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      安自然再生協議会が平成26年（2014年）１月14日に設立 
   されたということは、既に本紙「河内の風」で紹介しま
した。（2014年６月号 No.108） 
 同協議会は、自然再生推進法（2002年）に基づき、ニッポン
バラタナゴに代表される生物多様性を保全・再生し、高安地域
の里山の自然を次世代に引き継ぐことを目的に、水循環の保
全、雑木林などの管理、地場産業が可能な状態にする取組みな
どを進めようと構想を練っています。 
 
  この協議会とその取組み 
① 行政が主導する形ではなく、NPOニッポンバラタナゴ高安
研究会はもとより環境アニメイティッドやおも含めて、八尾市
域の多様な主体のもとに行われつつある。 
② 高安地域が大阪経済法科大学を初めとして、環境教育の格
好の場となっていることなどから全国的に注目されている（環
境アニメイティッドやお設立10周年記念交流会での加納義彦氏
の発言）。 
 2015年１月５日から６日には、環境省、農林水産省、文部科
学省、国土交通省の政府関係者、環境生態学の専門委員のメン
バー約30名が、高安地域の現地調査に、また環境教育の場であ
る大阪経済法科大学花岡キャンパスを視察に訪れました（同大
学ホームページ、「トピックス」参照）。  
                 (広報委員 東郷 久） 
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八尾をどっぷり楽しむ環境情報マガジン 

自然再生 
協議会 

ＫＥＳ 

リフレッシュ 
セミナー O-KES 大阪KES環境機構 

リフレッシュセミナー開催 

   ず、「ISO14001」や「KES」に代表される 
   EMS(環境マネジメントシステム)について
お話します。 
 事業所や企業が法律違反、不正をしていないと
いっても、それを認めるものが必要です。また、
いくら環境に良い事をしていても、それを認める
基準が必要です。その基準がEMSです。その中で
も国際規格ISO14001では、PDCAサイクルで企業活
動・環境活動が間違いなく運用されているか審査
を行います。合格すれば認証が発行されます。 
 その国内版がKES(京都発祥の環境マネジメント
システム)ですが、その規格が2015年に大幅改定
されます。それを先取りして３月17日(火)八尾市
立リサイクルセンターめぐるにてセミナーを開催
しました。 
 熱心な事業所や企業が参加され、会場は満席状
態になりました。また、事業所の先進事例発表な
どや、今回の改訂に取り込まれるISO26000の基準
となるCSR(社会的貢献）、名古屋議定書の生物多
様性などの説明に、質疑応答等活発なセミナーに 

ま 

  

高安自然再生協議会に大きな期待！  

高 

▲環境省『自然との共生を目指して』 
  で全国の自然再生協議会を紹介 

3/17 
(火) 

▲熱心に話を聞くセミナーの参加者たち   

なり、２時間30分はあっという間に終わりま
した。大変内容の濃いセミナーでした。  
 大阪KES環境機構は、今後ともKESの大阪事
務所として、この様なセミナーや、認証事業
所の拡大に貢献していく所存です。 
      （事務担当 徳山 吉令さん）  



   法中学校では、理科教員の呼びかけのも 
   と「森」の植樹から水遣りや間伐を行い 
同じように卒業生から寄贈いただいた芝生の養
生活動を通して、数十年後の成法中や地域の環
境について考えるようにしてきました。 
 自分たちのまいた種が少しずつ大きくなって
いく様子や、芝生がきれいに育っていく様子を
見ていると、最初はそれほど関心のなかった生
徒たちが、少しずつ協力するようになってきま
した。夏の除草作業や秋の落ち葉の清掃作業も
しっかりしてくれる生徒たちもいました。 
 自分たちが在学中には大きな変化は見られな
いかもしれないが、数十年後に自分たちの植え
たものがどんなふうに育つのかを楽しみにして
いる生徒も多くいます。 
 教員主導の傾向がまだまだあるので、それぞ
れの木が大きく育った時の「間伐」や「育成」
をどうするかなどは、今後生徒会を中心にした
活動に移行していきたいと考えています。 
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シリーズ『環境配慮の取組み』を振り返って 

環境アニメイティッドやお 

環境配慮 

の取組み 

シリーズ 
のまとめ 

シリーズ  第11回（最終回） 

「トトロの森」と「芝生」育成の取組み 
 ～八尾市立成法中学校～ 

成 

 生徒の感想としては、「自分たちの植えた
木がどんなふうに育つのかが楽しみです。」
や「夏の除草作業や芝生を刈る作業が大変
だった。」といった感想がありました。 
 

   (広報委員 奥本 陽子）  

具体的な取組み 

①全校集会や教科での趣旨説明とスタッフの募集 

②放課後や休日を利用しての植樹 

③夏季休業日中の水遣りと除草作業、芝の刈込み 

④技術科と連携しての木製ベンチ作り 

⑤冬芝の種まき作業 

⑥ビオトープの作成 

   れまで約一年間にわたり、シリーズ『環 
   境配慮の取組み』にて、八尾市内の各学
校園それぞれの環境活動をご紹介してきまし
た。その中でも、特に素晴らしいと感じた環境
活動をもう一度ピックアップして、まとめたい
と思います。 
 一つ目は永畑幼稚園です。園児たちが「もっ
たいない」を合言葉に、普段の生活や遊び、発
表会の劇中でも、もったいないものや、もった
いないことを探して、少しでも環境を良くしよ
うと頑張っていたことが印象的でした。また園
児たち自らが「もったいない」ということに気
づくようになっていることも非常に素晴らしい
と思います。 
 二つ目は亀井小学校です。「かしこく分別、
ごみ削減！」「めざせ節電、こまめに消そ
う！」「いつでも給食モリモリ大作戦」という
独自のスローガンを掲げて取組みを推進してい
ることが印象的でした。なかでも、給食の残菜
を減らすために目標の献立を決めて完食を目指
し、優秀なクラスには表彰状が贈られるという 

こ 活動がユニークでおもしろいと感じました。
自分たちの行った活動が成果として得られ、
次の活動につなげていくという姿勢も大変素
晴らしかったです。 
 最後は龍華中学校です。生徒が自主的にト
イレ掃除に励んでいる姿が印象的でした。ト
イレ掃除と聞くと、臭い、汚い、冷たいとい
うこの３大イメージがつきもので、嫌いな生
徒も多いと思います。しかし、龍華中学校で
は、自主的にトイレ掃除をしようという気持
ちで参加した生徒が、懸命に楽しく清掃活動
していました。またこの他にも、ごみ減量の
取組みや、ゴーヤなどのグリーンカーテンに
も取り組んでいました。 
 このシリーズ『環境配慮の取組み』は今回
をもって最終回となりますが、引き続き八尾
市内学校園では環境に配慮した取組みを行っ
ていきます。機会があればまたご紹介したい
と思います。次回のシリーズもご期待くださ
い。 
 (環境アニメイティッドやお事務局 菱井 正人）  
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八尾をどっぷり楽しむ環境情報マガジン 

自然楽校 
＆ 

歴史楽校 

若者の 

声 環境の大事さ、八尾らしさを軸に企画 
～学生事務局を担当して～ 

   は学生事務局として、昨年度初めて「い 

   きいき八尾環境フェスティバル2014」に参

加しました。１年を通して最も感じたのは、イベ

ントを形づくることから成功するまではとても難

しく、そして楽しいということです。 

 特に私が興味をもち、頑張っていたのは企画を

つくるということです。企画では、私たち学生の

自由な発想、環境を大事だと伝えること、そして

八尾らしさを軸として考えを練っていきました。 

この企画を通して、良い環境を作ること、考える

ことが私たちの生活や周りに生きている動植物の

生活を作ることと直結していることだと知り、他

の人にも伝えたいと強く思いました。 

 企画が確定してくるとその後の準備の段階まで

の進み具合が速く、話し合った時間は決して無駄

ではないことを知りました。ついには当日とても

多くの参加者に来てくれてとても嬉しかったで

す。 

 今年度については、昨年度の反省をふまえて改 

私 

歴史楽校＆自然楽校の今年度の計画 

▲コンセント抜きゲームを企画し、参加者に 
 節電を考えていただきました。 

善するのはもちろんですが、議論のなかでな

くなってしまった案や大人たちと話した際に

出た案に対して、より詳しく丁寧に検討し形

づくりたいと思います。               

(「いきいき八尾環境フェスティバル2014」学生事務局
近畿大学総合社会学部 ３回生 久利 夢美人さん） 

日 程 活 動 内 容 

4月18日 伝承在原業平河内通い② 

5月16日 河内西国朱印めぐり 

6月20日 八尾北部の石造物をめぐる 

7月18日 古市古墳群と野中寺 

8月 休み 

9月19日 大和川を歩く（川下へ） 

10月17日 高安古墳群をめぐる 

11月21日 高尾山から高安城倉庫史跡址 

12月19日 村相撲墓碑をめぐる 

1月 休み 

2月20日 長八尾を歩く 

3月19日 大坂夏の陣―御勝山古墳を中心に 

日 程 活 動 内 容 

4月25日 玉手山公園の自然観察 

5月23日 創造の森で自然観察 

6月27日 元気に育て！｢苔玉（こけだま）づくり｣ 

7月25日 天王寺動物園の生態を学ぶ 

8月22日 大阪城公園の自然観察 

9月26日 久宝寺緑地の自然観察 

10月24日 私市の大阪市立大学植物園に訪れる 

11月28日 高安山でツル採集とリース作り 

12月26日 高安山でツル採集とツルかご作り 

1月23日 長居公園で大阪府の自然環境を学ぶ 

2月27日 間伐体験とシイタケの植菌 

3月26日 馬見丘陵公園の自然観察 

歴史楽校（毎月第３土曜日） 自然楽校（毎月第４土曜日） 
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八尾市リサイクルセンター 
学習プラザ「めぐる」 

 一年間を振り返って 
 
 
 循環型社会の実現に向けての活動を行う「め
ぐる」にとって、この１年は新たなチャレンジ
とサービス改善の着手ができた年でした。 
 特に、大きな挑戦だった環境楽校の開講は、
八尾の環境がテーマの秋季環境講座、生活と環
境がテーマの春季環境講座に合計100名以上の
ご参加があり、参加者の方々から「とても、勉
強になった」「わかりやすかった、次回が楽し
み！」等、ご満足頂けた声を頂くことができ、
一定の成果が得られたと感じています。 
 また、サービスの改善では、屋外で開催して
いたガレージセールを全て館内での開催（「め
ぐる」フリーマーケットに改名）に変更し、２
月の開催時には、雨天にも関わらず、400名以
上の方々がご参加くださいました。 
 今年度は環境楽校も開講２年目を迎えます。
秋季、春季の環境講座とも新たなテーマで挑み、
多くの方々にご参加頂けるよう最大限の努力を
行います。 
 また、環境を思いやる感性を育てる事がテー
マ（小学生対象）の環境学習も、中身の充実を
図り、今年度の夏から開講する予定です。 
 今後もリサイクルセンター学習プラザ「めぐ
る」は、環境問題についての多様な情報を広く
発信し続けると共に、今までの経験と周囲の
人々への感謝の気持ちを大切にし、より多くの
方々にご満足して頂ける施設になれるよう、ス
タッフ一丸となりまい進していきます。                        
（NPO法人グラウンドワーク八尾 小林 裕五さん） 

「 Pica Pica (空港店)」 

・店    名：カフェ＆ベーカリー  Pica Pica 空港店 
・住    所：八尾市空港1-146-2 
          （大阪府中部広域防災拠点前） 
・営業時間：火曜日～土曜日 7:30～17:00 
      （モーニング：7:30～11:00、ランチ：11:30～ 
         14:15、カフェ：14:15～17:00） 
・定 休 日：日曜日、月曜日 
・電    話：072-997-7475      
・HP：http://www.yururi-picapica.sakura.ne.jp/ 
・Blog：http://yururifuku.exblog.jp/ 

「心まで満たされる、ゆったりカフェ」 
 
  今回は、「河内の風2015年１月号(№116)」
で掲載させて頂いた「picapica」の空港店をご
紹介。 
  JR関西線志紀駅より西へ徒歩20分。大阪府中
部広域防災拠点前にあり、「社会福祉法人 ゆ
るり福祉会」が、障がい者と健常者が共に働け
る場を目指して運営されています。 
  太陽の光がいっぱいに差し込む店内は、ゆっ
くりと時間が流れる非日常空間。モーニング、
ランチ、カフェともに充実したメニューで、ど
れを食べようか迷うほど。自家栽培野菜や手づ
くりパンを使ったお料理は体に優しく、お子様
も安心して食べられます。 
 これからの春の季節は、ぜひテラス席で！ 
美味しいものを食べながら、お腹も心も満たさ
れてください。      (枡谷 郷史さん） 

▲秋季環境講座   

エコな選択が“当たり前”に 

 私自身が、環境活動に取り組むようになってか
ら７年ほどが経ちました。 
 普段は、リユース(繰り返し使う)の普及や、人
と人をつなげることなどを活動にしています。し
かし、７年が経って、劇的に何かが変わったかと
いうと、あまり変わっていないなぁと感じます。 
環境問題は、国際紛争や貧困問題のように、取り
組んで改善されてもすぐには目に見えた変化があ
りません。今現在、誰かが喜ぶわけでもありませ
ん。そういう面では、継続して環境問題に取り組
むということは、結果が見えず、すごく難しい。 
けれど、日々の生活の全てが環境問題に結びつき
ます。買い物も、洗濯も、お風呂も、通勤でも…。 

結果は見えづらいですが、環境問題はすごく身近
な存在です。 
 みんなが、"当たり前"にエコな行動を選択でき
るようになればいいな、と思うと同時に、きっと
少しずつですが、もうすでにエコは"当たり前"に
なって来ているのかなとも感じます。 
 これからも、もっともっと、エコな行動を選択
していただけるように、活動に取り組む団体や企
業、個人が密接に繋がり、想いを共有して、一緒
に頑張っていければと思います。 
 そして私自身は、自分のライフスタイルを見直
しながら、更に環境にやさしい生活を目指そうと
思います。  （World Seed 岡見 厚志さん）  



活動情報 
八尾市の環境を守るために、環境アニメイティッドやお
が取り組んでいるさまざまな活動や、今後の計画などを
紹介します。 

「河内の風」の置いている所 ただいま、アニメイティッド会員募集中！ 

 
近鉄八尾駅・河内山本駅・久宝寺口
駅・Potager・八尾市内各出張所・ 
八尾図書館・山本図書館・志紀図書
館・市立病院・プリズムホール・ 
学習プラザ・かがやき・ウイング・ 
歴史民俗資料館・ 
教育サポートセンター・屋内プール・ 
まちなみセンター・サポートやお・ 
ＦＭちゃお・つどい・みらい・ 
福祉会館・近畿労働金庫八尾支店・ 
大阪経済法科大学 

 
 

 

  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 
 ■ お問合せ先 
 環境アニメイティッドやお 事務局（八尾市環境保全課） 

 TEL 072－924－9359 FAX 072－924－0182 
  HP   http://www.eco-ani-yao.org/ 
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「情報プラザやお」出演 

４／２７（月） 

正午～、午後7時～、
午後11時～ 

アニメイティッドの情報
を定期的にＦＭちゃおで
放送しています。 

八尾ふるさと 
歴史楽校 

午前9時30分～ 

４／１８（土） 

名所・旧跡にふれ八尾の歴
史に親しんでいきます。今
回のテーマは「伝承 在原
業平河内通いの道」です。 

JR法隆寺駅改札口 
集合 

午前9時30分～ 

高安山自然再生 
定期活動 

５／３（日） 

近鉄信貴山口駅 
改札口集合 

地域の方々と一緒に、絶
滅危惧種「ニッポンバラ
タナゴ」の保全活動に取
り組んでいます。 

４／２５（土） 

午前10時～ 

高安の森 
自然楽校 

自然について楽しく学ぶ
ことができる講座です。
今回は、玉手山公園の自
然観察を行います。 

近鉄河内国分駅 
改札口集合 

４／２３（木） 

楽音寺森林 
整備活動 

大阪経済法科大学 
本部棟前集合 

大阪経済法科大学の裏山
の竹林の整備をしながら、
ツリーハウスづくりなど
をしています。 

午前10時～ 

４／２４（金） 

午後6時30分～ 

環境アニメイティッドやお 
第11回定期総会 

「環境アニメイティッド
やお」26年度の活動報告
と27年度の事業活動計画
について話し合います。 

八尾市役所本館 
6階 大会議室 

◎定 員：100名（学生を優先） 
◎申込み・問合わせ 
4月19日(日)申込み締切 
World Seed 岡見（TEL 090－6559－6387） 

みんなでアウトドアランチ！ 

市民団体、NPOの合同説明会 
環境活動交流会で集まった、 
八尾市内外の13団体が合同で、 
学生向けの合同説明会を開催。 
アウトドアランチを食べなが
ら、楽しく交流を深めます。 

4／25（土） 

正午～午後3時半まで 

アクトランドYAO 


