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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 

大阪府初の世界文化遺産 

「古墳」を感じるなら！ 

八尾市にある歴史遺産「心合寺山古墳」
全長１６０ｍの巨大古墳が 

当時の姿に復元されています。 

その価値は、世界遺産に匹敵！？ 
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 結論から言うとなっていません…もし、なってたらもっと大き
くPRしてます…先日メディアでも大きく取り上げられましたが、
2019年7月6日に大阪府堺市、羽曳野市、藤井寺市にある「百舌
鳥・古市古墳群」が大阪府で初の世界文化遺産になりました。 
 これらの古墳は、古墳時代中期（5世紀ごろ）に造られた当時の
巨大な大王墓を含む古墳群です。そして、八尾市にある「心合寺
山（しおんじやま）古墳」は、それらと同じ時期に造られた巨大
な前方後円墳。 
 じゃ、多くの方の中には、それやったら心合寺山古墳も世界文
化遺産に入れてもらったらよかったのに～と思われているかもし
れませんが… 
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 奥さん！そういうことじゃないんですよ。そもそも、百舌鳥・
古市古墳群とは、造られた時期は同じでも意味合いが違う古墳群
なんです。  
 
「百舌鳥・古市」は当時の大王墓。日本のリーダーの墓です。
じゃ、心合寺山古墳は？ 今でいうと、八尾市長＋東大阪市長＋
大東市長を足してさらに…？ 
 心合寺山古墳のキャッチフレーズは「中河内最大の前方後円
墳」で、さらに北河内を入れても最大になります。とにかく大王
墓には負けちゃうけど、河内の豪族の中では、かなりイケてた？
力を持っていた人のお墓だと考えられているのです。 

9:00～17:00 定休日 火曜日、祝日の翌日など 

072-941-3114 ACCESS Tel 

Open 

 八尾市大竹5-143-2 

思いを 
つなぐ 
支援 

八尾市にある誇るべき歴史遺産 
心合寺山（しおんじやま）古墳も 
世界文化遺産になったの！？ 

8／1～28 
しおんじや
ま夏の体験
まつり2019

開催！ 

 環境アニメイティッドやおでは、八尾市
環境総合計画において望ましい環境像を実
現するための具体的な企画・活動・提案を
募集し、企画・活動への金銭面での支援だ
けでなく、情報交換の場の提供や各分野か
らの助言などの多面的な支援を行うことを
目的に「楽しい環境活動支援金」事業を実
施しています。 
 令和元年度に支援する団体が決定しまし
たので、支援を受ける団体の取組について
ご紹介します。 

（八尾市立しおんじやま 
   古墳学習館 館長   
     福田 和浩さん） 

楽しい環境活動支援金 採択団体決定！ 

夏の暑い時期の古墳見学は…ですが、
夏休みの宿題もかねて、ハニワ貯金箱
等いろんな歴史体験ができる「夏の体
験まつり」で心合寺山古墳を楽しんで
ください！（7／25～Web申込開始） 

八尾市立しおんじやま古墳学習館 

 大げさに言うと首相と知事の関係？世界遺産だ
からと言って、百舌鳥・古市に入るだけがすべて
じゃないんです。河内を代表するリーダーのプラ
イドです。大阪人だと共感するでしょ？ 
 そして、現代では何といっても、当時の様子を
復元した古墳としてすばらしい歴史遺産。大阪府
内で、全長160ｍの墳丘を復元しているのは、八
尾市の心合寺山古墳だけです！世界遺産には入っ
ていなくても、十分に価値はあるんです！八尾市
の方、口コミでPRよろしくお願いします。 

毎
年
4
～
6
月
は
学
校
見
学
の
時
期
。

小
学
6
年
生
の
子
ど
も
た
ち
が
た
く

さ
ん
来
て
く
れ
ま
す
。 

毎
月
第
2
・
4
金
曜
日
の
午
前
は
、 

古
墳
そ
う
じ
部
の
活
動
日
。 

ス
タ
ッ
フ
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん

と
で
清
掃
活
動
を
し
て
い
ま
す
。 

古墳学習館のキャラ 
「ハニワこうてい」も 

世界遺産に 
乗っかかって 

元気に！ 
夏はボチボチ！？ 

活動中です。 

夏のイベントの様子→ 

採択団体、取組内容 

ＮＰＯ法人八尾市活き活き会議 
環境に関する映像や音楽、絵画などを発信する環境芸術祭の
開催に向けた調査・検討を行う。 

やおコミュニティ放送株式会社 
ペットの飼い方マナーの向上による生活環境の改善を目的と
したマナー講座の開催。 

八尾市曙川小学校児童会 
学校ビオトープでのエネルギーを再生可能エネルギーに転換
し、エネルギー教育を推進しながらエコな電力でホタルを育
成することを目的とした事業。 
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 ６月の歴史楽校、テーマは「路傍の石」、日頃は気
付かない道端の石をゆっくり見て歩きました。途中で
山畑地区の岩本家を見学させてもらいました。 

 当家は、かつて油商を営んでおられたそうです。
庭には搾油のため、上方の池から水を引き水車を回
した跡やたくさんの石臼、参加者が最も注目したの
は古びた祠（ほこら）に「隕石(と伝わる)」が祀
（まつ）られていることで、ご当主の岩本同(ひと
し)氏も扉を開けたことはないとのことでした。ま
た枯山水の石庭・慶徳寺の軒丸瓦・結界石など拝見
しました。因みに、現当主の祖父、文一氏は郷土史
家で数々の歴史的遺物を収集されたのですが、大正
１１年高安古墳群を踏査し６００余基の古墳を確認
されました。その記録は高安千塚古墳群調査に重要
視されています。 
 

 （歴史楽校 坂上 弘子さん） 

都市部では体験できない、淡水魚の調査     

調査活動をしている様子 

保護池 
定期 
調査  ニッポンバラタナゴの保護池定期調査では、ニッポンバラタナゴを含む

生物多様性を保全するために、水質調査や生態調査を行い、小学生・中学
生・高校生・大学生の持続可能な環境教育（ＥＳＤ）の場として保護池を
利用しています。大阪経済法科大学構内ふれあい池とＲＥ－1保護池での調
査を行ってきましたが、これまでの調査では、ふれあい池で、ドブガイの
推定個体数約3000個体、ニッポンバラタナゴの推定個体数約10,000尾とみ
られています。 

 現在、環境アニメイティッドやおでは、
「地域循環共生圏」に関する事業の検討を
進めています。 
 このように淡水魚を調査し、八尾市の生
態系を知るエコツアーに学生や企業に参加
いただくことも地域循環共生圏となります。 
 都市部では、体験できない自然体験を、
保護池定期調査を通じて、体験してみては
いかがですか？ 

 6月に実施した定期調査には、三井住
友信託銀行 八尾支店の方々が見学に来
られました。三井住友信託銀行・八尾
支店では、店頭にニッポンバラタナゴ
の水槽を置いて下さっており、地域へ
の情報発信など、様々なご協力を頂い
ています。 
 
  

ニッポンバラタナゴ 

保護池定期調査 

近鉄服部川駅改札口集合・解散 

9:00～15:00 第3 
日曜日 
※年始を除く 

時間 

場所 
 どなたでも参加できます。 
 弁当、飲み物をご持参いただき、 
動きやすい服装・靴で来てください。 

８／18（日） 
９／15（日） 

 

で実施予定 
です。 

写真提供：NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 

 ニッポンバラタナゴは生きた二枚貝
のエラに産卵するため、繁殖期の調査
活動では、貝開器という器具を使って
そっと殻を開いて貝の中を調査します。 
 産卵の時期には、オスがメスを誘導
して、ドブガイの上でペアになり、メ
スがうまくねらいを定めて、産卵管を
ドブガイの出水孔にさっと入れます。
その直後にオスが放精し、貝の中で受
精します。 

 ニッポンバラタナゴ 



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 

■ 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/                  

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 
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平成30年度の環境配慮の取組表彰 
学校園の取組をご紹介！！  

環境 
配慮の 

取組  環境アニメイティッドやおは毎年市内学校園の環
境に配慮した取組について、その取組に特色や継続
性があるか、児童・生徒たちが主体的になって活動
しているか、地域を巻き込んだ活動になっているか
などを基準として審査を行っています。そして上位
３校(園)へは賞状を渡しに、それぞれの受賞校(園)
に赴き、表彰を行いました。 

安中幼稚園 

 園や農園で栽培した野菜や旬の
野菜、苦手な食べ物を中心にカー
ドを作成し、食べた食べ物に色を
塗る食育の取組。家から幼稚園ま
での道中に落ちているごみを親子
で拾いながら登園し、幼稚園の門
の所でそれらを「プラスチック」
「資源」「ペットボトル」などに
分別する取組などが評価され、金
賞に選ばれました。 

（環境アニメイティッドやお広報委員会） 

  幼稚園部門 小学区部門 中学校部門 

金賞 
安中幼稚園 

（今年度より閉園） 
用和小学校 東中学校 

銀賞 用和幼稚園 西山本小学校 高安中学校 

銅賞 
永畑幼稚園 

（今年度より閉園） 
曙川小学校 曙川南中学校 

金賞 

東中学校 

 自分の学校・地域をきれいにす
ることで、愛校心や地域を愛する
心の育成や将来地域の環境を支え
ていく人材の育成をねらいとし、
エコキャップの回収やアルミ缶の
回収を実施、科学部による地域河
川の水質検査及び成果発表、校内
の環境美化のため、美術部が壁画
を作成した取組などが評価され、 
金賞に選ばれました。 

金賞 

用和小学校 

 「用和小 環境EXPO’18」を開催
し、廃棄物処理場・リサイクルセン
ターをめぐる環境パッケージツアー、
保護者の方を招いた発表会など、環
境問題と向き合う探究的に学習を進
めていく取組が評価され、金賞に選
ばれました。 

金賞 

用和幼稚園 

 PTAと協力して、ポーチュラカ、
マリーゴールドなどを育てたグ
リーンボックスの取組、ふれあい
農園でのトウモロコシなどの収穫
体験などが評価され、銀賞に選ば
れました。 

銀賞 

 用和小学校表彰の様子 

 用和幼稚園表彰の様子 

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・八尾市教育セン
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 
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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 

近鉄高安山駅改札口目集合（９月２１日） 

9：30～15：00 時間 

場所 
京都地下鉄蹴上駅改札口集合（８月２４日） 
JR長柄駅改札口集合（９月２３日） 

10：00～15：00 （８月２４日） 
10：20～15：00 （９月２３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 

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 

高安の森自然楽校 ここで知る自然の魅力 自然 

楽校  高安の森自然楽校では、活動するリーダーを育て、自然環境を守り、高
安山の森林整備につなげることを目的に取り組んでいます。さらに環境問
題に取り組む新しい人材を育てるために若い世代に自然と触れ合う機会を
作っていき、文化と自然との付き合いを主軸にして取り組んでいます。 

 平成27年度から3年間、八尾市を外
から見て、再認識する機会として、各
地の作られた自然を見学しながら、森
林の仕組みや森の働きなどを学んでき
ました。 
 高安山はツル採りと森林整備活動、
ケーブル上の高安自然再生活動、山麓
の自然観察、リース作り、カゴ作り、
柏原市シイタケの植菌を継続して行っ
てきています。 

  自然楽校は10年以上継続し、当初の
目的である新しい人材育成と若い世代
に自然をふれあうきっかけができてき
ていると思います。 
 

（自然楽校 齊藤 侊三さん） 



 
 

〒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。 
茶吉寄席 
  
 毎月第３土曜日に開催している古民家
で楽しむ本格落語「茶吉寄席」。多くの
噺家さんがご出演し、落語の後は噺家さ
んと一緒にお食事をしながら交流ができ
る企画も開催。 
 10月には、プリズムホールとの共催
で、寄席が開催されます。 

環境に取組む団体を紹介 

たくさんの人が集まれる地域の憩いの場に 

Project 1 

Project 3 

やまんねき将棋大会 
  
 志紀将棋センター協力のもと、
「やまんねき将棋大会」を開催。
各クラスごとに初心者から上級者
までお楽しみいただける大会と
なっています。 

  八尾市恩智にある築250年
の旧河内木綿問屋・萩原家住
宅の古民家。 
 地域の人たちに歴史・文化
に触れ合いながら楽しんでい
ただけるような空間を作るこ
とをめざし、「茶吉庵プロ
ジェクト」は始まりました。 

茶吉庵の由来・・・ 
 茶吉庵は、江戸時代に河内木綿山根
木組（やまんねきぐみ）の木綿問屋で
した。明治９年には、母屋の入り口横
に郵便局を開局し、まちの中心として
活用されていました。 

Project 2 

やまんねき音楽会 
  
 「大阪フィルハーモニー交響楽
団」のメンバーを招致し、「やま
んねき音楽会」を開催。講演の合
間には、ワインを一杯交えながら
交響楽団が奏でる音楽をお楽しみ
いただけます。 
 11月には、プリズムホールとの
共催で、音楽会が開催されます。 

11月16日（土）15時から開演 

ニッケルルパと古楽器のお音楽会 

（観賞のみ）2,500円 ※当日300円増 

（観賞+お食事+１ドリンクセット）4,000円 

10月19日（土） 
14時30分から開演 
落語と演芸会 

「茶吉寄席」 
 

（観賞のみ） 

2,500円 ※当日300円増 

（観賞+佑和のお食事セット） 

5,500円 

各イベントのお問い合わせは、

茶吉庵へお願いいたします。 

TEL：072-943-7007 

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！ 


