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１

マチカネくん、まもなく出走！～マチカネくん駅伝～

ニュースレター

2018年度に新しく豊中市の省エネ推進事業で取

り組みを始めた「SNSで省エネをつなぐ マチカネ

くん駅伝」。各々違う色の“たすき”をかけた10

体のマチカネくんのぬいぐるみが、9月から2月末

までの半年間、市内とSNS上を駆けめぐりました。

マチカネくん駅伝は、省エネに取り組

んだ様子をマチカネくんのぬいぐるみと

一緒に撮影し、写真とコメントをSNS

にアップすることで参加ができるキャン

ペーンです。これまであまり参加を得ら

れていない若者世代をターゲットにし、

どんな人が参加して誰に繋がるかわから

ない、運営側もドキドキの企画でした。

参加者は“たすき”の色で10チーム

に分かれ、より多くの人に繋げたチー

ムが勝ち。栄えある優勝は、19人につ

なげた水色チーム。続いて赤色、青色

チームが11人で同率2位。上位3位チームには、景

品として図書カードを進呈しました。

駅伝はチーム戦なのでチーム賞があるのはもちろ

んのこと、それとは別に、実際に使われたぬいぐる

みがもらえる「マチカネくん賞」や、今回のために

景品を提供いただいたコープこうべさんとPEACO

CK64さんから贈られる個人賞も設け、良い投稿を

した人にはチーム成績関係なしで賞を贈りました。

キャンペーンの中で印象的だったのは、水色チー

ムのマチカネくんが豊中市の地域情報サイト「TN

N豊中報道。２」のアカウントに渡り、記事として

取り上げられただけでなく、J:COMチャンネル北

摂の生放送番組「エキスタ集まれ！」で紹介された

ことです。始めた頃には思ってもみなかっ

た所へ移動していき、この企画の面白さ

とSNS以上の広がりが見えました。一

方で、途中で迷子になったチームや足が

止まり“たすき”を回収したチームもい

たので、本物の駅伝と同じく順調に進ん

だり思う通りいかなかったりでした。

そんなこんなで1年目を終えたマチカ

ネくん駅伝ですが、今年度もまた7月に

始まります。今回は更に盛り上げるた

め、SNS上だけで動くのではなく、リ

アルでも参加できるイベントとして出

発式などを計画中。

「我が家のアイデアを自慢したい！」という人はも

ちろん、「ぬい撮り（ぬいぐるみ撮り）なら任せな

さい」という人も「回ってきたけど省エネなんて考

えたことないし…」という人も大歓迎で、むしろター

ゲットはそういう人だったりして。省エネを多くの

市民に知ってもらい取り組んでもらうためにもSNS、

リアル、どちらも盛り上げていきます。（中島聡子）

第1部 記念講演 13:20～14:20 第2部 とよなか市民環境会議総会 14:30̃15:00
大阪商業大学 公共学部公共学科
准教授 原田禎夫さん 第3部 NPO法人とよなか市民環境会議アジェンダ21総会
「未来のために知っておきたい 15:15̃16:30

海とプラスチックの話」

＊記念講演はどなたでも参加できます。

個人賞受賞作品

「車を使わず、自転車で移動」

2019年度総会のおしらせ
6月25日（火）「青年の家いぶき」大会議室にて
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エコライフカレンダーのモニターが私とアジェン

ダとの出会いです。その後、生活部会主催の「楽し

い手作り講習会」に参加していたのですが、今では

主催する側になってしまいました。みんなでわいわ

い楽しくおしゃべりしながら、環境問題について考

えてもらう場になればと名称も「わいわいクラブ」

とし、エコ工作や健康作り等幅広い内容の講習会を

開催するようになりました。

「地球温暖化」が叫ばれて久しくなりますが、CO2

の排出量を減らすことは遅々として進みません。世

界の平均気温が上昇し、気候変動や生態系にも大き

く影響を及ぼしています。

私たちは美しい地球を次

の世代に引き継いでいく責

任があるのに、地球は悲鳴

を上げています。

「一人の100歩より、

100人の一歩」のように、一人の頑張りより100人

が少しでも省エネを心掛ける方がCO2を減らすこと

ができます。そして無理せずに、継続することも可

能です。「わいわいクラブ」が一人でも多くの人に、

環境について関心を持ってもらい、一歩を踏み出す

キッカケ作りになることを願っています。

２

3月30日、

参加者は

子ども5人、

大 人 1 1 人

（スタッフ

含む）。

小雨が降

る少し肌寒

い土曜日の

昼から、エ

コツアーと写真で元気をコープ桜塚店で行いました。

参加者全員が、子ども目線でお店を探索して行きま

した。普段は入れないバックヤードを見学した後、

車いすに乗って買い物体験。すると、陳列棚の上の

品物が取りにくい。いいえ、下の品物も取りにくい

のでした。続いて職員から「お客さんに買っていた

だくために、お店はどのような工夫をしているので

しょう？」「2割、3割、半額、と値引きはいつ行

われるのでしょう？」と大人のほうが興味を起こす

説明が続きます。

関心のある事柄を写真に撮り、店内は終わり。こ

こからアルバム作りに移ります。撮った写真からテー

マを決めた数枚をピックアップして、台紙に貼り、

リボン、花柄、色紙等で飾っていきます。「美味し

そうなもの」「白菜の売り方の違い（4分の１カッ

ト、2分の１カット、カット無し）」等々、テーマ

はそれぞれまちまち、子どもの目線は新鮮です。

アルバムが完成すると発表タイム。子どもたちは

自分の考えを簡潔にまとめ発表します。「なるほど、

そんな見方もあるのか」大人の目では見えないもの

が見えてきます。

問題：半額に値引きされるのはいつ？

答え：雨の降った日の午後6時過ぎから

閉店までの時間。

しかし、そこまで待つと欲しい物が売り切れてい

る時がありますよ。賢い消費者になるのも、なかな

か難しいものですね。

子どもたちの感想が届きました。「写真も撮れた

し、車いす体験も楽しかったよ」。いいえ、いいえ

一番楽しんだのは、大人達かもしれませんね。

（池田一夫）

親子で楽しむエコツアー+写真で元気
企画屋本舗

環境とわたし
生活部会

《5８》
畑洋子さん

今
日
の
思
い
出
ま
と
め
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２月28日～３月１日の２日間、豊中市役所第二

庁舎ロビーで2018年度「とよっぴー」展を開催し

ました。来庁者を対象に、生ごみ堆肥化と資源循環

活動の意義を広く理解していただくことを目的に行っ

たものです。

学校給食残渣類（ざんさるい）

の堆肥化事業を受託して２年目

を迎えたことから、製造事業と

多様な資源循環活動の展開内容

を一体的に表現できるよう、動

態物（ダンボール堆肥・雑穀機・

生ごみの進行過程サンプルなど）

と静態物（各活動パネル）を配

置し、とりわけ、前々日の給食

で残った残パンをコーナー前面

に配し、来庁者の目に入るよう工夫しました。

残パン展示はインパクトが強烈で、見た人のほと

んどから「もったいない」との言葉が返ってきます。

以前は、それに十分に答えられないことから、昨年

度から学校給食に関する「食品ロス」について全国

と豊中の比較表を示すとともに、豊中の残渣類の経

年変化も表示して説明も加え、市の取り組み努力や

残渣類を資源化している活動も宣伝し、堆肥化事業

への理解を深めていただきました。

２日間のアンケートでは119人が回答、「とよっ

ぴー」の認知度は66.1％と過去

最高で、一番興味のあったコーナー

ではやはり「残パン」展示が39.

1％と他を圧倒し、続いて「ダン

ボール堆肥実演」の22.6％でし

た。ちなみに、環境交流センター

が市民の環境活動を進める施設と

して知る人は29.8％と前年度よ

り微増、「訪れた・活動参加」し

た人は12.4％と倍増しましたが、

「知らない」人は５割を超えたと

ころです。

花と緑は、この成果や課題を受け今夏、環境交流

センターで「とよっぴー」展（名称検討中）を３日

間行う予定です。 （中村義世）

３

とよっぴー展を開催
食品ロスの認識、共有化に努力

花と緑のネットワークとよなか

花と緑のネットワークの活動は「生ごみ堆肥化実

験プロジェクト活動」を入れると今年7月で20年。

食べ残しをリサイクル堆肥にし、「資源の環」・

「人の輪」・「地域の和」を願って活動してきまし

た。当初、実験して成熟状態のたい肥を使ってもら

える市内の農家と知り合えなくて、箕面市在住のメ

ンバーの農園や生協関係の豊能町の農家に試験的に

使ってもらっていました。

そのため、市内では花を育てることから始まりま

した。名前に「花」がついているのはその所以です。

アジェンダ団体会員のさわ病院さん、神崎刀根山

線の道路を定期的に清掃されている団体さん、メン

バーが近くに住んでいた清谷池公園の3か所からス

タートしました。「とよっぴー」を使った花いっぱ

い運動は今では30か所にもなっています。年に2回

春と秋に「とよっぴー」を50㎏ずつ自分たちで詰

めて持ち帰

られます。

花壇の場所

は公園の一

角や、マン

ション等の

共有地、介

護施設、駅

前通りなど

様々です。

今年は児童養護施設のボランティアさんも加わり

ました。みなさん自分たちの住む地域に愛着を持っ

て、町に彩を与えて下さっています。毎年秋に豊中

市花いっぱい写真展が開催されます。新たに自分の

地域や、職場などでチャレンジしてみようと思われ

る方はご相談下さい。 （高島邦子）

花いっぱい運動

たった一日分の食べ残しがこんなにも！



とよなか環境 2019年（令和元年）夏号 NO.66 （通巻第84号）

わいわいクラブ「ホウ酸だんご作り」

わいわいクラブ

は5月15日に5回

目となる「ごきぶ

り（以後Gと呼ぶ）

駆除剤のホウ酸団

子作り」を催しま

した。講師は畑さ

んと今井さん。あ

らかじめ計量された3人分単位の材料は次の通り。

Gの毒物となる薬品でなくて化学品のホウ酸500g、

Ｇの餌でつなぎ材となる小麦粉140ｇ、Ｇの食欲

を煽る砂糖35g、Gの好むにおいの素の玉葱250g、

練り合わせ媒体として水よりもGが好む牛乳大さじ

1杯。

Ｇ駆除業者もこのあたりの材料を使い、5千円以

上で営業しているそうです。参加者は玉葱の微塵切

り作業による眼の痛みに耐えながらミキサーかけと

全材料の練り上げを終えて、一人約300gの耳タブ

よりもやや硬めの塊の分配を受け、茶話会の後散会。

早速に塊から10gほどのだんごを作り3日ほどの乾

燥後、G駆除用ホウ酸だんごは完成します。私は数

年前に団子を配置してすっかりGが消えて喜んでい

たのですが、今春に1匹見えたので早くだんごがほ

しかったのです。ネットによると春秋年2回の仕掛

けが適当で、3年もすると年1回でよいそうです。

幼児が遊びに来て口に入れてはと警戒して、だんご

を不用意に片付けすぎると駆除に徹底を欠くことに

なります。玄

関の郵便受け

開口部や、宅

配便荷物の放

置 が Gの 侵 入

に繋がるそう

で油断は禁物

ですよ。

（柴田起夫）

生活部会

島熊山で植物観察

4月12日 晴天の日、

春の自然観察会を島熊

山で行いました。

千里中央駅で集合し、

案内を豊中生物同好会

の真野隆夫さんにお願

いして、道々のモチノ

キやヤマモモの説明を聞きながら住宅街を抜けると

もう目の前が島熊山でした。古い山道を登るとすぐ

の樹間にピンクの花が満開のコバノミツバツツジが

見え、思わず皆から歓声があがりました。雑木林の

入り口にある島熊山緑地案内板の前で真野講師より

島熊山について説明があり、観察路に沿って雑木林

に入りました。すぐに目に入ったアケビには葉が5

枚のものと3枚のものがあり、秋にはおいしい実を

つけるとのこと。またクスノキやヤブニッケイは葉

をとってにおいをかぎました。

変わった模様の樹皮の木は、その模様からカゴノ

キ（鹿子の木）という名前だと教えられました。観

察路沿いにある島熊山礫層（れきそう）を見、アオ

キの実を割って、タマバエの一種が卵を産みつけア

オキミフクレムシになることを知りました。竹林帯

では実際に地下茎を掘り出して、地下茎の張り方、

途中の節から出る芽子（竹の赤ちゃん）を観察しま

した。

途中いたる所で満開のコバノミツバツツジが見ら

れ、時折りモチツツジも見られました。島熊山には

サクラもソメイヨシノ、ヤマザクラなど6種もあり、

古池のそばには豊中で唯一確認されているミヤマガ

マズミもありました。

島熊山は260種以上の木々があり、ウグイス、

コゲラ等の小鳥、大小の動物も棲む生物多様性に富

む雑木林です。見て、さわって、体験もできた楽し

い観察会でした。 （佐々木忠弘）

自然部会

男性の参加もありました

４
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事業部会

企業と環境㉒

カラーアスファルト舗装から見た「環境配慮」の課題

橋本建設（株）は府道43号豊中亀岡線沿いの上

野西1丁目にあり、土木分野で測量や施工管理をし

ている会社です。元々は昭和38年に豊中市の立花

町で創業されました。同社の新井正和社長（67歳）

は、豊中市建設業協会の会長をされており、同協会

はとよなか市民環境会議が発足したときからずっと

役員を務めておられます。

同社の仕事のひとつに、道路

の舗装工事があげられます。道

路の表面は歩行者や自動車が安

全快適に通行できるよう、耐久

性の高いアスファルト混合物で

舗装されています。道路舗装の

アスファルトの耐用年数は10年

が目安とされていますが、道路

下を通る水道管やガス管の工事

をする必要があれば、耐用年数

に満たなくても古いアスファルトは剥がされ、工事

後に再舗装されます。工事の際に剥がされたアスファ

ルトの塊は「建設リサイクル法」や「建設リサイク

ル推進計画」に基づいて資源として回収され、加工

されて新しく作られるアスファルトの材料になりま

す。「建設副産物実態調査」によると、平成24年

度の道路のアスファルト廃棄物は約2,600万トンで

再資源化率は99.5％となっており、資源の循環利

用の面で大変優れた材料といえます。

アスファルトには顔料で色を付けたカラーアスファ

ルトもあります。視認性の良さから高速道路の分岐

点で行先を見分けるのに活用されたり、一般の道路

でも鮮やかな色で景観をよくしたい道に使用されて

おり、同社でも新千里南町、新千里北町、東豊中町

で赤褐色の歩道を施工しています。

生活を便利に楽しくしてくれるカラーアスファル

トですが、いざ再資源化する際に

は困った点があります。現在のリ

サイクルの仕組みがカラーアスファ

ルトを対象にしていないため、中

古の材料として回収する際に色味

が悪い不純物として扱われ、量が

多いとリサイクル不適物として再

生工場に引き取り拒否され、産業

廃棄物として埋め立て処分される

ことになるのです。

「カラーアスファルトの施工は、

建設会社としては、無着色のアスファルトより工事

単価が高く利益が多い仕事と言えます。しかし割高

で現段階で再生利用に課題のあるカラーアスファル

トを近い将来工事が予期される場所に採用して本当

によいのか、地域住民には考えて欲しいし、市にも

住民の意見をもっと聞いてもらいたい。」そう語る

新井社長からは、現在からもう一歩先に進んだ環境

配慮について考える機会を与えて頂いたと思います。

（中村崇之）

橋本建設（株）の新井正和社長

関西大学との協働の取り組みが始まります

とよなか市民環境会議が発足した当初に同会議のコーディネーターをされていた、関西大学名誉教

授の盛岡通さんのお誘いにより、今年度から3年間、新たに関西大学と協働の取り組みを行います。関

西大学が応募した環境省の研究費が採択されたことを受けて、その一部を当団体と一緒に豊中で実施

することになりました。

テーマは、健康と環境の好循環。高齢化社会が進む中、気候変動により夏の暑さがますます厳しく

なっているため、高齢者をはじめとした熱中症のリスク回避に向けたツールの開発から、地域の気候

変動に適応する政策提案までを検討するのがプロジェクトの全体像です。

豊中では、高齢者や小さな子どものいる家庭の方から夏季のライフスタイル調査のモニターを募集

します。7月15日からの約1か月間、腕時計型の活動量計、小型の温湿度計やGPSを使っての計測に

協力いただきます。調査結果から個人を特定するようなことはありませんし、謝礼金も出ますので、

関心のある方は事務局までおたずねください。 （廣田学）

5
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環境アセスメントの調査内容を大きく分けると

環境アセスメントで行う調査項目は、その開発内

容や地域特性によってさまざまですが、大きくは

「生活環境系」と「自然環境系」とに分けられます。

「生活環境系」は、かつては公害として扱われてい

たもので、大気、水質、騒音、振動などが含まれま

す。「自然環境系」は、哺乳類、魚類、昆虫類など

の動物調査や植物調査などが含まれます。両方に関

係するものとして、景観やアメニティに関する調査

を実施する場合もあります。そのような調査に携わっ

て体験できたことを少し触れてみましょう。

台風でも（台風のときこそ）現場に行かんとあかん

大気や水質調査では、空気中の汚染物質や水のサ

ンプル（検体）を持ち帰って分析するほか、現地で

の風向風速や河川の形態、流量、流速なども調べま

す。通常の気象状態のときだけでなく、大雨や台風

の際のデータも必要です。そのため暴風雨の最中、

橋の上から採水していたらロープがちぎれて採水バ

ケツが流されてしまったり、止めていた車が飛ばさ

れそうになった時もあり、ある意味命がけです。そ

んな台風のときでも、いや台風だからこそ調査に行

かんとあかんのです。次に台風はいつやってくるか

判らんのですから。

一番恐ろしいのは人

一般の交通量や騒音調査では、毎正時(0分)から

10分間計測し、それを24回繰り返して24時間分

のデータを集めるのですが、その現場担当者は大変

です。しかも当たり外れが多い。10分間の測定時

以外は比較的自由にできるので、春や秋の穏やかな

季節で良好な場所では、そんなにツラくはありませ

んが、夏のカンカン照りで日陰まったくなし、ある

いは真冬の吹きっさらしの場所で24時間拘束（今

ではそんな長時間の拘束はほとんどないでしょうが）

で、翌日もその分析作業が待っているとフラフラで

す。けれども何といっても恐しいのは、ポツンと離

れたほとんどヒト気のない場所担当で（例えば山林

中や高層ビルの屋上）、深夜に人の気配を感じるこ

とです。かなり郊外（いわゆる田舎）の道路の、古

く汚れた公衆便所の脇で調査していた際は、23時

以降まったく人通りがありませんでした。深夜2時

すぎに用を足しに便所に入ったところ、真っ暗な個

室から突然人が出てきた時は、心臓が止まりそうに

なりました。それに比べたら、山中の林で、なにか

カサカサと物音がし、時おり瞳らしきものが光って

いてる中で朝を迎えた（結局リスがうろうろしてい

た）ときの方がよっぽどマシです。

一番の騒音源は？

工場団地建設で建設用トラック量が増えるので、

道路騒音予測のための現況調査のとりまとめを行っ

たことがありました（私は現場担当ではなかった）。

現場は片田舎、交通量のごく少ない静かなところで

す。ところが現況データだけを見てビックリしまし

た。日中、頻繁に環境基準を超える騒音が記録され

ていたのです。そんな場合、測定器の故障や当日だ

けの特別なイベントとか暴走族の集結とかを疑うの

ですが、いずれも該当しません。現場担当者を呼び

出したところ、セミの声がうるさかったとのこと。

ヘナヘナでしたわ…

騒音計の数値データだけだと、それらが分からな

いので、やはり人が現場で見て聴いて肌で感じるこ

とが大切と改めて思いました。

会員のページ

環境調査 ア・ラ・カルト②
柿本修一（理事・自然部会）

～ダイエー「幸せの黄色いレシートキャンペーン」に参加しています～

昨年秋からダイエー曽根店にて、幸せの黄色いレシートキャンペーンに参加し

ています。毎月11日に買い物をすると、黄色いレシートが発行され、そのレシー

トを支援したい団体の箱に入れると、集まったレシート総額の1％相当の物品が

その団体へ提供されます。アジェンダへは2月までの総額が242,046円となり、

4月28日の贈呈式にて希望する文具類2,420円相当を頂戴しました。今後のアジェ

ンダ活動で活用していきます。

1団体1店舗のため、ダイエー曽根店に限りますが、毎月11日にお買物をされ

たら、ぜひアジェンダの箱へレシートの投函にご協力ください。

贈呈式の様子。

左は茨木理事長。
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▼先日、久しぶりに鳥類の定

点調査を行った。日の出前～

日の入り後（早朝4時～19時）まで。１日の気温変動

が大きく、朝は凍え、昼は暑くてバテバテ。近くでバー

ベキューをしてゴキゲンな人々にも絡まれ大変な1日

だった。（Ｒ）

▼元号が変わった。で、何か新しい社会になった？そ

れともこれから？数か月に及ぶマスコミ等の動きに少々

食傷気味だ。それでもおかげで？！象徴とか、主権者

の責任とか等、少しだけ憲法を考える機会を得て良かっ

た。平和で戦争のない世界を望みたいなあ。（E）

▼天皇の践祚も一段落したが「奴隷制時代の儀式」と

の評は的を得ている。天皇の業務には書類の押印だけ

でなく、春分の日は早朝暗いうちに水浴びで体を清め

五穀豊穣を祈ると聴く。それらは老人に耐え難い苛酷

な業務だ。一般には知られてないが。（Z）

▼現在は正に情報化時代。無数の情報がＳＮＳを介し

て全世界に拡散している。その現象は情報発信する際

に便利な反面、その対応を誤れば大変なリスクを負う

羽目になることを自覚しよう。特に不用意な動画の発

信は絶対に慎もう。その心得は利用者共有だ。（S）

▼頂いたコチョウランの花が初めて咲いた。去年5月

に水苔で植えかえると11月に花芽らしき物が出て来

た。茎が伸び蕾が膨らみ、やっと3月25日に一輪目が

開花した。2鉢が4・5日おきに開花し4月24日に咲

き終わり、摘んで2本共一輪挿しに挿して楽しんでい

る。（Ｍ）

▼もうすぐ梅雨が明け暑い夏がやってきます。学生時

代、吹奏楽部員だった私は、遊びに行く時間を惜しみ、

夏の暑さのような熱い気持ちで毎日練習に励んでいた

ことを思い出します。今年の夏は海に行き、夏の思い

出つくりをしようと計画中。（Y）

▼昨年のトマトを放置しておいたら、落ちた実からで

あろう発芽し、順調に育って実もついた。ゴーヤも例

年通り。スーパーで買ったパプリカの種も埋めておい

たら芽が出た。今年も（一部）野菜0円生活を期待で

きそうだ。植物の生命力に拍手。（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

とよっぴーの有料配布

6月26日（水） 7月13日（土）

8月28日（水） いずれも10:00～11:00

緑と食品のリサイクルプラザ

おはなし会「わにわに」

7月7日（日）10:30～11:30

環境交流センター

未就学児と保護者

講演会「ビジネスで貢献するＳＤＧｓ」

7月11日（木）13:00～16:00

環境交流センター

定員40人（先着順）、7月9日（火）締切

親子ぐるぐるフェス

7月21日（日）13:00～15:30

環境交流センター

森づくりの集い

7月28日（日）8:00～17:00

滋賀県甲賀市 ※集合解散は豊中市商工会議所前

小学生以上の子どもと保護者20人（先着順）

7月4日（木）10時から受付

赤坂下池 ツバメのねぐら入り観察会

8月3日（土）18:00～19:30（現地解散）

大阪モノレール柴原駅南側階段下集合

定員30人（先着順）、8月1日（木）締切

※7・8月はここに掲載していないイベントが他

にもたくさんあります。ぜひ環境交流センター

へ足をお運びください。

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、Ｙ山田、T村上


