皆さん、ひらかたエコチェック DAY に参加しましたか。現在、続々と記入みエコチェックシート
が事務局に届いています。ひらかたエコチェック DAY 舞台裏を少しご紹介します。
エコチェック DAY はひらかた環境ネットワーク会議が行う温暖化対策の一つとして取り組んでい
る事業です。事業を進めるにあたり、昨年度からチームを作り、毎月 1、2 回の会議を重ね進めてお
り、毎回活発に話し合いが行われ、メンバーからは多くの提案や意見が出されています。
このチームは市民・事業者・行政の 14 人(団体)で構成されています。それぞれの立場の強みを活
かし、正に“協働”で温暖化対策に取り組んでいる事業です。そして、このことが評価され、11 月
6 日(土)万博公園にて開催された大阪府地球温暖化防止活動推進センター主催の「なにわの STOP!温
暖化大作戦大阪大会」では優秀賞を受賞することができました。
これを励みにさらにこの協働型温暖化対策事業を発展させ、枚方市を環境先進都市・温暖化防止
活動推進都市に近づけ、ゆとりと潤いある枚方にできるようがんばりたいと思います。
皆さんのご協力、ご支援を今後ともよろしくお願いします。
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全校生徒が取り組む
学校が増えた

大学の学祭で
シートを配布した
今回は協賛企業が
大幅アップ！22 企業が参加

私立保育園からも

学校・コミュニティ・

たくさん協力が！

企業の参加が増えた

気になるエコチェックＤＡＹの報告はエコフォーラム2011で行います。詳しくは隣のページをご
覧ください。なお、エコチェックＤＡＹ事業は今後、集計報告書作りとまだまだ続きます。
「協力し
てもいいよという方は事務局までご連絡ください。よろしくお願いします。

◆ご協力いただいた団体一覧◆

【共催】枚方市
【協力】枚方市地球温暖化対策協議会
【後援】枚方市教育委員会
【協賛団体】大阪ガス㈱、恩地食品㈱、㈱学運堂書店、関西医科大学
付属枚方病院、関西リサイクルシステムズ㈱、北村みそ本家、共栄産
業㈱、京都信用金庫、㈱ケイ・キャット、呼人堂、コマツ大阪工場、
全労済共済ショップ枚方、㈱たまゆら、ネッツトヨタ大阪㈱ネッツタ
ウン大阪くず葉、農園杉・五兵衛、㈱初田製作所、樋口メリヤス工業
㈱、枚方宿くらわんか五六市、㈱枚方第一、㈱富士美術、一般社団法
人ホワイトネット未来号、㈱ホワイトマックス
【協力団体】
＜枚方市地球温暖化対策協議会 会員団体＞
イズミヤ㈱ くずはモール店、㈱大阪ミツカン 大阪工場、㈱近鉄百
貨店 枚方店、㈱クボタ 枚方製造所、㈱くらこん、㈱京阪流通シス
テムズ（KUZUHA MALL）
、㈱サンエスモータース、㈱ダイサンエンター
プライズ、㈱タイヨー運送、㈱ナカキン、㈱西川造園、㈱ビオルネ、
㈱ヤマジ、関西電力㈱ 枚方営業所、北大阪商工会議所、京セラミタ
㈱ 枚方工場、京阪電気鉄道㈱ 、京阪バス㈱ 、コマツゼネラルサー
ビス㈱ 大阪支店、サンレー冷熱㈱、生活協同組合おおさかパルコー
プ、誠信建設工業㈱、タイロン㈱、司電機産業㈱、トーホー工業㈱ 大
阪工場、日本珪砂㈱、日本精線㈱枚方工場、日本電音㈱、ネッツトヨ
タ新大阪㈱、枚方雇用開発協会、枚方信用金庫、保証運輸㈱、ホソカ
ワミクロン㈱、ユニオンケミカー㈱、理研ビタミン㈱大阪工場、㈲ケ
イ・トラスト
＜大学＞大阪工業大(枚方キャンパス)、大阪国際大、関西外国語大(中
宮学舎・穂谷学舎)
＜高校＞府立枚方なぎさ高

＜小学校＞さだ小、香里小、開成小、五常小、春日小、桜丘小、山田小、
明倫小、殿山第一小、殿山第二小、樟葉小、津田小、菅原小、氷室小、
山之上小、牧野小、香陽小、招提小、樟葉南小、磯島小、さだ西小、樟
葉西小、西牧野小、さだ東小、津田南小、樟葉北小、菅原東小、山田東
小、藤阪小、平野小、東香里小、伊加賀小
＜幼稚園＞枚方幼、香里幼、樟葉幼、高陵幼、殿山第二幼、さだ幼、桜
丘幼、津田幼、樟葉南幼、さだ西幼、田口山幼
＜保育園＞青桐保、宇山光の子保、ギンガ保、くずはあけぼの保、第2
長尾保、津田保、常称寺保、中振敬愛保、光の峰保、枚方たんぽぽ保、
船橋保、まりも保、三矢ゆりかご保
＜地域＞菅原東校区コミュニティ協議会、明倫校区コミュニティ協議
会、北片鉾自治会、北船橋町自治会、楠葉朝日住区自治会、楠葉台自治
会、楠葉美咲 3 丁目自治会、楠葉美咲 2 丁目自治会、楠葉美咲 1 丁目自
治会、楠葉面取 1 丁目自治会、咲が丘自治会、新船橋本町自治会、くず
はセンチュリータウン住民の会、田村住宅自治会、くずはタワーシティ
自治会、楠葉並木自治会、西船橋自治会、ネオライフ樟葉自治会、花園
南連絡協議会、東禁野自治会、樋之上住宅自治会、樋之上町自治会、船
橋二の宮自治会、船橋本町自治会、船橋本町 2 丁目自治会
＜店舗＞カラオケ喫茶「夢」、くらわんかギャラリー、マニカフェ、ロ
イヤルホスト枚方店、MogaJogaDINING
＜各種団体等＞天の川を清流にする会、彩 、(特活)エコ・スマイルひ
らかた、㈱エフエムひらかた、大人の算数教室、(特活)北大阪経営支援
マスターズ、国際ソロプチミストー枚方・中央、(特活)コーチーズ大阪 、
㈱コミュニティスタイル 、(財)自然農法国際研究開発センター、枚方
市消費生活センター 、(特活)森林ボランティア竹取物語の会、長尾ま
ち美化委員会、(特活)日本ウミガメ協議会、枚方いきもの調査会、 (特
活)枚方エコサイクル、枚方桜花ライオンズクラブ、(特活)ひらかた市
＜中学＞第三中、第四中、津田中、枚方中、中宮中、招提中、楠葉中、 民活動支援センター、枚方市民菊人形の会、枚方食品公害と健康を考え
る会、(財）枚方市緑化協会 、(社）枚方青年会議所、(特活)ひらかた
楠葉西中、東香里中、長尾中、杉中、渚西中、さだ中、長尾西中
地域通貨ひらりの会、(特活)ホース・フレンズ、ＮＡＣＳ－Ｊ自然観察
指導員大阪連絡会

ご協賛・協力くださった皆さま本当にありがとうございました。
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今回で 5 回目となるエコフォーラムを、今年度
も枚方市との共催で 2011 年 2 月 5 日にメセナ枚
方にて開催します。環境活動や環境問題に取り組
んでいる市民や市民団体、事業者が、年に 1 度、
一堂に会し、活動交流や意見交流を行うことで、
昨年の受賞式の様子
↓

環境問題について改めて考える場にすることを
目的に開催するものです。
午前の部は例年同様、環境表彰が行なわれま
す。環境の各分野で頑張っている学校や園、市
民・市民団体、そして事業者の表彰が行われます。
また今年は、地産地消から環境を考えてもらお

午後からは、エコチェック DAY の中間結果報告に

うと、枚方の名産品の試食もご用意しました。

始まり、たい肥作り講習会やクラフト教室、環境

そして何と言っても今年の目玉は｢わいわい！

紙芝居に環境クイズ等盛り沢山な企画を用意し

環境市民トーク｣と題した、参加型の意見交流会

ています。

です。枚方市内では、市民団体、事業者、そし
て行政もそれぞれ頑張って環境問題に取り組ん
でいます。しかし案外市民に知られていません。
そこで、環境問題に対してどのような取り組み
が行なわれているのか、どのような活動がなさ
れているのか、話を聞いてみたいと思います。
まずは知ることから始めましょう！ぜひ、ご参
加を！

10 月 17 日(日)枚方市市民会館と岡東中央公園を中心に NPO 法人ひら
当団体も「オ
かた市民活動支援センター主催の NPO フェスタが開催され、
ーシャンズ」上映とブース出展を行いました。
名古屋の生物多様性締約国会議（COP10)の前日ということもあって、
“生物多様性とその具体的取組み”としての温暖化対策を多くの人に知
ってもらおうと、映画上映前にはミニレクチャーも行いました。500 名
以上の来場者のほとんどが「生物多様性について考えるきっかけになっ
た」とアンケートに答えてくれました。
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平成 22 年度第 3 回理事会を、10 月 8 日(金)にサプリ村野で開催しました。理事総数 15 名中 13 名(委
任状出席含む)が出席、鎌田徹理事の成立宣言により開会されました。
4～9 月（上半期）の予算執行状況が事務局から報告された後、鍜治谷知宏理事を議長に議事に移りま
した。はじめに｢枚方版事業仕分け｣の結果について説明を行い、その後「規則の改正の件」について
審議されましたが、審議の結果、運営委員会で再度検討し次回に持ち越すことになりました。

11 月 26 日(金)にサプリ村野で「2 回目の小学校」(主催：NPO
法人ひらかた市民活動支援センター)の講師として、環境教育サ
授
↓業の様子

ポート部会の田中靖之さんが“環境と私のつながり”をテーマ
に授業を行いました。
参加者は、自分たちの生活がどのように環境と関わっている
のか熱心に話を聞いていました。

環境にやさしい公共交通の利用促進を目的
に、路線バスで市内各所をめぐる「バスのって
スタンプラリー」を 10 月 23 日(土)に行いまし
た。今回は 10 回目という節目でもあり、市内各
バスに乗り込む様子
↑

所を探検し、普段気付かなかった事を改めて再
発見してもらおうと「ひらかた探検隊」のテー
マで開催し、環境の取り組みに活躍している企
業、
「コマツ大阪工場」「関西リサイクルシステ

ム
ムズ」にも今回初めて協力して頂きました。136 名の参加者は、受付で渡されたバスの路線図やクイ
ズが書かれたスタンプ用紙等々を手にスタンプポイントを巡りました。今回の最終ゴールは、「ひら
かたパーク」ゲート前に設定し、スタンプの数とクイズ正解数と合わせた点数に応じてくじを引き、
景品をゲット！さらに交通アンケートにお答え頂いた
方には「ひらかた大菊人形～龍馬伝」入場券も渡されました。
枚方市内に多くのポイントを設定
出来た事から、特に小さな子どもには
スタンプを集める事やクイズに回答
する事が楽しかったようで参加者同
士のコミュニケーションもあり、和気
あいあいとした中での楽しいイベン
トになりました。
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電車バスなど交通機関に、これから
もっと乗ってみようと思いましたか？

第２回 ＮＥＸ Ｔ
↓

第１回 枚方市 内見学 会 の 様 子
↑

見学会の様 子

21

今年で 4 回目となる「ひらかた自然エネルギー学校」を 9 月 26 日より開講し、3 回にわたり 31
名の受講生の参加がありました。今までと違い、前半は講座形式、後半は移動して直接現場を見
学するというスケジュールにし、前半の内容がより分かりやすいように工夫しました。また、セ
ミナーの内容を自然農園も楽しめる企画を入れたりして工夫したことや、広報に力を入れたこと
もあって、家族連れや箕面からなど遠方からの参加者もあり、受講生もスタッフも今までで一番
手ごたえのある活気溢れたセミナーとなりました。

実際に現場を見て
省エネが身近に
第３回穂谷自然農園市長を囲んでの集合写真
↑

受講生
髙田豊子さん
友人から省エネの話を聞いた
のをきっかけに、自然エネルギ
ーに興味を持つようになり、今
回初めてこのセミナーに参加し
ました。以前から見たかった個

今後に向けては、穂谷の自然の中で、生ごみのたい肥
化にミニ小水力発電や太陽光発電を利用できないかを検
討中です。そこを、新たな自然エネルギースポットとし
て広く市民に PR することで、自然エネルギーに対する理

人では入れない NEXT21 を見学
したり、穂谷自然農園の様子を
見て「こんな暮らし方もあるん
だな」と初めて知り、自分の暮
らしの中で省エネに取り組むい

解と普及が図れたらと考えます。
今回の受講生の中に、このプロジェクトに対して、意
欲ある心強い方々もおり、自然エネルギー部会として一
致団結して自然エネルギーの利用促進に努めたいと願っ

いヒントを得ました。
今後、自分の出来る事から少
しずつでも進めていきたいと思
います。

ています。
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8 月 21 日より 11 月 27 日まで受講
「くらわんか塾」環境
生 16 名を迎え、
教育サポーター養成講座を開講しま
した。今年度は部会活動をより推進さ
せるために行った、部会の運営改革に
基づいて講座を開きました。
8 回にわたる講座を終え、最終的には新規 11 名、更新 6
名が今年度の環境教育サポーターとして認定されました。
今年度の受講生は、企業などでの環境への取り組み経験の
あり、今後のＳ－ＥＭＳへの活動に積極的な参加協力が期
待されます。
また、最終日には新規サポーター、旧サポーター、そし

グループで話し合いの様子
↓

豊富な方が多く、Ｓ－ＥＭＳ審査や現場訪問に大変興味が

て環境教育サポート部会メンバーを含めた総勢 25 名が集
合し、懇親会を開催。日ころの環境活動について意見交換し、それぞれが自己紹介や現在の自分の
活動なども報告しました。
■■■教育サポーター養成講座に関わる改善点■■■
① 従来の講座名「ひらかた環境くらわんか塾」を「くらわんか塾」環境教育サポーター養成講
座と改名
② 一般公募による受講生を対象とした講座を基本として、環境教育サポーター向けの「更新講
座」(隔年開催)を開設。それと共に必須講座の受講及び講座出席度の基準を設けた
③ 環境教育サポーター認定証に有効期限を設け、更新講習受講の必要性を設定

11 月 18 日(金)に地域連帯環境学習の一環として「大阪府立枚方なぎさ高校」で環境出前事業を
実施しました。今回で 6 年目となるこの環境出前授業は、全 1 年生(14 クラス)を対象に「風呂敷
でエコライフを！」
「森林は巨大な炭素の貯蔵庫」など 14 講座を、環境教育サポート部会のメンバ
ーをはじめ、関西電力、京セラミタ、京都信用銀行、大阪ガスなど多くの方々にご協力頂きました。
「枚方市でこのように環境について特に力を入れて授業行っているのはここだけ。生徒にとっては
大変貴重な時間で、将来この体験が役に立つ」と校長先生より感謝の言葉を頂きました。
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枚方市内には健康のため、七夕ゆかりの地を巡るなど、様々な目的を持ってまち歩
きをしているグループや団体があります。まちづくり部会ではそれらのグループ・団
体をつなぎ、連携を取りながら、この取り組みがより大きな取り組みとなるようサポ
ートできないか検討中です。その一歩として「第 1 回まちづくりウォーク“ひらかた
宿場まち再発見ウォーク”
」を計画しています。
そのためにまずはそれぞれのグループ・団体の代表者に集まって頂き、話し合いを予定しています。
どのような計画になるか、乞うご期待！

11 月 13 日(土)に毎年恒例の天の川大清掃に参加しました。
コの吸い殻や空き缶など車窓から捨てたと思われるごみが多く、マナー
の悪さを実感しました。また、今年は大学生や高校生の心強い若いメン
バーも参加されており、活気溢れる大清掃となりました。

天
↓の川大清掃の様子

ひらかた環境ネットワーク会議は川沿いの車道を担当しましたが、タバ

まちづくり部会清掃参加お知らせ
■楠葉中央公園清掃について■
日

時 平成 23 年 1 月 21 日(金)
午前 8 時 30 分～

ボランティアスタッフ募集

集合場所 枚方市役所北部支所

■「エコフォーラム」スタッフ募集■
日 時

駐車場入り口

①2 月 4 日(金) 9:30～

1 時間程度ですのでお時間が

②2 月 5 日(土) 9:30～16:00

ある方はぜひご参加下さい。

※両日とも 3 時間程度から

詳細は事務局まで！

場 所

メセナひらかた

内 容

①搬出、搬入、設営等

プルタブの回収報告

②案内、運営補助、ブース出展等

10 月に開催された「NPO フェスタ」のエコ

ひらかた環境ネットワーク会議を中心とした
地球温暖化対策の活動を市民に知って頂く絶
好の場です！！ぜひ、一緒にエコフォーラム
を盛り上げませんか？お手伝いして下さる
方、事務局までご連絡下さい。

ステーションで回収したプルタブも含め、11
月郵送分は 14.7kg 送りました。今回お手伝い
頂いた大勢の皆様、ご協力ありがとうござい
ました。

このコーナーの情報に関する申し込み、お問い合わせは、ひらかた環境ネットワーク会議事務局までご連絡ください。
☎０７２・８４７・２２８６

会員数 162 名：正会員 147 名（個人 114、非営利団体 21、営利団体 12）
賛助会員 15 名（個人 014、非営利団体 01、営利団体 00）※平成 22 年 12 月 15 日現在
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それゆけエコ企業！！
枚方市地球温暖化対策協議会の会員で地球温暖化防止に積極的に取り組んで
おられる、元気な事業者さんを紹介するコーナーです。
今回は「関西外国語大学 中宮学舎」さんです！

関西外国語大学中宮学舎は、片鉾から 2002 年 4 月に移転し、阪神甲子園球場の約 4.9 個分の広さのキャ
ンパスです。全校舎で自然採光・自然換気を取り入れ、生ごみ処理、雨水・井戸水利用にも積極的に取り組
んでいます。2002 年度に「第 7 回新エネ大賞」
（新エネルギー財団会長賞）を受賞した屋根一体型の太陽光
発電システムをはじめ、自然採光によって室内の明るさを一定に保つ自動調光など、さまざまな省エネ設備
を完備しています。特に驚いたのが「クール＆ヒートチューブ」。これは地中熱を利用した補助的な冷暖房
施設で総延長 800ｍにわたる地下共同溝により、夏の暑い外気を冷やし、冬の冷たい外気は暖めて、導入外
気の負担を軽減すものです。このような設備を整えている施設は少なく、ま
さにエコロジーキャンパスです。
賞
↑を受賞した学生が集う太陽光発電のホール

これだけの省エネの最新施設を持つと、今以上のＣＯ ₂を削減するのは非常
に難しく、簡単ではありません。大学で掲げる「年間ＣＯ₂１％削減目標」を
クリアするには大変な努力が必要です。目標達成に向けた取り組みとして、
毎年職員向けに省エネ発表会を行う
各棟へ繋がる地下の共同溝の様子
↓

ことで、意識啓発を図っています。
そのことで、職員の意識は高くなっ
ています。このように多くの学生に
も環境への関心が高まる事を期待し
ます。

関西外国語大学 中宮学舎
▶住所：〒573-1001 大阪府枚方市中宮東之町 16-1
▶ＴＥＬ：072-805-2801(代)

https://www.kansaigaidai.ac.jp

編集後記

ひらかた環境ネットワーク会議会報「環境ひらかた」第 28 号

明けましておめでとうございます。
今年のひらかた環境ネットワーク会議は、さまざま

平成 23 年 1 月 1 日発行（年 4 回発行）

な難題に出会う事になるのではないかと気が引き締

発行：（特活）ひらかた環境ネットワーク会議

まる思いです。

〒573-0042 大阪府枚方市村野西町 5 番 1 号
サプリ村野内（旧村野小学校）

その一つに、昨年の事業仕分け問題があります。
私たちにとってプラスな面とマイナスな面を含んで

電 話 072-847-2286

います。

ＦＡＸ 072-380-4591

当然のことながらマイナス面はできるだけ小さく、

Ｅメール jimukyoku@hirakata-kankyou.net

プラス面はできるだけ大きくなるようにメンバー全

ホームページ http://www.hirakata-kankyou.net

員で対応しなければなりません。この会報誌がその

発行責任者：丸井 晶子

一助になりたいと考えます。

編集責任者：廣田 武司
(田中晃 記)

この会報誌は古紙再生紙・ソイインクを使用しています。
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