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あいさつ 

「平成」最後の交野みどりネット NEWS です。 

皆様いかがお過ごしですか。 

今年の冬は例年に比べて暖かかったように思います。 

また、予報では桜の開花も早いとのこと。年々季節感が薄れていくようで、これらは気候変動の影響で

しょうか。 

交野みどりネット運営委員会では４月２５日（木）の総会に向けて、準備を進めています。 

総会後に『わいわい交流会』を予定していますので、多数ご参加くださいますようお願いいたします。 

（内容はお楽しみに♪）                  （交野みどりネット代表：玉井 八恵子） 

 

おりひめ給食センター見学会  

日時：平成３１年１月３０日（水） １０時～１２時 

集合場所：ゆうゆうセンター～（バスにて移動）・おりひめ給食センター 

参加人数：３４名（市民１３名、交野みどりネット会員２１名） 

     環境衛生課３名 

内容：寺本給食センター所長からパンフレットをもとに施設説明を受けた後、2班に分かれて施設内を

見学。その後、給食の試食（当日のメニュー：減量菜飯、あんかけうどん、大和煮、牛乳） 

 

【施設の取り組み】 

・3 台のボイラー設置（通常 2台稼働）で、最大 7,000 食の調理が可能。 

・野菜の下処理では 3 層の水槽で必ず３回洗浄を行う（キャベツは１枚ずつ洗うなど徹底）。 

・食器は９５℃の熱風で２時間乾燥させる。 

・アレルギー専門調理ができる個食調理室の設置。 

・災害に強いセンターを目指し、停電対応型コージェネレーションシステム（※）を導入。停電時の調

理が可能となり、温かい非常食（1,500食）を提供できる。 

（※コージェネレーションシステムとは都市ガスを燃料に電気と熱をうみだし、これを利用すること

交野みどりネットＮＥＷＳ 

VOL. 24 

 

      2019/3/13 発行 

2014/11/19 発行 



2 

 

で省エネルギー・環境負荷低減に貢献。） 

・消滅型生ゴミ処理設備も導入され、できた液肥は市内の農業生産者に提供。 

 

【参加者の感想】 

・アレルギー対応はこれからも増えてくるでしょうから、頑張って頂きたい。 

・環境への配慮だけでなく、災害時の対応も見据えたすばらしい施設であることがわかった。 

・ＨＡＣＣＰ導入で安心・安全な給食が提供できる。 

・児童・生徒の満足度調査（残渣率で評価する以外にも）の導入等でメニューを検討してほしい。 

・交野市の給食に取り組まれている先端の様子がわかる説明を受ける場で良かった。 

・普段子ども達が食べている給食を体験できて良かった。 

・1 か所で作られていることの大変さが痛感できたが、もし何か大きな事故があれば…と考えると今

後の課題では。 

・ゴミ処理のことも聞き、まさにエコだなと思った。 

・衛生面の徹底のすばらしさを実感した。（安全・安心の二重・三重の管理チェック） 

・給食センターで色々な災害時対応や環境問題に取り組んでいることがわかった。 

・安心・安全だけでなく、ゴミ処理施設もあり、エコにつながっており、いいなと思った。 

 

 

 

     

寺

        

寺本給食センター所長からの説明      普段子ども達が食べている給食を試食 

 

自然環境部会  

〇 里山保全活動 

・奄山(えんざん 星田 9丁目) 

…基本的に第３水曜日・第４日曜日 

・私市小久保川沿い…基本的に第１土曜日 

 

最近は大学生も含め、参加者 15名前後とにぎやか

に活動をしています。 

広報による「里山ボランティア募集」で参加者が増   

え、活気がでています。 

 寒い冬でも、体を動かしていると汗が出るほど。 （奄山） 大学生も楽しく参加！ 
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奄山に物置を設置し、ヘルメットなど保管できるようになりました。 

興味のある方はぜひご参加下さい。 

 (連絡・お問い合わせは 環境衛生課０７２－８９２－０１２１ まで) 

                            

〇 里山大好き観鳥会 

日時：平成 31 年 2 月 3日(日) 9：00～１4：00 

集合場所：私市駅前 

参加人数：18 名 （内スタッフ 3名） 

コース： 私市駅 - すいれん池 - くろんど池 - 野外活動センター - 傍示の里-天田神社 

今回は、多くのイベントで同じようなコースをたくさんの団体が動いたので、鳥の方が驚いて、な

かなか姿を見せてくれませんでした。 

しかし、嬉しいことに、くろんど池で水鳥の姿も観察でき、３０羽の鳥を観察することができまし

た。参加者からは「ヨシガモのコバルトグリーンの首の色が、陽に輝いていて美しかった。」「スコー

プで覗いたモズの姿が生き生きしていて可愛かった。」などの感想があり、日常では見られない鳥の姿

を観察できました。 

 

〇 交野しぜんしらべたい 

毎月の観察調査会には市民の方も含めて１２名ほど。調査結果についてはホームページに随時アッ

プしていく予定です。今後も観察調査会を行います。日程などは「広報かたの」交野やみどりネット

のホームページで確認してください。 

 

 ①12/10（月）星田園地 やまびこ広場より向こう  

 ②1/22（火）白旗池から展望台あたりまで 

 ③2/21（木）天の川沿い 

  ④3/18（月）大池、ため池周辺 (3 月号広報掲載)  

 

 

エネルギー部会・まちづくり部会 

○「自動車と自転車の安全・安心運転」 

自動車利用者と自転車利用者、各々の視点から安全でエコな利用を考えるため、エネルギー部会とま

ちづくり部会合同の講座を開催しました。 

日時：平成 31 年 2 月 21 日(木)10：00～11：50 

  場所：ゆうゆうセンター 3 階 研修室 

  参加：25 名（内スタッフ 8 名） 

 

◇講座内容 

 １）「自転車って何？」（まちづくり部会 清水） 

   自転車のすごさ・楽しさ・安全な利用について、経験をベースに具体例をお話ししました。 

  特に、自転車走行環境の整備や自転車走行レーン設置の重要性をアピールしました。 

カラタチバナ 
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  あわせて、まちづくり部会のビジョンと取組について説

明し、市民みなさんの理解と協力をお願いしました。 

２）「自転車の安全に対する交野市の取組」 

（交野市危機管理室 松本） 

危機管理室の所管分野の一つである、交通安全。 

その中でも自転車の安全確保に対する市の取組概要を説   

明して頂きました。小学校における子供自転車教室や高 

齢者向け自転車講習会などの取組、啓発チラシ等の配布 

など、改めて参加者は危機管理室の活動に注目しました。 

 

３）「自転車の安全と走行ルール」（交野警察 久保田警部補） 

  大阪府下や交野市の交通事故の実態報告に加えて、自転車事故の詳しい状況をお聞きしました。 

 特に、自転車走行について、事故の具体例をまじえて交通法規の詳細を解説して頂き、安全走行へ

の心構えを新たにしました。 

  参加者からも、ルールに対する質問や道路環境に対する要望等活発な意見が出されました。            

（清水記） 

                                

エコ生活部会 

○「冬のエコなクッキング」講座開催  

日時：平成３１年２月７日（木） １０時半～１２時半 

集合場所：ゆうゆうセンター調理室 

参加人数：３５名（市民１９名、交野みどりネット会員２名、

スタッフ１４名） 

メニュー：ふろふき大根・のっぺい汁・小松菜の煮びたし・サ

ツマイモの茶巾絞り・昆布と鰹節のふりかけ・白飯 

内容：初めに「環境学習」を行いました。そこで気候変動の話

から日常生活の中でできる生ごみの減量、必要最低限の買い物、省エネを考えた調理方法など

について学び、先に学習した内容を元に調理実習を行いました。 

 

【参加者の感想】 

・大根の皮やだし昆布を捨てずに上手に利用して、美味しい一品になり、勉強になった。 

・ご飯とサツマイモを一緒に炊くのもエコで時短ですね。 

・家でもやってみます。・エコを考える良い機会になりました。 

・保温をすると食べるまで温かくて良かった。 

・今までもったいないことをしていたと反省。 

 

エコ生活部会では、参加していただいた方から地域の

皆さんに「エコなクッキング」の良さを広めて頂きた

いと願っています。 

今回のエコなポイント 

☆地場産・旬の野菜を使用！ 

☆サツマイモとごはんを炊飯器で時短！ 

☆調理後新聞紙と風呂敷で保温！ 
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○「気候変動と私たちのくらし」講座開催  

日時：平成 31 年 3 月 1日（金） 10：00～12：00 

場所：ゆうゆうセンター 研修室 

講師：（有）ひのでやエコライフ研究所 鈴木靖文さん 

参加人数：22 名（内スタッフ 6 名） 

◇講座内容 

はじめに世界と日本の気候変動による状況や、日本   

と世界の環境の取り組みの違いなどを学習しました。  

例えば、『レジ袋』は日本ではようやく有料化を検討し 

ている段階だが、世界では制限を設けたり、禁止令を 

出したりしている国が多数あるなど、脱石油に向けて取り組んでいるとのことでした。 

日本では、企業が率先して環境に配慮した取り組みを進めています。日々進歩している技術をうまく

取り込み、日常生活における省エネの工夫、考え方など多岐にわたるお話でした。 

  最後に「便利になることの代償は結局自分たちが負うことになる」ということを心に留め、「がん

ばって省エネに取り組む」のではなく、「豊かになるために」と話されました。 

参加者から「興味深い話ばかりで、あっという間に時間が過ぎてしまいました。」「まだまだ自分に

できることがたくさんあることに気づきました。」などの感想がありました。                    

       

 

運営委員会を下記の通り開催しました 

日時： ２０１９年１月７日（月） １３：３０～       場所：市役所別館１階みんカフェ 

 ２０１９年２月４日（月） １３：３０～ 

 ２０１９年３月４日（月） １３：３０～ 

 

主な議題：会計（２０１８年度決算・２０１９年度予算）について 

  ２０１９年度総会について 

  広報（はっぱ通信）について 

会議日程（２０１９年） 

〈運営委員会〉               〈自然部会〉  

４月１日（月） １０：３０～                ４月４日（木） １３：３０～ 

４月９日（火） １３：３０～           ５月９日（木） １３：３０～ 

５月７日（月） １３：３０～           ６月６日（木） １３：３０～ 

〈エコ生活部会〉                       〈まちづくり部会〉 

３月１４日（木） １３：３０～             ３月１８日（月） １４：００～ 

４月１７日（水） １０：0０～          ４月１７日（水） １０：３０～ 

〈エネルギー部会〉                 〈広報担当者会〉 

  ４月１１日（木） １０：００～                ４月２日（火） １０：００～ 
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イベントカレンダー 

●自然環境部会 

４月１７日（水）・２８日（日） 里山整備ボランティア募集～「一緒に竹を伐りませんか？」 

４月１８日（金） 里山大好き観察会～「カスミ桜を見に行こう！」 

４月２３日（火） 交野しぜんしらべたい～「いきもの観察調査会」くろんど園地方面 

４月２７日（土） 「里山を遊ぼう！」 ～竹伐り体験・簡単工作 

５月２５日（土） 交野しぜんしらべたい～「虫・草をしらべよう！」～私市植物園及び近辺 

６月７日（金）  里山大好き観察会「ササユリを見に行こう！」 

６月８日（土）・９日（日） 未来の里づくり講座 

 

●エコ生活部会 

５月１７日（金）・２２日（水） みどりのカーテン大作戦「ゴーヤを育てよう」 

 

●まちづくり部会 

５月５日（日） サイクリングルート探検隊～サイクリングツアー 

「新緑の植物園へポタリングに出かけよう！」 

 

 

申し込み等の詳細は「広報かたの」や、交野みどりネットホームページにて 

随時お知らせしていきますので、ぜひご参加ください。 

            

 

 

みどりネットＨＰ http://midorinet.main.jp 


