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交野市環境基本計画推進会議 
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あいさつ 

何かと気ぜわしい 12月に入りました。皆様、2018年はどんな一年でしたでしょうか。交野みどりネットは、本誌

にありますように、この秋、盛りだくさんの活動に取り組みました。来年も色々な企画が進行中です。 

皆様のより一層のご協力をお願いします。  （交野みどりネット代表：玉井 八恵子） 

 

クリーンセンター見学  

日時：平成３０年１０月２６日（金） ９時～１２時 

場所：交野市役所～四交クリーンセンター（バスにて） 

参加人数：２８名（市民１５名、交野みどりネット１３名） 

     環境衛生課３名 

内容：①四交クリーンセンター職員より挨拶と解説、ＤＶＤ鑑賞(１０分程度)後、施設内見学 

②説明を受けながら、質問にも答えて頂き、色々な作業工程を見学 

③見学後、質疑応答 

Ｑ；総工費は？ 

Ａ；土地代も含め、およそ１４４億円（国からの交付金や２市での建設なので、交野市がすべて負担した 

わけではない。） 

      Ｑ；１日当たりのゴミの量は？ 

Ａ；まだ稼働して１年未満ですので、正確な数字ではないが、月・火曜日が 130t、水・土曜日が 50ｔです 

ので、平均 100ｔ/日ぐらいになる。 

（普通ゴミの量としては交野市の分別方法において可燃ごみの一部が普通ごみで出せるようになり、

昨年度より増えている可能性がある。） 

      Ｑ；前施設より可能火燃量は増えているのですか？ 

      Ａ；前施設より量は減っているが、プラスチックごみ・紙ごみがリサイクルとして資源活用されるようにな 

ゴミの量が減っているため問題はない。 

      Ｑ；施設内の職員人数は？ 

     Ａ；37名(内 16名運転管理) 、27名リサイクル委託 
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      Ｑ；この施設を建設するにあたり、市民からの反対はなかったのですか？ 

      Ａ；ないとは言い切れません。 

施設自体は安全だが、パッカー車の問題（におい・交通量等）など、ゴミの輸送が現在では課題と

なっていると思われる。 

④交野みどりネット 玉井代表終わりのあいさつ 

⑤みどりネット今後のイベントの案内 

 

参加者より：今回の見学について実際に見ることができてよかったという意見多数。 

 

 

 

 

入口すぐのクリーンセンター全体パネル アルミ缶、ビン、スチール缶のリサイクル 

 

 

 

 

ゴミ収集車のゴミ排出場 ゴミ燃焼時の発電量と太陽光発電量 

 

小学校環境教育 （私市小学校 4年生） 

【１日目：竹伐り授業】 

今回は午前中の 4時間をつかわせて頂きましたので、十分に竹伐り時間を取ることができました。 

環境衛生課とみどりネット運営委員会の協力に加えて、里山ゆうゆう会の応援を得て「竹伐りを楽しみながら、
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自然環境保護について知る」授業の目的を果たすことができました。 

 

【２日目：竹工作授業】 

子どもたちはどの子も完成させることができて、うれしそうでした。 

 

 

ウォークラリー  

第６回里山大好きウォークラリーを終えて 

－交野市民の参加が４割に！－ 

星のブランコの人気が急上昇！西日本有数の吊り橋を見ようと、遠くから観光客が押し寄せて、ほしだ園地は

まるで“○○銀座”？状態でした。 

早くからこの情報を耳にしていた運営側としては、気がせき、持ち物の確認が十分でない状態で出かけてしまい、

後から配達していただくなどの手違いも。それでも、大勢の方の臨機応変の対応と支えと協力をいただいて、今

年も大きな事故もなく無事終了することが出来ました。 

参加者からは「内容がとても充実していた」「スタンプを押して楽し

みながら歩けた」「来年も参加したい」「自然を楽しみ、家族の会話も

楽しく・・」「スタッフの対応が親切」等々、の意見や感想が多数寄せら

れました。 

交野市内の参加は「チラシ(学校配布を含む)を見て」が多く、市外の

方では「新聞を見て」が多かったです。日曜日の開催とあって、どちら

も家族の参加が圧倒的でした。 

これからも、反省点を踏まえて、常に進化するウォークラリーでありたいと考えています。 
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自然環境部会  

○里山保全活動 

10月 6日(土) 私市ふれあいの森(小久保川)           

17日(水) 奄山ふれあいの森 ―中止― 

18日(日) 植物園竹林整備 

30日(火）植物園竹林整備 

11月 3日(土) 星田ふれあいの森 

 「里づくり講座」のための伐採と草刈 

    6日(火) 星田ふれあいの森  小学校授業のための竹材準備 

    14日(水) きさいち植物園  小学校授業のための最終準備、溝に橋を架ける 

   

 

○里山大好き観察会 

「秋の植物と木の実ウォッチング」１０月２５日(火)午前９時～午後３時 

雨天中止か迷うあいにくの天気で、参加者は３人にとどまりましたが、その分中身の濃い観察会になりました。

天気の回復は望めないので、スイレン池で折り返して早めの解散にしました。 

 

○「交野しらべたい」が動き出しています！ 

めまぐるしく変化していく環境の中で、交野の“しぜん”で生きる声なき(届かないだけかも)住人たち？にも、そ

の変化の波は押し寄せているはず。今こそ交野の自然を調べる時、と「交野しぜんしらべたい」が立ち上がって、

早、半年が過ぎました。 

早くからこういう取り組みを期待されておられた方々の熱意に支えられて、これまでに意見交換会が３回、合同

調査が５回行われました。 

現在の所、野鳥、昆虫、樹木、草本と調べる対象は違うのですが、同じコースを合同で調査しています。 

この方法の良さは、例えば私は植物しか知らないのですが、「この幼虫は何？」と言うと、すかさず「タケカレハの

幼虫」と答えが返ってくる。 

 自然が立体的に見えてくる気がします。 

一方で、効率を考えると問題も。メンバーで意見を交換しながら、よりよい方法を模索していきたいと考えていま

す。第４回までの結果、おおよそ樹木２２９種、草本３２０種、昆虫・その他の虫１７４種、野鳥３２種。詳しいデータ

は交野みどりネットホームページのブログに掲載しています。ご覧ください。 
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エネルギー部会 

９月１４日ゆうゆうセンターでエコドライブセミナーを実施しました。 

エコドライブのキーポイントをDVDで紹介し、講師の青木さん（一般社会法人、大阪府自動車整備協会）から、

エコカーの現状と未来について事例をあげた説明を聞きました。 

環境規制は厳しく規制されてきており、今後は排ガス問題があるガソリン車のシェアは少なくなり、次世代自動

車（電気自動車など）の普及が進むであろう。しかし、インフラ整備に課題があるとのことでした。 

次に、交野警察の辻川さんより、自転車・自動車を運転するときの注意点として次のようなアドバイスをいた

だきました。 

1. スマホを見ながら運転しない。 

2. 自転車に乗るときはヘルメットを着用する。 

3. ドライブレコーダー取り付けの勧め。 

4. 自転車は車両であるので、原則車道を通行すること  

その後、自動車の安全運転のビデオをみました。 

最後に安全講習カードに、修了印を押していただきました。 

 

 

エコ生活部会 

交野みどりネット講座 『交野市のごみについて～このゴミって何ゴミ？～』 

日時：2018年 11月 30日(金) 14：00～  

場所：ゆうゆうセンター集団指導室 

講師：交野市の環境事業課 職員 

 

当日は 21名の参加でした。 

まず収集の現場で活躍されている職員から、「交野市ごみ出しマニュアル」の冊子をもとに平成 29 年 10 月か

ら変更になった出し方の詳しい話を聞きました。粗大ごみが可燃と不燃に分けられることなく、可燃ごみの多くが

週 2回の燃やすごみ（普通ゴミと言われていた）に出すことができること。有料ごみについて、粗大ごみ処理券の

扱いや、料金の決め方など、冊子に書かれてはいるものの、市民には、詳しく理解されてないことなどの話が中

心でした。 

参加者の多くが、「とても良くわかった」「改めて大変勉強になりました」「小型家電回収ボックスのことは知らなか

ったが、今度利用しようと思う」「昨年のごみ出し方説明会に参加したが、忘れていることがいっぱいあった」と感

想を持たれました。 

質疑応答の時間には、次々と疑問点が出され環境事業所の方の回答、参加者が理解・納得することができま

した。 

最後に、収集の現場から、「ゴミは、片手で持てる重さにして袋の口はしっかり結んで出して」「水切りをして」「作

業員が怪我をしないよう、竹ぐし、割れ物など危険なものは表示して」などのお願いがありました。 

また市民からもマニュアル冊子が見にくい、読み取りにくいので次回は工夫をして下さいという意見がありまし

た。 
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「ゴミの排出抑制でごみを減らそう」、そのために交野

市もいろんな仕組み（一部有料ゴミ）を制定されている

ので、市民がしっかり取り組まないといけないと感じた

講座でした。 

ゴミを減らす工夫をしないと、新しいごみ処理場がで

きてもいずれ満杯になる時が来るかもしれません。使い

切る・もったいないと思う・知恵を絞って転用するなど、

私達ができることをしていきましょう。 （K） 

 

 

まちづくり部会  

サイクリングルート探検隊 

「みかん狩り＆市内名所を巡る 自転車散歩
ポ タ リ ン グ

 に出かけよう！」を開催しました。 

快晴に恵まれた 11 月 25 日「みかん狩り＆市内名所を巡る 自転車散歩
ポ タ リ ン グ

に出かけよう！」を開催しました。当

日は 32名が参加。5グループに分かれて、いきいきランド交野を出発。グループ毎に一列になり、安全な走行を

心がけながら、神宮寺みかん園に到着。 

交野山山麓に緩やかに広がるみかん畑で、みずみずしいみかんの食べ放題です。「みかん狩りは、はじめて。」

「交野でこんなに美味しいみかんがとれるなんて！」など、友人や家族と一緒に交野の味覚を満喫しました。 

そして日当たりのいいみかん園で昼食をとった後、「のんびりコース（6.5km）」と「しっかりコース(8.5km)」に分か

れて、市内名所めぐりに出発です。 

「のんびりコース」は、市内の名刹「須弥寺」を訪ねました。境内の見事な紅葉と、観音堂に収められた十一面

観音菩薩を拝観しました。 

「しっかりコース」は、機物神社へ。そこから、かつて倉治の生活の場であった「洗い場」を見学。その後、教育

文化会館を訪ねました。ここでは建物の由来や交野の歴史をお聞きした後、市の指定文化財となった私部城址

を訪ねました。そして出発地であるいきいきランド交野へと帰ってきました。参加者のみなさんからは、「身近な場

所に、こんな史跡があったのか」など、あらためて交野の歴史や魅力を感じたとの声がありました。 

 

今回 2回目の開催となる「サイクリングルート探検隊」の狙いは、次の 3つです。 

・交野の名産品を知り、味わう、楽しむ機会とする。 

・体験型で自転車走行ルールを学ぶ機会とする。 

・市内の名所旧跡をめぐり、交野の魅力を再発見する。 

 

交野みどりネットでは、環境に優しく、健康づくりにも有効な自転車の利活用の推進に取組んでいます。あわ

せて自転車が安全に走行できるよう道路環境の整備を呼びかけています。これからも楽しい「サイクリングルー

ト探検隊」を企画していきます。皆さんの積極的な参加をお待ちしています。 
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運営委員会を下記の通り開催しました 

日時：2018年 10月 2日（月）13：30～            場所：市役所別館１階みんカフェ 

    2018年 11月 5日（月）13：30～ 

    2018年 12月 3日（月）13：30～ 

 

主な議題：学校環境教室について 

       ウォークラリーについて 

       みどりネット講座について 

       2019年度予算について 

         

会議日程（2019年） 

〈運営委員会〉               〈自然部会〉               〈エコ生活部会〉  

1月 7日（月）13:30～            1月 10日（木）13:30～         1月 21日 （月）10：00～ 

2月 4日（月）13:30～           2月 7日（木）13:30～ 

3月 4日（月）13:30～           3月 7日（木）13:30～ 

 

 〈まちづくり部会〉             〈エネルギー部会〉             〈広報担当者会〉 

 1月 22日（火）13：30～   1月 22日（木）15:00～         3月 4日（月）10:00～ 

 

イベントカレンダー 

●交野みどりネット講座 

1月 30日（水）  施設見学編 「おりひめ給食センター」 
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●自然環境部会  

1月 22日（火）  いきものしらべたい「いきもの観察調査会」 白旗池 

2月 3日（日）  観鳥会「交野の野鳥を見に行こう」 

2月 21日（火）  いきものしらべたい「いきもの観察調査会」 天の川沿い 

 

●エコ生活部会 

2月 7日（木）   冬のエコなクッキング 

3月 1日（金）   気候変動と私達の暮らし 

 

●エネルギー部会 

3月 19日（火）  太陽光セミナー 

 

●まちづくり部会・エネルギー部会 

2月 21日（木）  エコドライブセミナー 自動車と自転車の安全・安心運転 

 

 

詳しくは、ホームページで 

確認して下さい！ 

ご参加お待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 


