
平成２３年度第１回 東大阪環づくり会議概要 

 

日 時 平成 2３年１０月１５日（土） 午前１０時から１２時まで 

場 所 市役所総合庁舎 18階 研修室 

議事内容 

１．開 会 

 ○久先生より挨拶（詳細については、次頁以降参照） 

  ・環
わ

づくり会議には、「環境づくり」と「つながりづくり」の２つの意味があります。

・年に１回集まり、一緒につくった環境基本計画の状況確認とお互いの取組内容を知

ることでのつながりづくりをしていただきたい。 

・各テーブルに近畿大学の学生も参加しておりますので、元気のいい学生と地域の皆

様とのつながりができれば、もっと色々なことができるものと期待しています。 

２．東大阪市第２次環境基本計画等について 

○第２次環境基本計画の概要、計画に基づく市の事業実施状況、環づくり会議の役

割等を説明 

３．地域での取組状況等について 

○リージョンごとにわかれてワークショップ 

４．発 表（発表内容等については、次頁以降参照） 

○くじにより、Ｅ⇒Ｇ⇒Ｃ⇒Ｆ⇒Ｂ⇒Ａ⇒Ｄの順に発表 

○久先生より講評 

   ・皆様が笑顔で話し合い、前向きな意見が沢山出たことが良かった。今後も前

向きな意見がどんどん出てくるような話し合いをしていきたいと思います。 

   ・地域活動の中で、元気をもらえる「いいね」「頑張ってね」という前向きな言

葉が重要である。 

   ・一斉に何かしようという話が出ましたが、一斉にするというのはとてもいい

ことですが、義務感になると辛くなります。そのため、自主的・自発的な一

斉というのがいいと思います。 

   ・回覧も見ない、自治会にも入らないという方には、なかなか情報が伝わらな

いというときには、フェイスブックやツイッターといった新しい道具を若い

人達が多く利用しているため、そういった道具を併用しながら呼びかけてい

ただくと自主的な一斉というのが増えてくると思います。 

   ・全てに関わって言えることは、自発的に前向きに物事を考え、動いていく人

達を沢山つくっていくことが大切ですので、地域でもそういうことを考えて

いただければと思います。 

５．閉 会 

  ○石田環境部次長より挨拶 



発表内容 

Ｅ地域      稲田桃がたわわに実る緑あふれるまち（環境像） 

 

○ 市民が主体となって緑豊かな環境を育み、活用していきます（環境づくりの方向） 

・ ゴーヤの栽培 

・ 休耕田を利用した菜の花栽培 

⇒近隣保育所と連携し、環境教育も進める（最終的には搾油し、保育所で利用） 

 

○ 市民や地域の団体が連携して、稲田桃がすくすく育ち、交流が生まれるまちにし

ていきます（環境づくりの方向） 

・ 稲田桃の植樹 

⇒６００本植樹 

⇒植樹場所の確保や実の活用方法が課題 

・ 楠根と森河内で地域懇談会を開催 

  ⇒参加者確保のため、自治会との連携が課題 

 

○ その他 

・ ペットボトルのキャップの回収 

⇒ワクチン提供 

・ 環境家計簿 

・ 環づくり会議の内容に基づいた、各地域での話し合いも必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



G地域      長瀬川を核とした風情のあるまち（環境像） 

 

○ 市民一人ひとりの取組により、歩行者や高齢者が安全に道路や歩道を利用できる

ようにしていきます（環境づくりの方向） 

 ・クリーン作戦 

  ⇒中学校区での道路、公園の清掃 

 ・学生が多く、駅周辺道路が狭いことや歩車分離ができていないことが課題 

  

○ 市民が中心となって、長瀬川を核としたまちづくりを進めます（環境づくりの方

向） 

  ・今後、長瀬川の整備に取り組んでいきたい 

 

○ その他 

・ ごみの分別 

・ 節電 

・ 世代交流 

   ⇒リージョンセンターにて、学生と協働での祭りの開催。工作支援や自然について

の環境教育を実施 

・ 環境フェスティバルへの参加 

・ 環境家計簿 

・ 今後、子供の遊び場確保のため、学校の運動場の開放に取り組んでいきたい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｃ地域     拠点施設を核に環境意識を高められるまち（環境像） 

 

○ 市民が主体となって安全な道づくり、マナー向上に取り組んでいきます（環境づ

くりの方向） 

 ・ 遊歩道整備に伴う地域の環境意識の向上 

  

○ 市民一人ひとりが地域の魅力を再発見するとともに、地域が文化資源を守り育て

る活動や有効活用策の発案などに取り組み、情報を発信していきます（環境づく

りの方向） 

・ ジャズフェスティバルの開催 

⇒商店街の活気にもつながる 

・ 環境教育の実施 

⇒地域資源をテーマにした「かるた」を実施 

 

○ その他 

・ ごみの分別の徹底 

・ ペットボトルのキャップの回収 

⇒ワクチン提供 

・ 講演会の開催 

・ 環境教育の実施 

⇒フードマイレージ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 地域     季節の花が咲き誇り、環境教育に取り組むまち（環境像） 

 

○ 市民が主体となり、季節の花が咲き誇るまちづくりとともに、環境教育に取り組

みます（環境づくりの方向） 

・ 長瀬川の清掃 

・ どんぐりを自宅で植える 

・ 生駒山での桜の植樹 

・ 自宅の雑草除去 

・ 今後、司馬遼太郎記念館周辺の菜の花の取組や魅力を発信したい 

 

○ 市民が主体となって、安全で安心できるまちづくりに取り組みます（環境づくり

の方向） 

・ 不法看板の撤去 

・ 災害ボランティア経験を地域で訴える 

⇒災害に対しての興味・関心を喚起する 

 

○ その他 

・ 省エネ 

⇒昼休みの全館消灯やエレベーター・エスカレーターの利用自粛 

・ アルミ缶や牛乳パックの回収 

・ 車椅子の寄贈 

・ 今後、元市民病院跡地を公園にしていきたい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Ｂ地域     育て、伝え、守ろう自然と歴史のまち（環境像） 

 

○ 市民が中心となって自然や歴史など地域資源の発掘、整理を行い、地域情報を発

信していきます（環境づくりの方向） 

・ 生駒山の登山道の整備 

⇒案内板が立てられ、安心して登山ができるようになった 

 

○ 市民による地域資源を活用した取組を検討するとともに、地域活動の連携を推進

していきます（環境づくりの方向） 

・ 生駒山における桜の植樹 

・ 枚岡神社におけるグリーンカーテン、桜・イチョウの植樹 

・ 休耕田での家庭菜園 

 

○ その他 

・ 地域清掃の実施 

⇒池島校区では、第一日曜日の清掃を学校の年間行事として実施。参加者は５００

人を超える 

⇒教育協議会との協働が課題 

・ 野鳥の池周辺のパトロール実施による放棄自動車の減少 

・ 防犯灯のＬＥＤ化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



A地域     次世代につなぐ緑と歴史のまち（環境像） 

 

○ 生駒山ろくの森林などの自然環境や、地域の文化環境を、市民が中心となって守

り育てます（環境づくりの方向） 

・ ほたるの飼育 

⇒リージョンセンターや孔舎衙東小学校での飼育。孔舎衙東小学校では「ほたるを

鑑賞する夕べ」を開催 

・ 河内木綿の栽培 

・ 生駒山ろくにある市の遊休地の自然公園化を目指し、毎月、下刈りを実施 

 ・ 今後、街道や、谷筋、川を知ってもらうようマップを作成したい 

 

○ 市民を主体として、環境を次世代につないでいく活動に取り組んでいきます（環

境づくりの方向） 

・ もったいない精神の復活 

⇒牛乳パックや厚紙の再利用 

 

○ その他 

   ・ 環境家計簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



D地域     公園を中心とする安全・安心のまち（環境像） 

 

○ 市民が中心となって、安全・安心・健康に暮らせるまちづくりに取り組んでいき

ます（環境づくりの方向） 

 ・ 自治会館を交遊の場として活用することで、省エネやコミュニケーションを図ること

ができる。 

 

 

○ 市民一人ひとりの取組により、美しいまちを保ちます（環境づくりの方向） 

・ 地域清掃の実施 

⇒拡大するためには、住民意識の向上や学校と地域との連携が課題 

⇒地域資源を活かしたまち歩きツアーを組み、清掃を一緒にすれば住民意識向上に

つながる 

  ・ 今後、屋上緑化や壁面緑化、小中学校の芝生化を進めるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



久先生挨拶 

環境基本計画をつくるときのワークショップ

の最後に、皆様が自分の気持ちで、今回から来

ていただきたいとお願いしたところ、沢山の方

にお集まりいただきましてありがとうございま

す。 

１回目の環づくり会議ということですが、こ

の環づくりには２つの意味がありまして、環境

づくりのわづくりと、皆様のつながりづくりの

わづくりと、２つをかけたわづくりだというよ

うに考えていただければと思います。 

前にもお話させていただいたように、今まで、市役所がつくった計画というのは、市役

所の方には、申し訳ない言い方ですが、つくったらあとは、皆様にお声がかからず、１０

年間どんどん市役所のペースで進められて、１０年後の見直しのときに皆様のご意見を聞

くということが多くありました。 

折角、一緒につくらせていただいたわけですから、毎年どこまで進んだかということを

共に評価させていただいたらどうかということで、年に１回は必ずこのように集まってい

ただいて、環境基本計画がどういう状況になっているのかということを確認していただく

という意味合いが１つあります。さらに、もう一つは、市役所にあれこれ言うのも、非常

に重要ですが、人に言って、人を動かすということは、なかなか難しいことです。自分達

ができることを少しずつやっていったほうが、実現性が高いかもしれないという意味では、

皆様のこの１年間の環境の取組を紹介していただいて、次の１年間、そんなことをしてい

るのでしたら、一緒にできるのではないかという形でつながりができたら、もっと力が倍

増するのではないかということで、年に１回集まっていただくという意味もあるかと思い

ます。 

今日、少し早めに越させていただいて、始まるまでの皆様の様子を拝見してみますと、

各テーブルの中でも、もう既に、顔なじみの方も沢山いらっしゃって、お久しぶりという

お声もあったように聞かせていただきました。 

また、この中から、新しい活動のつながりが生まれてくることを期待しております。こ

うやって、１年間に１回でも顔を合わすことで、色々な人とつながり、アイデアがどんど

んわいてくることを期待しております。 

今日の後半部分は、皆様のテーブルごとに、話を盛り上げていただくということですが、

通常、こういうときには、何かテーマを決めて話をしようよということになります。しか

し、今日からは、一風変わったと言うか、市役所側からこういうテーマで話し合ってくだ

さいということはなしに、意見交換の中から、色々アイデアやヒントがつながり、あるい

は、お互い活動のアイデアを交換していただくというやり方で、できたらなと思います。 



既に、月に１回、Ｇ地域のリージョンセンターで、井戸端会議をさせていただいており

ます。今日も、その仕掛け人の一人で、リージョン企画運営委員会の辻委員長も入ってい

ただいておりますが、その意見交換の中から、大学生と地域のつながりも沢山生まれてお

ります。また、リージョンの祭りには、学生も一緒に入って、ワイワイするようになって

おります。 

今日、色んなところで、学生も入っておりますので、学生ともつながりをつくっていた

だければなと思います。残念ながら、今日は７名の学生が来られませんでした。ですので、

学生が入っていないテーブルもございます。その訳と皆さんに環境づくりということで、

お話をさせていただいて、私の話の最後にさせていただきたいと思いますが、今日は、何

人かの学生は違うところに出かけております。それは、１１月６日の日曜日の１１時から

１６時３０分まで、久宝寺緑地でアースデイのイベントを学生たちが企画をして行います。 

これは、皆様の環境づくりとも非常に密接に関係しますので、また、お時間、興味のあ

る方は、１１月６日に久宝寺緑地をのぞいていただきましたら、アースデイのイベントを

行っています。バザーをしていたり、あるいは音楽のライブがあったりと、色んな楽しみ

ごとも含めて行っています。色んな大学から集まってきた学生を中心とした実行委員会が、

年に２回開いております。この前のイベントのときには、２万人弱の入場者があったとい

うことです。また、この中河内地域ということで言えば、場所はお隣の八尾が中心になり

ますが、久宝寺緑地もまた、のぞいていただければと思います。暗くなれば、６時半まで

は、キャンドルナイトとして、久宝寺緑地が、ろうそくで照らされるというように、少し

ロマンチックなイベントもございますので、お昼間はお忙しいという方は、６時半までキ

ャンドルナイトをしていますので、暗くなってからのぞいていただくと、いつもと違う久

宝寺緑地の風景が見られると思います。 

なぜ、その話をさせていただいているのかと言いますと、最近、自分達で企画をする大

学生も沢山出てきておりますので、ぜひとも、そういう元気のいい学生達と地域の方々が

つながっていただければ、もっと色んなことができるのではないかと期待をしております。 

今日は、申し訳ありませんが、一部の地域にしか学生が入っておりません。来年度から

は、アースデイのイベントの日程調整もさせていただきながら、沢山の学生に皆さんのテ

ーブルの中に入ってもらい、大学生とのつながりもつくっていければなと思います。 

まず、第１回ということでございますので、どうなるか分かりませんが、今日の様子を

拝見させていただきながら、また、２回目以降もよりいいものにしていきたいと思います。 

それでは、今日、２時間ぐらいでございますけども、お付き合いいただければなと思い

ます。どうぞ、よろしくお願いします。 

 

 

 

 



久先生講評 

今日、拝見させていただいて、非常に良かったと思います。何が一番良かったのかとい

うと、皆様が笑顔でお話になっていたことが一番良かったと思います。 

なぜ、笑顔なのかよく考えてみると、前向きな意見が沢山出てきたから、笑顔だったの

かなと思いまして、今後も、前向きな意見がどんどん出てくるような話し合いをしていき

たいと思います。 

前で、パソコンを少し触っていましたが、何をしていたかと言いますと、皆様の様子を

今流行のフェイスブック、ツイッターで全世界に発信していました。今、東大阪でこんな

ことをしていますと全世界に私を通じていっています。 

フェイスブックの中には、「いいね」というボタンがありまして、世界中に発信したコメ

ントに対して、「いいね」というボタンを押すと、その発信した人に返ってきます。私も、

今、流したところ、何人かの人が返してくれました。 

なぜ、その話をするのかと言いますと、「前向き」ということと、「いいね」というボタ

ンは同じでして、誰かが書き込みをしたときに、ツイッターというのは、コメントを返え

せます。コメントを何十字も打つのは大変ですが、「いいね」というボタンは簡単に押せま

す。 

皆様がいいことをしても、いいことを言っても、聞いてもらえているのか、皆に伝わっ

ているのか不安になるときがあります。でも、少し、「いいね」という声をかけていただく

だけで、元気をもらったなという話になります。文句を色々言われますが、「いいね」とか、

「頑張ってね」という言葉はなかなか掛けてもらえないということがありますので、地域

活動の中でも、いいことをしている方、頑張っている方に、「いいね」という一言がもっと

もっとあればいいのかなと思います。逆に、文句ばかり言われるから、元気がなくなるの

ですが、その文句を言う人の何十倍もいいと思っている方もおられると思いますので、ぜ

ひとも、これからは、ほんの一言ですが、前向きな「いいね」とか「頑張ってね」という

言葉も重要かと思います。 

あと、皆様のお話を聞いていて、2点ほど情報提供も兼ねて、お話をさせていただきたい

と思います。 

幾つかの地域で、一斉清掃など一斉に何かしようよというお話が出ました。一斉にする

というのは、とてもいいことですが、しんどくなるときがあります。皆が自主的に一斉に

することはいいですが、だんだん義務感に変わってきます。この義務感の一斉というのは

とても辛くなるし、しんどくなるので、一斉は基本的に、自主的・自発的にというのがい

いのかなと思います。 

今、フェイスブックで皆が一斉に何をしているのかと言いますと、アメリカで、デモを

しています。フェイスブックで呼びかけて、一斉にしているわけです。そういう意味では、

パソコンやインターネットというのはすごくいい道具です。一斉にしようよというときに、

回覧を見ている方には、ちゃんと伝わっていると思いますが、回覧も見ない、自治会にも



入らないという方には、なかなか情報が伝わらないというときに、フェイスブックやツイ

ッターといった新しい道具を若い人は沢山使っているので、そういうものを併用しながら

呼びかけていただくと自主的な一斉というのが、どんどん増えてくるのかなと思いました。 

最後に、B 地域の池島高校の自動車の放棄が地域の人の手で、だんだんなくなってきた

というお話を聞きまして、ちょっとタイプは違いますが、こんな話を思い出しました。 

芦屋市のある地域の公園で白いベンチが置かれています。ここに、落書きをする人がい

るわけですね。多分、若い子ですが、白いベンチに黒いマジックで落書きをします。何度

消しても、また書かれます。手を焼いた地域の方々が黒で書かれるのなら、いっそうのこ

とベンチを黒に塗ってしまえということで、黒に塗りました。 

ところが、一週間後、白いマジックで落書きされました。どうすればよいのかという話

になりましたが、あることがきっかけで、落書きがなくなりました。それは、何かという

と、生ごみを堆肥にするコンポスターという装置を公園に置きました。そうすると、近所

の方々が、自分のところで出てきた生ごみをその装置に入れるということが始まり、以来、

落書きがなくなりました。 

これは、なぜかというと、皆が公園を利用するようになって、公園に沢山の人が集まり

出しました。そのことによって、落書きがなくなったんですね。今までは、余り、皆が公

園を利用しなかったから、そのすきをぬって、若い子が落書きをしていたのですが、これ

だけ沢山の人が集まるところでは、落書きができないということが伝わっていったわけで

す。これも、ある意味で逆転の発想だと思います。落書きされる、それを消すという、い

たちごっこではなくて、皆が少しその発想を変えて、前向きに公園を使うということで、

落書きがなくなったということです。 

私も、池島高校の近所を知っていますが、やはり、用事がないとなかなか行けないとこ

ろに、沢山の自動車が置かれていると思いますので、パトロールを兼ねて、皆が歩き始め

ると、多分、そういう悪さができにくくなると思います。 

少しその発想を変えて、前向きに、何か自分が自主的に関われるようなことで、地域の

環境を良くできないかというように考えていただくと、もっともっと沢山の人達が環境づ

くりに関わってくれるかと思いましたので、今日は、幾つかのお話をさせていただきまし

た。 

全てに関わって言えるのは、自発的に、前向きに物事を考え、動いていくという人達を

沢山作っていくことが大切なことだと思いますので、また地域でもそういうことを考えて

いただければと思います。 

また、一年後という七夕のような会議になっていますが、先ほど、ご意見いただきまし

たように、地域でもしてよというお声がありましたので、また、環境部の担当の方とお話

をさせていただいて色んな機会をつくっていきたいなと個人的には思いました。 

 


