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第５回環境活動交流会 

  



八尾市内外から約20名が参加！ 

      尾で環境活動をしている人たちがつながる場 
   をつくりたい！そんな想いをカタチにしたの
が、この「環境活動交流会」です。 
 第５回環境活動交流会は、大阪ECO動物海洋専門
学校の城者さんを情報提供者としてお招きして、
ESD※の事例紹介を行っていただきました。事例とし
て紹介された西鳥取小学校での海辺を活かしたESD
事例を基にして、八尾ではどのようなESDの取組み
が広げられるのか、ということについて参加者を交
え熱く語り合ってくださいました。 
 今回は、毎年久宝寺緑地で開催されているハッ
ピーアースデイ大阪のメンバーや、いきいき八尾環
境フェスティバルのメンバーも参加しており、学生
の人数がとても多い集まりになりました。 
 環境活動交流会では、毎回新たな参加者を迎え新
たなつながりが生まれる場になってきています。 
 次回もみなさんのご参加をお待ちしています。 

（World Seed 岡見 厚志さん）  
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八 

八尾をどっぷり楽しむ環境情報マガジン 

高安 
自然再生 
協議会 高安自然再生協議会が設立！ 

 ～高安自然再生協議会とは～ 

☆ 第6回「環境活動交流会」のご案内 ★ 
 
日  時：平成26年７月10日(木)18:30～21:00 
会  場：プリズムホール 会議室２ 
【参加費】 
初回参加、環境アニメイティッドやお会員 200円     
一般 1000円   学生  500円 

※ESD…「持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)」の英語表記の略。わが国における 
 「ESDの10年実施計画」では、「一人ひとりが、世界の人々や将来世代、また環境との関係性の中で生きていることを 
  認識し、行動を変革するための教育」と定義されている。 

高安山麓のため池 
 

 
   安自然再生協議会は、自然再生法に基づき、 
   高安地域の里地里山に残された生物多様性や
それを支えている人の営みを適切に評価するととも
に、生物多様性を脅かしている要因を科学的なモニ
タリングと検討に基づき取り除くことで、生物多様
性を再生し、恵み豊かな里地里山の自然を次世代に
引き継ぐことを目標としています。 
 事業の概要としては、高安地域の里地里山の水循
環系を保全し、外来動植物対策や管理放棄が進む雑
木林や水辺の適切な管理を通じて、絶滅危惧種であ
るニッポンバラタナゴを含む生物多様性の保全再生
に取り組みます。また、農業体験、歴史・自然学習
などのエコツアーなどの実施も計画しています。 
 対象地の八尾市高安地域は、金剛・信貴・生駒の
国定公園に位置しているため、当地域の自然再生の
特色として、地域の自然・文化遺産を保全し、地場
産業を持続可能な状態に活性化することが、高安の
里地里山の自然再生につながると考えています。 
 
（ＮＰＯ法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 加納 義彦さん） 

高 

第５回 
交流会 
環境活動 
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   田市は、持続可能な地域社会をつくる主 
      体は「人」と捉え、地域の将来を担う人
材が確保できなければ、地域の持続は成り立た
ないと考えています。そのため、学びにいった
若者が帰ってこられる産業・地域づくりを進め
ています。 
 飯田市の温室効果ガス排出削減目標は、2030
年までに家庭部門でCO2排出量2005年比40％削
減。2050年までに地域全体のCO2排出量2005年比
70％削減をめざしています。 
 官民共同出資のおひさま進歩エネルギー(株)
が、太陽光発電事業で保育所・公民館などの公
的施設に設置、市民には、おひさま「ゼロ円」
システム(設置費用ゼロで売電収入の利益で支払
う方式)で普及。市内の街路灯のLED化は、地元
中小企業の２つのグループが低単価で開発した
ものを活用しています。                      

 

飯 

シリーズ  第２回 
「もったいない」を見つけよう！～八尾市立永畑幼稚園～ 

シリーズ 第２回 
地域資源を活用し、エネルギー自立と 
地域の雇用創出をめざす ～長野県飯田市～ 

環境アニメイティッドやお 

環境配慮 
の取組み 

環境保全 
の取組み 

   畑幼稚園では、子どもたちが「もったい 
   ない」ということに気づくように様々な
取組みを行っています。 
 それは、もったいないことをしている友だち
にそれを気づかせる「もったいない○○」とい
う劇であったり、「MOTTAINAI体操」などです。 
 またそれだけでなく、光熱水費の削減（平成
23年度比で約13%減）、ペットボトルをかぶらの
苗床に使用、牛乳パックによる小物入れづくり
などにも取り組みました。 
  活動の成果としては、電気のつけっぱなしな
ど「もったいないこと」について子ども同士が
気づいたり知らせ合ったりする姿が見られるよ
うになったことや、「もったいない○○」劇
を、保護者の前で上演した結果、家庭でもった
いないことなどについて親子で話し合ったりす
るようになりました。 
 園児の感想には、「劇でこれまでもったいな
いことをしてたことに気づいた」や、「リサイ 

永 

飯 田 市 の 取 組 み 項 目 

1.「タウンエコエネルギーシステム」の展開 

2.環境視点からの木材利用と森林管理の推進 

3.移動手段の低炭素化 

4.産業界との連携 

5.低炭素社会に向けた地域全体の意識変革 

  森林資源・小水力や省エネ住宅の推進など地
元産業界と連携して、地域資源を活用しエネル
ギー自立と地域の雇用創出を進めています。 
  また「地域環境権※」を条例化し、地域資源
である環境資源の地元優先活用を決め、地域の
活性化に取り組んでいます。 

 
（NPO法人自然環境会議八尾 宮川 晃さん） 

※自然エネルギーの生産担い手や消費に関する効果や恩恵が飯田市の地域住民に帰着するようにするための条例です。 

  2013年に制定されています。 

クルをすることで、これまで捨てていたもの
が、新しく生まれ変わったみたいでうれしい」
や、「こんなんしてたら時間ももったいない
で」など、もったいないことは、物だけではな
いことに気づいた園児の感想もありました。 

 
 (広報委員長 東郷 久） 



八尾市立リサイクルセンター 学習プラザ「めぐる」だより 

 学習プラザ「めぐる」では、これからも３Ｒの啓発活動を中心に市民の方々のニーズに
合わせた事業展開を積極的に行い、多くの方々の生活環境向上に貢献していきたいと考え
ています。お近くに来られた際は是非、学習プラザ「めぐる」にお立ち寄り下さい。 

                （NPO法人グラウンドワーク八尾 小林 裕五さん） 
 

学習プラザ「めぐる」（指定管理者：NPO法人 グラウンドワーク八尾） 
〒581-0026 八尾市曙町2-11  ☎072－994－0564 

事業 
案内 
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「めぐる」は、色々な資源が巡

り活かされる、という想い 
 
 平成21年５月に八尾市の環境学習施設
としてオープンした、学習プラザ「めぐ
る」はオープン以来、ゴミの３Ｒ（リ
ユース・リデュース・リサイクル）の啓
発活動と環境問題の情報発信を日々行っ
ています。 
 また、「ガレージセール」や「赤ちゃ
ん子ども用品バザー」などのイベントや
牛乳パックのリサイクルが体験できる
「紙すき」などの工房体験教室も積極的
に実施しています。 

★ １年間を振り返って  
 指定管理者としての１年間（平成25年
度）を振り返ると、施設見学では八尾市
の保育園、小学校、中学校を中心に約
3,500人の見学者、工房体験教室に約
2,300人、ガレージセール・赤ちゃん用
品バザーに約2,600人のご参加を頂きま
した。 
 更に、夏休みに実施した親子イベント
「竹細工と流しそうめん」では定員数の
倍を超える申込みを頂き、大盛況の内に
イベントを終えることができました。 
 また、出前教室のご依頼を頂いた地域
フェスティバルにおいても参加費無料の
工房体験教室を実施させて頂き、300名
を超える多数のご参加と「楽しかった」
「また参加したい」などの多くの喜びの
お声を頂戴することができました。 
 これもひとえに各関係部局様、ならび
にサポートして頂いた方々のご理解とご
協力の賜物と心から感謝申し上げます。 

★ 今年度の計画  
 ２年目を迎えた今、学習プラザ「めぐ
る」では新たな事業への挑戦に向けての準
備を行っています。 
 特に、小中学生の環境教育の充実を目指
す環境教育プログラムや一般向けの環境教
育講座は、現在、本年度中の開講に向けて
の準備が順調に進んでいます。 
 また、リユース事業の「ゆずります、ゆ
ずって下さい」コーナーでは、開催場所を
３階フロアから２階フロアの受付前に移設
したことで、工房体験教室にご参加頂いて
いる方々や工場を見学に来られる方々が利
用し易くなり、ご利用者と品物の増加に繋
がる相乗効果も生まれています。 
 更に昨年度大好評でした、夏休み親子イ
ベント「竹細工と流しそうめん」において
は、今年度は２回の実施（８月17日（日）
午前の部、午後の部）を計画しており、よ
り多くの方々にご参加頂ける内容となって
います。（８月１日（金）受付開始） 

工房体験教室（子どもエコ工作教室と竹細工教室） 
の作品例 



Ｅ-ｃｏｌｕｍｎ 
 

環境アニメイティッドやお 

環境アニメイティッドやお 
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       FMちゃお 

「やおコミュニティ放送株式会社」 
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 「捨てるのはもったいない、何かある時にま
た使えるのでは」と思って貯めておくと、いつ
の間にか大量になっている紙袋。あまりにかさ
ばるので整理しようと思うのですが、きれいな
柄の紙袋や、しっかりした質のいい紙袋は、や
はりもったいなくて、どうしても捨てられませ
ん。 

 そんな時、限られたスペースを最大限に使う
「整理術」として、この紙袋を上手に利用する
方法がテレビで紹介されていました。 

 紙袋を一つの小物入れとして考え、収納ボッ
クスの中をいくつかの紙袋で仕切っていきます。
高さは、上部を内側に折り込んで調節します。
そして、一つの紙袋に同じようなものを、でき
るだけ中が見えるように縦に入れて、取り出す
時、すぐに取り出せるように物を納めていくの 
です。 
 試してみると、ごちゃごちゃしていた我が家
の収納スペースも本当にすっきりしました。               

（岩井 加寿子さん）  

紙 袋 の 再 利 用 

 楽しい環境活動支援金事業は、八尾市環境総
合計画において望ましい環境像を実現するため
の企画や活動へ、金銭面での支援をするだけで
はなく、選考会を通じて支援団体同士の情報交
換の場の提供や、有識者（選考委員）による支
援団体への助言など、多面的な支援を実施する
ことを目的としています。 
  なお、今年度の応募につきましては、５月30
日（金）をもちまして終了させていただきまし
た。ご応募ありがとうございました。 
 
☆今年度の楽しい環境活動支援金事業の日程★ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 新しいつながりづくりや、環境活動をする元
気な団体を知るためにも、二次選考会は公開プ
レゼンテーションとなっています。関心のある
方は是非お越しください。 

（環境アニメイティッドやお事務局 ） 

日 程 内  容 

６月17日（火） 
一次選考（書類選考） 
環境アニメイティッドやお
運営会議にて実施 

６月29日（日） 
13時～17時 

二次選考（公開プレゼン
テーション） 
市役所本館６階 研修室にて
実施（傍聴者募集中） 

７月上旬 環境活動支援金の交付 

２月22日（日）
※予定 

成果発表会（エコ・エコー
交流会） 

 ＦＭちゃおは、地域に密着した様々な情報
の提供を通して、視聴者の利便性の向上、文
化の振興、自然・環境の保全、および地域経
済の活性化に寄与するとともに、気象警報発
令時や災害発生時に、きめ細かい防災・災害
情報を迅速に発信することを目的としており
ます。八尾市制50周年という節目の1998年４
月に開局されて以来、地域の皆様から愛され
親しまれる放送局を目指して、常に「地域密
着」を念頭に置いた番組作りに努めておりま
す。 
 “環境アニメイティッドやお”の活動情報
ついては、毎月第４月曜日12時～12時45分
(再放送は同日の午後７時～、午後11時～)に
収録番組として放送しています。 

（FMちゃお 池本 周平さん） 



環境活動をしている人た
ち、環境に興味のある人
たちで集まり、楽しみな
がら意見交換しませんか。 

環境活動交流会 

午後6時30分～ 
プリズムホール 
会議室2 

7／１０（木） 

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・服部川駅・信貴山口駅・KUKURU・
Potager・Cafe Cosmos・ 
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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６／１９（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～ 

６／２８（土） 
午前10時～ 

高安の森 
自然楽校 

高安山の植物を観察した
り、ネイチャークラフト
作りをしたり、楽しい企
画が盛りだくさんです。 

服部川七丁目公園 
集合 

「情報プラザやお」出演 

６／２３（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。 

運営会議 

午後6時30分～ 

６／１７（火） 

アニメイティッドの方針
を決定する大切な会議で
す。企業・市民団体・行
政で構成されています。 

八尾市役所本庁 
6階 

午前9時30分～ 

高安山自然再生 
定期活動 

７／６（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。 

八尾ふるさと 
歴史楽校 

午前9時30分～ 

６／２１（土） 

八尾市内を歩きながら、
名所・旧跡にふれ八尾の
歴史に親しんでいきます。 

近鉄八尾駅噴水広場
集合 

午後１時～ 

楽しい環境活動支援金
２次選考会 

６／２９（日） 

八尾市役所本庁
6階研修室 

これからの八尾の環境活
動を担う団体のプレゼン
テーションです。 


