
平成 29年度 交野市環境基本計画推進会議 事業内容 

 

平成 29年（201７年）4 月 1 日～平成 30年（2018 年）3 月 31 日 
 

 

■普及啓発活動 

平成 29年（201７年）12 月 2 日（土）  第 4 回里山大好きウォークラリー（ほしだ園地） 

                                           →参加者数 ２９６名 

平成 29年（201７年）10 月         

～平成 30 年(2018 年)2 月    交野市環境基本計画推進会議  

体験講座―（全 4 回）（別紙参照） 

平成 30 年（2018 年）3 月 11 日（日）   環境フェスタ in 交野 2018 出展 

 

■環境教育活動 

平成 29年（201７年）   11 月 1 日（水） 星田小学校 4 年生 「竹の授業」と竹伐採体験学習 

11 月  8 日（水） 星田小学校 4 年生 「竹の工作」 

星田小学校 4 年生 2 クラス 57 名 

平成 29年（201７年）   11 月  ７日（火） 妙見坂小学校 5 年生 「竹の授業」と竹伐採体験学習 

11 月 13 日（月） 妙見坂小学校 5 年生 「竹の工作」 

妙見坂小学校 4 年生 2 クラス 63 名 

（交野里山ゆうゆう会より応援 11/1→8 名、11/7→8 名） 

   

■会員交流活動 

平成 29 年（2017 年）5 月 28 日（日）  総会・会員交流会 

 

■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 

・まちづくり分野 

 

■広報活動 

 みどりネットNEWS、はっぱ通信 発行 

 

 

 



 

平成 29年度 交野市環境基本計画推進会議 事業内容 

 

分野・等 全体  

実施事業 環境のまち「かたの」体験講座   

実施事業  「講座名」「内容」 ４ 事業結果 （参加者数・成果など）  

10/13   第１回講座「もっと知りたいかたの！」 

‐交野サイズの環境学‐ 

11/26  自然環境分野「里山保全活動実践体験」  

-竹を伐ってみませんか？‐ 

12/15  エネルギー分野 

「太陽光発電の仕組みと活用体験」 

 

1/23     エコ生活分野「冬のエコなクッキング」 

 

2/15    まちづくり分野「サイクリングルート探検隊」 

 

3/9      第 6回講座「今日からわたしも」 

-交野みどりネット各部会アピール‐ 
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参加者０のため中止 

 

自然分野参照 

 

エネルギー分野参照 

 

 

エコ生活分野参照 

 

まちづくり分野参照 

 

参加者少数のため中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

     平成 29年度 交野市環境基本計画推進会議 事業報告 
        

  分野等 自然環境部分野 

  今年度目標 
１ 市民対象大好き自然観察会の開催（４）みどりネット活動の知名度向上と会員の確保 

２「かたの未来の里講座」（12回）を実施と会員確保 

３実践保全活動実施（３０回）と会員の技能、技術の習得 

  目標到達度 

１観察会,：市開催行事、計画通り実施、市民への PRができた（継続することの効果）                                               

２「かたの未来の里つくり講座」計画通り１２回＋特別 1 回実施。                          

  星田ふれあいの森植生調査 受講終了者 2名、うち 1 名は継続して活動に参加                                                  

３実践活動、２拠点（星田・私市ふれあいの森）で２４回＋松寶寺 1回実施  会員数２５名 

  実施プロジェクト 
里山を知ろう、里山大好き 

実践！ 里山保全活動                                                    

生きものいっぱい！豊かな川づくり （予備調査） 

  実施事業 「事業名」「内容」 6 事業結果（回数・参加者数・成果など）  

  

里山大好き観察会 

4/22第１回 交野の里山大好き観察会（くろんど園地） 

6/6第２回 交野の里山大好き観察会（ササユリ観察）          

10/26第３回 交野の里山大好き観察会（山の木の実観察）

2/4第４回 交野の里山大好き観察会（野鳥観察会）   

→ 

第１回参加 32名（一般 17 名 スタッフ 15名） 

第２回参加 69名（一般 54 名 スタッフ 15名）      

第３回参加 20名（一般 ８名 スタッフ 12名）       

第４回参加 32名（一般 20 名 スタッフ 12名）       

一般 99名  スタッフ 54名 全 153名                     

  

かたの未来の里講座－全 12回＋特別講座 1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  

森林インストラクター苫先生 

4/9   第１回『生物多様性とその保全」             

4/30   第 2回「生物多様性と管理の仕組み」        

5/14  第 3回「安全への取り組みと安全管理」       

6/11 第 4回「植生調査」 7/9第 5回「植生のまとめ」    

8/6    特別講座「交野の自然環境」               

9/10  第 6回「実践鎌の使い方、竹の伐採」         

10/8  第 7回「実践竹の伐採」参加０、スタッフ実習地草刈り                 

11/12 第 8回「実践と合同ロープワーク、面積測定」   

12/10 第 9回富田林「奥の谷活動地見学」             

1/14 第 10回「実践進入路つくり」               

2/25 第 11回「実践チェンソーの使い方」           

3/18 第 12回「ふり返り、里山講座」修了式 懇親会 

→ 

＊里づくり講座 講座生延べ参加人数 37名       

（スタッフ 96名＋部会員他 5名 合計 101人） 

 各回の出席人数 第１回 7名（７）、２回 5名（10）、3回

4名（７）、4回３名（７）、5回 4名（7）、特 3名（７＋３）、6

回２名（７）、７回 0名（７）、８回 3名（５）、9回２名（7）、

10回１名（６）、11回１名（５）、12回２名（10＋２）  

 ・受講者が少なく 10月再募集するも申込者なし  

終了者は 2名にとどまる、うち 1名は今後の活動に参

加予定 期間が 1年間と長く、実践の場が少なかったこ

とから次年度は短期実践重視で講座を組む 

富田林の里山保全活動の実態学習＊里山づくりの実際

（知識・技術）を学び今後に活用 

  自然環境保全実践活動                         

4/１ 「私市ふれあいの森」枯竹の整備と間伐          

4/19、23 「星田ふれあいの森」 皆伐                           

5/6  「私市ふれあいの森」枯竹の整備と間伐                         

5/17、28 「星田ふれあいの森」竹の伐採広場草刈り ．       

6/3  「私市ふれあいの森」竹林の整備                   

6/25 「星田ふれあいの森」竹ゾーンの伐採と処理                          

7/１  「私市ふれあいの森」竹林の整備                   

7/19 「星田ふれあいの森」広場の草刈り                       

8/27 「私市ふれあいの森」広場と道の新竹の刈り取り                      

9/2  「妙見坂小竹林」授業支援のための整備                             

9/20  「星田ふれあいの森」コドラード周りの整備            

9/24 「中井農園」小学校学校授業工作竹筒の準備          

10/7 「私市ふれあいの森」雨天広場の新竹刈り取り   

10/18 「星田ふれあいの森」広場南東の雑木、竹の伐採                  

11/4  「私市ふれあいの森」小学校授業工作用竹筒準備                    

11/15 「星田ふれあいの森」広場南東の雑木、竹の伐採 

11/26 「連続実践講座・星田ふれあいの森」竹講座と実践                   

12/20 「星田ふれあいの森」入り口予定場所の整備懇親会                                        

2/3   「私市ふれあいの森」枯れ竹の整備            

 活動回数 24回 ＋特別 1 回                        

延べ参加数 177名                       

活動場所                            

「私市ふれあいの森」9回 、「星田ふれあいの森」12

回、 その他「中井農園」「妙小竹林」「仮称星 9ふれあ

いの森」各 1回 特別「松寶寺」                        

月別延べ参加数                         

4月（3回） 23名                          

5月（3回） 17名                           

6月（2回） 12名                           

7月（2回） 17名                           

8月（1回） 5名、                           

9月（3回） 32名、                          

10月（2回）12名、                         

11月（3回）22名、                         

12月（1回） 8名、                             

１月（0回）                              

2月（2回） 12名                            

3月（2回） 13名                             

特別（1回） 4名 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 
 



 

  

2/21  「星田ふれあいの森」物置小屋設置コドラード周り整備   

2/24  特別、松寳寺の檀家さんと寺の竹林整備                                          

3/3  「私市ふれあいの森」枯れ竹の整備小久保川源流探査                          

3/25 「仮称星９ふれあいの森」エリア全体を確認                                   

 

 

   

   

   

   

  
・その他                            

・他団体との連携  

・生きものいっぱい！豊かな川づくり             

・交野生物調査                            

 ・小学校 2校環境授業の講義、竹伐採実践、工作、主

導                              

・「交野里山ゆうゆう会」「都市近郊の自然を守る会」様 

のつながりができた                        

・豊かな川つくり着手（小久保川源流調査と構想検討）   

・生物調査交野いきものしらべたい発足 

   

   

   

   

  



 

     平成 29年度 交野市環境基本計画推進会議 事業報告 
        

1 分野等 エコ生活分野 

2 今年度目標 
・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 

3 目標到達度 
・のべ 139名の参加があった 

・省エネを実践することにつながった 

4 実施プロジェクト 【やる気がでるエネルギーダイエット】 

5 実施事業 「事業名」「内容」 6 事業結果 （回数・参加者数・成果など） 

  

事業名【やる気がでるエネルギーダイエット】 

6/14「みどりのカーテン大作戦」講座 

講師 土田真奈見さん（エスペックみどりの学校） 

 ・ゴーヤの植え方、育て方を学ぶ講習会の開催 

  （星の里いわふね、星田会館の 2会場） 

→ 

・参加者数 62名 

・環境意識を高め、みどりのカーテンの広がりを 

実感することができた 

 

  

事業名【やる気がでるエネルギーダイエット】 

8/28・8/30「あ～やこ～やのゴーヤ座談会」 

 ・受講生が、育てたゴーヤの写真を持ちより、カ

ーテンの成果や省エネ効果などの交流会を開催  

→ 

・参加者数 29名 

・実践交流を通して、みどりのカーテンの理解が 

 深まり、省エネを意識して生活する人が増えた 

  

事業名【やる気がでるエネルギーダイエット】 

9/8～9/15、9/16～9/22、9/23～9/29 

みどりのカーテン「写真ギャラリー」巡回写真展 

 ・市役所別館ロビー、星田会館ロビー、星の里い

わふねロビーの 3会場で写真展を開催 

  

→ 
・写真展を開催することで「みどりのカーテン大作

戦」 のとりくみをアピールすることができた 

  

事業名【やる気がでるエネルギーダイエット】 

2018/1/23 「冬のエコなクッキング」 

・環境学習と調理実習を実施 

 

・参加者数 48名 

・エコクッキングの理解が広がり実践する人が増え

ている 

・交野市農業生産連合会と連携することで、交野産

の野菜を使ったレシピを提案することができた 

 

 

 



 

     平成 29年度 交野市環境基本計画推進会議 事業報告 
        

1 分野等 エネルギー分野 

2 今年度目標 

・自然エネルギー利用によるミニ太陽光発電についての学習及び啓発 

・エコドライブの啓発 

・風を活かしたまちづくり（涼み処中心） 

3 目標到達度 

・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。 

・エコドライブのコツを学ぶエコドライブセミナーを開催。 

・交野市内の涼み処を表したマップを作成し、写真展を開催。 

4 実施プロジェクト 
・そらいけ！ソーラパネル 

・星のまち☆エコドライブ ・風を活かしたまちづくり 

5 実施事業 「事業」「内容」 6 事業結果 （回数・参加者数・成果など） 

  

太陽光発電のしくみと活用体験 

 

日時：平成 29年 12月 15日  

（10:00～12:00） 

場所：ゆうゆうセンター 2階  

体験学習室 

→ 
参加者数：12名＋スタッフ 4名 

内容：太陽光発電のしくみの学習 

  

ミニ太陽光発電講座（基礎編） 

 

日時：平成 30年 1月 19日  

(10:00～12：00）  

場所：ゆうゆうセンター 2階  

体験学習室 

→ 
参加者数：16名＋スタッフ 3名 

内容：太陽光発電のしくみとシステムの基本を学習 

  

ミニ太陽光発電講座（応用編） 

 

日時：平成 30年 2月 9日 

 (10:00～12：00）  

場所：ゆうゆうセンター 2階  

体験学習室 

→ 
参加者数：15名＋スタッフ 4名 

内容：太陽光パネルを使った組立体験 

  

エコドライブセミナー 

 

日時：平成 29年 9月 26日 

(10:00～12：00） 

場所：ゆうゆうセンター 2階 

体験学習室 

→ 

参加者数：12名 

内容：交野警察による DVDを使っての交通安全 講習 

     エコドライブのキーポイントの説明 

     エコ運転の体験談 

  

交野の天然の涼み処写真展 

 

日時：平成 29年 10月 23日～

10月 31日 

場所：交野市役所別館 1階  

ロビー 

→ 
交野市内 12か所の気温・湿度の測定結果と 

市内涼み処の写真の展示 



 

    平成 29年度 交野市環境基本計画推進会議 事業報告 
        

1 分野等 まちづくり分野 

2 今年度目標 「自転車の似合うまちかたの」に向けての調査 

3 目標到達度 

・市内の道路における自転車走行の危険個所をピックアップし、市道・府道の 

  自転車走行環境の整備にむけて他市の事例などを調査した。 

・府・市の関連部署とヒアリング、意見交換等を実施した。 

・ワークショップ講座により自転車の走行環境整備の重要性を市民へ発信した。 

4 実施プロジェクト ・自転車の似合うまち・かたの 

5 実施事業 「事業名」「内容」 6 事業結果 （回数・参加者数・成果など） 

  

「サイクリングルート探検隊」 

 

日時：平成 30年 2月 15日 

(10:00～12:00） 

場所：ゆうゆうセンター 2階  

体験学習室 

→ 

参加者：7名＋スタッフ 5名 

内容：前半；自転車を視点にした「まちづくり」の 

        取り組みの説明と市内を巡るサイク 

        リングルートをグループで作成 

       後半；自転車走行の基礎知識の確認と 

        ゆうゆうセンター周辺を自転車で 

        実走しルールを体感。 

 


