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   特  集 

◆「ECO-net 生駒との交流研修」報告 

 8 月 21 日（木）午後 2 時～5 時、生駒市役所において、

「ECO-net 生駒との交流研修」を行ないました。参加者は、 

“ECO-net 生駒”から 7 名（インターシップの学生を含む）、

“交野みどりネット”から 11 名でした。 

 

生駒市は、平成 21 年 3 月、生駒市のめざすべき環

境ビジョンやビジョン実現のための具体的行動をさ

だめた「生駒市環境基本計画」（10 年計画）を策定し

ました。計画は概ね 5 年で中間見直しをすることにな

っており、それに従って、昨年見直しが実施されまし

た。 

 生駒市の「生駒市環境基本計画」は、私たちの「交

野市環境基本計画」とも似たところがあり、4 分野

18 の協働プロジェクトからなっています。 

今回の見直しは、「元の計画」及び「5 年間の成果

と評価」を鑑みてなされました。そのプロセスで、検

討討議された課題も多くあったと聞いています。 

 

そんな生駒で活動されている私たちの先輩でもあ

る「ECO-net 生駒」のみなさんに、交野も 2 年目に

入り、総会や会員の交流会などで見えてきた課題もあ

り、もう一度勉強させてもらいたいという思いで、今

回の交流研修が実現しました。（前回は、交野の環境

基本計画を策定する前にいろいろアドバイスをいた

だきました。） 

 交流研修では、交野で課題だと思っていることが、

やはり生駒でも同じなのだということがよくわかり

ました。 

 

 

 

共通の課題としては、①会員や活動する人がなかな

か増えない、②運営委員会の運営について、③行政と

の協働のあり方などがあがりました。 

 

交野からの質問に答えていただく中で、“太陽光市

民共同発電所”の設置にむけて、有志による「一般社

団法人 市民エネルギー生駒」を設立した経緯を聞き

ました。これは後日、交野から発電所の見学に行くな

どに発展しました。 

 

 

今回の交流について、同じ思いを持つ仲間としてフ

ランクに多くの意見交換・交流ができてよかったとの

感想がありました。生駒の活動の、会員同士や行政と

の話し合いを大切にしているところなど、交野みどり

ネットでも参考にしたいと思うことが見つかりまし

た。 

また一方で、私たちは、自立していてよくがんばっ

ていると自画自賛したいところもあり、これからでき

ることを出し合い、頑張ろうと、お互いの思いも新た

にした交流でした。          （記：Ｋ） 
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  各部会からの報告 

 まちづくり部会 

●“交野サイズの自転車マップ”作成途中 

 「まちづくり部会」定例会。 

 今回は、「まちづくり部会」の実績と今後について 

ちょっとだけ。余り書いてしまうと来月号の記事がなく

なってしまうのであしからず・・・・・。（*^_^*） 

 『自転車』は、全身を使うのでスポーツや健康の面で

注目を集めていますし、騒音もなく燃料いらずなので、

環境にやさしく、エコの観点からも、経済的な節約の面

からも、他の移動手段に比べて合理性があるのです。 

 この様にメリットばかりあげましたが、それもこれも 

その走り方によって決まる事が多いとも考えられます。 

 この様な背景をふまえて、我々「まちづくり部会」で

は、①【実績】「楽しいはずの自転車利用も、ルールやマ

ナーを守らなければ、楽しくない事が起きてしまう。」と

いうことを解決する為の一つの手段として、親・子・孫

の 3 世代を対象とした“自転車マナーアップ講習会”を

昨年度 3 回実施しました。（倉治小学校・交野小学校・

郡津小学校をそれぞれ会場として実施しました。） 

 今後も引き続き実施する予定ですので、応援をお願い

します。 

 ②【今後】そして本年度は、「自転車の似合うまち交野

をめざして、その走る道の交野サイズな安全安心マップ

作成」を目標として、知恵を出し合い仕上げていきたい

と思っています。 

 そこで、その資料作成や調査等をお手伝いしてもらえ

る企業・団体・個人を募集し、ワークショップを開けれ

ばと考えておりますので、開催の際にはぜひご参加を！ 

以上、実績と今後でした。 

 活動によい季節になりました。読者の皆さん、健康で

頑張りましょう。          （記：梅本） 

 自然環境部会 

活動レポート １ 

● 「第 5 回かたの未来の里づくり講座」 

 8 月 24 日（日）に第 5 回講座を行いました。 

 本来は 8 月 10 日（日）実施予定でしたが、台風接近

の為 24 日（日）に延期し、実施しました。 

 午前中はゆうゆうセンターで、二名の講師の方々から

お話をお聞きしました。  

 

 

① 交野の自然について、環境総務室の大湾参事から『交

野市緑の基本計画』に沿って説明をうけました。 

 交野の山は花崗岩でできていて、今回の豪雨で災害を

受けた広島と同じ地質なので、交野もいつ同じ状態にな

るか解らないことなど。一昨年の石仏の道や東倉治の災

害の様子をスライドで学習しました。改めて豪雨の恐ろ

しさを再確認しました。 

② 二つ目の講義は、交野の自然・生物多様性、民有地 

の保全について、名古屋大学大学院環境科研究教授の夏

原由博先生からお話を聞きました。 

 生物を絶滅においやっている原因や、人里の生物多様

性にとって大切なことなどを講義されました。 

 講義のあとは徒歩で森～傍示線沿いへ。放置竹林や里

山のなごりが見えるクヌギなども見ることもできました。 

  

  

 

  

 

 午後からはバスで川めぐり。源氏、平家ホタル、 

ヒメホタルの生息地を見て回りました。 

 交野の自然の中を歩きながらの、夏原先生の保全やホ

タルの話などはとても勉強になりました。 
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一言感想 

  

・大湾さん、夏原先生の話、もっと聞きたかったです。 

・里山の荒廃に心が痛みました。なんらかの役に立ちたいので

頑張ります。 

・傍示川の水がきれいでサワガニがすぐ見つかり、良い状態。

里の花の減少が気になります。 

・広い土地のごく一部に手を入れることの効果は、どの程度な

のだろうか？ 

・里山を、少しずつ整備していきたいです。ボランティアを多

数依頼しないと、このままでは整備が難しいのでは。 

・ホタルの生息地を見たりサワガニをみたり、交野の自然の豊

かさに触れることが出来ました。 

・交野の山も花崗岩でできている事を知っておどろきました。 

 

                     （記：Ｔ） 

 

 

活動レポート ２ 

● 「第 6 回かたの未来の里づくり講座」 

9 月 15 日（月）に第 6 回講座を行いました。 

 午前中は、市役所別館中会議室において、岡先生か

ら、まず「ふれあいの森づくり」の要点の説明があり

ありました。その後、二つのグループに分かれ、プラ

ンつくりとこれからの活動に関して、受講生各自の思

いを具体的にカードに書き出して模造紙に貼り付けな

がら、意見交換をしました。 

その結果を大きく分けると、①森づくりのイメージ、

②どのような内容にするか、③資源（竹や木など）の

有効活用、④行政との協働、になりました。その内容

をグループごとに発表し、お互いの思いなど、理解を

深めました。写真はその様子の一コマです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

受講生から、午前中の講義について「人の目線を基

本にして、ふれあいの森づくりをして良いのか？」と

いう質問がありました。これに対して岡先生から「大

切なことは、その前提として、自然保護があることを

理解すること。出された意見がこの前提にあうかどう

かの議論が必要です」というアドバイスがありました。 

 

 

 

 

 

 

午後はふれあいの森（実習地）に移動し、前回に引

き続き、竹と木の伐採実習を行いました。 

そこで、田淵先生から安全な作業をするためのキー

ポイントとして、①「三人一組で作業」、②「竹や木

は、完全に倒した後に切断」、③「斜面作業は、足が

滑らないように、スパイクがついた地下足袋もしくは

簡易アイゼンのような道具を使い作業」などを教えて

いただきました。 

受講生の感想として「自分たちでふれあいの森の将

来を考えることはとても良いことだ。実習はしんどか

ったが楽しかった」という声も聞かれ、実習は予定ど

おり、無事終了しました。 

                  （記：HI)  

 

 

 

 

 

 

 

 エコ生活部会 

●「みどりのカーテンギャラリー＆カフェ」開催 

9 月 25 日（木）10 時～16 時 交野市市役所別館 2

階のみどりネット事務所で「みどりのカーテンギャラリ

ー＆カフェ」を開催しました。 
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これは、6 月 12 日（木）に開催した、「ゴーヤ先生が

やってくる！みどりのカーテン」講座の続編となるイベ

ントです。 

前回の講座に参加された方々にゴーヤの苗を２株ずつ 

お渡ししましたが、その後りっぱなみどりのカーテンが

できたかどうか、写真を送っていただき展示しました。 

 また『広報かたの』でも、一般の方々に応募を呼びか

け、届けられた自慢の写真も展示しました。 

会場には、常に 2～3 人の方が来場されて、写真を見

ながらお互いの苦労話やアドバイスの交換で盛り上がり

ました。 

 

 

また、ゴーヤ茶・ゴーヤのつくだ煮・ゴーヤの砂糖漬

け・ゴーヤパイスティック・ゴーヤのわたの天ぷら（カ

レー風味）の 5 品の試食品を提供し、レシピを持ち帰っ

ていただきました。 

省エネへの関心を高め、また「みどりネット」の活動

も知ってもらうことができ、楽しいひとときを過ごせま

した。 

“みどりのカーテン”にチャレンジした方々との活動

交流を、今年度だけでなく次年度への継続した取り組み

へと活かしたいものです。   （記・icecoffee）  

 

  

 

 

 

 

 

 

 エネルギー部会 

●9 月 21 日（日）、青年の家にてシンポジウム〝みん

なでつくろう！ 市民共同発電所〟を開催しました。 

講師の豊田陽介氏は『再生可能エネルギー』政策を専

門とし、地域での普及を目指し活動されている方です。 

地球温暖化をはじめとする、『再生可能エネルギー』が

求められる背景から説明があり、また新たな産業として 

 

の期待と、雇用の拡大の場として世界的に広がりつつあ

ることをデータを示しながら説明し、日本の現状につい

ても話されました。 

 また、電気の固定価格買取制度が実施された中で、各

地で市民共同発電所づくりが取り組まれていること。そ

の事業のめざすものとその現状を、具体的な事例をあげ、

発電所づくりによる地域の変化も含めて説明されました。 

 最後に市民共同発電所づくりのすすめ方、および課題、

さらに、資金調達についてもいろいろな例をあげて具体

的に説明され、自然エネルギーの今後の展望を示されま

した。質疑応答の中では、ここ数年で太陽光パネルの効

率性、性能の向上にめざましい進歩があったというお話

もありました。     

  

 

 

 

 

 講師の話の後、参加者は 2 つのグループに分かれて交

流しました。発電所づくりや再生可能エネルギーに興味、

関心が深い方が多く、話もはずみ、議論も深まりました。 

 シンポジウムの最後に、豊田先生から「何よりつくっ

ていくことが大事。つくれば広がりもできる。」というま

とめのことばをいただきました。市民共同発電所の今年

度中の認可をめざして取り組みたいと思いました。 

                  （記：Ｋ） 

 ※このシンポジウムをうけてエネルギー部会では、 

10 月 10 日（金）13 時半～15 時半エネルギーカフェ

を開きました。詳細は次号で報告します。 
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 運営委員会からの報告 

●2 回の運営委員会を開催しました。 

 ・第 22 回 8 月 4 日（月）18:30〜 

 ・第 23 回 9 月 1 日（月）13:30～ 

１．「ECO-net 生駒」の訪問交流研修について 

 8 月 21 日（木）に『環境基本計画』推進の先輩である奈良

県生駒市の「ECO-net 生駒」を訪問し、基本計画 5 年目の見

直しの経緯や方法、現状の取り組みなど、お聞きしたことをふ

りかえりました。交流を通して学んだことを活かして、交野み

どりネットの今後を考える場を設けていくこととしました。 

２．環境フェスタとの連携について 

 8 月 21 日（木）、「かたの環境フェスタ市民会議」と役員ど

うしで意見交換を行いました。市民会議の参加者へ、“みどり

ネット”への参加の呼びかけをする文書を出すことと、今後も

相互理解を深めるための意見交換をしていくことにしました。 

３．「里山大好きウォークラリー」について 

 昨年度、自然環境部会が単独で開催した秋の「ウォークラリ

ー」を、今年は 11 月 30 日（日）に“交野みどりネット”主

催で、4 部会共同の実行委員会のような形式で取り組むことと

しました。 

４．中間決算および監査に向けて 

 10 月 21 日（火）の中間監査に向けて、部会ごとに中間活

動・決算報告書を作成し、提出することとしました。委託費を

有効に活かしきれなかった昨年度の反省を踏まえ、下半期の活

動計画と予算をあらためて考えていきます。  （記：Ｔ） 

広報担当者会からのお知らせ 

【交野みどりネット 広報ボランティア募集！！】 

  

 

 

【講座案内】 

●第２回 里山・大好き観察会 

 すでに「広報かたの」でもお知らせしています

ように、10 月 26 日（日）自然環境部会主催で

第 2 回里山・大好き観察会を行います。 

・コース：京阪私市駅～すいれん池 

 ～キャンプ場（昼食）～傍示の里～河内森駅・ 

 河内磐船駅（解散） 

・講師：田中英明さん、他数名（観察アドバイザー） 

・日時：2014 年 10 月 26 日（日） 

                          9:30～15:00 

 ※当日朝,大阪府の降水確率 60%以上は中止 

・集合：9:30   京阪私市駅前 

・定員：30 名  ・参加費：無料 

・持ち物：弁当、飲み物、雨具 

・服装：歩きやすい服装、靴 

・主催：自然環境部会 

●里山大好きウォークラリー2014 

ほしだ園地を会場に、コース図を見つつ、10 の

課題を解決しながら進みます。（地図は当日配布） 

・クイズやゲーム、工作など、楽しいことがあなたを待

っていますよ！ 気がつけば交野の物知り博士に？！ 

・日時：2014 年 11 月 30 日（日） 

       ※受付(9：50～10：20） 

 10:00 から随時スタート、14:00 終了予定 

※当日朝 7 時、大阪府の降水確率 50％以上中止 

・集合場所：私市駅前公園 

・コース： ほしだ園地（私市駅～スポレク～星

のブランコ～山びこ小屋～展望台～ピトンの小

屋）、解散場所はピトンの小屋です。 

・持ち物：歩きやすい服装・弁当・飲み物・雨具・

タオルなど  ・参加費：無料 

・定 員：30 グループ 

※子どものみは小学校 5 年以上・家族参加は幼児

も可・１グループ 1～6 人(多いグループは分け

て参加・個人参加も可)  

※申込み 11 月 4 日（火）～定員に達するまで 

 

 

   

あなたのアイディア、趣味、特技、時間を“交野み

どりネット”で活かしませんか？ みどりネットで

は、ただいま広報ボランティアを募集中です！！ 

 会報誌や広報誌・チラシ、ウェブサイトの企画・

運営など、伝えることで、交野をもっとエコに、ス

テキにするお手伝いをしてください。 

 インターネットでの在宅ボランティアも 

ＯＫです。興味のある方は、ぜひご連絡ください。 
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事務局より  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容紹介】 

「日本熊森協会」会長の森山まり子さんが中学の理科教師だっ

た頃、教え子が持ってきたツキノワグマの絶滅を伝える新聞記

事をもとに、生徒たちが始めた自然保護活動の記録をまとめた

ものです。子どもたちのやさしさに感動するとともに、自然を

守る活動のヒントがもらえます。 

  

  第１回 

◆「活動を広めよう！ 

環境教育・普及啓発のスタイルあれこれ」レポート 

 9 月 19 日（金）午前 10 時から、約 2 時間、交野市役所

別館３階小会議室にて、交野みどりネット事務局の南村さんか

ら話題提供をしていただき、『伝えたいこと』にぴったり合う

環境教育・普及啓発のスタイルを学びました。これからの活動

を考える上で大変役立つ内容のゼミでした。 

【ゼミの主な内容】 

１．普及啓発スタイルの広さと深さ 

 誰に、何人ぐらいに、どんなことを、どれくらいの深さで伝

えたいかによって、そのスタイルを図に表すと次のピラミッド

図形のようになります。トップの「ワークショップ」のスタイ

ルは、深く伝えることに適していますが、参加する人がきわめ

て限られます。逆に比較的浅くても、広く伝えたい場合は、こ

の図の一番下の「出版・映像・Web（インターネット）」のス

タイルが適しています。 

 

２．キャンペーンとは？ 

 「キャペーン」とは、社会的、教育的、継続的、組織的な普

及活動です。“交野みどりネット”が、「知ってもらおう」、「活

動を広めよう」とするのはキャンペーン活動に当たります。 

３．他市での活動例 

 キャンペーン活動のイメージを広げるために、さまざまな事

例紹介がされました。 

（１）環境市民・気候アクションチームの COP3 キャンペーン 

（２）アースデイ・しが 

（３）みんなでやろう夏のピークカット大作戦  

 「適電」でメタボなデンキをダイエット 

（４）電気をカエル計画（自治体・事業者向けに焦点を絞った活動。 

  ピーク時の電力消費は９割が産業、家庭は１割） ……など。 

４．意見交換（セミナー参加者の思い） 

 最後に、みんなで感想と今後の活動について意見を交わしま

した。紹介された事例の中からヒントを得て、こんなことがや

りたいといろいろなアイディアが飛び出しました。 

 参加者の皆さんが、企画づくりのためにこれからさらに学び

たいこととして挙げたのは以下の 4 点でした。 

（１）グループメンバーとの意思疎通 

（２）目的達成のための手法 

（３）広報力アップ 

（４）考える為の手順及び運営手法    （記：HI ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●お知らせ  

新しい本が入りました！！ 

 ※会員より寄付をいただき、新しい本を

1 冊、事務所に配架しました。 

「クマともりとひと（日本くま森

協会の誕生物語）」 

日本熊森協会編著・発行 2007 年 
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 【イベント案内】 

●みんなでみどりネットの新しい活動をつくろう！ 

 

“来年度計画を考える会員ワークショップ” 

とき・ところ：10 月 16 日（木） 

 

 朝の部：10:00～12:00 頃まで 別館 3 階小会議室 

 夜の部：18:30～20:30 頃まで みどりネット事務所 

 

 ★平成 27 年度、みどりネットはどこへ行くの？ 何をする

の？来年度の活動計画を考えるワークショップを開きます。 

 

  発足からこれまで、みどりネットは部会ごとにばらばらに

動いてきた感がありますが、来年度は先に「みどりネットと

はこれ！」という全体の柱を決めてから、部会の活動予定を

立てるという方針です。 

  環境基本計画をより強力に推進するためにはどんな取り

組みをメインにすればいいのか、そのために必要な研修は何

か、部会間の交流や連携はどのような形であればいいのか、

活動メンバーを増やすには何をすればいいのか。みんなの知

恵を出し合って、年間予定を考えていきます。 

  みどりネットの活動にひとこと物申したい人、やってみた

いアイディアがある人、よくわからないけど興味を持った人、

ワークショップを体験してみたい人、活動のヒントを求めて

いる人、みどりネットが好きな人、どなたでもお越しくださ

い。みんなで夢を描きましょう。 

 ◎準備の都合上、できるだけ前日までにお申し込みください。 

 

●第 4 回「みどりごはんの日」♪ 

と き：10 月 16 日（木）12:30～13:30 頃まで 

・持ち物：お弁当 

  ※みんなで分け合える 1 品があれば、なお楽しくなります。 

 環境配慮のため、できるだけごみの少ないごはんにしましょ

う。弁当がらはお持ち帰りください。 

 ※「みどりごはんの日」は、部会等の集まりに合わせて 

 月 1 回程度、開催していく予定です。 

 ★スケジュールは、みどりネットのホームページかブログで

ご確認ください。 

 

“事務所ステキ化プロジェクト” 

●みどりネットの事務所でお昼ごはんを食べよう！ 

 「みどりごはんの日」開催しています♪ 

 

人が集まる楽しいみどりネット事務所をめざす、“事務所ス

テキ化プロジェクト”第 2 弾。みんなでお昼ごはんを食べる「み

どりごはんの日」をこれまでに 3 回開催しました。毎回、わい

わいと楽しい会になっています。 

☆第 1 回 7 月 17 日（木） 

エコ生活部会の会議が終わった後に行いました。 

部会の皆さんを中心に、隣の部屋のみどり環境課の職員も加

わって、わいわい楽しくお昼ごはん。自分の分のお弁当だけで

なく、皆さんいろいろ差し入れてくれています。手作りのおい

なりさん、オレンジ、トルコ土産のアーモンドクッキー、その

他お菓子など集まり、おいしくいただきました。 

☆第 2 回、8 月 7 日（木） 

自然環境部会の会議の前に行いました。 

こちらも部会の皆さんを中心に、おいしいものを囲んで話に

花が咲きます。すべてメンバー手作りの、もちもちパン、生姜

糖、ういろう、そのほかにも瓜やお土産のおやつあり。 

☆第 3 回、9 月 16 日（火） 

午後からのまちづくり部会のミーティングにあわせて開催。 

残念ながらこの日は参加人数が少なかったのですが、差し入

れにどっさり「星のコロッケ」が届き、おかげでみどり環境課

の職員がもりもりいただいてしまいました。 

ミーティング時間になったらぞろぞろとまちづくり部員が

集まり、そこからさらに差し入れがテーブルの上に並びだし、

タイミングがずれたものの、おやつとお茶のせいかいつもより

会議も進んだ感じで、次の活動への弾みがつきました。コロッ

ケの他に集まったのは、トマトバジル蒸しパン、お弁当を模し

た飴細工、甘栗、チョコシューでした。 

☆よこみち話をさかなに 

部会を横断してみんなでごはんを食べると、普段の会議では

出ないような話で盛り上がるのが楽しいところ。個人的には、

自然環境部会の某さん（男性）が自分で天然酵母を起こしてパ

ンを焼いていることを知ったのがびっくりでした。次はぜひ差

し入れお願いします♪ 

 

次回は、10 月 16 日（木）12 時半ごろから。 

午前の会員ワークショップにあわせて行います。 
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 お昼ごはんを食べるなら、ぜひ交野みどりネットの事務所

で！ 楽しい仲間とおもしろい話とおいしいおやつに出会え

ます。 あなたのお越しをお待ちしています。(*^ーﾟ)b 

              （記・事務局 南村多津恵） 

 

 

 

 

 

【会議日程】 

10 月 15 日（水） 13:30 エコ生活部会 

10 月 16 日（木） 15:00 エネルギー部会 

10 月 31 日（金） 13:30  エコ生活部会 

11 月 6 日（木）  13:30 自然環境部会 

11 月 12 日（水） 19:00 広報担当者会 

11 月 13 日（木） 13:00 まちづくり部会 

11 月 20 日（木） 15:00 エネルギー部会 

  ※予定が変更になる場合がありますので、参加の前に 

  必ずお問い合わせください。 

   

◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◆  

かたのエコ良人(ろじん)講座 2014 

連続講座「ごみを減らして楽しさアップ♪」 

◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◆  

ごみ処理施設への社会見学を交え、ごみのゆくえを追跡します。 

暮らしをもっと楽しくする、ごみとの新しい付き合い方を教え

ます。 

■第 1 回「楽しく学ぼう！ごみのこと」 

日時：10 月 15 日（水）10:00−12:00 

■第 2 回「見てみよう！ごみのこと」 

日時：11 月 14 日（金）12:30−16:30 頃 

■第 3 回「見てみよう！ごみの終着駅」 

日時：11 月 25 日（火）11:00 出発 16:00 頃解散 

■第 4 回「ごみよさらば！なかまと一緒に e-くらし」 

日時：12 月 4 日（木）10:00−12:00 

※詳細は申込者にお知らせします。 

参加費：無料 

定 員：30 名（全回出席できる方を優先します） 

主催・問い合わせ：エコ生活部会  

 

●活動アルバム 

 シンポジウム〝みんなでつくろう！市民共同発電” 

 ＆“みどりごはんの日” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●次回の NEWS 発行は 11 月上旬の予定です。それ

までのスケジュール等は、みどりネットのホームペー

ジでご確認ください。 

 

 

 

 

 


