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令和 3年度 交野市環境基本計画推進会議 事業報告 

 

令和 3年（2021年）4月 1日～令和 4年（2022年）3月 31日 

 
 

■普及啓発活動 

令和 3年（2021年）11月 28日（日）第 8回里山大好きウォークラリー（ほしだ園地） 

                               →参加者数 291名 

 

■「COOL CHOICE」啓発活動 

［環境教室］ 

令和 3年（2021年） 11月 ９日（火） 妙見坂小学校 4年生 2クラス 

令和 3年（2021年） 11月 25日（木） 星田小学校 4年生 2クラス 

令和 3年（2021年） 12月 16日（木） 旭小学校 4年生 2クラス 

 

■会員交流活動 

令和 3年（2021年）4月 26日（月） 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3年度　交野市環境基本計画推進会議　事業報告 　

1 分野等

2 今年度目標

3 目標到達度

4 実施プロジェクト

5 実施事業 6 事業結果 （回数・参加者数・成果など）

・技能向上　チエンソー受講終了取扱者7名に充実

・平和台霊園駐車場掃除（職員と共同）12/15

交野里山ゆうゆう会倉治小環境授業・講演会参加 竹伐り指導　11/4、5　8名　講演会2/19　3名　計11名

８回開催（５月中止）　出席者延べ　69名自然環境部会の開催　月1回　第1木曜日

　　　（未来の里づくり講座実習地） 　　ハリエンジュの伐採　竹林の整備　ササ刈り

　　コナラ2本伐採　　シイタケ榾木を2年連続して作る

　特別　2月　松寶寺竹林整備 駐車場借用お礼

　　　（檀家さんとの共同作業） ・松寶寺裏山竹林整備　 活動回数1回　（2/20）

　奄山ふれあいの森　　第3水曜日 ②奄山ふれあいの森　活動回数　11回

　　（竹により荒れた里山を再生する） 　　竹の皆伐から竹林づくりに移行

　星田ふれあいの森　　第4日曜日 ③星田ふれあいの森　活動回数15回

　参加人数　会員239人　非会員45人（内19人一般）
　合計284名

①活動拠点と活動日 ・無事故の達成

　私市・小久保川　第１土曜日
　　　（川の自然を取り戻す）

①小久保川　3回　ほぼ整理完了　維持管理に移る

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（春編）
第3回　  6月　植物園で遊ぼう
第4回　　8月　川の生きものを知る
第5回　10月　道端の植物（秋編）
第6回　11月　自然材料で工作
第7回　　2月　冬の探鳥
第8回　　3月　自然材料で工作

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　2回

調査実施５回（4月、10月、11月、12月、3月）
　　　　　　　　　　　参加会員　26人　非会員　23人計49人
　　市内全域の調査を実施
・3年間の調査結果を「交野しぜんしらべたい」冊子にし報
告

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

10月～月4回実施　応募者が少なく講座成立せず
参加人数　　一般４人　スタッフ35人（内会員32）

実施回と参加人数　　一般54人スタッフ36人（内会員26）
　・第1回　レンゲ畑で遊ぶ　一般21人　スタッフ10（会員7）
　・第2回、3回、4回　コロナ感染拡大のため、中止
　・第5回　道端の観察会　一般７人　スタッフ７（会員6）
　・第6回　自然材料で工作　一般14人スタッフ10（会員6）
　・第7回　コロナ感染拡大のため、中止
　・第8回　ドングリでてんとう虫
　　　　　　　　　　　　　　　一般12人スタッフ9（会員7）
　自然を身近に感じて参加者に好評　内容吟味して継続

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

・12月松飾作りは講座ミニ門松工作に変更
　参加人数　一般19人　スタッフ10人（会員8）
・2月シイタケ榾木つくりは会員活動とした
その他は　コロナ感染拡大のため、中止

　【実践！里山保全】

自然環境分野

１．自然を学ぶ講座8回　・自然調査（交野しぜんしらべたい）の継続実施
２．「かたの未来の里づくり講座」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

１.自然を学ぼう講座　実施3回　・交野しぜんしらべたい継続実施と結果まとめの冊子発行
２.「かたの未来の里講座」イベント以外の応募がなく効果が出せなかった　今後の課題
３.実践活動、ふれあいの森３拠点（星田、奄山、小久保川）活動継続
　　全体に新型コロナウイルスのため計画通りの活動ができなかった。
　　新規加入会員3名　　活動参加人数　合計491人（会員３３１人　非会員６４人　一般参加９６人）

里山を知ろう、里山だいすき

実践！　里山保全活動　　生きものいっぱい！豊かな川づくり

「事業名」「内容」

【里山を知ろう　里山だいすき】

活動回数　30回
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事業名【やる気がでるエネルギーダイエット】
　「おうちの省エネ診断＆小豆カイロ」
　　日時：令和3年12月15日（水）10：00～12：00
    場所：市役所別館　中会議室
　　講師：みどり公社　職員さん
　　参加者各家庭の省エネ診断と、繰り返し使える
　　省エネ小豆カイロのワークショップ

冬の家庭の省エネは経済面だけででなく、二酸化
炭素を減らす取り組みであることを紹介。
小豆カイロのワークショップで、省エネに関心を持つ
きっかけづくりができた。
　参加者：20名
　スタッフ：6名
　省エネ診断数27枚

事業名【環境学習の場をつくろう】
　「資源になるとゴミが減る！
　　　　　　　　　　　～リサイクルと資源ゴミの話～」
　　日時：令和4年3月7日（火）10：00～12：00
    場所：市役所別館　中会議室
　　講師：環境総務課
　　交野市のゴミの現状や、正しいゴミの分別につい
　　て学び、ゴミを減らす工夫を学習する。

廃棄物について法体系から学習し、正しい分別方法
やゴミを減らす工夫などを周知した。参加者の座談会
で、日常のゴミの処理の仕方などについて意見交換を
行った。
　参加者：18名
　スタッフ：6名

事業名【環境学習の場をつくろう】
　「夏休みベンガラ染め体験
　　　　　　　　　～交野の水道水を知ろう」
　　日時：令和3年8月18日（水）10：00～12：00
    場所：星の里いわふね
　交野の水道水について学び、浄水工程から出る
　汚泥の色素を使ったベンガラ染め体験を通して資
　源循環を学ぶ

新型コロナ感染拡大防止のため中止

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
　　　令和3年9月2日～9月5日　青年の家1階ロビー
    　令和3年9月6日～9月9日　市役所別館１階ロビー

苗を持ち帰った市民からと市内公共施設「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　１６０名

事業名【環境学習の場をつくろう】
　「交野の水道水から学ぶ！ベンガラ染め体験」
　　日時：令和3年11月16日（火）10：00～12：00
    場所：市役所別館　中会議室
　　講師：ベンガラメーカー　小渕裕さん
　交野の水道水について学び、浄水工程から出る
　汚泥の色素を使ったベンガラ染め体験を通して資
　源循環を学ぶ

交野市の水道についてと、その過程で出る汚泥に
ついて学び、浄水工程から出る汚泥の色素を使っ
たベンガラ染め体験を通して資源循環について周
知できた。
　参加者　20名
　スタッフ　8名

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

・「みどりのカーテン大作戦」の講座はコロナ禍で実施できなかった。
・ワークショップなどを通し、省エネに関心をもつきっかけづくりができた。

【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】
【環境学習の場をつくろう】

「事業名」「内容」

事業名【やる気がでるエネルギーダイエット】
　「みどりのカーテン大作戦2021」講座
　　日時：令和3年5月15日（土）　10：00～、　13：30～
　　　　　　　　　　　　 　19日（水）  10:00～
　　場所：市役所別館中会議室
　・ゴーヤの植え方、育て方を学ぶ講習会の開催

新型コロナ感染拡大防止のため講座を中止し、
苗・育て方冊子の配布を行った
　市民配布　　56名
　市内公共施設10か所に苗配布



　　　令和3年度　交野市環境基本計画推進会議　事業報告

1 分野等

2 今年度目標

3 目標到達度

4 実施プロジェクト

5 実施事業 6 事業結果 （回数・参加者数・成果など）

→

→

事業名【星のまち☆エコドライブ】
エコドライブセミナー

日時：令和４年３月１９日 (土）
　　　　10：00～12：00
場所：市役所別館　中会議室

まん延防止重点措置延長のため、交野警察署からの
講師派遣がなくなり、中止

エネルギー分野

・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

・東近江市の地域資源循環システムとその主要施設の視察を行った。
・太陽光発電とあわせて、蓄電池についての学習を検討したが、取りやめ。
・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。

・そらいけ！ソーラパネル
・星のまち☆エコドライブ

「事業名」「内容」

あいとうエコプラザ菜の花館視察
日時： 令和3年12月13日（月） 10：30～12：00
場所： 滋賀県東近江市
　　　　あいとうエコプラザ菜の花館

参加者：エネルギー部会　3名
　　　　　環境衛生課　2名
内容：NP 法人 愛のまちエコ倶楽部の職員さんから、
        施設設立の経緯と施設概要の説明後、生物
        由来油から作られるディーゼルエンジン用燃
        料製造施設、菜種油製造・精油施設および籾
        殻炭化炉施設を視察し、東近江市の地域資源
        循環システムについて説明を受けた。
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「サイクリングルート探検隊」
　　星田妙見宮へ自転車散歩＆いもほり

日時：令和３年１０月24日(日）　９：３０～１２：００
集合場所：河内磐船駅ロータリー
コース：河内磐船駅→私市・妙見坂方面→
         星田妙見宮→芋掘り畑（四中付近）

参加者：１６名＋スタッフ５名+ヘルプスタッフ４名
　
　　　自転車のマナーについて、走行前に周知し、
　　　交野市内をめぐり、名所を市民に周知でき
      た。
　　　芋掘りは、大変好評だった。

「サイクリングルート探検隊」
　　自転車散歩＆春のつぼみ狩り

日時：令和４年３月26日（土）
集合場所：いきいきランド交野　ミルキーウェイ
コース：いきいきランド→前川沿い→天野川沿い
　　　　　→私市植物園

雨天中止

「サイクリングルート探検隊」
　　自転車散歩＆みかん狩り

日時：令和３年１１月23日（火）祝日10：00～12：00
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→寺・神宮寺方面→山添家
　　　　　→神宮寺みかん園→いきいきランド交野

参加者：１５名＋スタッフ６名+ヘルプスタッフ４名
　
　　　自転車のマナーについて、走行前に周知し、
　　　注意しながら走行できた。
　　　交野市内の農への関心を深めた。

6

まちづくり分野

「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

・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、交野の農への関心を
　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」
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