平成 30 年度

交野市環境基本計画推進会議

事業報告

平成 30 年（2018 年）4 月 1 日～平成 31 年（2019 年）3 月 31 日

■普及啓発活動
平成 30 年（2018 年）12 月 2 日（日） 第 5 回里山大好きウォークラリー（ほしだ園地）
→参加者数 315 名
平成 31 年（2019 年）3 月 10 日（日） 環境フェスタ in 交野 2019 展示
■環境教育活動
平成 30 年（2018 年）

11 月 19 日（月） 私市小学校 4 年生 「竹の授業」と竹伐採体験学習
11 月 21 日（水） 私市小学校 4 年生 「竹の工作」
私市小学校 4 年生 2 クラス 62 名
（交野ゆうゆう会より応援 11/19→8 名、龍谷大学生参加 11/19→6 名、11/21→1 名）

■会員交流活動
平成 30 年（2018 年）4 月 24 日（火） 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 30 年度 交野市環境基本計画推進会議 事業報告
1 分野・等

全体

２ 実施事業

交野みどりネット講座

３ 実施事業

「講座名」「内容」

４

事業結果 （参加者数・成果など）

「四交クリーンセンター」見学会
→
日時：平成 30 年 10 月 29 日（金）
9 時～12 時
場所：四交クリーンセンター

参加人数 28 名(内みどりネット会員 13 名)

「里山再生といきもの」
日時：平成 30 年 10 月 30 日(日)
10 時～12 時
場所：交野市役所 別館 3 階 中会議室
講師：龍谷大学政策学部 准教授
谷垣 岳人氏
「交野市の ゴミについて」
～このゴミって何ゴミ？

→

→

自然環境分野参照

エコ生活分野参照

日時：平成 30 年 11 月 30 日(金)
13 時半～15 時半
場所：ゆうゆうセンター 2 階 集団指導室
講師：環境事業課 職員
「おりひめ給食センター」見学会
→
日時：平成 31 年 1 月 30 日(金)
10 時～12 時
場所：おりひめ給食センター

参加人数 34 名(内みどりネット会員 21 名)

平成30年度 交野市環境基本計画推進会議

事業報告

分野等

自然環境分野
里山を知ろう・里山大好き 観察会4回 交野の未来の里つくり短期講座2回実施
実践！里山保全活動 3回/月（7,8月除く）の実施
今年度目標
生き物いっぱい 豊かな川作り 川の保全着手 生きもの調査着手
観察会３回（雨天のため１回中止） 講座 ２回4日実施
実践活動活動（星田、奄山、私市ふれ合いの森、小久保川）の実施
目標達成度
小久保川（私市堰堤内）整備着手10月
交野いきものしらべたい 4/26発足と1回/月（8月除く）活動開始
年間動員総人数 ５18人 会員 215人 非会員303人（2月末）
里山を知ろう・里山大好き
実施プロジェクト
実践！里山保全活動
生き物いっぱい 豊かな川作り
実施事業 「事業名」 「内容」
事業結果（回数・参加者数・成果等） 2月末現在
市民対象 里山大好き観察会
第1回 4/22交野のヤマザクラ観察会
第2回 6/6 ササユリ観察会（雨天中止）
第3回 10/23 秋の木の実観察会
第4回 2/3 冬の観鳥会

計画4回のうち実施3回（第２回は雨天中止）
⇒参加人数 合計 ６６人
会員 １９人 非会員 ４７人
（第1回 20人 第3回 9人 第4回 18人）

かたの未来の里づくり講座の開催
参加人数 合計 32人
7期 4/14・15みどりネットについて 里山と保全と実体験 ⇒ 7期 3人、1人 8期 1人 受講生 計 ５人
5/12 安全指導 竹の伐採、刈払機、チェンソー体験
龍谷大学生2名（含む）
8期 11/10・11/11 実践里山作り体験
会員 27人
自然環境保全実践活動
活動地・私市ふれあいの森・奄山ふれあいの森
・星田ふれあいの森 ・小久保川
定例活動日 各月第1（土） 第3（水） 第4（日）
・4/7 私市、18奄山 、22奄山、星田 竹林整備
・5/16 奄山、 27奄山、 活動地の探索 竹の伐採
・６/２ 星田、20奄山、24奄山、星田、竹伐採草刈り
・7/18 奄山、
竹の伐採 草刈り
・9/19 奄山、 23奄山、
竹の伐採
・10/6 小久保川 川の枯れ竹整備
・11/3 星田工作準備 25奄山 竹の伐採
・12/1 小久保川、19奄山、23奄山、星田、竹林整備
・1/16 奄山, 27奄山、星田、 物置設置 竹林整備
・2/2 小久保川、20奄山、24奄山、星田、竹林整備
・3/2 小久保川、20奄山、24奄山、

・活動地新規取り組み
4月～奄山ふれあいの森
10月～小久保川（私市ふれあいの森終了）
・龍谷大学生の活動への参加（講座からの発展）
次年度も継続参加確認済み
⇒ ・本年度の新規の参加者（学生を除く）
講座から
２名
広報・立看板等募集
６名 計８名
活動結果
・活動日数 24日 回数 30回＋特別2日2回
（私市1回 奄山18回 星田7回 小久保川4回）
参加人数 合計 222人
会員
１2０
新人
37
非会員
8
大学生
52

特別活動（駐車場借用お礼）
・10/２日平和台霊園駐車場倒木処理
・2/2３日松寶寺竹林整備（檀家協同）
生きものいっぱい！豊かなかわつくり
・小久保川の整備に着手

枚方土木事務所より使用許可を得る
⇒
当面砂防堰堤内の竹等の伐採、整備を優先

交野いきもの調査
市民参加「交野いきものしらべたい」の発足と活動開始
（調査対象 草本、木本、昆虫、鳥、川の生きもの、動物他）
5/29 、6/28 、12/10星田園地 9/26機物神社～
⇒
いきものふれあい
10/29星田駅北側
11/２７いわふね～傍示 １２/22倉冶⇔いきものふれあい
２/21天の川 3/18星田～妙見
その他
講座「里山再生といきもの」
日時：平成30年10月28日（日）10：00～12：00
場所：市役所別館 3階 中会議室
講師：龍谷大学 政策学部 准教授 谷垣 岳人氏

参加者 （2月末現在）
合計 193人 会員 57人 非会員 136人
意見交換会 ４回/年 会員 24人 非会員６6人
調査実践
9回/年 会員３３人 非会員70人

⇒ 参加者 28名

平成30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133名の参加があった（写真ギャラリーの参加者を除く）
・省エネを実践することにつながった

【やる気がでるエネルギーダイエット】
4 実施プロジェクト 【環境学習の場をつくろう！】
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】
5/17、5/22「みどりのカーテン大作戦」講座
・ゴーヤの植え方、育て方を学ぶ講習会
の開催（星田会館、市役所別館の2会場）

・参加者数 57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】
8/2「夏休みエコな親子クッキング」
・環境学習と調理実習を実施

・参加者数 29名
→ ・親子で参加することにより、家族で省エネやエコな
クッキングに取り組めるようになった

事業名【やる気がでるエネルギーダイエット】
8/28・8/31「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 4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】
9/7～9/13、9/14～9/19、9/20～9/26
みどりのカーテン「写真ギャラリー」巡回写真展
・星田会館ロビー、星の里いわふねロビー、
市役所 別館ロビーの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【環境学習の場をつくろう！】
11/30「交野のゴミ」講座
・交野市環境事業所職員による交野市でのごみの
出し方についての講座の開催

・参加者数21名
→ ・現場の職員から話を聞くことで、ゴミの出し方につ
いて改めて市民に周知できた

事業名【やる気がでるエネルギーダイエット】
2019/2/7 「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 21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

事業名【やる気がでるエネルギーダイエット】
2019/3/1「気候変動と私たちのくらし」
講師：（有）ひのでやエコライフ研究所鈴木靖文氏
・地球温暖化・気候変動について学び、身近な
省エネの具体例を聞く講座の開催

・参加者数 22名
→ ・世界の情勢や身近な省エネまで暮らしにつ
いて幅広く学び、実践する人が増えた

平成30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

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。

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

5 実施事業

「事業名」「内容」

太陽光発電活用実証試験
ミニ太陽光発電装置による農園給水実証試験
日時：平成30年4月20日（13:00～14:00）
場所：交野市森南 農園

ミニ太陽光発電体験セミナ
日時：平成30年8月1７日 (1３:30～16：30）
場所：交野市役所別館３階 中会議室

ミニ太陽光発電体験セミナ
（災害による停電時のミニ太陽光発電体験会）
日時：平成31年3月19日 (10:00～12：00）
場所：交野市役所別館３階 中会議室

エコドライブセミナー
日時：平成30年9月14日 (10:00～12：00）
場所：ゆうゆうセンター 体験学習室

エコドライブセミナー
（「自動車と自転車の安全・安心運転」）
日時：平成31年2月21日 (10:00～12：00）
場所：ゆうゆうセンター 研修室

6 事業結果 （回数・参加者数・成果など）
参加者数：５名
内容：貯めた電気を使って、水路から約３５ｍ離れ
→ た家庭菜園の給水タンクに給水。給水量は
１時間あたり約１６０L。実用上、問題のない
給水量であった。
参加者数：11名
内容：まず、地球温暖化防止と太陽光発電のしく
み
→
を基本を学習。その後、太陽光発電キットを組立。
実際に太陽光をあてて発電。貯めた電気で
LED照明点灯、給水ポンプ作動体験。
参加者数：８名
内容：まず動画で、地球温暖化を学習。その後
ミニ太陽光停電キットを組立。停電時に、貯めた
→ 電気は熱ではなく、照明やスマホなど電力として
使うことを体験。参加者の方から、温室の照明
としてミニ太陽光発電を採用したいという要望あ
り。
参加者数：21名
内容：エコドライブのコツとエコカーの現状を学
→ 習。、
その後、交野警察の方により交通安全講習

参加者数：25名
内容：自転車のすごさ・楽しさ・安全な利用に
について、体験をベースに具体例を解説。
「自転車の安全に対する交野市の取組」
→
（交野市危機管理室）を紹介。その後、交野警察
の方から、「自転車の安全と走行ルール」について
学んだ。

平成30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」「自転車のマナー向上大作戦」に向けての調査・講座開
催

3 目標到達度

4 実施プロジェクト
5 実施事業

・市内を巡るサイクリングツアーを２回行い、自転車や道路への関心を高めた。
・講座の開設で自転車の安全・安心・楽しい乗り方の啓発活動を行い、まち
づくり部会のビジョンをＰＲした。

「自転車の似合うまちかたの」
「自転車のマナー向上大作戦」
「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」ｖｏｌ．１
ぶどう狩りサイクルツーリング
日時：平成30年７月２１日(10:０0～15:00）
集合場所：いきいきランド交野 正面広場
コース：いきいきランド→神宮寺ぶどう園→
倉治公園→市内名所めぐり

参加者：１７名＋スタッフ７名+ヘルプスタッフ４名
→

「サイクリングルート探検隊」ｖｏｌ．２
みかん狩り＆市内名所を巡る自転車散歩
6
（ポタリング）に出かけよう！
日時：平成30年１１月２５日(10:０0～15：３0）
集合場所：いきいきランド交野 正面広場
コース：いきいきランド→神宮寺みかん園→
倉治公園→市内名所めぐり

連日３５度以上の猛暑日が続いており、
当日も３６度の予想であったため、予定
コースを大幅に短縮した。

参加者：２３名＋スタッフ８名+ヘルプスタッフ３名
→

交野市内の名所を市民に周知することと
合わせて、自転車の楽しさをツアーを通じ
て伝えることができた。

参加者：１７名＋スタッフ８名
「自転車と自転車の安心・安全運転」講座
日時：平成3１年２月２１日(10:０0～１２：００）
場所：ゆうゆうセンター ３階 研修室

→

まちづくり部会・交野市危機管理室・
交野警察より車利用者と自転車利用者
の各々の視点から安全でエコな利用を
市民に周知できた。

