
平成 27 年度 交野市環境基本計画推進事業 事業報告 

 

平成 27 年（2015 年）4月 1日～平成 28 年（2015年）3月 31日 
 

 

■普及啓発活動 

平成 27 年（2015年）11月 29日（日） 第 3回里山大好きウォークラリー 

平成 27 年（2015年）10月         

～平成 28年(2016年)3月  「めざせ交野エコ達人入門講座」（計 6回）（別紙参照） 

平成 28年（2016年）3月 13日（日）  環境フェスタ IN 交野 2016 出展 

 

■会員交流活動 

平成 27年（2015年）5月 31日（日）  総会・記念講演会・会員交流会 

平成 27年（2015年）10月 3日（土）  会員交流会 

 

■研修活動 

平成 27年（2015年）5月 22日（金） いこま会議 出席 

平成 28年（2016年）２月 25日（木）  ハグミュージアム見学＆エコクッキング 

 

■分野別活動（別紙参照） 

・自然環境分野 

・エコ生活分野 

・エネルギー分野 

 

■広報活動（別紙参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 



  

                         平成２７年度 交野市環境基本計画推進会議 事業報告  
       

1 分野・等 全体  

２ 実施事業 「めざせ交野エコ達人入門講座」  

３ 実施事業  「講座名」「内容」 ４ 事業結果 （参加者数・成果など）  

 

10/10   第１回講座「もっと知りたいかたの！ 

交野サイズの環境学」 

11/14  第 2回講座「観察会・道ばたの草は先生  

-環境の変化に気づく」 

12/12  第 3回講座「つかもう！冬の省エネのコツ 

-楽しく得するエコライフ」 

1/9       第 4回講座「みんなでつくろう、自転車の 

似合う・安心安全のまち」 

2/13  第 5回講座「エコ最前線  

未来のくらしとエネルギーはこう変わる」 

3/5    第 6回講座「今日からあなたもエコ達人 

-私が変われば社会が変わる」 

 

［実習］ 

10/25  くろんど園地観察会 

1/30  広報セミナー 

2/7  白旗池探鳥会 

2/25 ハグミュージアム見学＆エコクッキング 
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参加者数 計 ２８名（募集 30名） 

 

参加者数 計 ２４名（募集 30名） 

 

参加者数 計 ２８名（募集 30名） 

 

参加者数 計 ２７名（募集 30名） 

 

参加者数 計 ２５名（募集 30名） 

 

参加者数 計 １７名（募集 30名） 

 

 

参加者数 計 1名 

参加者数 計 1名 

参加者数 計 5名 

参加者数 計 23名 

 

 

 

 

 



　　　平成２７年度　交野市環境基本計画推進会議　事業報告

1 分野等

2 今年度目標

3 目標到達度

4 実施プロジェクト

5 実施事業 6 事業結果 （回数・参加者数・成果など）

→

→

第１回　　参加者数　計１７名（募集３０名）
第２回　　参加者数　計５１名（募集３０名）
第３回　　参加者数　計４８名（募集３０名)
会のＰＲには繋がっているとは思われるが、期待通り
には会員数増加に繋がっていない（１名）。調査活動
を取り込むため工夫が必要。

自然環境保全実践活動
４/４ 　星田ふれあいの森。活動地域の確認ｅｔｃ．
５/９　 星田ふれあいの森。ササ刈り、竹の伐採ｅｔｃ．
６/４ 　星田ふれあいの森。竹の伐採ｅｔｃ．
６/１７ 星田ふれあいの森。竹の伐採と処理
６/２８ 星田ふれあいの森。前回伐採した竹の処理
７/４　 松寳寺。枯れた竹の処理
７/１５ 松寳寺。枯れた竹の処理、竹林の間伐。
７/２６ 同上８／２４星田ふれあいの森。倉庫設置。
９/５　 松寳寺。枯れたタケの処理、竹の間伐。
９/１６ 雨天中止
９/２７ 松寳寺。枯れたタケの処理、竹の間伐。
１０/２１ 星田ふれあいの森。草刈り、器具整理
１０/２５ 星田ふれあいの森。竹の伐採、懇親会
１１/７ 松寳寺。竹の伐採と整備
１１/１８ 星田ふれあいの森。３名だったが雨で中止
１１/２２ 私市ふれあいの森。講座に合流
１２/６ 富田林見学会（２期講座生と合流）、懇親会
１/２４ 星田ふれあいの森。竹の伐採
２/６ 松寳寺、竹の伐採
２/１２ 特別、松寳寺の檀家さんの活動に合流
２/１７ 星田ふれあいの森。
２/２８ 星田ふれあいの森。竹の伐採、活用案の検討
３/５ 松寳寺。竹の伐採
３/１６ 星田ふれあいの森。
３/２７ 星田ふれあいの森。

里山大好き観察会
４/２５　　第１回　交野の里山大好き観察会
　　　　　　　　　　　私市駅 ― くろんど園地
１０/２５　第２回　交野の里山大好き観察会
２/７　　　第３回　交野里山大好き探鳥会

６月から原則月３回の活動を継続できるようになっ
た。年末年始は適宜休み。　　　　　　　　　　　　　　　活
動の定例日は第１土曜、第３水曜、第４日曜　　　実
施にあたっての条件は、最低人数３名、雨天中止。
修了生とともに自然環境部員も参加。
今年度実施回数は２４回。参加者数は次の通り。
４/４：５名
５/９：５名
６/４：５名、６/１７：４名、６/２８：１０名
７/４：１０名、７/１５：７名、７/２６：７名
８/２４：５名
９/５：６名、９/２７：６名
１０/２１：７名、１０/２５：６名
１１/７：７名、　１１/１８：３名、１１/２２：７名
１２/６：１６名
１/２４：３名
２/６：６名、２/１２：７名、２/１７：６名、２/２８：１１名、
３/５：６名、３/１６：５名、３/２７：６名
２月１２日には定例日以外に松寳寺の住職、檀家の
皆様の整備に合流して活動し、今後も一緒に活動す
ることを提案。活動予定を提出。

自然環境部会

No.１ 里山大好き観察会の開催
　　　本会の活動を市民に知ってもらい会員を増やす。
No.２「かたの未来の里講座」を実施
　　　継続と、修了生による実践活動の実施。会員を増やす。

No.１　観察会としては順調であるが、会員増強に繋げるため工夫を凝らす必要がある。
No.２　「かたの未来の里講座」はあと１回残るが受講生の中からみどりネット会員に10名の方か
ら参加申し込み。実践活動は６月からは３回／月に増やし実施。　Ｎｏ．１，２を通 じ部会員１０名
増加

里山を知ろう、里山大好き
実践！　里山保全活動

「事業名」「内容」

かたの未来の里講座－全８回
講師：名古屋大学大学院　夏原教授、大阪自然環境
保全協会　田淵理事、岡理事
４/１２　第１回講座「交野市の自然、安全の確保」
５/1７  第2回講座「自然、その管理としくみ」
６/１４  第3回講座「林床整備など」
７/１２　第4回講座「樹木の伐採など」
８/９　  第5回講座「交野の自然・生物多様性」
９/1３　第6回講座「ふれあいの森づくりに関しＷＳ」
10/1１ 第7回講座「前回のＷＳ発展。安全の復習」
５/２４　プラスアルファ講座としてゆうゆう会見学
１１～２月　全7回「森を活かす講座２０１５」受講

＊里づくり講座　講座生１７名（募集３０名）
　　現時点でみどりネットへ10名加入
　　各回出席数　①10(21)、②10(17)、③10(17)
     ④10(18)、⑤6(12)、⑥8(17)、⑦8(16)、⑧９（１７）
特別2(8)　（受講者数、カッコ内講師・スタッフ含む）
・今年度は受講生が少ないが、出席される方がかな
り固定化し、入会申し込みは昨年並み。比較的若い
人が多くまた意見交換でも積極的に感じる。
・交野里山ゆうゆう会に活動現場の見学を引き受け
てもらい、引き続き関連を保っている。
＊森づくりの実際（知識・技術）を学び今後に活用



　　　平成２7年度　交野市環境基本計画推進会議　事業報告

1 分野等

2 今年度目標

3 目標到達度

4 実施プロジェクト

5 実施事業 6 事業結果 （回数・参加者数・成果など）

→

→

→

「事業名」「内容」

【やる気がでるエネルギーダイエット】
【めざせかたのエコ達人】

エコ生活分野

・講座により、環境理解を深め、実践者を増やす
・研修により、実践例を学ぶ

・のべ４８名の参加があった
・省エネを実践することにつながった

・参加者数　28名
・地球温暖化の現状を知り、省エネを実践するこ
とが温暖化防止につながることの理解を得た
・（9/28講座参加者）省エネの実践事例を交流す
　ることでさらに理解がすすんだ

事業名【売ってえこ　買ってえこ】
　　　　 【かたのエコ研修センターをつくろう！】
　　　　 【生ごみを堆肥化しよう】
7/13「京エコロジーセンター見学研修」
・プロジェクト推進のための先進事例調査研究
講師　澤田雄喜氏（京エコロジーセンター事業課）
・センター設立経緯と活動について説明を受けた
のち、施設内の見学をした屋上の太陽光パネル、
ビオトープ、シマミミズによる生ごみの堆肥化ボッ
クス、環境図書、交流コーナー、屋外でのゴーヤ
のカーテン
・京都市のゴミ調査結果やグリーンコンシューマー
などの説明を受けた

・参加者　7名（エコ生活部会6名）＋1名

　　プロジェクト推進のためのヒントを多数得ること
　　ができた

事業名【やる気がでるエネルギーダイエット】
9/28「環境家計簿をつけよう！」
講師　鈴木靖文氏（ひのでやエコライフ研究所）
　・省エネをする意義と実践に向けての講義
　・交野版環境家計簿のつけ方の説明

・参加者数　１３名
・環境家計簿をつけることについて理解を得るこ
とができた

事業名【めざせ！かたのエコ達人入門講座】
12/12第3回講座「つかもう！冬の省エネのコツー
楽しく得するエコライフ」
講師　鈴木靖文氏（ひのでやエコライフ研究所）
　・交流　実践事例について



　　　平成２７年度　交野市環境基本計画推進会議　事業報告

1 分野等

2 今年度目標

3 目標到達度

4 実施プロジェクト

5 実施事業 6 事業結果 （回数・参加者数・成果など）
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→

→

第２回 太陽光発電システムワークショップ
日時：平成28年3月26日
場所：交野市役所別館3階中会議室

参加者数：21名（小学5年生3名含む）
内容：午前中、座学で、電気の基礎知識、太陽
光発電の仕組み、消費電力と発電量を学ぶ。
午後、配線技術取得、ミニ太陽光発電システム
（50W)を組み立て。屋外で、試運転。
太陽光発電電力を測定。太陽光発電を体験し、
学習することができた。

参加者数：約50名（エネルギー部会参加者1名）
内容：朝日新聞編集委員の竹内さんから
「日本のエネルギー対策の現状と
自然エネルギーを大きく増やすための手法と
課題について」のプレゼンテーションがあり、
太陽光発電の普及のための課題について
情報収集、啓発に役立つ内容であった。

環境首都創造セミナー２０１５
日時：平成27年10月8日（木）
場所：メルパルク京都　会議室６

参加者:21名
内容：　前半に、温室効果ガスの現状と削減目標
温暖化に影響の無い太陽光エネルギー使用が
私達に出来る地球温暖化防止対策になるなどの
プレゼンテーション。
後半に、次回応用編で組み立てるシステムの
機器構成及び手配について解説。

エコドライブ体験会
日時：平成27年9月27日～28日
場所：交野市役所別館みんカフェ

参加者:30名
内容：秋の交通安全週間に合わせて
エコドライブシミュレータを使って、PCの画面を
見ながら、エコドライブを模擬的に体験。
エコドライブのキーポイントのパンフレット
を配布し、参加者にエコドライブを呼びかけた。

クリーンエネルギーセミナー
ねやがわ市民発電所/自然エネルギーねやがわ
市民の会主催第10回市民活動セミナー
日時：平成27年12月5日(土)
場所：寝屋川市立市民活動センター

・そらいけ！ソーラパネル
・星のまち☆エコドライブ

エネルギー分野

・自然エネルギー利用による市民共同発電所づくりをめざす啓発及び学習
・エコドライブの啓発

・ミニ太陽光発電システムを実際に組み立て、太陽光発電を学ぶ体験学習講座を開
催。
・他市（寝屋川市）の市民発電所視察し、運転状況調査及び運営・契約などの調査。
・クリーンエネルギー及び環境セミナーに参加し、再生可能エネルギー普及関連調
査。
・エコドライブのコツを学ぶエコドライブ体験会を、連続２日間、開催。

参加者数：約100名（エネルギー部会参加者1名）
内容：エネルギー政策・活動パッケージ紹介、
低エネ型まちづくり、持続可能なまちづくり紹介
、人材育成手法などについて学んだ。

「事業名」「内容」

第１回　ミニ太陽光発電システムワークショップ
（体験学習会）

日時：平成27年8月20日（木）10:00～15:30
場所：ゆうゆうセンター体験学習室



　　　平成２７年度　交野市環境基本計画推進会議　事業報告

1 分野等

2 今年度目標

3 目標到達度

4 実施プロジェクト

5 実施事業 6 事業結果 （回数・参加者数・成果など）

→

→

→

→

→⑤ＨＰの運営（ブログの管理を含めて）
・主に外部による更新作業が中心になった。
情報を集約する担当が不在の状態で、うまく更新
ができなかった。

②「広報セミナー」の実施

・1月30日（土）13:30～16:30実施。「情報発信はど
うあるべきか？広報の役割と効果について」とい
うテーマのもと、環境市民の有川さんを講師にゆ
うゆうセンターにて開催。15名参加。広報の基礎
と効果についてのスキルアップを図れた。

③広報誌（一般市民向け）を1回以上発行する
・「はっぱ通信vol.2」発行準備。（5月総会時に配
布予定）※今回は、活動報告書としてみどりネット
の活動をより具体的に見せる形で編集。

④各部会のチラシを作成する
・それぞれの部会で、広報担当者および部会のメ
ンバーが必要なものを随時作成した。

①「みどりネットＮＥＷＳ」の発行

・5月、7月、9月、11月、1月にそれぞれvol. 9～13
を発行。（2カ月に一度2～3ページ）
運営委員会や、各部会の情報、イベント・セミナー
情報を会員に向けて発信した。

広報担当者会

①一般市民に対する「みどりネット」の周知
②会員を増やすためのサポート
③会の情報の発信（会員及び市民に）

・ホームページの更新作業（ブログなど）が、（外部依頼分以外のところで）マンパワー
不足によって、うまく機能させることができなかった。
・広報セミナーについては、広報にとって必要な、基礎的知識が獲得でき、スキルアッ
プが図れた。また、みどりネットのことを伝える良い機会ともなった。
・「みどりネットＮＥＷＳ」は縮小し、かつ発行回数も減ってしまった。広報誌「はっぱ通
信vol.2」も発行が遅れた。会員サービスとして、どうとらえていくか検討が必要である。

●広報のスキルをアップさせる
●ＨＰの自主的な運営を目指す
●広報担当者の獲得

「事業名」「内容」




