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八尾をどっぷり楽しむ環境情報マガジン

環境アニメイティッドやおは、八尾市内で環境問題に取り組んでいる
市民・市民団体・企業・教育機関などを応援するための協議会です

環境アニメ検索

自家菜園、自家農園に
こだわった野菜
自然農法自家栽培のお野菜使用！家庭で
出来るレシピやECO活方法なども教えて
くれる
お酒を飲めない方も必見
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りんご屋では、お料理を提供するだ
けではなく、野菜本来の素材の扱い方
から料理のレシピまでをご来店いただ
いたお客様に提案されています。
店主の橋本さんは、「これ以上地球

を壊さない」をモットーに事業活動、
社会活動を行っているそうで、食に対
する価値観の面から、環境や健康につ
いて伝えていきたいそうです。

2 ■ 問合わせ先（事務局） ℡：072-924-9359 FAX：072-924-0182 ホームページ：http://www.eco-ani-yao.org/                 

旬の素材にこだわった料理

りんご屋では、自家菜園や自然農法
の野菜を中心とした食材を扱ったおば
んざいなど、旬の素材にこだわった料
理と美味しいお酒をお楽しみいただけ
ます。
安全なモノを地域の人に食べてほし

い。その想いから新鮮な野菜やご当地
の食材などを取り入れた料理をご用意
しているそうです。
さらに、そんなこだわりの料理に合

わせた日本酒も豊富です。

「おばんざいバル りんご屋」
仕事終わりに

ちょっと一息いかがでしょう。

17：30～23：00

定休日 火曜日、水曜日

072-924-3515

ACCESS

Tel

Open

八尾市陽光園
2-6-32

りんご屋

店主の橋本さんは、食に関する取組・事業だけ
でなく、ごみ拾いに関する社会活動もされており、
「Re:女子部」として、ゲームをしながらごみ
拾いをしたり、大人も本気で楽しめる清掃活動を
されています。「Re:女子部」が企画する清掃
活動には参加費がありますが、社会活動に「楽し
い」という付加価値を付け、参加を促しながら活
動の持続性を持たせ、その集めたお金を未来を生
きるこどもたちに繋がる活動に使えれるよう考案
中で沢山の方と共に考えていけるよう、どなたで
も参加出来るオープン会議なども行っています。
* 「Re:女子部」の「Re」は、リノベーショ
ン、リターン、リトライの意味。価値のないもの
に価値を生み出していく取組をされています。
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店主 橋本さん

食品ロス削減に関する取組

10月は、食品ロス削減の月
間であるため竹で作った容器
を使いながら、プラスチック
ごみをできるだけ出さないよ
うに取り組まれています。
食品ロスに関しても野菜を

余すことなく使い切る方法や、
ロスが出ないような工夫を心
がけています。

社会活動に付加価値を

毎月
第二日曜日
に開催
次回は
12／8

「りんご屋」誕生裏話

店主の橋本さんが、子どもの頃から
「りんごちゃん」というあだ名で呼ば
れていたことに由来しているそうです。



社会、経済、環境で考えるSDGs

SDGsは、『誰一人取り残さない。』 包摂性のある社会の
実現に向けた目標で、17のゴール（意欲目標）、169のター
ゲット（行動目標）、232のインディケーター（評価指標）
があり、貧困、飢餓、経済成長、平和、気候変動など広範な
行動目標が設定されています。
また、SDGsは「経済」、「社会」、「環境」のトリプルボ

トムラインが理念構成の柱とされ「環境」では、原材料、エ
ネルギー、水、生物多様性など指し、「社会」では、人権、
社会貢献活動などを指し、「経済」では、会社の財務状況、
グローバルレベルの経済システムに対して組織が与える影響
などを指すと言われています。
広範な行動目標を達成するには、自治体、企業、教育機関、

NPO／NGOなどの多様なステークホルダーによるパートナー
シップが重要であることが強調されています。

東輝産業株式会社
〒581-0068 八尾市跡部北の町１丁目３－１７

TEL 072-990-3270 FAX 072-990-3570

株式会社伸明
〒581-0041 八尾市北木の本４丁目７２番地

TEL 072-991-3700 FAX 072-922-6953

株式会社平和化研

ＩＳＯ ９００１
ＩＳＯ１４００１
認証取得工場です

（本社工場）

〒581-0035 八尾市西弓削２丁目７
TEL 072-948-1699 FAX 072-948-5926

「漏れを防ぐ」
シール製品の商社

とは・・・

SDGsという言葉を聞いたことがありま
すか？
「最近、聞いたことあるけど、どういう
ものなのか、よくわかっていない。」
「SDGs？聞いたことないし、どう読むの
かわからない。」
そういった方たちのために、今回は、

SDGsについて、ご紹介させていただきま
す。

SDGsの17ゴールのアイコン

SDGs（エスディージーズ） ―持続可能な開発目標―

2015年ニューヨーク国連本部において、「国連持続可能
な開発サミット」が開催され、150を超える加盟国首脳の参
加のもと、その成果文書として、「我々の世界を変革する：
持続可能な開発のための2030アジェンダ」（SDGs)が採択さ
れました。

具体的に
５ページで、
「12」のゴール

について
ご紹介します

生物圏（環境）

社会

経済

パートナーシップが基軸

2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、

特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類
の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。

持続可能な開発のために海洋・海洋資
源を保全し、持続可能な形で利用する。 沿岸富栄養化指数 (ICEP)及び浮遊プラス

チックごみの密度。

TARGET

INDICATOR

ゴールとターゲットの例

3



加
津
良

神
社
の

相
撲
奉
納
額

歴史
楽校

７月の歴史楽校は、嵜本和臣さんの案内で「八尾北
部の村相撲」をテーマに、八尾の村相撲を訪ねて、近
鉄八尾駅から萱振地区を経て西郡地区・福万寺地区を
歩きました。

明治から大正・昭和初期の若者の社交の場は、村芝
居・村相撲・盆踊りだったそうです。なかでも「相
撲」は地区の対抗意識が強くセミプロにまで発展し、
河内は盛んで、部屋もたくさんできたそうです。
それらを調べる手がかりは、主に各村の墓地に残る

墓碑や、今回、訪ねた加津良神社の相撲奉納額などが
あります。特にこの奉納額は、八尾の第一級民俗資料
です。
これは、大正１４年９月１８日、萱振で相撲興行が

あった時に奉納された大きな板番付で、大阪大相撲と
通常の村相撲の二部制で行われこと、大阪大相撲から
は横綱宮城山福松をはじめ７部屋９２人の力士が参加、
村相撲では現八尾市内の１４部屋の頭取（とうどり、
親方のこと）と１３８人の力士が参加したようで、そ
の名も記され、河内の村相撲の実態が解るものです。

（歴史楽校）

日本版SDGsとも言われている地域循環共生圏とは・・・
地域循環
共生圏
とは

国が定めた第五次環境基本計画では、国連「持続可能な
開発目標」（SDGs）や「パリ協定」といった世界を巻き
込む国際な潮流や複雑化する環境・経済・社会の課題を踏
まえ、複数の課題の統合的な解決というSDGsの考え方も
活用した「地域循環共生圏」が提唱されました。
「地域循環共生圏」とは、各地域が美しい自然景観等の

地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成
しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことに
より、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え
方です。
「地域循環共生圏」は、農山漁村も都市も活かす、地域

の活力を最大限に発揮する構想であり、その創造により
SDGsの実現にもつながるものと言われています。

2018年4月に閣議決定した第五次環境基本計画で新たに盛り込まれた「地域循環共生

圏」って何でしょうか？今回は、地域でSDGsを実践するためのビジョンであるとも言わ
れている「地域循環共生圏」について紹介します。

八尾における地域循環共生圏

環境アニメイティッドやおでは、地域循環共生圏の
プラットフォーム構築にかかる事業の補助を環境省よ
り受け、事業活動を行っています。
八尾市の東部に位置する高安地域は、人口約1万人

で、八尾市の面積の1/6を占める高安山の林野部とそ
の扇状地の耕作地をもつ自然豊かな里地里山の農山村
部があります。都市部においては、電気機械や金属製
品や家具づくりなどのものづくりの産業が優占し、人
口が集中している町です。
これらの都市部と農山村部が連携し、相互の資源を

補完し合い、協力し合って地域循環共生圏を創造する
ことで、自立分散型の社会を構築することを目指して
います。例えば、高安山の森林資源による生態系サー
ビスと、ものづくり企業の技術が合わさることで、森
林資源を活用したキャンプ用品の開発を行い、キャン
プで高安山野森林資源を燃料として使用するなどがあ
げられます。

高安地域

・豊かな森林資源
・農業・花き栽培
・歴史遺産も多数
・魅力的な古民家
・活用できる廃校

八尾の都市部

・ものづくり企
業の技術力
・都市部に住む
多くの住民

・原材料として森林資源や
農産物などの提供

・自然体験や歴史を感じるプランの提供
・廃校を中心にした体験拠点を提供
・都市部近郊の田舎暮らしを提案

・ものづくり企業の技術の提供により、
森林資源や農産物を元にした商品の開発

・開発した商品の都市部での消費
・廃校を利用した体験拠点への参加や、
体験型ツアーなどへの参加

八尾における地域循環共生圏の例

■ 問合わせ先（事務局） ℡：072-924-9359 FAX：072-924-0182 ホームページ：http://www.eco-ani-yao.org/                 4
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田向電子工業株式会社
〒581-0066 八尾市北亀井町２丁目３－５

TEL 072-925-7220 FAX 072-925-7240

プリント配線基板製造メーカー

をモットーに
躍進する
E-mail : tamukai@cyber.ocn.ne.jp
URL : http://www.tamukai.sakura.ne.jp

「次の工程は
常に顧客である。」

活動
情報

高安山自然再生定期活動 楽音寺森林整備定期活動

高安の森 自然楽校 八尾ふるさと 歴史楽校
ニッポンバラタナゴ

保護池定期調査

JR住道駅改札口目集合（12月21日）

9：30～15：00時間

場所
近鉄服部川駅改札口集合（12月21日）
京阪宇治駅改札口集合（1月25日）

10：00～15：00 （12月21日）
10：00～15：00 （1月25日）時間

場所 近鉄服部川駅改札口集合

9：00～15：00時間

場所

大阪経済法科大学本部棟前集合・解散

10：00～時間

場所近鉄信貴山口駅改札口集合・解散

9：30～時間

場所「情報プラザやお」放送

地域密着型ラジオ番組

第４
月曜日

第１
日曜日
※年始を除く

第４
木曜日

第４
土曜日
※12月を除く

第３
土曜日
※1,８月を除く

第３
日曜日

環境団体の
活動情報を
ご紹介

有本化学工業株式会社
〒581-0052 八尾市竹渕２丁目４８

TEL 06-6708-2123 FAX 06-6708-7662

GOAL12

つくる責任、つかう責任
持続可能な消費と生産のパターンを確保する

「つくる責任、つかう責任」では、エコロジカル・フットプリントが重要

エコロジカル・フットプリント

人間が自然環境にどれだけ依存して
いるか、それを数値化して分かりやす
くした指標です。人間活動が環境に与
える負荷を、資源の再生産および廃棄
物の浄化に必要な面積として示した数
値です。
地球のバイオキャパシティから見る

と、世界のエコロジカル・フットプリ
ントでは、地球1.7個分と言われていま
す。日本におけるエコロジカル・フッ
トプリントは、5.0gha／人で、世界中
の人が日本と同じ暮らしをした場合、
地球2.9個分となると言われています。

わたしたちができる行動

日本の食品ロスは年間約
620万tで、日本の国民全員
が毎日おにぎり2つ分の食
べものを捨てていることに
なります。これは、世界中
から飢えに苦しむ国や地域
に援助している食べものの
2倍の量。飢えて命の危険
にさらされる人たちがいる一方で、その人たちが必要とする以上の
食べものが、日本では捨てられているのです。
賞味期限が切れて家庭から廃棄されるものや、食べ残しなどで廃

棄される食品ロスを減らすことがわたしたちの身近な行動です。
例えば、今年のコンビニのクリスマスケーキがすべて予約制に

なったところもあるようです。必要な分だけを「予約する」そんな
ところから始めてみてはどうでしょうか。



〒581-0053 八尾市竹渕東１丁目２０９
TEL 06-6790-8585 FAX 06-6790-4611

小規模製造業向け
生産管理システム

株式会社共立ヒートテクノ
〒581-0051 八尾市竹渕西４丁目２８

TEL 06-6709-6156 FAX 06-6707-1743

柴谷パッキング工業株式会社 八尾工場
〒581-0042 八尾市南木ノ本９丁目１７－１
TEL 072-923-9355 FAX 072-923-9358

環境負荷を低減する仕組みです。

年間会費：個人 1,000円
市民団体 2,000円
事業者 5,000円
事業者団体 10,000円

■問合わせ先 事務局 ℡：072-924-9359

環境アニメイティッドやお

会員募集中！

オモロイ人が集まる場

環境・まちづくり交流会
In 八尾
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今回のゲスト

日時
12月6日（金）
18時30分～21時

場所
山本コミュニティセンター
近鉄河内山本駅徒歩３分
八尾市山本町1丁目8－11

近鉄八尾駅・河内山本駅・久宝寺口駅
JR八尾駅・久宝寺駅・志紀駅・八尾市
内図書館・
八尾市内各出張所・市立病院・医真会
八尾総合病院・
八尾徳洲会総合病院・コスパ八尾・
パシオスポーツクラブ八尾店・プリズ
ムホール・
かがやき・学習プラザめぐる・ウイン
グ・つどい・
みらい・屋内プールしぶき・福祉会
館・久宝寺緑地・歴史民俗資料館・し
おんじやま古墳学習館・観光協会
サポートやお・教育サポートセン
ター・
大阪経済法科大学・まちなみセン
ター・
近畿労働金庫八尾支店・ＦＭちゃお

かわちの風は

こちらで

環境やまちづくりに関心のある方、新しくこれらの分野で関
わっている人たちとつながりたい方、ぜひ、ご参加ください。


