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2月17日に環境交流センターで地球温暖化防止イ

ベントを開催しました。第1部は、毎年恒例のとよ

なかエコ市民賞の表彰式。今回は7ページに掲載の

3団体が受賞しました。第2

部は、とよなか市民劇場 劇

団“萌”による演劇公演「地

球の約束」と、出演者による

トークセッション。環境交流

センターで演劇という新たな

試みです。劇団“萌”は、昨

年11月にみどりのフォーラ

ムでも公演を行い、好評だっ

たということで、今回のイベ

ントでもお願いすることになりました。

舞台は豊中市内のマンションに住む山田さん一家。

台風の夜に停電した中で、家族のこと、地球のこと、

未来のことを考えるという、今回のために書き下ろ

してもらった脚本です。創作ですが、昨年9月の台

風を思い出しながら観た方が多かったと思います。

劇中では、企画屋本舗の塩見光夫さんがマンション

の管理人さん役でゲスト出演。

また、この「とよなか環境ニュー

スレター」が登場したり（写

真参照）、豊中市の地球温暖

化対策の目標や取り組みが話

に出てきたり、40数年前に

出された「トヨナカ・シティー」

（チューインガム）がBGM

で流れたり、楽しみながら、

身近に環境を感じることがで

きた機会となりました。

その後のトークセッションでは、今後の山田さん

一家についても話題となりました。オリンピックさ

ながら、4年後くらいに続編が期待できそうです。

（廣田学）

１

演劇を通して考える「地球の約束」

ニュースレター

1月20日「親子ぐるぐるフェ

ス」を開催。子どもの目線から

「モノを大切にすることや暮ら

し方について考える」イベント

で、昨年度に引き続き2回目の開

催です。当日は出店者を含めて3

20名と多くの来場がありました。

募集で集まった小学生店長に

よるフリーマーケット「えこっ

子フリマ」では、小学生たちが

小さい頃に遊んでいて今は使わなくなったおもちゃ

や文房具、衣類などがお店に並びました。「たくさ

ん遊んでね」「おもちゃのここがおもしろいよ！」

など、これから使ってもらう人への

メッセージが、ニワトリのイラスト

のついた「えこっ子カード」に1つ

ひとつ記されています。

イベント終了後、小学生店長さん

たちからは、「お客さんとふれあえ

たのがよかった」「楽しかったから、

またやりたい！」との声も。

その他、学用品や絵本のリユース、

おもちゃ病院、リユース工作、絵本

のおはなし会など9つのブースが出店。工作コーナー

は材料が途中で無くなってしまうほどの大人気でし

た。 （山本直子）

みんなでたのしく、リデュース･リユース･リサイクル！

親子ぐるぐるフェスを開催

地球温暖化防止イベント
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豊中のツバメ営巣調査
赤坂下池に15,000羽が舞う

昨年5月から8月にかけて2018年度の行事の1つ

として、市民の皆さんにも呼びかけて6年ぶり4回

目のツバメの営巣・育雛（いくすう）調査を行いま

した。

このような調査は豊中の自然の変化を記録するも

のとして、動物や植物など幾つかのものを何年かお

きに調査しています。専門的・学問的な調査ではな

く一般の市民ができる調査ですが、継続することに

は意味があり、それなりの結果が出ています。

ツバメの暮らし

ツバメは3月の下旬には東南アジアから豊中にも

やって来て、しばらく長旅の疲れをいやし、体力を

つけた後巣作りを始め、早いものでは4月から5月

の初めには雛が孵(かえ)ります。

順調にいけば一番子、二番子（いちばんこ、にば

んこ）を孵し、塒（ねぐら）で集団生活をして、8

月から9月に再び南の国に帰って行きます。この期

間に巣が作られた場所や数、孵った雛の数などを調

べて回ります。

調査苦労話

調査は自分の受け持った区域の巣作りをしている

家を探すことから始めます。幸いなことにツバメは

帰巣本能が強く、数千キロ離れた東南アジアからで

も間違いなく元の巣に帰って来ます。そのため、前

回調査で記録されている家を訪ねれば良いのですが、

6年経っているため家が建て替えられていたりする

と、ツバメは巣作りできなくて新しい場所を探しま

す。調査員もまた同じように近くを探したり道行く

人に尋ねたりして営巣場所を探すことになります。

巣が見つかったら何回もそこを訪れ、抱卵してい

るか雛が孵っていないか何羽孵っているかなど見て

回ります。暑い 中何度も通うのは大変でした。

さて今回の結果ですが、図１のようにツバメの巣

の数も雛の数も減っています。豊中の都市の再開発

や古い住宅の建て替え、さらには池や農地の減少な

どが影響していると思われ、少し寂しい気持ちにな

ります。

圧巻の光景

しかしうれしいニュースもあります。第二中学校

前の赤坂下池に集まるツバメの数です。

大阪でも高槻の鵜殿に次いで多くのツバメ約1万

5千羽が夕暮れにあの小さな池に舞い降りる様子は

見る人を圧倒します。豊中で巣立った雛は400羽

程、親鳥を入れても1000羽になりません。北摂各

地、伊丹、尼崎、宝塚等からもやって来るのでしょ

う。

8月から9月にかけての夕暮れに一度ご覧になっ

てはいかがでしょう。（グラフの中で2011年が大

きく落ち込んでいます。この年にはアシが伸び出し

た4～5月頃刈り取られあまり成長しなかったため

です。） （山口寿）

自然部会

図１ ツバメ営巣・育雛の変遷 図2 赤坂下池（塒）のツバメ飛来数

年 飛来数

2007 8600

2008 13000

2009 13000

2010 14000

2011 5000

2012 6700

2013 9200

2014 9500

2015 12000

2016 13000

2017 13000

2018 15000

（年） （年）

（羽）

（羽）
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今回は、豊中市寺内2

丁目の緑地公園駅に本社

があり、当法人の団体会

員でもある北大阪急行電

（株）を訪ねました。同

社は、1970年に開催さ

れた大阪万国博覧会の入

場者を輸送するために設

立された鉄道会社で、江

坂駅から千里中央駅まで

の5.9キロを営業区間と

しています。営業区間は

短いですが、大阪市内中

心部に直結しているという利便性のため、年間の利

用者数は約6,000万人、1日平均約16万人と多くの

人に利用されています。

鉄道会社として輸送の安全を 優先することは当

然ですが、ブレーキ時に発生する電力を再利用でき

るシステム「回生ブレーキ」が付いた省エネルギー

車両の導入や車内・信号機・駅ホーム等の照明をL

ED化するなど環境保全にも取り組んできました。

お話を伺った同社総務部の野田調査役によると、

「近年は鉄道会社にもこれまで以上に社会貢献・地

域貢献が求められるように

なってきている」とのこと

でした。そうしたなかで、

車両の整備や乗務員の体験

をする事ができる小学生向

け体験学習プログラム「阪

急阪神ゆめ・まちチャレン

ジ隊」の開催、沿線住民に

転勤族が多いことから転勤

族同士の情報交換等を図る

ための「転勤族カフェ」の

開催や近年の災害が頻発す

る中での「防災ハイキング」

や「減災フェス」の開催など様々な社会貢献・地域

貢献に取り組んでいます。

現在、同社は千里中央駅から北へ約2.5キロの延

伸工事の真っ 中で、2020年度を目標に新区間が

開業する予定です。

2020年に開業50周年を迎える同社は、企業理念

として「地域と共に展(の)びる」を掲げていますが、

延伸区間の開業に伴う事業の発展とともに、社会貢

献・地域貢献にもこれまで以上に取り組んでいって

ほしいと思いました。 （荒井秀夫）

事業部会

企業と環境㉑ 地域と共に発展する企業

5年前に完全リタイアしてから、自然部会に参加

しています。お蔭で豊中で生まれ育ったのに知らな

かった「春日町のヒメボタル」「赤坂下池のツバメ

のねぐら」を知って見て感動しました。以来地元豊

中の環境保全活動を続けています。

カシノナガキクイムシの被害でコナラ属の樹木の

多くが枯れたことや、生息するカメのほとんどがミ

シシッピアカミミガメだったことは、我々にとって

大切な自然環境が放置だけでは損なわれます。人間

の正しいアプローチが必要だと痛感させられます。

セアカゴケグモ、ヒアリ、クビアカツヤカミキリ、

アライグマ、ウシガエル、カダヤシ、オオキンケイ

ギクなど、対策が必要な

外来生物は増えつつあり

ます。にも拘わらず、責

任を持って対応できる体

制が豊中市にはありませ

ん。生物多様性に理解があり、外来生物の専門知識

を持ち、計画的に対策を講じ、市民の協力を得なが

ら行動できる部署が必要だと思うのですが（例えば

権限と予算を持った博物館）、体制が整備されるま

では微力ながら豊中の環境保全に関わってゆきたい

と思っています。

環境とわたし
自然部会

《5７》
福原行雄さん

北大阪急行電鉄（株）のみなさん
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１月20日親子ぐるぐるフェスの会場の一角で

「マジックスクリーン」のリユース工作を開始。材

料は透明な惣菜パックの蓋の部分と型枠等を印刷し

た台紙。完成時間を20分とみて30組の参加者分を

用意しました。多くの親子連れにマジックスクリー

ンの完成品を見せ、色のついていない画面が一瞬で

カラフルになるしかけの“不思議さ”“おもしろさ”

をPR。用意した６席はすぐに

満杯になり、終了時まで空席

はありませんでした。

参加者は幼児から小学生と

保護者の方々。仲良しグルー

プの小学生も。台紙を切り抜

き、好きな絵を描き、その上

に透明フィルムを置き絵の周

りだけなぞり、 後にテープ

で止め型枠に入れる、といった作業ですが手順に戸

惑ったり、やり直したりと子どもだけでなく大人も

奮闘場面が多く見られました。そのせいか出来上が

りに満足顔。受付係にもわざわざ見せに来てくれる

子どももたくさんいて私達までニコニコ顔。また、

“今”を感じたのが、絵を選ぶため用意したイラス

ト帳が不要で、スマホで検索していた事。改めて教

えてもらった気分でした。

イベント後「長男もおばあちゃ

んと一緒に参加させて頂いてとて

も楽しかったそうで、家に帰って

から弟に自慢していました。また

家にあるものでも作ってみたいと

思います」と嬉しい感想。この工

作も環境を考えるきっかけに繋が

れば幸せです。 （新開悦子）

マジックスクリーンを作ろう

生活部会

2018環境展でエコライフミニチェック調査実施

2018年市民環境展の会場で来場者183人に10

項目のエコライフミニチェックに回答してもらいま

した。

電気・ガス・ガソリンの省

エネ生活でＣＯ２がどれだけ

削減できるかの体験です。項

目1はエアコンの暖房、2は

冷房、5はLEDの買い換え、

6は冷蔵庫の温度調整、7は

ガス給湯器の使い方など10

項目です。できている、でき

ていない、不使用で記入して

もらいました。グラフは回答

者のうちできている人の割

合％を示しています。デー

タの数字は2018年です。2

017年左側と比較してみま

した。

棒グラフの項目6の「季節

に合わせて、冷蔵庫の温度

調節を設定している」人が

回答者の60％と一番少ないのが目立ちます。項目

1の「暖房は20℃を目安に設定している」人が74

％、項目2の冷房が83％と昨年より少ないのは、2

018年が例年に比べ気温差が

大きかったからでしようか。

項目5の「省エネ型のLED照

明に買い換えた」人が77％と

3番目に少ないのは、照明が切

れた時に買い換えればよいと

考えているためのようです。

その他の項目で、できている

人が多い項目には「不使用」

が含まれています。

参加者は女性が73％。年齢

構成は40代が41％次いで30

代が21％、50代が17％、60

代が15%でした。

参加された方が、これを機

会にライフスタイルを見直す

きっかけになればと願ってい

ます。 （宮田健）

1：エアコン暖房 20℃が目安

2：エアコン冷房 28℃が目安

3：ガスファンヒーター 20℃が目安

4：電気カーペット 温度設定中

5：照明器具 ＬＥＤに買い換えた

6：冷蔵庫 季節に合わせ温度調整

7：ガス給湯器 低温に調整

8：風呂 シャワーを流しっぱなしにしない

9：洗濯 まとめ洗い

10：自動車 5秒間かけてゆっくり加速
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竹炭プロジェクトは、2か月ごとに活動の紹介を

更新しています。活動の中心は、竹炭焼き・窯出し・

竹切り・竹林整備なのですが、他に様々なイベント

に出かけたり、頒布の際に「こんなのがあったらい

いね」と活動範囲での注文があって製品化したり、

会員のアイデアで新製品を作ったりなどなど、結構

楽しんで幅広く活動しています。

そこで、活動の様子を写真に撮って市民の皆さん

に紹介しようとホームページにも力を入れ始めて数

年になります。作業をしながら、記録（写真撮影）

もするので作業に身が入るとつい記録を忘れたり、

撮影途中で電池切れになったり、記録メディアを入

れ忘れていたり・・・。記録を残しているのは主に

2人、片方が作業に参加できないときはもう一人が

頼りになりますが、2人とも、カメラを忘れていた

り、ピントぼけだったり、光量不足だったりもあり

ました。

そして更新内容が固まった後は、事務局廣田さん

の手によって広く公開へと至ります。是非、皆様方

も時々は竹炭プロジェクトのホームページにも関心

を持って見てくだされば幸せです。 （伊藤格）

私たちの活動の中に生ごみ堆肥化講習会の開催が

あります。年間10回ほどですが、初めて参加する

方がほとんどで、みなさん真剣に聴いておられます。

参加者は、家庭から出る生ごみを捨てるのがもっ

たいない、生ごみを堆肥にしたいがよくわからない、

などが動機で、環境に関心が高く、野菜の栽培など

に興味をもっている方が多いようです。

講習会では生ごみの堆肥化について説明をひと通

り 進 め て い

き ま す が 、

堆 肥 化 の 方

法 に は 色 々

な も の が あ

る た め 、 細

か い 点 に つ

い て 質 問 も

多 く 出 て 、

盛 り 上 が る

場面もたくさんあります。次に、ダンボール箱を使っ

た堆肥づくりを中心に実演形式で見せ、基本的な内

容をわかりやすく説明していきます。これは、非常

に好評です。

全国的にも、このような講習会の開催に取り組ん

でいるグループがたくさんあり、各々が工夫を凝ら

し、内容的にも充実したものが数多くみられます。

リピーターも時々参加していて、成功談や失敗談

などを聴くことができます。私たち講師もそれらを

参考にして講習内容を工夫し、改良できるので、と

てもよい勉強材料になります。大切なことは、失敗

してもいいので、まずチャレンジしてみることです。

続けてやっていけば必ずいい結果につながります。

私たちは、講習会を通してわずかでもゴミの減量

に貢献できればとの思いで頑張っていますが、現在、

講師が２名のため新たな育成が必要です。

みなさんもこの講習会にぜひ参加してみてはいか

がですか。 （大谷修二）

５

生ごみ堆肥化講習会

花と緑のネットワークとよなか

竹炭プロジェクトのホームページ!!

竹炭プロジェクト

竹林の土砂流出を防ぐ土留めの補修作業中

倒
木
は
先
の
台
風
に
よ
る
も
の
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会員のページ

プロローグ

このニュースレターをお読みの方は環境問題に関

心の深い皆さんですが、さてその調査を実際に行なっ

たり、調査方法を詳しく知っている方は少ないと思

います。そこで環境調査や環境アセスメントなどの

方法を紹介したいと思います。

ただし、私が実際に環境調査やその調査計画づく

りに携わっていたのは20年ほど前になります。こ

の分野の技術も日々進歩しているので、すでに古い

知識となっている部分もありますが、その点はご容

赦を･･･。

環境アセスメントとは

まず、初めに「環境アセ

スメント」から説明します。

私たちの近所で大規模な開

発計画が出されたとしましょ

う。アセスメント制度がで

きる前は、私たちに詳細を

説明することなく、発表後

あれよあれよという間に工

事が進み、工事が終わって

しまうと、排煙モクモク、

汚水で川が汚れ、隣接地は日陰のまま、豊かな動植

物もいなくなってしまった･･･ということが頻繁に

起こっていました。そのような事態を少しでも回避

させる制度が「環境アセスメント（環境影響評価）」

で、一定以上の規模の事業を行う際に、その環境へ

の影響を事前に調査・評価し、極力環境への影響を

軽減させる方策を示すものです。この環境アセスメ

ントが法制度化されたのは比較的新しく、1997年

成立の「環境影響評価法」からです。

実施の規模は？

では、どんな規模の開発でもアセスメントが義務

付けされるかというと、そうではなく、相当大規模

な開発にしか法的強制力はありません。宅地造成で

は100ha以上の造成で、東京ディズニーランドと

ディズニーシーを合わせたほどの規模以上です。た

だし、それ以下の規模は全く規制がないわけではな

く、各自治体の条例で規制されています。豊中市で

は「環境の保全等の推進に関する条例」で、宅地造

成では1ha以上で規定のアセスメントの実施が求め

られます。これでやや安心ですが、それでも１辺1

00ｍ以上なのでずいぶん大きな改変ですね。1ha

未満1,000㎡以上では「環境配慮協議」による指導

が行われます。

誰がするの？

ところで、環境アセスメントを実施するのは誰

（どんな団体）だと思います？「行政」とか「環境

保全団体」を思い浮かべる人も多いと思いますが、

そのいずれでもなく事業者に課せられている（実際

には調査会社に外注）のを知っておくべきでしょう、

当然自分たちに都合のいい内容になる恐れがあり、

「合わすメント」と揶揄される場合もあります。マ

ユに唾を塗ってから読む必要もアリですよ。

→次回へつづく

※内容についてのご意見・ご感想 などがありましたら、8ページの連絡先までお寄せください。

日本の平均気温は、１００年前と比べて何度上がっているでしょうか？

① 1℃ ② ３℃ ③ １０℃ ◆答えは8ページ

～ニュースレターの新たな試みとして、

部会・プロジェクトで中心的に活動しているメンバーによるページを設けました～

環境調査 ア・ラ・カルト①

柿本修一（理事・自然部会）
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▼風邪かと思っていたら、イ

ンフルエンザ。治ったと思っ

たら喘息にかかり、口内炎も発症。これは舌癌でない

ことを祈るのみ。軽い気持ちで連載記事を書き始めた

が、せめて数回の連載は書かせてね。（Ｒ）

▼２月初め「脱プラ国の機関義務化」の見出しに“えっ、

これから”と驚く。廃プラによる海洋汚染が問題になっ

ている。日本は一人あたりの使い捨てプラごみの発生

量が世界２位。それなのに「海洋汚染プラスチック憲

章」への不署名。心が痛む。（E）

▼昨今は世界中の先進国がそれぞれに混乱している。

パリのシャンゼリゼを黄色いベストのデモが毎週土曜

日に出ていると聞き、ヨーロッパでも政治の安定した

フランスでもそうなのかとびっくり。21世紀という

時代が今後どうなるか気になっている。（Z）

▼家のプランターを上げると小さな虫がいた。触れる

と大急ぎで逃げる。虫にとっては命にかかわる一大事。

虫の目には人間は途方もない巨大な生き物に見えるの

であろう。虫も命を授かって一生懸命生きているのだ

と思い、プランターをソッと元の位置に戻した。（S）

▼40年程前桜の町で「七草観察会」に参加してから

七種摘みを続けてきた。田んぼは減ったが、今年もセ

リ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベ・ホトケノザを摘めた。

地元の七草でいつまで七草粥を作ることが出来るかな？

春には白や黄色の小さい花が咲く。（M）

▼もうすぐ春です。春は卒業、進学、就職など別れと

出会いの季節ですね。現所属に7年の私はそろそろ異

動かも。いままでのいろんな思いが去来し心が動かさ

れます。良い出会いがありますようにと願う今日この

頃です。（K）

▼昨夏の気温が高いと来春の花粉の飛散量が増えるら

しい。昨年は命に関わる程の暑さで、恐ろしい量にな

るのではとおびえていたが、今の所服薬せず済んでお

り、乳酸菌サプリのおかげかも？お腹にも良くて一石

二鳥、久々に春を楽しめそうだ。（T）

竹炭焼き、竹の間伐体験

千里中央公園

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～売切れまで

さわ病院

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

1世帯1点まで、修理費実費

とよっぴーの有料配布

3月27日（水）

4月13日（土） 24日（水）

10:00～11:00 緑と食品のリサイクルプラザ

環境びっくり箱 親子で楽しむエコツアー

いつもは買う人、今日は売る人！

３月３０日（土） 13:30～16:30

コープ桜塚集合・解散

小学生と保護者 6組12人（先着順）

参加費 1組500円

春の自然観察会 島熊山で植物観察

4月12日（金）

9:30コラボ前集合 12:00現地解散

4月10日（水）締切、30人（先着順）

自然ふしぎ発見クラブ

竹のふしぎ発見と地下茎の観察

4月20日（土） 千里緑地

9:30コラボ前集合 12:00現地解散

4月2日（火）10:00～電話受付

5才以上の子どもを含む25家族（先着順）

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

https://toyonaka-agenda21.jp/

豊中市立環境交流センター

https://kankyokoryu.jp/

《広報ﾁｰﾑ》

Ｒ柿本、Ｅ新開、Ｚ奥野、Ｓ猪尾、Ｍ馬渕、Ｋ小林、T村上

環境クイズの答え：① これは地球温暖化といわれ、

日本だけでなく地球の気温が少しずつ上がっています。


