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地球環境を守る市民・事業者・行政の行動計画で

ある「豊中アジェンダ21」と、行政計画である

「豊中市環境基本計画」は、“望ましい環境像”や

“環境目標”で同じ内容を共有し、車の両輪のよう

に一緒に進めていく仕組みが作られています。

昨年からそれぞれの第3次計画を策定することと

なり、共有する部分を検討するための市民ワークショッ

プを開催しました。

前半は昨年8～10月に市内各地で計6回開催。参

加者で「豊中の良いところ、気になるところ」を出

し合い、「第3次豊中アジェンダ21策定委員会」の

中で“望ましい環境像”の見直しに活かしました。

後半は今年1～3月に環境交流センターなどで計2回

開催。参加者で「第2次豊中アジェンダ21」88項

目の行動提案のチェックをした後、内容を見ながら

意見交換を行い

ました。88項

目の行動提案に

ついて出された

意見も、同じく

見直しに活用し

ています。

なお、現在ま

での進捗状況は、

6月29日の、とよなか市民環境会議総会で報告いた

します。

今年度も市民ワークショップなどを通じて、内容

に関する進捗報告や、ご意見をお寄せいただく機会

を設ける予定です。ぜひご参加をいただき、ご意見

をお寄せください。 （廣田学）
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第3次豊中アジェンダ21
市民目線でつくる、未来のまち豊中

ニュースレター

とよなか市民環境会議アジェンダ21

2017年度総会を開催
とよなか市民環境会議とNPO法人とよなか市民環境会

議アジェンダ21の合同総会を6月29日(木)午後、「青

年の家いぶき」（服部西町）で開きます。

第1部は、大阪大学大学院法学研究科教授 大久保規子

さんの記念講演です。内容は「みんなでつくる環境基本

計画」。現在進行中の「第3次豊中アジェンダ21」策定

にも関わるお話です。

第2部のとよなか市民環境会議の総会では、「第3次

豊中アジェンダ21」の経過報告が行われます。

第3部の当アジェンダ21の総会は15時10分からです。

年に一度の総会。ぜひご参加ください。 （前川遥）

2017年度総会

6月29日（木）

「青年の家いぶき」にて

13:20～14:20

第1部 記念講演 「みんなでつくる環境基本計画」

大阪大学大学院教授 大久保規子さん

14:30～15:00

第2部 とよなか市民環境会議の総会

15:10～16:30

第3部 とよなか市民環境会議アジェンダ21の総会
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「とよっぴー農園」でサツマイモを栽培
今年も1,100株を育てます

緑と食品のリサイクルプラザ開設以来、併設する

農園で「とよっぴー」を使って季節の野菜を育てて

きました。中でもメインとして「サツマイモ」の植

え付けを行い、子育て支援や食育スタディなど、多

くの市民や子ども達に参加していただく収穫行事を

行ってきたところです。とくに、毎年10月開催し

てきた「とよっぴー祭り」（昨年は「とよっぴーフェ

スタ」）ではサツマイモ栽培を 大イベントとして

位置づけ、家族を中心

に300組の方に一斉収

穫をしていただく人気

のある行事となってい

ます。

この間、日々農園で

の作物栽培を一手に担っ

ていただいてきた柳澤

農園長が第１線を退く

こととなり、作物栽培

の事業継続をどうする

か内部で真剣な議論を

してきた結果、「とよっぴー農園」食育推進プログ

ラムの一環として継続することとなり、5月12日

～26日の各金曜日を通じ1,100株のサツマイモの

苗を無事植えました。ちょうど、5月19日には豊

中市立原田こども園の園児と保育士さん達が植え付

けに参加し、秋には収穫する予定です。

野菜も一緒ですが、サツマイモも植え付けてしば

らく水やりが欠かせません。今までは遠くからホー

スを引っ張って水やりを

行っていました。しかし、

天気が続く夏に水不足に

なると生育に影響を及ぼ

します。今年は市の方で

畑の近くに下水の高度処

理水を利用した水栓装置を整えていただき、水やり

の苦労も少し改善されました。また、柳澤農園長に

代わる新しいスタッフが栽培に挑戦することになり、

長年の活動を継続できることとなりました。

活動を継続することはどんな組織でも大変です。

とりわけ作物作りは一過性ではありません。土づく

りから収穫まで責任を負います。育つかどうか不安

がつきまとうものです。失敗したからでは済まない

のも事実です。サツマイモ栽培を継続することがで

き、組織的には安堵していますが、無事収穫にこぎ

つけるか、腕の見せ所の一方で不安もよぎる新スタッ

フです。 （中村義世）

花と緑のネットワークとよなか

「とよっぴー」が繋ぐ野菜のご縁

豊中市が学校給食の残渣を堆肥化して「とよっぴー」

の製造に取り組み出した頃、とよっぴーの活用と普

及啓発を担っていた花と緑のネットワークでは、と

よっぴーを市民に頒布するだけではなく、豊中市内

の農家の野菜づくりに活用してもらうことを始めま

した。そして、せっかくできた野菜を豊中の人たち

に食べてもらいたいと野菜の販売を始めたのが14

年前のことです。現在は環境交流センター、くらし

かん、さわ病院でそれぞれ月に1回ずつ、毎月3回

の野菜販売を行っています。野菜を出してくださる

農園は今では7農園に増え、多くの市民が買いに来

られるようになりました。

また、「ここの野菜はおいしい」と毎回楽しみに

買いに来られる常連のお客さんも増えました。「と

よっぴー」を入れた有機質の土で育て、農薬もでき

る限り使わずに手間暇をかけるなど、農家の方の愛

情たっぷりに育てられた野菜だからこそ、とてもお

いしいと評判になるのです。「野菜ってこんなにお

いしかったんだ！」

と、少しでも多

くの方に感じて

もらいたいと、

野菜販売担当の

メンバーが一生

懸命取り組んで

います。そして、

農家の方とのご

縁はもちろん、野菜を買いに来てくださる方々など、

野菜を通してできた多くの方とのご縁を、これから

も大切にしていきたいと思います。 （茨木かづ子）
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身近な生き物・カメの移り変わり

2016年度の身近な生き物調べはカメを取り上げ

ました。カメは昔から身近な存在で、子亀は「ゼニ

ガメ」として子どもの遊び相手として多く飼われて

きました。高度成長期には、アカミミガメの子亀が

「ミドリガメ」

としてペットショッ

プで売られ、菓

子メーカーの景

品として大々的

に宣伝された結

果、あっという

間に子どもたち

の心を鷲づかみ

にしたのでした。

その結果、「ミドリガメ＝アカミミガメ」の子亀は

ペットとしての確固たる地位を確立し、大量のアカ

ミミガメの子亀が輸入されました。

アカミミガメは子亀のうちは色が美しくてかわい

いのですが、成長すると地味な体色になるとともに

どんどん大きくなり、家庭の小さな金魚鉢などでは

飼えなくなって、次々に野外に放逐されだしました。

その結果、1960年代後半頃から全国各地での野生

化が始まり、今では日本全土で一番多いカメになり

ました。一方で在来のイシガメ等はたいへん少なく

なっています。

豊中で初めての全体調査

これまで、豊中市内では大掛かりなカメ類調査は

実施されたことがなく、断片的な情報しかなかった

ことから、市民への啓発も兼ねて市域全体のカメ類

調査を実施しました。

調査は、市民からも広く調査員を募集して27人

の調査員により、市内の千里川、猪名川、天竺川と

市域の大きめの池を含めて18の区域を定め、特定

の日（5月28日・9月18日）に一斉に目視観察を

行う「一斉目視調査」と、5月～10月の任意の日

に行う「任意調査」、それ以外の担当池を設けて、

5月～10月の期間中に調べる「期間内目視調査」、

カメトラップを仕掛けて捕獲する「捕獲調査」（8

月20日）を実施しました。

圧倒的に多かったのがアカミミガメ（外来種）

調査の結果、アカミミガメ、クサガメ、スッポン

の3種が確認されました。いずれの区域でも圧倒的

にアカミミガメが多く（96.1%）、わずかにクサ

ガメ（2.7%）、スッポン（1.2%）が見られた程

度です。河川部分に限定すると、クサガメ（3.9%）

とスッポン（2.6%）は若干多く見られました。一

方で絶滅危惧種であるイシガメは、不明個体に含め

た情報はあったものの、確認はできませんでした。

今回の調査から、改めて外来種のアカミミガメの

多さを認識し、在来種がほとんどいなくなっている

ことを確認しました。生物多様性の保全に、より力

を注がねばならないと強く思います。 （柿本修一）

カメ類調査 豊中 2016
身近な生き物調べ

自然部会

カメ類調査 調査別確認数

捕獲調査のアカミミガメ
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電力小売り自由化と再生エネの現状とその動向

生活部会

２月16日のくらしの研究発表会で「電力小売り

の自由化と再生可能エネルギーの現状とその動向に

ついて」宮田健が発表しました。

①新電力への切替状況
2016年4月の電力自由化か

ら半年後の9月末では、関西は

3.8％、首都圏は4.7％と大都

市で電力の切り替えが進みま

した。一方、1％を切る地域も

あり、全国平均では3％でした。

②電力料金は下がるのか？
多様な料金メニューが提供されていますが、使用

量によっては安くなるとは限らないので、自分の生

活スタイルに合わせて、契約する電力会社の選択を

することが大事です。

③再生可能エネルギー
再生可能エネルギーは2012年7月に固定価格買

取制度（FIT）が始まり、約3年で３倍に増えまし

たが、電源別発電電力量構成

比では4.7％に過ぎません。太

陽光発電の導入が先行し、未

稼働案件が多いなどに対処し

て、今年4月から改正FIT法が

施行されますが、風力・地熱・

バイオマスなどバランスの取

れた再エネの導入や価格抑制

につながるのかなど、多くの

課題があります。消費者はエ

ネルギーの選択肢を得ましたが、原発事故関連費用

の負担など、価格だけでなく、エネルギーのあり方

についても目を向けることが必要です。

（宮田健）

フードバンク学習会
捨てられる食べ物と

足りていない食べ物の問題

4月5日、「食べ物は命の糧 フードバンク学習

会」を、認定NPO法人フードバンク関西の浅葉め

ぐみさんを講師に、コープこうべとの共催で開催し

ました。アジェンダの理事でもあるコープこうべの

職員の方から、何か一緒に取り組みをしようという

呼びかけがあり、開催に至ったものです。

学習会の前半は、講師の浅葉さんからのお話です。

冒頭は食品廃棄の現状についての話題。日本の食資

源は年間約9,000万トン。この内、約3,000万トン

が廃棄されており、その約4分の1は、まだ食べら

れるのに捨てられる食品（食品ロス）だそうです。

この内、企業で発生する食品ロスは年間約300

～400万トン。パッケージに製造日や可食期間

（本当に食べられる期間）が表示されないことや、

食品流通業界の商慣習「3分の1ルール」（製造日

から賞味期限を3分割し、3分の1までを小売店へ

の納品期限、次の3分の1までを消費者への販売期

限とする）が賞味期限内の食品廃棄を生んでいます。

また、家庭で発生する食品ロスは年間200万ト

ン～400万トン。1人につき年間15kg（6万円相

当）の食品を捨てている計算になるそうです。これ

らの食品の中には、手つかずのまま、賞味期限を迎

えずに捨てられた食品も多く含まれています。

食品が大量廃棄される一方、日本の相対的貧困率

は年々上昇。毎日の食べ物に困っている人がいます。

「食べ物は命の糧、大切にしたい」と考えるフード

バンク関西では、まだ食べられるのに不要になった

食品を個人・企業から回収、様々な機関と連携しな

がら、ボランティアによって年間200トン近い食

品を福祉施設・団体、NPO、個人に届けています。

後半はグループごとに参加者同士で感想を出し合

い、それぞれの参加者に多くの学びがあったことが

わかりました。これをきっかけに豊中の食品廃棄の

減少に少しでもつなげられればと思います。

（前川遥）

全体事業
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年度末「もっと多くの方に活動を知ってもらうに

は？」「参加者に企画を出してもらう？」「わかり

やすい活動を」と今後の検討をしました。

「環境びっくり箱」は、親子で

参加する企画を継続。「子ど

もの知識や世界、体験をもっ

とひろげたい」「親子の会話

の種にできないか」「わかり

やすい活動を」と意見続出。

今までにない発見と笑顔を期

待して。

「写真で元気」“世界でひと

つの私だけの作品 を～撮った写真でオリジナル・

クラフト作り”を目的にします。デジカメ持って街

へ。変わった店。古い家。空を切りとり、木洩れ陽

もつかまえる。

様々な色や柄の台紙に、写真を3枚。飾りは押し

花? リボン?迷う時間も楽しい。同じ街角なのに、

捕えたのは一人ずつ違うワンダー

ランドトヨナカ。さあ、心も体

もリフレッシュ！

「おはなし会わにわに」子ども

が沢山きて欲しい。環境や自然

の絵本を紹介したい、と続けて

きましたが、お気に入りの本を

紹介してもらう等、もう少し参

加型にと考えています。まずは

簡単なアンケートから。参加者同士の交流も出来れ

ばと楽しみです。 （井下祥子）

企画屋のこれから

企画屋本舗

「ぴったんこ隊」をふりかえって
2014〜2016年度

「ぴったんこ隊」は、半年ごとに参加者を募集す

る連続講座。テーマは、自然、食べ物、水、森林な

ど、それぞれがつながっていて、回を重ねる毎に理

解が深まるプログラムでした。子どもを直接サポー

トするのは大学生のリーダー達。各テーマを学び、

子ども達に「伝える力」や「共に育てる力」「見守

り育てる力」を発揮できるよう、

我々スタッフは複層的なサポー

トを行いました。例えば、琵琶

湖に行ってシジミ取りをした後

に、漁師さんに植林の話を聴き、

次の回に、暮らしと「水」や

「生きもの」との関係性を考え

ました。

子どもと大学生が一緒に体験を通じて学び合い、

そこから更に理解を深めるためのプログラムを大学

生自身が考え、子ども達の前で実践してみるという

ことを繰り返し行いました。その結果、子どもや大

学生達は、「いい」「悪い」という単純な答えでは

なく、自分達はどうしたらいいかを考える力がつき

ました。ある日、紙を無駄遣いしていた友だちに向

けて、他の子が「そんなことをしたら森の木が可哀

想だ」という発言をしていました。繋がりの中で自

然の大切さを実感し、自分がどうすべきかを考えた

上での発言だったと思います。

また大学生は、子ども達1人1人の成長を「場面」

ではなく、「時間」で捉え、自

分がその場でどんな対応をした

ら良いか、迷いながら学んでい

きました。個々の多様性が尊重

される中で、子ども達は家庭で

もその学びを実践し、保護者へ

友人へと輪を広げてくれました。

我々にとっては、試行錯誤の

3年間でしたが、学校教育では経験できないESD

（持続可能な開発のための教育）を実践する貴重な

機会となりました。また、そこに関わってくれた子

どもや大学生にとっても、今後につながる学びや思

考の土台ができたことに大きな期待が持てます。

（上村有里）

環境交流センター
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今回は、前回に引き続いてコープこうべの環境に

配慮した取組みについてご紹介します。

昨今、少子高齢化や地方の過疎化が進み、日本中

で耕作放棄地が増加しています。これに伴って猪や

鹿等の野生動物による農林業の被害が増え、美しい

田園風景は失われ、地域の活力は減退し、農業や伝

統行事を続けら

れなくなってき

ています。そん

な地域のひとつ

である大阪府豊

能郡豊能町の牧

地区でコープこ

うべと大阪府、

豊能町、牧農空

間活性化協議会

の挑戦が始まり

ました。2015年12月にスタートした、「みんなの

牧･里プロジェクト」です。

一度は耕作放棄地になった段々畑を再度開墾し、

整備された3,800㎡の農地。ここを舞台に、同社は

組合員の方々と現地を訪れ、季節ごとに野菜の苗や

種を植え、自分で植えた野菜を育てて収穫するとい

う企画を始めました。

手間のかかる作業は農業関係者に任せ、収穫期だ

け人を集めるようなお手軽農業体験イベントは珍し

くもありませんが、この企画の素晴らしいところは、

地域の方々による助言や補助は敢えて程々に抑えて、

野菜の世話を参加者の自主性に任せた点にあります。

箕面グリーンロードを使えば豊中から車で一時間か

からない立地と相まって、本格的に食と環境の学習

や野菜作りをしたい層を呼び込むことに成功。親子

連れを中心に2016年は約100人が参加し、試行錯

誤しながら野菜

を育てる喜びや

収穫の楽しさを

満喫しています。

収穫した野菜は

参加者で持ち帰

りますが、昨年

は馬鈴薯と玉ね

ぎが豊作だった

ため、余剰分を

フードバンク関

西に送って、福祉団体や母子家庭の支援に役立てて

もらうという、共助的な広がりも見せています。

「買い物かごから社会を変える」というのをモッ

トーとするコープこうべ大阪北地区本部の森畑さん

は、この企画を通して「消費者はお金を支払うこと

で、商品を入手すると同時に、そのサービスの在り

方を支持することができる。そして実際に行動する

ことで、社会の在り方は変えていける」ということ

を参加者に考えるきっかけにして欲しいと熱く語っ

ておられました。 （中村崇之）

事業部会

企業と環境⑭ コープこうべの挑戦 後編

社会を変える一歩に

2017年5月より、常勤職員として仲間入りさせ

て頂きました。豊中で生まれ育ち、現在も豊中で、

2人の男の子（4才、1才）を育てながら暮らしてい

ます。学生時代の海外ボランティアの経験から、

「地球環境を守るために、自分は何ができるだろう

か」と問題意識を持っていました。これまでは、一

般企業の人事部や教育系NPOに勤務し、学校現場

や地域、事業所をつなぎながら、青少年の育成に関

する仕事をしてきましたが、子育てをする中で、

「緑あふれる自然環境を子どもたち、次世代に残し

ていきたい、安心安全な食事

を心がけたい」との思いを以

前よりも強く持つようになり

ました。このご縁に感謝し、

子育て世代の視点を活かして

貢献していきます。地元豊中

で、身近な自然に関する学習

会や生活者の視点を活かした

様々な企画で熱心に活動をさ

れている皆さまとご一緒に活動できることを楽しみ

にしております。センターにお越しの際には、お気

軽にお声がけ頂ければ嬉しいです。どうぞよろしく

お願い致します。

はじめまして 山本直子です
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▼百花繚乱。花のありかがそ

の木や草の存在を教えてくれ

る。散歩の楽しみが更に加わる季節。でも近くの学校

のサツキ。一面に同じ白い花。学校園には生物多様性

を重視して多品種の植物が植えられていると思ってい

たから、少々違和感を持って見ている。（E）

▼｢2016年は、太陽光発電の歴史的転換の年になっ

た｣と。 近手にした『通販生活』のコラムだが、太

陽光発電の量産が進み、ほとんどの国で発電コストは

10円以下、米国でも5.3～5.6円以下とか。日本はま

だ20円前後だが、この国はホントどこか変だ。（Z）

▼私は幾つかの病気と共存しています。つまり、定期

的に診察を受診している身です。それ故、日常の投薬

は医師の指示をきっちり守っています。そのお陰か、

ほぼ健常者と変わらぬ日常生活を送っています。病が

重篤になり、家族に迷惑が掛かるのを避けたい一心で

す。（S）

▼竹ポットのドングリは春になると若葉が青葉に成長

し生命力の強さを感じる。環境展で植えたのを1年半

家で育て5月に千里中央公園にみんなで植樹している。

未来の森づくりは今年が 後です。一緒に育てた孫も

大学生と中3に。このドングリが豊中の緑をふやして

くれるとうれしいです。（H）

▼電力自由化で、買う電気を選べるようになった。原

発に頼らない、エコな電気はどれ？ところが、アブラ

ヤシの油で「パームオイル発電」も計画中とか。油ヤ

シ開発で、森林破壊、温暖化、大規模森林火災、貴重

な生物資源の消失等深刻な問題が起きている。ちょっ

と待って、大丈夫？その電力 （Ｉ）

▼今年度担当になりました。よろしくお願いします。

2017年がはじまったばかりだと思っていたのに、あっ

という間に今年も夏がやってきてしまいました。日焼

けが気になりながらも、夏を楽しみたい気持ちに負け

てしまい、真っ黒になるのが私の恒例です。（Y）

▼友人の話。通勤で道草を観察、写真を撮りため、四

季ごとに道草図鑑を作っているのだとか。「夢中になっ

て遅刻する」のはダメだけども、試してみたい。（O）

自然学習講座 不思議いっぱいアリの生活

6月11日（日）14:00～16:00

中央公民館

大阪府立大学大学院助教 上田昇平さん

6月9日（金）締切、30人（先着順）

写真で元気

6月11日（日）13:00～16:45

環境交流センター、曽根かいわい

参加費500円

6月1日（木）から受付、6人（先着順）

ゴキブリ駆除剤のホウ酸だんご作り

6月16日（金）10:00～11:30

くらしかん

市婦人団体連絡協議会会員

参加費400円

6月9日（金）締切、15人（先着順）

自然ふしぎ発見クラブ 文化芸術センターと

周辺の自然や緑を見てみよう

6月24日（土）10:00～12:00（現地解散）

文化芸術センター前集合

5歳以上の子ども（小学3年生以下は保護者同伴）

6月22日（木）締切、20人（先着順）

葉っぱでCO2を見てみよう

7月26日（水）10:00～12:00

環境交流センター 参加費300円

小学生以上（小学3年生以下は保護者同伴）

7月19日（水）締切、10人（先着順）

とよっぴーの有料配布

6月10日（土）、28日（水）10:00～11:00

7月8日（土）10:00～11:00

8月23日（水）10:00～11:00

緑と食品のリサイクルプラザ

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

Eメール：jimukyoku@toyonaka-agenda21.jp

http://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、H 岡、Ｉ井下、Ｙ結城、O前川


