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2019年度の総会は、6月25日15時15分から青

年の家いぶきで開催しました。正会員163人中11

5人が出席（出席48人、委任状67人）して、201

8年度の事業報告・活動決算・

監査報告、および、2019

年度の事業計画・活動予算

が審議され、すべて承認さ

れました。2019年度は「S

DGsで掲げられた世界的な

課題の解決に向けて、豊中から実践する」という全

体方針を掲げて活動を進めていきます。

質疑応答では、出席した会員から、環境展におけ

る小学生の団体来場のバス確

保や、環境自治体会議全国大

会の開催などに関する積極的

な提案があり、今後の運営に

活かしていきたいと思います。

（廣田学）

１

2019年度総会が終了

ニュースレター

総会の記念講演は、大阪商業大学

准教授の原田禎夫さんによる「未来

のために知っておきたい海とプラス

チックの話」でした。

冒頭に、原田さん自らが取り組ん

でいる亀岡市の（プラスチック製の）

レジ袋禁止の話や、その他でもプラ

スチックごみゼロ宣言をした自治体

が増えつつあること、鎌倉市では公

共施設の自販機ではペットボトルの飲み物をなくし、

マイカップ対応の自販機に置き換えている、との話

をされました。

少し眠たくなりつつあるころに、クイズが出され

ました。スクリーンに映し出されたのは淀川下流で

拾われた5㎜程のペレット状のツブツブ。汚泥を固

めた燃料かな？養殖稚魚用のエサかな？と悩んでい

たら、なんとそれは人工芝の破片とのことでした。

正解が示されると、会場からは「あ～～」という、

納得とも予想外ともとれる声が流れました。言われ

てみれば、ゴルフやテニスの練習場、玄関マットな

どあらゆるところにあります。余談で人工芝に砂を

撒いてるテニスコートは日本だけ

なので、日本人は世界戦に弱いと

伊達公子さんは論文に書いている、

とのマメ知識まで披露されました。

ニューヨーク市では発泡スチロー

ルトレイが使用禁止になり、使用

すると罰金1,000ドル徴収される。

ニューヨークだけでなく、世界で

は使い捨てプラスチックを使うの

はもはや犯罪行為。アフリカでは半分以上の国がレ

ジ袋禁止で、ケニアではビニール袋を持っているだ

けで禁固4年か罰金400万円をとられる。私たちは

1週間にクレジットカード1枚分、250gのプラスチッ

クをほこりなどから体内に取り込んでいる…とショッ

キングな報告が次から次に出され、まるでマルチ商

法（!?）の講演会を聴いているかのようでした。

日本ではレジ袋有料化や禁止宣言をすると大英断

のように見られるが、世界からすると今頃何言うて

んねん、めちゃめちゃ遅れている、との講師の言葉

が胸に刺さった講演会でした。 （柿本修一）

20年前は最先端、
今や周回遅れのプラスチックごみ対策

（写真はイメージです）
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事業部会

企業と環境㉓

コンクリートの再資源化などの「環境配慮」の課題
-公害のない資源循環型社会への取組み-

今回は、前回に引き続いて橋本建設㈱の新井社長

から伺ったお話です。

前回取り上げた再生アスファルトと同様に再資源

化率の高い土木建設系の材料として、コンクリート

が挙げられます。

解体工事で発生したコンクリート塊は、「建設リ

サイクル法」によって再資源化と再利用が義務付け

られていて、破砕・選別し不要な混合物を除去した

後、再生砕石として、路盤材・建築物の基礎材・コ

ンクリートの骨材等の用途で再利用されます。「建

設副産物実態調査」によると、平成24年度のコンク

リート塊の廃棄物は約3,100万トンで再資源化率は

99.3％となっています。

しかしここで注意が必要なのは再生砕石の材料特

性です。

コンクリートの材料はモルタルと砂利で、モルタ

ルの材料はセメントと砂です。このセメントの主成

分が水酸化カルシウム（消石灰）であり、水と反応

して強いアルカリ性を示す性質があります。そのた

めモルタルを多く含んだ再生砕石を雨水や地下水と

接触する場所に使うと、土壌や地下水にアルカリ水

が流出することに繋がります。

「水質汚濁防止法」により、pH8.6を越える水を

放流すると違反になるため、同社を含めこの業界で

は、再生砕石を使用する場所に気を配るとともに、

排水のpHを確認し、安全を確保しています。

また同社の仕事のひとつ

に、河川橋や陸橋の塗替え

工事があります。この工事

は長い期間、橋を維持する

ために必要不可欠な修繕で、

古くなった塗料の層を剥が

し、新しく塗装するものです。しかし、昭和42～47

年頃に製造された塩化ゴム系塗料には、現在使用禁

止されているPCBが含まれることや、平成12年まで

に製造された塗料には鉛やクロム等の有害物質が使

用されていたため、まずは橋の塗膜の調査（有害物

質の溶出試験）が必要です。その結果に応じて、古

い塗膜を剥がす際に発生する粉じんや有害物質の飛

散を防止するのに適切な工法が明らかになります。

また作業者の安全性に配慮して適切な保護具を使用

する必要もあります。

豊中では橋が住宅地や商業地、農地の一角にある

ため、同社ではこれらの工事に際して周辺環境の汚

染やその地域で暮らす人、作業をする人の健康に配

慮の上、適切な工法を発注者と相談して採用してい

ます。

今回の取材で、資源循環型社会を支える土木建設

業界の果たす役割と苦労の一端を伺うことが出来ま

した。私たちの安全安心な暮らしは、多くのプロの

配慮と努力の上に成立していることを、多くの方々

と共有していきたいと思います。 （中村崇之）

とよなか市民環境会議アジェンダ21が環境交流センターの運営に携わるようになって7年目。その

間事務局のメンバーも大きく入れ替わりました。今回は、現在の事務局の顔ぶれをご紹介いたします。

吉永 恵子（'19～）

チャレンジ精神旺盛!!

廣田 学（'08～）

不動の事務局長。

村上 知世（'16～）

アジェンダの金庫番？

山本 かおり（'19～）

生き物大好き❤

中島聡子（'17～）

看板娘!?

山本 直子（'17～）

今日も豊中を駆けめぐる☆
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クビアカツヤカミキリに注意！

自然学習講座

クビアカツヤカミキリはまだ

豊中市域では見つかっていない

小さな昆虫ですが、今後豊中の

樹木でも大きな被害をもたらす

おそれがあるため、今年度第1

回自然学習講座で取り上げまし

た。6月27日、環境交流センター

に本種対策の 前線に立つ金子修治さん（大阪府立

環境農林水産総合研究所・主任研究員）を迎え、

「クビアカツヤカミキリ 被害の現状と対策」と題

して講義していただきました。

本種は体長3㎝程度の小型のカミキリムシの仲間

で、黒っぽい体色にクビの部分が文字通り赤い色を

しているのが特徴です。本種は東アジア一帯に分布

し、近年まで日本には分布しなかったのですが、

2013年に愛知県で発見されて以降、各地で報告が

あり、大阪府東南部では2015年に見つかり、昨年

大阪市でも発見され、また「特定外来生物」に指定

されました。特定外来生物とは、日本の生物生態系

や農作物に重大な被害をもたらす、またはその可能

性のある外来種に対して指定されるもので、飼育や

販売等は法律で固く禁じられています。なぜクビア

カツヤカミキリが特定外来生物に指定され警戒され

るのかというと、幼虫がサクラやモモなどバラ科樹

木の幹に巣食って枯らしてしまうからです。実際に

その枯死被害の報告が多数なされています。

本種は夏ごろ成虫になり、すぐに桜や桃、梅など

の木に産卵し、幼虫はその幹内に巣食って、養分や

水の通路を破壊するため、その数が多いと枯れてし

まいます。幼虫は

幹の下部に入り込

み、幹の外にフラ

スというミンチや

うどん状の食べか

すを放出するので、

巣食われているか

どうかの判別は分かりやすいそうです。

対策が遅れると、枯死して倒木となることが多い

ため、早期発見・早期対策が不可欠であるため、よ

り多くの市民に注目して情報提供してもらうことが

重要であると思いました。

外部講座と現地見学

また、7月31日には難波にある大阪府立大学I-sit

e（アイサイト）にて「特定外来生物・クビアカツ

ヤカミキリの脅威と対策〜被害と防除の 前線〜」

なる講座もありました。７月29日の朝日新聞夕刊

に 「 外 来 カ

ミ キ リ 被 害

拡 大 」 と 大

き く 報 じ ら

れ る 程 関 心

が 高 く 、 会

場 は 満 席 で

関 西 一 円 か

ら 行 政 の 方

も 大 勢 勉 強

に来られていました。

午後は平井規央さん（大阪府立大学教授）の基調

講演「 近大阪府周辺に侵入した外来昆虫とその影

響」でスタートし、日本に定着した外来昆虫(ムネ

アカオオクロテントウ、アカハネオンブバッタ、ク

スベニヒラタカスミカメ、ムネアカハラビロカマキ

リ等)の現状を教わりました。また堺市では、生物

多様性ウェブサイト「堺いきもの情報館」が立ち上

がっていて外来生物対策も行政で一本化されていま

す。豊中市も参考にすべきだと思います。事例とし

て、「関東地方の被害」が紹介され、「徳島県内の

発生状況と防除対策」では、成虫を一匹500円で買

取ることにし、２年間で2,600匹を捕獲したと報告

されました。「化学農薬を用いた防除の可能性」で

は、夕方からの羽曳野市の「大阪府立環境農林水産

総合研究所」での現地見学会と併せて、今年度から

使用可能になった樹幹注入剤と散布剤について、実

演を交えて学びました。現地では、フラス、脱出口、

ネット巻きの実例も見ることができました。

講師の方が言っておられた「多くの人の目と手が

初期防除の徹底には必要です。市民、行政、研究の

連携がクビアカツヤカミキリの蔓延を防ぐ鍵です」

に強く共感しました。

詳しくは「クビアカツヤカミキリ被害対策の手引

書（堺市ホームページ内）などを参考にして下さい。

（柿本修一・福原行雄）

自然部会

☜フラス

左はH29年度、右はH30年度の被害状況
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とよなか市民環境会議のプロジェ

クトとして発足した「花と緑のネッ

トワーク」は本年7月、満20年を

迎えました。

市職員・同労働組合、市民、造

園業者が気持ちを一つにして「生

ごみ堆肥」にする実験を始めたの

が発端です。僅か1か月1回だけ

の限定的な取り組みでした。当時

誰が現在を想定したでしょうか。家庭の生ごみを燃

やさないで再資源化するささやかな活動が歴史を刻

んだのです。

実験堆肥を鋤きこんだ豊能町の畑が猪に荒らされ

た懐かしいことが思い出され、これが以降6回の実

験継続に繋がる契機となりました。

僅か市内3か所で始めた「花いっぱい運動」は実

験堆肥の活用に困ってのことです。今では37か所

に広がり隔世の感があります。試行錯誤の活動が国

における資源循環の法整備の動きもあり、「食品リ

サイクル法」の動向を背景に、小学校給食残渣類の

堆肥化に着目、併せて、豊中市が長年続けていた剪

定枝の資源化事業が、緑と食品のリサイクルプラザ

事業（「とよっぴー」製造）への確かな一歩を踏み

出したのです。

市民・事業者・行政の協働とパートナーシップが

信頼関係を醸成し、2002年4月堆肥化施設の稼働

となりました。1999年夏から数えて2年9か月とい

う短期間で堆肥化事業が始まったのです。とよなか

市民環境会議の成熟を示した出来事でした。

無償で堆肥化機械の提供を受けた

こと、発酵失敗により悪臭が漂い迷

惑をかけたこと、堆肥化機械に隣接

した樹木が近い方から大きくなって

いたこと、などありましたが、「稲

作」にリスクを顧みず挑戦していた

だいた農家の方の英断が「とよっぴー」

の評価を導きました。数々のエポッ

クが歴史のひとコマひとコマです。2

0年を凝縮すると、多くの人々との繋がりに尽きる

と断言できます。

一昨年から、堆肥製造は豊中市から花と緑に移り

ました。製造は市が、「とよっぴー」の有料配布と

地域内資源循環活動は花と緑の関係から、製造と資

源循環を一体的に進める組織に発展しました。20

年の歩みは、この間活動にかかわってきた人々の歴

史であり、組織の成果を物語っています。

8月7日～9日の3日間、「とよっぴーを紡いで20

年」のイベントを「記念の集い」も含め環境交流セ

ンターで行い、活動を振り返るとともに次への決意

を固めました。3日間で約200人近くの人々と連携

できたことは、花と緑の現状を照らしたと考えてい

ます。

課題を抱えつつ、これからも歩みます。

（中村義世）

４

満20年を迎えた花と緑
「とよっぴー」を振り返るイベントを開催

花と緑のネットワークとよなか

ご存知ですか？
みつろうラップのお話。

6月13日に暮らしやモノを考える講座「みつろうでecoラップ作り」を開催しました。

材料は無農薬のみつろう（みつばちの巣を構成するろうを精製したもの）とココナッツオ

イル、体に優しく環境負荷の少ない染料で染めたオーガニックコットンのみ。講師の「た

ね・と・め」加藤理紗さんには、自然素材の材料を選ぶ意味や、暮らしで役立つみつろう

ラップの使い方のアイデアについて、たくさんお話しいただきました。

世界的に海洋プラスチックが問題視されている中、一度使えば捨ててしまう“ワンウェ

イ”なラップの代わりに、洗えば何度も使えるみつろうラップを取り入れる家庭が増えると嬉しいですね。

（中島聡子）

※ご興味のある方は「たね・と・め」でご検索ください。みつろうラップ作りの講座の案内もご覧になれます。

＊＊お知らせ＊＊

10月よりとよっぴーの価格が変わります。

3kg150円と10kg250円の2種類になります。

（写真はイメージです）
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8月8日「とよっぴーを紡いで20年」のイベント

の中で「ごみ分別ゲーム」をロビーで行いました。

まず家庭のごみ出しで分かりにくく、出し間違い

が多いだろうと思われるごみを集めることから始め

ました。たとえば①金具のついたゴムホース、②ゴ

ム製のツッカケ、③プラスチックケースに入ったビ

デオとCD、④毛布や座布団、⑤水鉄砲やおもちゃ、

⑥保冷剤、⑦古着、⑧お菓子のから袋や容器、⑨ひ

げ剃りの替え刃、⑩野菜や果物くず、等です。

市の家庭ごみ事業課から二人の応援を得て、分別

したごみの答え合わせと質問に答えていただきます。

ゲーム性を持たせるため、大きなサイコロを振っ

て出た目の数だけ大量のごみの山から選びます。

「出来るだけわからないものを選んでくださいね」

と言うと皆真剣に「？」のものを選んで学習意欲満々。

悩みながらも「可燃」「紙・布」「ペットボトル」

「容器包装プラ」「？」の５個のコンテナに分別し

ていきます。20人が参加しました。

お土産は雑がみ回収袋です。チラシ、包装紙、封

筒、ラップの芯など雑多な紙類は可燃に出さずリサ

イクルが可能なものです。市の可燃ごみの40％を

占める紙ごみを少しでも減らしたいと願います。

参加者から「いつもお世話になり感謝しています」

と市職員へのねぎらいのことばも聞かれ、大いに感

激されていました。短時間でしたが大きなお土産を

持って帰って貰ったと思いました。

ちなみに前出の難問の答①～⑥と⑩は可燃、⑦は

布、⑧はプラスチック、⑨は不燃。正解できました

か？ （今井文子）

暮らしから変えよう ごみ分別ゲーム

生活部会

まずは物を大切に。ごみを減らすことから。

7月21日、親子ぐるぐるフェスに豊中おもちゃ病

院もドクター４名で参加しました。

初に年配の女性が、おしゃべりをする人形を持っ

てこられて「しばらく使っていなくて電池を取り換

えようとしたら、手前の２本は取り出せたが奥の２

本が取り出せない」とのことでした。

電池ボックスを点検すると金属の接点が電池の液

漏れのために錆でいっぱいです。清掃が終わって、

お持ち頂いた電池を入れ動作を確認し、おしゃべり

を始めたので修理は完了です。修理内容を説明しお

返ししたところ「久し振りに動くのを見て嬉しいで

す」と喜んでおられました。

次に子ども連れのご夫婦が電池で動く電車のおも

ちゃをもってこられました。しばらくののち治った

ので、お返しす

ると、子供が大

喜びで「ありが

とう」と言って、

その場ですぐ遊

び始めました。

本日受付のお

もちゃは9点で、

このうち2点が

縫いぐるみのおもちゃで、修理に時間がかかるため

説明し入院（お預かり）しました。

環境交流センターで2か月に1回開催しているこ

とを説明しましたが、知らない方も多くて良いPR

になりました。 （茨木誠）

夏も親子ぐるぐるフェス！
～おもちゃ病院も開院～

環境交流センター
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会員のページ

環境調査 ア・ラ・カルト③

柿本修一（理事・自然部会）

73才で現役を退き、健康維持のため千里体育館

のトレーニング教室に通っていましたが、ふとした

きっかけで彫刻クラブに入会、字彫りに興味を持ち

竹材を探している時に、千里北町での竹切り体験を

知り参加、入会しました。

竹林整備・間伐やイベントに参加、自然部会にも

加わり水生生物・野鳥の観察等、身近な自然環境の

素晴らしさを知りました。野外での活動にもゆとり

を覚えてきた矢先に、突然家内が難病に見舞われ、

後半の4か月は四股の自由・言語もなくし生活環境

は一変、外出もままならず介護に追われて総ての活

動を休止しました。

暫くして竹炭プロジェ

クトに復帰し、自然素材

を使った工作やイベント

を介して幼い子供達の笑

顔に支えられ、前向きに

行動する気持ちを取り戻しました。

台風による樹木の倒壊、ナラ枯れ等で公園の景観

も変容しており、自然保護の必要性を実感、やさし

い環境づくりを目指し、これからも頑張っていきた

いと願っております。

環境とわたし
竹炭プロジェクト

《5９》
八木作二さん

危険を察知

環境調査はその対象場所や地域の現状を把握する

ことから始まるので、現地での調査活動が必須で、

危険なことにもしばしば遭遇します。前回に書いた

台風のような明らかな危険もありますが、ちょっと

した危険はどこにでも存在します。

危険な昆虫

例えば、草むらなどを進む

ときはハチの巣があることを

想定して、長袖と白っぽい帽

子が必要です。黒髪はハチの

攻撃意欲が倍増するからです。また何でもむやみに

素手で触れてはいけません。ミイデラゴミムシなど

は別名「屁こき虫」と言われ、捕まえるとガスを噴

射し、直撃されると火傷状態になります。近くを通

るだけで皮膚がかぶれる、ウルシの仲間の植物も危

険です。ウルシ類は、秋には紅葉が目立つのでわか

りやすいのですが、夏は他の植物と区別がつかず、

戻ってから半身をジンマシンに覆われたこともあり

ました。（写真はゴミムシ類の一種）

ヒルか汗かぶれか二者選択

また、調査地域にダニやヤマビルがいそうかどう

か、事前に調べておきます。過去に咬まれた情報の

ある地域だと、首元はタオルを巻き、足元はハイカッ

トのトレッキングシューズを固く縛り塩を塗りこみ

ます。それでも心配な場合は、ゲートルを巻くかパ

ンストを下に履きます。そのため、今までにヤマビ

ルに吸われたころはありません。その代わりに汗か

ぶれができてしまいます。

忘れちゃいけません、熊さんを

日本にはアフリカのライオン、アジアのトラ、ア

メリカのピューマに匹敵する猛獣はいませんが、準

じるものとして、北海道ではヒグマ、その他ではツ

キノワグマの存在を忘れてはいけません。ツキノワ

グマは九州と四国ではほぼ絶滅、紀伊半島の個体群

も絶滅が危惧されていますが、滋賀県北部では比較

的多く生息しています。私も余呉町の山中で子連れ

のクマを見つけ、母クマと目が合ってしまって慌て

てしまい。カメラを捨てて逃げたことがあります

（紛失の始末書を書きました）。周辺にクマがいる

ことの痕跡として、足跡、するどい爪痕、巨大な糞、

熊棚などがあり、それらの新鮮な痕跡を見つけたら、

十分な注意が必要です。ラジオをつけっぱなしにし

て大きな音を出し続けるとかいつでも催涙スプレー

をぶっ放せるようにすることです。
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▼今年の夏も相変わらず暑い。

相変わらずでなかったのは身

体の方で、より汗かきになったのか、手や足があせも

を通り越して汗かぶれになって非常にかゆい。目にも

汗が入って結膜炎になるし、これは加齢による変化な

のか？（Ｒ）

▼プラスチックごみによる海洋汚染が大問題だ。我が

家でプラが使われていないものだけで暮らして行ける

かとまずは台所でチェック。電化製品は全てダメダメ。

ガス器具もダメだ。残ったのは食器、調理器具や家具

類。せめて使い捨て用品には手を出さないで暮らした

い。（E）

▼〈令和〉とは馴染みにくい造語だと思っていたら東

京で国を相手に裁判が起こっていた。｢元号制定は国

民の持つ時間の連続を切断しタガをはめる行為で、基

本的人権侵害、憲法違反｣と言う理屈である。五月末

に第１回法廷だったが今後の理屈のやり取りが面白そ

う。（Z）

▼7月末、所用の為、宮崎の某市に里帰りした。地方

の少子化が進んでいるのが頷ける現象を目にした。街

の目抜き通りに人がいない。私の母校の小学校は閉校

になった。私の少年期の頃に比べて落差が大き過ぎて

落胆した。その原因は地元に産業が育たない為と考え

られる。（S）

▼まとめ冊子『ツバメの営巣調査2018』をツバメの

住所に届けると、どの家も「今年も２回巣立った」

「電線に並んでから飛び立った」と話してくれた。９

月上旬まで第二中学横の赤坂下池に毎晩ねぐら入りし

ていると伝えた。皆さんとても好意的。（M）

▼前回の後記では、海に行きたいと書きました。しか

し、私が夏旅行に選んだ場所は福岡。夏に食べるには

熱いですが、ラーメン、もつ鍋など食べたいものが沢

山。今年の夏も海に行くこと無く終わりそうです。

（Y）

▼履正社高校野球部おめでとうございます!!待ってた

よ！夏は出場すらなかなか叶わなかったが、巨壁を撃

破した上、「宿命」の対決も制し、お見事！毎年なが

らどれだけ高校球児に勇気と感動をもらっていること

か。今年もありがとう。既に来年が楽しみだ。（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

とよっぴーの有料配布

10月12日（土） 23日（水）

11月9日（土） 27日（水）

※12月はお休みです。

10:00～11:00 緑と食品のリサイクルプラザ

機密書類リサイクル

10月17日（木） 9:30～11:00

クリーンランド

10月10日（木）締切

自然ふしぎ発見クラブ

秋の待兼山とマチカネワ二

10月19日（土）

10:00モノレール柴原阪大前駅大阪大学側

エスカレーター下広場集合 12:00現地解散

5才以上の子ども20人（先着順）

10月17日（木）申込締切

写真で元気～曽根東町の歴史と文化を訪ねて～

10月20日（日） 13:30～16:30

集合解散は環境交流センター

定員6人（先着順） 参加費500円

10月1日（火）から来館・電話受付

とよなか市民環境展2019
11月15日（金） 10:30～15:30

11月16日（土） 10:00～15:30

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

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


