なる天災で

はなく、人的要素のCO2の増加が原因であることを

知り、その原因の人的要素を少しでも減らすことが

できればと、温暖化に関する環境に関心を持つよう

になったのです。

地元の豊中市でもCO2の削減に取り組んでいる組

織があるのではないかと豊中市のホームページを見

ると環境交流センターの地球温暖化対策プロジェク

トがあり、早速メール連絡したのです。すると、事

務局から大変丁寧な返事を頂き、それをきっかけに

昨年の夏ごろから参加させて

もらっています。

まだ1年余りの短い期間で

あり、プロジェクトの定例会

合と僅かの回数の省エネ相談

会への参加だけで活動といえる状態とは程遠いもの

ですが、皆様に教えて頂き、少しでもお役に立ちた

いと思って参加させてもらっています。私一人の活

動の成果は僅かかもしれませんが、この僅かの効果

が何年か先には活きるものと思いライフワークとし

て、温暖化防止へ取り組んでいきたいと思っていま

す。どうぞよろしくお願いします。

環境とわたし 地球温暖化対策
プロジェクト

《49》

松島清さん

パナソニック溶接システム(株)は国道176号線沿

いの稲津町3丁目にあります。昭和32年にこの地に

移転して以来、業界トップメーカーとして、溶接作

業の合理化・省力化に貢献できる商品開発を続けて

きました。

溶接とは、複数の部材の接合

部分に熱などを加えることによ

り接合部が一体化しひとつの部

材となる接合方法で、紀元前の

青銅器時代から青銅器の接合に

用いられてきた古来の技術です。

そして、この溶接技術は、現在

も社会に必要不可欠な技術です。

同社は、この溶接をするため

の機械の開発・製造・販売の会社で、「接合、加工」

分野において「溶接技術」を基に「デジタル技術」

を駆使し、機器から工法・ソフトウェアまでトータ

ルソリューションを提供している会社です。また、

電波塔として世界1位の高さを誇る東京スカイツリー

は溶接技術の粋を尽くして製作された建造物で、そ

の製作には同社の溶接機械が使用されています。

同社の濱本総務・環境課長と大森主務によると、

製品を国内だけでなく多くの国に輸出しているがゆ

えの苦労があるといいます。それは、EUにおけるR

ｏHS規制や中国における電子情報製品生産汚染防

止管理弁法（中国版RｏHS規制）等の世界中の環境

規制の情報収集をし、その最も厳しい基準に適合す

るような製品を開発製造できてはじめて製品販売の

スタートラインに就くことができることです。

そのような厳しい競争の中、同

社は溶接機械の製造事業者として

世界トップクラスであり、稲津町

にある本社のほかに中国・インド

等に製造工場を持ち、全世界に販

売拠点を持つグローバル企業であ

り続けています。そして、「接合、

加工」分野におけるトップメーカー

として、社会の発展、産業の発展

に貢献することを目指しています。

その一方、同社は服部緑地の竹林間伐や千里川の

清掃等地域の環境ボランティア活動にも熱心に取り

組んでこられました。また、とよなか市民環境会議

の発足当初から会社見学の受け入れや、事業部会の

メンバーとして先進的な環境の取り組み紹介など長

年にわたりお世話になっています。

今回お話を聞く中で、この豊中の地で世界のリー

ディングカンパニーが事業活動をしていること、そ

の事業者が地域の活動にも熱心に取り組んでおられ

ることは、本当に素晴らしいことだと改めて感じま

した。 （荒井秀夫）

事業部会

企業と環境⑪ 溶接機械のリーディングカンパニー

大森主務（左）と濱本課長（右）
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市民協働20年の足跡・自然調査パネル展

5

自然部会

当部会では毎年2回、豊中市立生活情報センター

“くらしかん”にて「豊中の自然展」（期間1カ月）

を開催、今回はとよなか市民環境会議発足から20

年記念のパネル展を7月

1日から実施しました。

内容は1997年市民環境

展で大パネル8枚の「歩

いて、見て、感じた豊中」

を作製し好評を得たもの

を今回20年ぶりに展示。

これはアジェンダ21策

定時、メンバーが、まず

豊中の現状を知ろうとカ

メラを手に2～3人（8チー

ム）で市内をウォッチングし撮影、報告し合ったも

のをパネルにまとめたもので、来場者は20年前の

豊中を懐かしそうに見ておられました。

また2003年から毎年公募市民と調査した「身近

な生き物調べ」パネル16枚（とよなか春の野草調

査など）と、まとめ冊子も展示しました。この市民

協働での調査はデータの

宝 庫 で す 。 2006年 度

「ツバメ営巣調査」では、

柴原5丁目の赤坂下池に

「ツバメのねぐら」が発

見され、以後毎年1万羽

以上のねぐら入りを確認

しています。

活動開始から20年も経

過しましたが、自然の現

在を見据え、調査の足跡

を探りつつ活動に生かすことこそ、豊中アジェンダ

21第2章「自然のゆたかな豊中にしていこう」の

実現につながるのではと考えます。 （上田峯子）

大阪府下2番目のツバメの大きなねぐらが、豊中

柴原5丁目の赤坂下池にあります。その貴重な自然

を地域の子どもたちに知ってもらいたいと、桜井谷

小学校の北之防校長先生に声をかけたところ、「子

ども教室」の行事として、ツバメのねぐら入りの観

察会を実施することになりました。

7月24日の夕方、子ども26人、保護者24人、子

ども教室のスタッフが、桜井谷小学校の多目的教室

に集まりました。豊中のツバメの実態についての話

や、3月末には池の三方で芽を出したヨシがよく育

ち、オオヨシキリが子育てをした等、赤坂下池が自

然豊かな池であることなどを聞いて、現地へ移動し

ました。

到着すると、池にはカイツブリの親子、バン、ア

オサギがいて、すでに5、6羽ずつ、ツバメがねぐ

ら入りを始めていました。7時過ぎには四方八方か

ら帰って来るツバメがどんどん増え、ヨシの中に入っ

たり、水面すれすれに飛んだり、横に移動したりし

て、上空はツバメでいっぱいになりました。その光

景に子どもたちから歓声や「すごい」の声があがり、

保護者や地域の人たちには、ここが大切な池である

ことを感じてもらいました。

ツバメが集団で南の国に渡っていく9月中頃まで、

毎日、ねぐら入りが見られることを知り、子ども教

室が終わりました。

この時期としては、例年より多いツバメのねぐら

入りが見られました。赤坂下池がねぐら入りの池と

ずっと呼んでもらえるように守っていきたいもので

す。 （馬渕康子）

桜井谷子ども教室支援 ツバメのねぐら入り
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花と緑のネットワークでは、「とよっぴー」で育

てた新鮮野菜を月3回（生活情報センターくらしか

ん・環境交流センター・さわ病院）、市内の消費者

に提供しています。

この活動の領域を広げようと、この度、環境交流

センターで毎月第1土曜日に実施している「地域こ

だわりマルシェ

＆野菜市場」に

加え、「とよっ

ぴー農園」で育

てた野菜に限定

し て 販 売 す る

「ある時あるだ

け野菜市」をは

じ め ま し た 。

「ある時あるだけ野菜市」とは、実際収穫できた場

合のみ提供できることを象徴したネーミングです。

6月28日を皮切りに8月9日まで、火・金を軸に

9回に渡って、夏野菜の販売を実施しました。ちな

みに、野菜の品目はジャガイモ・タマネギ・ナス・

キュウリ・三度豆・ピーマン・トマト・カボチャな

ど、その日の朝に「とよっぴー農園」の柳澤農園長

が収穫した新鮮野菜です。

初回の6月28日は事前宣伝もせず、環境交流セン

ターの陳列カウンターに野菜を並べて販売、往来す

る人に知っていただくよう、「新鮮野菜」ののぼり

を立てて宣伝するなどしたところ完売、驚いたとこ

ろです。

2回目の際は、前回購入者が陳列前に訪れ「三度

豆が美味しかったので、また買いに来ました」と言

われ、その後もリピーターを中心にほぼ完売の状況

で推移したところです。

環境交流センターの賑わいに貢献することや「と

よっぴー」野菜の良さを知っていただき、資源循環

の活動の意義を啓発する目的で試行的に実施した取

り組みですが、改めて「とよっぴー」野菜の強みを

確認する場となりました。次回は11月に秋野菜の

販売を予定しています。 （中村義世）

「ある時あるだけ野菜市」を開催
豊中市立環境交流センターで

「週末は土と遊ぼう」と広報誌で呼びかけたとこ

ろ、小学1年生から6年生を持つ10家族の申し込み

がありました。ミニ田んぼでの田植え・夏野菜の収

穫・秋のじゃが芋植え・大根のタネまき・稲刈り等

を経験していただくものです。

事前に頂いた参加動機欄には「農体験を通して子

どもの偏食を治したい」「日頃出来ない田植えをさ

せたい」「お金で何でも買える時代なので、自分で

作り育てることを知ってほしい」などがありました。

都会の豊中に住む子どもたちに農業を身近に感じ、

野菜に興味を持ってもらい、食べたことのない野菜

も好きになってもらうことがこの「畑の楽校」の目

的です。保護者のみなさんとは、年代は違うけれど

思いは同じだなあとうれしく感じました。先生方に

よると最近は、お野菜も色や皮の食感が嫌いと言う

理由で食べられなかったり、食べる野菜の種類が少

なくなっているのではとのことでした。

また、畑の楽校の米作りでは、稲の成長を楽しみ

自然の恵みを感じてもらい、出来ることなら、家庭

でも お米 を

もっ と食 べ

ても らい た

いな と願 っ

てい ます 。

稲作 が日 本

に伝 わっ た

のは およ そ

2500年 前

の縄文時代。

日本人はずっと昔からご飯を食べ続けてきました。

もしお米の輸入が進み日本でお米を作らない時代が

来たら耕作放棄地が増え田んぼがなくなりツバメや

赤とんぼも飛ばなくなるのではと・・・考えすぎで

しょうか。 （高島邦子）

花と緑のネットワークとよなか

畑の楽校 後期シリーズ
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▼『地球家族』を読んだ。世

界30か国の普通の暮らしを見

るため、家の中の物を全部家の前に出して写真を撮っ

ている。そこには共通の人間性と、貧富を隔てる物や

環境の落差が捉えられており、考えこんだ。撮影から

12年経た『地球家族』を見たい。（E）

▼地球温暖化は額面通りに気温が高くなるだけでなく、

むしろ異常気象の多発をもたらしているのが最近の研

究者の報告です。温暖化は深海の水を温めます。それ

が竜巻やスーパー台風の発生、各地での集中豪雨にな

るなどの機序が分かってきました。（Z）

▼緑と食品のリサイクルプラザにて、コンクリートの

僅かな隙間に種が入り、それが発芽してスイカの実を

付けていました。この生命力には驚かされました。そ

の源は「水」。水は優しさと凶暴性を兼ね備えた不思

議な物質ですね。（S）

▼赤坂下池のツバメのねぐら入りを見ました。住宅地

の池に一万羽ものツバメが群れとび、たそがれととも

に、一本の葦に５羽も６羽も並んで眠りにつく。巣を

壊す心ない人が増えた日本で、無事に育った子ツバメ

たち。秋に渡りをしたら、また帰っておいで！（Ｉ）

▼秋の行楽シーズンに向け、各地の紅葉情報をホーム

ページで調べる日々です。今年はどこへ行こうかな？

お財布とカレンダーを気にしつつも、今から楽しみで

しかたがないです。（K）

▼郡上八幡の徹夜おどりに参加してきた。士農工商の

融和のためはじまった踊りとあって、誰でも参加可。

町の人と観光客の区別なく、老若男女が輪になって踊

る。子どもが目を輝かせて大人の踊りを見ているのを

見て、こうやって文化は続くのだと感じた。（O）

とよっぴーの有料配布

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10:00～11:30

環境交流センター 3点まで、修理費実費

竹炭焼き、竹の間伐体験

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

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

第3回市民ワークショップ

豊中市の環境の計画を作ろう

10月2日（日）14:00～16:00

環境交流センター

9月30日（金）締切、30人（先着順）

写真で元気 写真撮影とアルバム作り

10月15日（土）13:30～16:30

阪急岡町駅1階 エレベーター前集合

参加費500円

10月2日（日）10時から受付、6人（先着順）

とよなか市民環境展2016

11月25日（金）、26日（土）

豊島体育館

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

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、Ｓ猪尾、Ｉ井下、K金子、O前川

新加入団体会員の紹介

とよなか市民環境会議アジェンダ21の活動に新たに２団体が加入されました。

協同組合大阪再生資源業界近代化協議会 豊中支部 様

豊中造園建設業組合 様

ご加入ありがとうございます。会員として一緒に活動を盛り上げてください！


