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新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。
新しい年が皆様にとって良き年となりますようお祈り申し上げます。
昨年、交野みどりネットは、各部会の活動とともに全体として「小学校環境教育（星田小学校、妙見坂
小学校各 4 年生対象）
」と「里山大好きウォークラリー」に取り組みました。
それぞれ 2 年目、4 年目となり、みんなで力を合わせ成功裏に終えることができました。ご協力ありがと
うございました。
また、環境基本計画のプロジェクト見直し作業にも取り組みました。その経過につい
ては別頁に掲載しています。10 年計画の後半の 5 年間をより実態にあった活動をすす
めるために、皆様のより一層のご協力をよろしくお願い申し上げます。
代表

玉井八恵子

交野みどりネットの活動報告
自然環境部会
●29 年度の活動と次年度の展開
【里山を知ろう・里山大好き】
★市民参加の観察会、4 月「ヤマザクラと春の植物」6 月「ササユリと初夏の植物」10 月「木の実ウォ
ッチング」3 回と探鳥会 2 月（予定）
「交野の冬鳥を見よう」の実施。交野の自然を市民に伝え環境への
理解を深める活動として継続実施。新たに「交野の生物」について市民からの知恵を結集し調査の構想に
着手する。
★未来の里づくり講座、4 月から大阪自然
保全協会の指導を得て 12 回の講座開設。
参加登録者が 6 名と少なく、途中募集し
たが応募がなく講座内容の見直しが必要。
活動を広げるためには人在確保が第一。里山を
学ぶ教育から短期でより OJT 主体の実践的な
講座内容とし継続する。
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【実践！里山保全活動】
★実践活動、月 3 回（第一土、第三水、第四日曜日）
私市ふれあいの森、星田ふれあいの森の竹林
整備実施。
人の集まれる拠点整備とイベント企画検討する。
★里山保全団体のネットワークつくり。ワーク
ショップを通じて 2 団体「交野里山ゆうゆう会」
「都市近郊の森を育てる会」とのつながりが出来た。
他団体を含めネットワークつくりを重点課題として
推進する。
【山の持ち主と活動団体との縁結び】
次年度 山の持ち主の実態調査を環境衛生課の力を
借りすすめる。
【生きものいっぱい！豊かな川づくり】
次年度着手 交野市を起点とする川の選択と源流や生物調査、市民公募による人材確保、学習会に
より知識の共有などの企画に着手。
【学校環境教育授業その他】
★小学校環境教育授業の受諾・工作グループの活動

エネルギー部会
環境のまち「かたの」環境講座入門編 第３回講座報告
次のように、先月（2017 年 12 月）この講座を行いました。
日時：

2017 年 12 月 15 日 （金） 10 時～12 時

場所：

交野市ゆうゆうセンター体験学習室

参加者：18 名
講師：交野みどりネットメンバー
配布資料：①次回（第４回）案内チラシ、
②わが家の電気消費量、
③太陽光発電のしくみ
内容：テーマ「太陽光発電のしくみと活用体験」
前半パワーポイントで、再生可能エネルギーの一つとして太陽光発電を進めていく必要がある
ことを説明した。後半は、ミニ太陽光発電システムと蓄電器を見ながら、電気機器（草刈り機、
照明器具など）蓄電器に接続し、消費電力を測定しながら、電気を使う体験を行った。
１） 現在のわが国のエネルギー自給率は約７％、極めて低い。その上に、ここ 100 年間で、化石燃料
（燃料ガス、石油及び石炭）の消費量が急激に増えた。
２） その燃焼で、大気中の温室効果を持つ炭酸ガス濃度がアップし、約 400ppm に上昇。
この影響と考えられる、異常気象があちこちで発生している。
３） 再生可能エネルギーの一つで太陽光発電は、炭酸ガスを発生しないという利点がある。
しかし、太陽光がない雨の日は発電しないなどの不安定な一面がある。
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４） そのための、一つのツールとして、ポータブルの蓄電池（約 500Wh、商品名：リベイド）
などが開発された。その蓄電池などを使って、貯めた電気を使う体験を後半で行う。
５） 化石燃料のエネルギーは、エネルギー変換の原理上、その約 35%しか電力のエネルギーに変換で
きない。電気にしかできない仕事（照明、通信、IT など）に使うのが良いと思う。
加熱など熱のみを使う場合は燃料ガスなどの燃焼による熱エネルギーを使うのが良い。
６） このような考え方で、電気ポットと炊飯器を LPG ガス炊きに切り替えて、電力使用量を
約 20%削減した例を、配布資料をもとに紹介した。
７） 上記の説明後、貴重な電気を使ってお湯を沸かし、ティータイム。
その後、後半は、ミニ太陽光発電システム、蓄電、家電の電力消費量などについて、話し合った。
質疑＆応答
Q1. 電力 kW と電力量 kWh の違いは？
A1. 電力 kW は、その瞬間の電力を示します。自動車でいうとスピードメータの速度に相当。
電力量 kWh は、ある期間に消費した電力量を示します。自動車の走行距離に相当します。
交野市から枚方市まで、平均時速 30km/h で、4km 走行した場合、前者は、電力 kW、後者は、電力量
kWh に相当します。
Q2. ミニ太陽光発電システムの価格（原価）いくらかかりましたか？
A2. 発電パネル、バッテリー、コントローラなどを含むセットで、発電電力 12W で、約２万円
です。発電電力などによって価格がことなります。
講座風景の一コマ

一言メモ（感想）
・毎日何気なく使っている電気ですが、改めて、その使い方や考え
方を見直したり、意識したりすることができて、良かったです。
・蓄電は震災時のことを考えると必要になるかもしれない。
・具体的に電気消費量測定する体験で、家電の消費電力が良くわか
りました。
・一戸建てでも、ソーラーパネルを設置できないところもある、省エネを行っていきたい。
・もっと、多くの人、今回のような話を聞けたら良い。しっかり PR 活動をしてください。
・今回聞いた内容をもとに、電気の請求書を見て、わが家の電力消費量をみてみます。
・省エネ生活を始めようと思います。これからも、太陽光発電などについて学んでいきたい。

エコ生活部会
☆みどりのカーテン大作戦「写真ギャラリー」
2017 年の夏は「みどりのカーテン大作戦」の講座生宅、市内の公共施設、星の里いわふね、星田会館
で多くの方々がゴーヤを育て、みどりのカーテンを作りました。そのカーテンの様子の写真を巡回写真展
として市内 3 か所で開催しました。
9/8～15

市役所別館

1 階 ロビー

9/16～22 星田会館 1 階 ロビー
9/23～29 星の里いわふね 1 階 ロビー
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様々なみどりのカーテンとともに、受講生の栽培日誌も展示しました。施設を訪れた沢山の方が見て下さ
いました。
各家庭等で丹精込めて作られた「みどりのカーテン」はいずれも素晴らしく講習会を毎年重ねてきてよか
ったなぁとスタッフが実感する展示会にもなりました。ご協力をいただいた皆様ありがとうございました。
☆「冬のエコなクッキング」講座の開催
2018 年 1 月 23 日（火）10：30～ ゆうゆうセンター調理実習室
環境について学んだあと、6 品の調理実践と試食をします。
「広報かたの」1 月号にて掲載

（I）

まちづくり部会
「まちづくり部会」は、
『住み続けたい環境へ・やさしいまち交野』の実現に向けて、ステップを踏んで
取組んでいきます。
私たちは、この取組みのきっかけとして、「自転車」を取り上げています。
自転車は環境にやさしく、健康づくりにも有効な移動手段です。
最近では宅配に電動アシスト自転車が活躍するなど、自転車はビジネスや観光など様々な分野で脚光をあ
びています。
特に、交野市は自然に恵まれたコンパクトな街です。そのため自転車は交通手段としても最適です。
アップダウンのある地区でも、電動アシスト自転車を有効に使えば車に代わる有効な交通手段となります。
しかし、市内には古くからの狭い道路が多く、歩行者や自転車が安全に通行できない所が多くあります。
私たちは、このような現状を改善し、自転車や歩行者が安心して通行できる道路環境を実現したいと考え
ます。
基本は、自転車はもちろん歩行者・車がお互いを思いやり、安全な通行ができる環境を目指します。
しかし道路の拡幅や自転車専用レーンの設置などはハードルが高く、早急に実現可能な方法ではありま
せん。
そこで私たちは、既存の道路に自転車の走行を表示する「矢羽」マーク①をつけようと考えています。
法律上、自転車は「軽車両」となっており、車道の左端を走ることになっています。
しかし、この点が十分理解されていないこともあり、逆走している自転車を見ることがあります。
また、ママが電動アシスト自転車にお子さんを乗せて、歩道をかなりのスピードで走っている光景も見受
けられます。
これらは自転車や歩行者にとって危険であると同時に、車にとっても事故の一因となりかねません。
そのため、市内でも特に交通量の多いエリアに絞り込み、ここから手始めに、自転車の走行を表示する
マークをつけるように大阪府や交野市と協議をしています。②
そして、このエリアでまず表示を実現し、その効果を市民のみなさんに見ていただきたいと思っています。
自転車が安心して走行できるだけでなく、車もお互いに譲り合い、歩行者や交通弱者にやさしい交通環境
を目指しています。
ここから、
「住み続けたい環境へ・やさしいまち交野」の実現に向けてその効果を波及させていきます。

´①自転車レーンの設置例（他地区）
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´②自転車道路環境整備に向けた行政との協議を実施
・大阪府都市整備部 2017 年 10 月 16 日(月)
・交野市都市整備部 2017 年 8 月 22 日(火)、10 月 30 日(月)
´③実現に向けたステップ

住み続けたい環境へ・やさしいまち交野

全体の取り組み
●２０１７里山大好きウォークラリー
年々知名度があがり、紅葉に浮かぶ吊り橋、星のブランコを見ようと、各地から押し寄せる観光客？がウ
ナギ昇り。12 月 2 日、この日は、いつものほしだ園地とは別世界でした。その中で、5 回目の里山大好
きウォークラリーを開催しました。
参加者は 100 グループの 250 人。スタッフを合わせると約 300 人です。内容は、例年と大きく変わ
らず、私市駅をスタートし、10 のポイントで、クイズやゲーム、手遊び(ササ舟作り)や工作(小枝でえん
ぴつ作り)を楽しみながら、ほしだ園地の[星のブランコ]を渡り、
「山びこ広場」を目指し、
「八つ橋」にゴ
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ールします。参加者からはたくさんのお褒めの言葉を頂戴しました。「紅葉を見るだけでなく、ウォーク
ラリーで子どもと一緒に楽しめた」
「来年(次回)も参加したい」「来年は家族で参加したい」と絶賛！
「スタッフが笑顔で接してくれたので、気持ちも体も元気に、最後までがんばれた」とスタッフをねぎら
う言葉も。
また、今回は、交野市の住民にウォークラリーの内容と楽しさを知っていただこうと、市内 10 校の小
学校にお願いして、全児童にチラシを配布させてもらっていました。どれだけの効果があるのかドキドキ
ものでしたが、交野市民が 3 割を超え、そのほとんどが家族での参加でした。効果は絶大でしたー青少年
指導員さん 8 名の助っ人もいただき、ゆとりを持って取り組むこともできました。交野みどりネットの総
力をあげた感、満々の取り組みでした！

２０１７ウォークラリー写真記録Ⅰ

私市駅

受付風景(私市駅)

Ｐ2

ドングリ落としゲーム

Ｐ1

まちクイズ

Ｐ3

ササ舟つくり

今年最後
の紅葉？

流して遊ぼう
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受付風景(ほしだ園地駐車場)

２０１７ウォークラリー写真記録Ⅱ

Ｐ6

生きものクイズ

紅葉にうかぶ吊り橋

Ｐ9

工作「もっくん」

ゴール
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お疲れ様！

Ｐ7

ブランコクイズ

Ｐ8

Ｐ10

エネルギークイズ

展望台

●小学校自然環境教育
昨年は旭小学校と岩船小学校で実施した自然環境教育を、今年度は星田小学校と妙見坂小学校で行いました。
昨年の計画当初は 5 年生対象で、授業は 5 年生向けに考案された内容でした。しかし旭小学校の要請で 1 校
のみ 4 年生対象に変更することになり、話の内容・体験活動・工作活動いずれも少し難度が高いものを端折っ
たり手伝ったりする度合いを高めて対応しました。今年も両校 4 年生対象となり、反省はほとんどそこに集中
していますが、子供たちの満足度は高くて、「自然環境保護の意識を高める」という目的は達せられていると
おもわれます。以下に授業内容を具体的に紹介します。

1 日目
＜学校でのお話＞
１．
「自然を守る」ってどうすればいいの
２．竹を伐れば「なぜ自然を守る」ことになるの
３．森に入る時の危険
＜森への移動＞
星田小学校：学校から「星田ふれあいの森」へ
妙見坂小学校：校内にある竹林
＜竹を伐る活動＞
１．ヘルメット・手袋着用など身支度を整えて、諸注意を聞いてからグループごとにグループごとに森へ入り
ます。
２．交代でのこぎりを使って竹を伐ります。待っている人たちは、竹が安全に倒れるようにロープをかけて引
っ張ります。
３．倒した竹は、みんなでのこぎりで枝を落とし、同じ長さに切りそろえて所定の場所に積みます。
４．ヘルメット・手袋などを返却し、終わりの会をしてから学校へ帰ります。
※妙見坂小学校は校内で竹林も広くないので、学級ごとにしました。今年も「交野里山ゆうゆう会」にお手伝
いいただきました。
2 日目

(学級ごと)

＜竹が使われなくなったお話＞
＜竹を使った工作「花生けをつくろう」＞
１．作り方を聞いて、印をつける。
２．ドリル・のこぎり・ナタなどを使って形を作る。
３．やすりをかける。
４．取っ手をつける。
５．片づけをして終わりの会
※危ない所・むずかしいところは手を借りながら、遊ぶ
子もなく集中して取り組み、自分の作品を手にして満足
そうでした。
竹きりにチャレンジ
●交野市環境基本計画の見直し
今年度は環境基本計画の推進事業の他、平成 24 年に 3 月に策定された交野市環境基本計画の見直し作業にも
携わりました。
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交野市環境基本計画は平成２４年度から平成３３年度までの１０年間を対象として、地域と地球の良好な環境
を保持し、持続可能な社会をつくるために交野市の将来像をイメージしたビジョンとその実現にむけての課題、
その課題を達成するために市民、事業者、行政との協働（パートナーシップ）により取り組むべき具体的な行
動を示した計画です。
見直し作業では、過去 5 年間の実績を NPO 法人環境市民が昨年３月に評価した結果を踏まえ、9 月から
11 月の３ヶ月間で計６回開催されたワークショップへの参加の他、各分野別に意見交換を行うなど、内容の
濃い３ヶ月間となりました。
特にワークショップでは、今までの活動の振り返りができたことから、今後の活動に活かされるものと思って
おります。

ワークショップ参加状況
開催日時
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参加者

第１回

９月１５日（金）

１４:００～１６:００

11 名

第２回

９月２９日（金）

１４:００～１６:００

12 名

第３回

１０月１１日（水）

１４:００～１６:００

10 名

第４回

１０月２３日（月）

１０:００～１２:００

10 名

第５回

１１月

８日（水）

１４:００～１６:００

8名

第６回

１１月２０日（月）

１４:００～１６:００

8名

運営委員会を下記の通り開催しました
日時：2017 年 10 月 10 日（火）13:30～

主な議題：・プロジェクト見直しについて

11 月 6 日（月）13:30～

・学校環境教育について

12 月 4 日（月）13:30～

・ウォークラリーについて

2018 年

1 月 9 日（火）13:30～

・環境フェスタ出展について
・広報誌「はっぱ通信」発行について

場所：市役所別館

イベントカレンダー
○観鳥会
平成 30 年 2 月 4 日（日） ９：００～ JR 河内磐船駅集合
○太陽光講座 平成 30 年１月１９日(金)
１０：００～
ゆうゆうセンター
平成 30 年 2 月 9 日(金)
１０：００～
ゆうゆうセンター
○サイクリングルート探検隊！（自転車ツアーマップ作成体験）
平成 30 年 2 月１５日(金) １０：００～
ゆうゆうセンター
○環境フェスタ in 交野 2018
平成 30 年 3 月 11 日(日)
星の里いわふね
○交野みどりネット総会
平成 30 年 4 月 24 日(火) 交野市役所 別館 3 階中会議室
問い合わせ・申し込み
交野みどりネット事務局（交野市役所環境衛生課内）まで
０７２－８９２－０１２１
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