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・また環境基本計画は市の計画である。それを推進し
ていく「交野みどりネット」は既存の団体と同じ活動

◆「交野みどりネット
平成 27 年度総会報告」
「交野市環境基本計画推進会議

平成 27 年度総会」

をする団体ではない。
・団体と行政をつなぐ中間組織としての活動やそれぞ
れの団体のメリットになるような活動を考える。

を平成 27 年 5 月 31 日（日）午後 1 時から市役所

・今後、20 のプロジェクトを見直して、その特化を

別館 3 階中会議室で開催しました。

することが必要になる。

（出席 21 人、
委任状提出 14 人）

・地球温暖化がすすんでいることは、間違いのない事
実である。温暖化防止のため、意識向上・啓発・醸成

第 1 部の総会は、第 1 号・第 2 号議案、平成

をめざす活動を行なうことが望まれる。

26 年度活動報告・収支報告、第 3 号・第 4 号議案、
平成 27 年度活動計画・収支予算と第 5 号議案、平成

以上のようなたくさんの助言をいただきました。

27・28 年度役員が（拍手で）承認されました。

「交野みどりネット」のこれからを考える学びの会
となりました。

（記：玉井）

第 2 部のまなびの会は
「交野市環境基本計画ことはじめ」として、大湾喜
久男さんに環境基本計画策定の経緯など、話題提供し

運営委員会からの報告

ていただきました。
大湾さんから以下のようなお話がありました。
・交野市では、里山保全活動団体やかたの環境ネット
ワーク、環境フェスタ市民会議などが既に環境活動を

●第 31 回運営委員会を開催しました。
5 月 14 日（月）10:10～12:10
1. 総会関連資料と役割分担を確認しました。

していた。その活動が順調にすすむためのしくみづく
りとして『交野市環境基本計画』の策定を考えた。
・計画は行政だけでなく、市民・事業者と一緒に作る
こととし、「かたの環境を考える委員会」を発足させ
た。

（2010 年 10 月）

・市民・事業者・行政のパートナーシップで策定した

2. これからの体制について
今年度は活動・予算とも昨年通り進めていくことを
確認しました。
事務作業は分担表を元にすすめていくこととしま
した。
（窓口は坂元課長）

計画（2012 年 3 月）を推進する組織として「交野
市環境基本計画推進会議（交野みどりネット）が設立

3. 活動地「星田ふれあいの森」視察後の感想を出し

された。

合い交流しました。
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（2012 年 11 月）

●第 32 回運営委員会を開催しました。

各部会からの報告

6 月 1 日（月）13:30～16:30

自然環境部会

1. 平成 27 年度活動計画について
自然環境分野・エネルギー分野・エコ生活分野の活
動計画についてそれぞれ部会長より報告があり、確認
しました。

●「かたの未来の里づくり講座」が本年度も第 2 期と

して開講しています。
その第３回は、6 月 14 日（日）午前 10 時から午

・
“交野みどりネットＮＥＷＳ”は、今後もＡ4 サイ

後４時まで、私市公園（本講座では“ふれあいの森”

ズ 1 枚カラー両面刷りとし、タイトルに「交野市環境

と呼ぶ）で行われました。

基本計画推進会議」を追記することとしました。

前回の講座実習で決めたエリア内で、講師（保全協

・広報誌「はっぱ通信」の配布については、広報担当

会 田淵先生）の指導のもとで、植生調査及び竹の切

者会（6/6 土）で検討することとしました。

り方を学び、その実習も行いました。

・交野みどりネット全体でとりくむ活動として、ウォ

本年の 11 月まで、残り５回（全８回）の連続講座

ークラリー、研修会、交流会を決め、企画チームで検

及び 2 回のプラスα講座（特別講座）を予定していま

討・具体化していくこととしました。

す。

（HI）

・次回企画チーム会議の日程を 6/16（火）13:30～
に決めました。
2. 活動地「星田ふれあいの森」について
各部会ともまだ具体的なイメージがわかないとい

エコ生活部会

う中で、「星田ふれあいの森」の全体のグランドデザ

●エコ生活部会では、今年度は、主に 3 つのプロジェ

インがいるのではということを共有しました。

クトを推進していきたいと話し合いました。
「生ごみの堆肥化」「売ってエコ、買ってエコ」の

3.いこま会議（5/22）と 27 年度総会（5/31）の振
り返りをしました。

プロジェクトでは、
①他市で進めているところではどのようにしてい

【いこま会議について】

るのか？

・他市のＮＰＯ団体の変遷を経た活動を知ることがで

②交野市ではどんな方法ができそうか？ など

きた。

調査・研究のため、京エコロジーセンターで情報収

・差異はあるがみんなで考え活動していくことが大事
だとわかった。

集をすることから始めます。
7/13（月）に京エコロジーセンターへ、部会員で

・交野みどりネットからもう少し参加があればよかっ
た。

研修に出向きます。
また、
「やる気が出るエネルギーダイエット」では、

（記：玉井）

環境家計簿を使って省エネと環境のことを考え・行動
する人を増やせるよう企画を検討中です。市民の方に
呼びかけますので、みどりネットの会員の皆さんもぜ
ひ参加して下さい。
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（Ｋ）

エネルギー部会
【イベントカレンダー】
●現状では、国内で消費されるエネルギーの 96%

●7 月 12 日（日）10:00～16:00

は海外から輸入されており、長期的な視点でみると、

・かたの未来の里づくり講座

自然エネルギーの一つである太陽光発電の普及を促

第4回

※①ゆうゆうセンター：

進していくことが望まれています。そのためには、ま

野外・森林活動の安全管理について

ず、電気の基本的なことを含めて、「太陽光発電はど

②ふれあいの森：

のようなしくみで発電するのか」などについて理解を

樹木の除伐、玉切りなど

深めることが重要になります。

●８月 9 日（日）10:00～16:00

そこでエネルギー部会では、『ミニ太陽光発電ワー

・かたの未来の里づくり講座

クショップ』（参加者が指導者の助言を得ながら、自

第5回

※野外見学：森林をはじめ川・水田など

主的に組み立て作業などをすすめる講座）を行います。

ゆうゆうセンター

・日時：平成 27 年 8 月 20 日（木）

●8 月 20 日（木）10:00～15:30

午前 10 時～午後 3 時 30 分

・ミニ太陽光発電ワークショップ

・場所：ゆうゆうセンター体験学習室

※ゆうゆうセンター

・対象：太陽光発電に関心のある方 20 名
（小学校５年生以上） （先着順）
・参加費用：無料 ※昼食は各自持参
※詳細は「広報かたの」 8 月号に掲載します。

広報担当者会より

（ HI ）

【会議日程】
7 月 6 日（月）

場所：交野市役所別館 1 階
7 月 9 日（木）

★広報担当者会に

13:30 運営委員会

新しいメンバーが加わりました！

みんカフェ

19:00 広報担当者会定例会議

場所：ゆうゆうセンター３Ｆ 学びの部屋(1 )

広報担当者会に参加させていただきました柳野で
す。

7 月 16 日（木） 14:00 エネルギー部会定例会議
場所：交野市役所別館１階

みんカフェ

広報担当者会のアツいお話に圧倒されながら一回
目の会議が終わりました。
これから少し『環境』に意識をして活動してまいり

7 月 21 日（月）

10:00 エコ生活部会定例会議

場所：交野市役所別館１階

みんカフェ

ます。少しの意識の変化で大きく『環境』は変わると
思うので、それを多くの人に伝えられるよう、広報が
んばってまいります。

8 月 6 日（木）

（広報担当者会：柳野）

13:30 自然環境部会定例会議

場所：市役所別館 2Ｆ みどりネット控え室
【編集後記】
※予定が変更になる場合がありますので、参加の前
には必ずご確認ください。

今回は、総会特集記事もあり、Ａ４１枚で収まりませんでし
た。今年度は、いろいろな意味で見直しをしていく年になりそ
うです。広報もその役割を改めて考えたいと思います。
（秋山）
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