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この号のハイライト

P.1・2 環境展2020・気にな

るワード/P.3 お芋ほり・豊中

の里地探訪/P.4・5 生活部会・

環境と私/P.6企業と環境・イ

ベント告知/P.7 豊中市/P.8 ス

ケジュール

新型コロナウイルスの影響で多くのイベント

が中止になる中、今年も何とか市民環境展を開

催することができました。

細心の注意と万全の対策をとるよう検討を重

ねた結果、恒例の豊島体育館から場所を移し萩

の寺公園と環境交流センターを会場として、従

来より1日増やした11月27日～29日の３日間

で実施しました。

今回のテーマは『新しい生活様式で、今でき

ることを』で、Withコロナを意識しながらも、

環境に配慮した今できる暮らしを実践して行こ

うという積極的な意義をもっています。

今だからこその新しい試みとして、従来の出

展団体メッセージを冊子にかわり動画で紹介し、

開催当日の様子はInstagramで配信を行いまし

た。

このように、従来とはかなり違った環境展と

はなりましたが、混乱もなく、これからの時代

を見据えた環境展としてスタートできたのでは

ないかと思います。

を開催しました！

次ページにつづく⇨
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プラスチックごみの削減に向け、20

21年3月から日本（東京都のみ）で

も新しい取り組みが始まります。使用

済みの容器や商品を回収・洗浄し再利

用して販売する「LOOP」です。これ

は米テラサイクル社が大手グローバル

企業とパートナーシップを結び利用

を拡大しているプロジェクトです。

仕組みは牛乳配達と似ていますが、

LOOPでは調味料や洗剤、化粧品等

が取り扱われます。商品はオンライ

ンで注文し、配達や容器の回収から

洗浄まで業者にお任せできるので「リ

サイクルは面倒」と思っていた人が関

心を持つきっかけになるかもしれませ

ん。また歯ブラシや食品保存袋もリサ

イクルし新しい製品に再生しています。

今年はマスクや持ち帰り食品の容器

等プラスチックの需要が高まり、プラ

スチックごみ削減にブレーキがかかっ

てしまっています。取り扱い商品や参

加地域の拡大が待ち望まれます。

（村上知世）

気になるワード

LOOPってなぁに？

「開催してくれてありがとう」
「来年はにぎやかに」…様々な声も

出展・参加団体は市民団体・

事業者・行政など32団体で、

従来より数は減ったものの、今

できることを訴えました。27

日は交流センター内のみで14

団体、28日は屋外の萩の寺公

園会場を加え24団体、29日も

屋内外で19団体でした。

今回は土・日曜日は参加者が

密になるのを避けるため、事前

予約制とし、受付で連絡先の記

帳と検温を実施し、見学も順路

を設けて一方通行とするなど、

細心の注意を払った結果、コロ

ナのクラスターが発生すること

なく終えることができました。

来場者数は691人と従来より

かなり減少しましたが、逆に各

ブースをじっくり訪れることが

でき、人に押されて素通りする

ことなくブーススタッフと会話

が進む場面も多々ありました。

アンケートも244人から回答

が寄せられました。高齢者の回

答が一番多く、20代の回答が

少なかった（実際の参加者は回

答より若い層も多かった感じで

すが）こと、事前申し込みが少

なかったことなど改善を要す

る点もありましたが、通りが

かりで知って参加してみた、

会場へ来やすくなってよかっ

たなどの回答もあり、新しい

気付きもありました。

このように手探りの開催で、

スタッフは大変な苦労をしま

したが、他のイベントの多く

が中止される中、工夫をして

開催できたことに大きな手ご

たえがあったのではないでしょ

うか。

（新開悦子、中村義世、

馬渕康子、柿本修一）

とよなか市民環境展2020特集
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「サツマイモ収穫」をシリーズで実施！
とよっぴーフェスタの中止を受けて

花と緑のネットワークとよなか

花と緑のネットワー

クでは10年以上にわたっ

て毎年秋に緑と食品の

リサイクルプラザを会

場に「食」と「農」の

イベント（とよっぴー

フェスタ）を開催し、

その際メイン行事とし

て「サツマイモの一斉収穫」を実施してきまし

た。

今年は新型コロナウイルス感染症（以下「感

染症」）の影響を考慮し、イベントの中止を決

めたところから約1,000株植えたサツマイモの

収穫行事をどうするか検討した結果、市広報に

よる市民公募や各種団体などを対象にシリーズ

化して実施することとなりました。

今回参加者すべての皆さんに感染症防止のた

めチェックリストの提出をいただき、3密を避

けるため収穫時隣り合わせにならないように工

夫を施すことを前提に10月16日～11月7日ま

で８回行い、大人154人、子ども179人の参加

があり大変喜んでいただいたところです。

3回目の収穫日は冷た

い雨に見舞われましたが

収穫を続行、カッパに長

靴姿で雨にも負けずサツ

マイモを掘る姿に感動し

ました。大きな芋が採れ

ると笑顔が広がり、得意

気になるのが印象的でした。

「雨の中でしたが息子がとても楽しんでくれ

て良かったです」「こういう場所があることを

初めて知りました。自分が環境にできることを

考えていきます」など、好意的な感想が多く寄

せられ、連続して対応したスタッフも心地よい

気持ちが支配したところです。 （中村義世）

寒さにも雨にも負けず

おっきいのとれたよ！

10月16日、緑地公園駅10時

集合。秋日和です。総勢19人、

手の消毒、検温と受付も皆さん

の協力でスムースに終了。真野

隆夫部会長の先導で植物観察を

しつつ、緑化植物園と観音寺山

の間の道を抜け、高川堤防から

若竹町２丁目に入りました。チ

ラシ用に写した稲穂は刈られて

いましたが、咲き終わったヒガ

ンバナの株が沢山見られました。秋分の日の頃

は絶好の撮影ポイントだったと思います。

農業用水路、農地道を行くと、広い市民農園

のそばに周囲を大木に囲まれた池があり数羽の

カルガモが休んでいました。樹種が豊かで好物

のドングリもあるからでしょう。その木陰で小

休止して、旧石蓮寺村の旧家に伝わる古文書に

ついて話題提供しました。その際12月20日ま

で、曽根の豊中市文化芸術センター

で「明智光秀と豊中」～古文書に

よむ和平への道のり～が開催中で、

江戸時代に村役人をつとめた渡邊

家古文書から「禁制(きんぜい)」

という古文書を展示、ＮＨＫで放

送中の明智光秀と豊中の関わりや

戦国時代が終わるまでの様子が戦

国武将たちの禁制文書で紹介され

ている事をお伝えしました。

旧石蓮寺村の中心地区はよせ地蔵の祠が辻に

祀られ、火伏の愛宕神社、大木に囲まれた古刹

「興法寺」の佇まい。昭和の穏やかな村人のく

らしが想像されました。後、天竺川堤防の松林

を歩き長興寺地区へ。地区の鎮守社である住吉

神社の保護樹林を観察して閉会、解散となりま

した。 （上田峯子）

豊中の里地探訪
旧寺内村・旧石蓮寺村（現若竹町）から長興寺地区を訪ねて自然部会

愛宕神社の四ツ辻にて



10月4日～21日の15日間（休館日を除く）

に、環境交流センターロビーで「エコライフカ

レンダー活動20年の軌道の展示と写真展」を開

催しました。新型コロナが蔓延する中でどれだ

けの方が見てくださるか、不安を抱えての取り

組みでしたが思いのほか多くの来場者があり、

良い締めくくりができ安堵しました。これを機

にこれまでのあゆみを簡単に振り返ってみまし

た。

1997年 生活部会の活動が始まった
1996年、阪神・淡路大震災の翌年に「とよ

なか市民環境会議」が結成され、地球環境を守

る市民行動計画＜豊中アジェンダ21＞を作成す

るワーキンググループ活動が開始。生活部会も

97年から市民が中心になって「買い物袋持参運

動」と「環境家計簿運動」の活動を展開。持参

運動については、市内の量販店14店舗の協力を

得て盛んに呼びかけを実施。また、市内中学校

の生徒と保護者を対象にアンケート調査を実施

しました。

一方、当時の環境庁が提唱した＜環境家計簿

運動＞に、「地球温暖化に影響を及ぼす“二酸

化炭素（CO２）”を削減するという行動をどう

組み立てるか」、「目に見えない“CO2”をい

かに可視化し、誰もが簡単に取り組める運動に

するには」と、しんどいけれど楽しい議論の繰

り返し。運動は目新しい事もあってマスコミな

どにも取り上げられ、99年には省エネルギーセ

ンター会長賞を受賞。活動に弾みがつきました。

豊中市民版エコライフカレンダーの軌道
98年６月、初

版が完成。啓発

目的にA3サイズ

で7,000部作成、

配布しました。

チェック項目は

電気・都市ガス・

灯油・ガソリン・

水道・燃やすご

み・1日の電車とバスの通勤通学時間の家族全

員分の8項目。あれもこれも調べたいと欲張り

ました。2000年には「エコライフカレンダー」

と名称を変更、サイズもＡ4にし、モニターを

募集。チェック項目は同じで、02年まで継続。

ところが、ごみ・灯油・電車・バスの記録に不

評の声が上がり、よりつけやすい内容にと03年

からチェック項目を電気・ガス・水道・ガソリ

ンに絞りました。08年からまた灯油を復活。1

7年最終版は電気・ガス・水道の3項目。チェッ

ク項目をみるだけでも紆余曲折の連続でした。

この「エコライフカレンダー」を壁にかけて

もらうために体裁も整えてきました。メインの

写真はリーフレットのイラストや写真を借用し

てきましたが、その後写真が得意なメンバーの

作品を使用。テーマは「子どもの情景」。10年

からはテーマを千里川周辺や服部緑地など「市

内で見かける小さな生き物」に焦点をあて、多

くの人々から豊中の豊かな自然を再発見したと

好評を得てきました。

また家庭の電化・ガス製品等からのCO2排出

量を減らすための工夫も提案。また他のモニター

の使用量と比較し、客観的な目でそれぞれが使

用量を見直すための表を作成するなど工夫を重

ねてきました。

苦労といえば、モニター数の増加に伴う大量

の集計作業もその一つ。素人作業の限界を超え

たデータ処理の精度を高めるため、知り合いの

会計事務所へ依頼。その後更なる経費削減でそ

れも中止し体制を変更。2色刷りからフルカラー

印刷への道のりも苦労しましたが、印刷所など
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「エコライフカレンダー活動20年の軌道の展示と写真展」
を終えて生活部会

（左から）初代・2010年・最後のエコカレ



の多くの協力を得て現在の形に至りました。

モニターの存在も重要でした。データの提供と

多くの意見や感想が寄せられ、活動は支えられ

ました。温暖化防止に共に取り組んだ仲間でし

た。

豊中市の協力を得て 、協働の形をそこに
見たが…
運動の当初は市から、アドバイザーの配置か

ら先進事例の紹介等、様々な情報提供があり、

自立するまで多くの協力を得ました。自立して

改めて行政の力・信用度を実感するとともに、

市民活動の苦労も味わいました。

市は08年度から太陽光発電や太陽熱設置者へ

の補助金制度を開始。私達は市に太陽光発電設

置者へのエコライフカレンダーの配布とモニター

登録をお願いし、その年度からデータの提供を

受けました。再生可能エネルギーに関するデー

タの入手は初めてで、太陽光発電の効果、CO2

の削減状況、季節や設置方向による発電量の差

異などを従来のモニターと比較・検討ができ、

随分と学べました。数年は新規のモニターの登

録もありましたが、市の方針の変更で今はなく

なりました。

終わりのはじめでなく、新しい展開を期
待して
省エネ技術の向上もあり、活動への興味や関

心の低下。また個人レベルでの努力の限界、部

会員の高齢化、ネット利用など多様な行動形式

への対応不足、エネルギー政策・施策の変化、

社会の潮流など活動を継続出来なくなった要因

は様々ありました。

しかし、現状をみればここ数年各地で頻発す

る記録的豪雨災害や大型化した台風などは、温

暖化の影響で海水温の上昇が一因という指摘が

あります。スウェーデンの少女グレタさんは、

国連気候行動サミットの席上で温暖化解決のた

めの具体的な行動を取らないのであれば「結果

とともに生きなければならない若い世代はあな

た達を許さない」と大人たちを叱責しました。

幸いにもこの活動は多くの賛同者を得て20年

近く継続できました。また、高槻市や奈良県な

どでは環境家計簿運動が継続しています。地味

だけど誰でも取り組める活動の展開を期待して

います。 （新開 悦子）
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20年間お疲れさまでした‼

写真展にはたくさんの方が訪れてくださいました

「作物づくり」と「花植え」に興味を抱い

て入会、長い年月が過ぎました。夏の暑さや

寒い時期の作業は大変ですが、仲間と一緒に

楽しく活動しています。

日頃は家庭から出るごみの排出に配慮し、

できる限り旬の作物に巡り合えることを考え

ています。活動の中ではサツマイモのツルの

佃煮やお漬物を家庭で

作り、参加者に試食を

していただき喜ばれて

います。

便利な世の中ですが、慎ましい生活こそが

環境に優しい暮らしと思い、また自然と同化

する活動に達成感を持っています。

環境とわたし
花と緑のネットワーク

《６4》

下見 美里さん
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企業と環境㉗ 意欲ある農家と協力し、
有機栽培のジャガイモを消費者の食卓へ

合同食品㈱Vol.2事業部会

創作コロッケ開発の引き合いを年間

およそ100件受ける豊中の個性派企業

のひとつ合同食品㈱。同社の和田社長

には、事業活動を通して「【川上】

（農業）～【川中】（製造、流通）～

【川下】（消費者の方へ販売）までを

一貫して、美味しくて安心なコロッケ

で繋ぐ」という夢があります。

同社でコロッケ作りに使用する生ジャ

ガイモの購買量は年間およそ300トン。

これは全て国産品です。この多くは慣

行農法で栽培されたものですが、和田

社長の【川上】（農業）へのこだわり

で、特別栽培農産物（慣行農法に比べて農薬使

用回数、化学肥料の使用量を50％以下に減ら

して栽培したもの）や有機JAS認定を受けた農

産物の調達比率を増やしており、今では10％

程度まで転換が進んでいます。これらの農産物

を売るには、栽培記録の作成管理、農

産物への生産者情報の表示、登録認定

機関への申請や調査を受けることなど

農家にかかる負担が多く、手間をかけ

て付加価値を高めた分だけ価格も割高

になります。そのため、挑戦するのは

比較的若い農家が多くなりますが、そ

れでもやる意欲のある農家を探し出し

て、契約を結んで安定した購入先にな

ることで、若い農家を支え育てていま

す。また社長ご自身も豊岡市や丹波市

でジャガイモの自然栽培（一切の農薬・

肥料を使用しない農業）に挑戦し、耕

作放棄地の発生抑制に貢献されています。

同社の【川中】（製造、流通）～【川下】

（消費者の方へ販売）の取り組みについては、

引き続き次号でご紹介します。 （中村崇之）

未来からのアプローチ！SDGs
SDGｓ勉強会

とよなかSDGｓ未来都市～明日がもっと楽しみなまち～

事業者がSDGsで企業価値を高める方法について学びます。

講師に桑原崇さん（グローバル・コンパクト・ネットワーク・

ジャパン分科会推進委員長）、ゲストに本紙でもご紹介した

合同食品㈱の和田友宏さん、㈱鯖やの右田孝宣さんをお迎えします。

事業者・団体の皆さま、奮ってご参加ください‼（詳細はアジェンダ事務局まで）

2月のテーマ ・冬のおすすめオーガニックコスメ ・わが家の定番は〇〇鍋！

◎毎月16日は「せーのでエコ活！」の日です。

・コンビニ・スーパーで買ったエシカル商品

3月のテーマ ・おすすめオーガニック・自然派グルメ

・豊中の行きつけのお店で見つけたエコ

・防災やキャンプに役立つサバイバルグッズ
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▼パソコンの調子が悪くなったの

で、新しいものを購入した。買い

替えは10回近くなるが毎回設定

に苦労している。壊れた後になるとそれこそかなり難儀

するので、今回は早めに手を打ったのだが、やっぱり大

変。電源を入れただけで使える日は来ないの？（Ｒ）

▼コロナという言葉に頭の片隅が支配されだして10ヵ月

あまり。日常生活はその言葉を中心にして成り立ってい

るかと思う位、重く、苦しくなる時さえある。毎日のよ

うな過去最高の感染者数との報道に、一刻も早く根本的

に手を打てないのかと祈るばかり。（E）

▼植物の開花や動物の初鳴きなどから季節の移り変わり

を知る「生物季節観測」について、気象庁は年内で大半

を終了する。都市化の影響などで対象の動植物の確認が

難しくなったのが理由だ。身の回りの生物の初見日・初

鳴日に目を向けていきたいものだ。（M）

▼コロナ情報を気にしながら過ごす日々です。基礎疾患

を持つ人は要注意とか、家で引きこもりもいいかなと思

うものの活動もあってそうはなりません。マスクが必需

品と欠かさないつもりが、つい忘れます。齢には勝てま

せん。皆さんご自愛を！（N）

▼新しい一年が始まりました。昨年は新型コロナウイル

スの影響により、お家で過ごす時間が長かったことが印

象深いです。2021年は新型コロナウイルスが落ち着き、

少しずつ外出できる機会が増えますように。（Ｙ）

▼P.2で紹介したテラサイクル社は他にも無料の回収プロ

グラムを行っており、店舗回収やまだ少ないが公共回収

拠点もあるそうだ。回収量によりポイントが発行され製

品との交換や教育機関やNPOに寄付もできるとのこと。
詳しくはhttps://www.terracycle.com/ja-JP/（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～売り切れまで

さわ病院

おもちゃ病院
2月13日（土）10:00～11:30

環境交流センター

1世帯1点まで 部品代実費

とよっぴーの有料配布
２月13日（土）、24日（水）

３月13日（土）、24日（水）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」
２月14日（日）10:30～10:50

環境交流センター

未就学児と保護者6組

自然学習講座
川づくりは街づくり
2月20日（日）14:00～16:00

中央公民館

定員30人（先着順） 2月18日（木）締切

とよっぴー展
人の和・資源の輪・循環の環
2月25日（木）、26日（金）10:00～16:00

市役所第二庁舎ロビー

カエル調査・豊中 2020 報告会
3月27日（土）14：00～16：00

くらしかんイベントホール

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。

《広報ﾁｰﾑ》

Ｒ柿本、Ｅ新開、Ｍ馬渕、N中村、Y山田、T村上

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/

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事が中止や延期になる場合があります。ご了承ください。


