令和２年度

交野市環境基本計画推進会議

事業報告

令和２年（2020 年）4 月 1 日～令和３年（2021 年）3 月 31 日

■普及啓発活動
令和２年（2020 年）１１月２９日（日） 第７回里山大好きウォークラリー（ほしだ園地）
→参加者数 186 名
令和３年３月 環境フェスタ in 交野 ２０２１ 展示 →新型コロナ感染拡大防止のため、中止
■「COOL CHOICE」啓発活動
［環境教室］
令和２年（2020 年） 11 月 ２１日（土） 郡津小学校 4 年生 3 クラス
令和２年（2020 年） 11 月 ２５日（水）、26 日（木） 倉治小学校 4 年生 ４クラス
■会員交流活動
令和２年（2020 年）4 月２８日（火） 総会 →書面議決
会員交流会 →新型コロナ感染拡大防止のため、中止
■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、ホームページ

令和２年度

交野市環境基本計画推進会議

事業報告

1 分野等

自然環境分野

2 今年度目標

１ 身近な自然講座 ６回 ・自然調査（交野しぜんしらべたい）の継続実施
２「かたの未来の里つくり講座」６回 活動リーダー育成 ・イベントで里山の理解と体験
３実践保全活動活動実施（３拠点）と会員の知識向上、技能、技術の習得

3 目標到達度

１「身近な自然講座」 新型コロナ感染拡大防止のため中止 ・交野しぜんしらべたい調査7回 例会２回
２「かたの未来の里講座」新型コロナ感染拡大防止のため全中止、
３実践活動、ふれあいの森３拠点（星田、奄山、私市小久保川）活動継続
・イベント、計画４回, 新型コロナ感染拡大防止のため中止 内2回は実践活動日会員のみで実施
参加人数 会員 295名 非会員 60名 合計 355名

里山を知ろう、里山大好き
4 実施プロジェクト
実践！ 里山保全活動
生きものいっぱい！豊かな川づくり
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）

【里山を知ろう 里山大好き】
①身近な自然講座
第１回 4月レンゲ畑で遊ぶ
第２回 5月道端の植物
べる
第３回 8月川の生きものを知る
第４回11月自然材料で工作

第5回 1月 冬の探鳥
第6回 3月 野草を食

全、新型コロナ感染拡大防止のため中止

②自然物調査（交野しぜんしらべたい）
調査活動(7,8月を除く) 10回 例会1回

4、5月新型コロナ感染拡大防止、12月雨天中止
実施回数7回 参加者 会員35名 非会員30名 計65名
市内全域の調査を実施 データーの蓄積ができた
結果の一部を 「広報かたの」8月号に掲載

②かたの未来の里づくり講座（星田ふれあいの森）
交野の里山、竹林の現状理解・竹伐採技能実習
安全教育 竹の工作実習
・９期 5月～10月全６回

全、新型コロナ感染拡大防止のため中止

③市民参加イベントの企画
・4月里山体験
・8月夏休み里山体験
・12月松飾つくり ・2月シイタケ榾木つくり

全、新型コロナ感染拡大防止のため市民募集中止
・12月松飾つくり ・3月シイタケ榾木つくり
実践活動日に会員のみで実施

【実践！里山保全】

活動回数 29回
参加人数 会員197名 非会員30名 合計227名

①活動拠点と活動日
私市・小久保川第１土曜日

奄山ふれあいの森

第3水曜日

星田ふれあいの森 第4日曜日
未来の里づくり講座実習地

特別2月 松寶寺竹林整備（檀家さんとの共同）

①小久保川
活動回数 7回
右岸を中心に竹の伐採 目標のほぼ近くまで達成
②奄山ふれあいの森 活動回数 11回
活動を左側の山から中央に変更
竹皆伐 倒木の処理
③星田ふれあいの森 活動回数 10回
ハリエンジュの伐採 竹林の整備
コナラ３本シイタケ用に伐採
シイタケ榾木26本作る
④松寶寺竹林整備 2/28 1回
・事故なく安全に活動ができた
・チエンソー講習修了者6名、体制ができた

交野里山ゆうゆう会倉治小環境授業・講演会参加
自然環境部会の開催

月1回

第1木曜日

竹伐り指導 11/5,6 9名 講演会1/16 6名 計15名
８回開催（４，５，６、12月中止）

延べ出席

48名
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2 今年度目標

エコ生活分野
・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

・「エコなクッキング」「みどりのカーテン大作戦」の講座をコロナ禍で実施できなかった。
・食品ロスについての座談会で食品の買い方・使い方の意識を変えるきっかけづくりとなった。

1 分野等

【やる気がでるエネルギーダイエット】
【売ってえこ 買ってえこ】
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」

事業名【やる気がでるエネルギーダイエット】
5/15、5/20「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
（ゆうゆうセンター、市役所別館の2会場）
事業名【やる気がでるエネルギーダイエット】
「夏休みエコな親子クッキング」
・環境学習と調理実習

事業名【やる気がでるエネルギーダイエット】
「あ～やこ～やのゴーヤ座談会」

事業名【やる気がでるエネルギーダイエット】
「みどりのカーテン巡回写真展」
下記2会場で写真展を開催
9/3～9/6青年の家1階ロビー
9/7～9/11市役所別館１階ロビー

6 事業結果

（回数・参加者数・成果など）

新型コロナ感染拡大防止のため中止
→ 市内公共施設7か所に苗配布

→ 新型コロナ感染拡大防止のため中止

→ 講座中止のため、実施不可

市内公共施設とまちで見かけた「みどりのカーテン」の
→ 写真を展示した。
青年の家１階ロビー；来場者数 １３６名

事業名【やる気がでるエネルギーダイエット】
「冬のエコなクッキング」
・環境学習と調理実習

→ 新型コロナ感染拡大防止のため中止

事業名【売ってえこ 買ってえこ】
2021/3/22「買った食品捨てていませんか」
場所：交野市役所3階 中会議室
・講師：環境総務課
・環境総務課から食品ゴミの現状について聞き、
食品ロスを減らす工夫について座談会を行う。

捨ててしまいがちな食品の種類や、捨てないための工
夫をグループごとにまとめて発表した。
→ 食品ロスを減らすために買い手の意識を変えるきっか
けづくりとなった。
参加者 13名
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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

・夏休み中、小学生対象の太陽光発電を学ぶ体験学習講座を企画したが、中止。
・太陽光発電とあわせて、蓄電池についての学習を企画したが、中止。
・エコドライブのコツを学ぶエコドライブセミナーを企画したが、中止。

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」

事業名【そらいけ！ソーラパネル】
夏休みミニ太陽光発電セミナ-

6 事業結果 （回数・参加者数・成果など）

→ 新型コロナ感染拡大防止のため中止

令和２年７月

事業名【星のまち☆エコドライブ】
エコドライブセミナー
令和２年１１月１８日 (水）
令和３年 3月27日（土）
場所：市役所別館 中会議室

→ 新型コロナ感染拡大防止のため中止

事業名【そらいけ！ソーラパネル】
『太陽光発電有効活用と蓄電池』
～日常と非日常に備える～
日時：令和３年３月２１日（土）
場所：市役所別館 中会議室
講師：ニチコン（株）電源センター

エネルギー部会活動に係わる調査研究まとめ

→ 新型コロナ感染拡大防止のため中止

→ 各プロジェクトのまとめ考察
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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」「かたの満喫エコツアー」
「とかいなかで農とふれあおう！」に向けて調査・講座開催

3 目標到達度

・市内を巡るサイクリングツアーなどのイベントをコロナ禍で実施することができなかった。
・自転車がクリーンで環境にやさしい乗り物であること、交通ルールの遵守が大切である
ことをPRするためにポスターを作成

4 実施プロジェクト

自転車の似合うまち・かたの
自転車のマナー向上大作戦

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」ｖｏｌ．６
陶板プレート作り＆植物園の散策へ
日時：令和２年５月10日(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→吉向窯→
私市植物園→いきいきランド

→ 新型コロナ感染拡大防止のため中止

「サイクリングルート探検隊」ｖｏｌ．７
ぶどう狩りサイクルツーリング
日時：令和２年７月
→ 新型コロナ感染拡大防止のため中止
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→いきいきランド
6
「サイクリングルート探検隊」ｖｏｌ．８
みかん狩り＆ツーリングへ
日時：令和２年１１月
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
→市内名所めぐり →いきいきランド

→ 新型コロナ感染拡大防止のため中止

自転車安全運転啓発ポスター作成

→

市営駐輪場、市内各施設、市内自転車屋等
計７８か所に配布

