
平成２７年度第１回 東大阪環づくり会議概要 

日 時 平成 2７年１０月１０日（土） 午前１０時から１２時まで 

場 所 市役所総合庁舎 ２２階 会議室 

議事内容 

１． 開 会 

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 

○くじにより、CD⇒ＥＧ⇒ＡB⇒Ｆの順に発表 

○久先生より講評 

５．閉 会 



発表内容 

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） 

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）

（取組） 

・愛ガード運動 

・老人会での行事の活発化（健康ヨガ、健康講座、歌体操など） 

・集団回収 

（課題） 

・集団回収での資源の持ち去り 

（解決策） 

・可能な範囲で地域の声掛け 

○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）

（取組） 

・公園や遊歩道など地域清掃活動（犬の糞の放置をへらしていきたい） 

・長瀬川の清掃活動・水辺の学校 

・ごみの分別、ポイ捨て禁止 

（課題） 

・環境に対する意識が低い 

（解決策） 

・学校教育との協働で環境に関心のある子供を増やす 

・地域の文化・誇りを地域に広め、地域愛を持ってもらうことで街がきれいになる 

○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）

（取組） 

・若江岩田駅、花園駅への花の供給 

（今後行いたい取組） 

・空き店舗の落書きをきれいにする 

（課題） 

・空き店舗シャッターの落書き 

（解決策） 

・シャッターにはペンキがすぐとれる塗料の使用 

・若手アーティスト等に作品を発表してもらうことで新たな落書きを防ぐ 



○その他

（取組） 

・環境家計簿→地球温暖化の問題に関心を持ってもらうことができる 

・食器のリユース 

○今後の目標

・子どもや若い人たちに地域の文化や誇りを広め、モラル・マナーの向上を図っていく 

・ワールドカップ開催に向け、花園を中心に花のロードなど、町会全体で美しいまちづく

りをしていきたい 



Ｅ地域      稲田桃がたわわに実る緑あふれるまち（環境像） 

G地域      長瀬川を核とした風情のあるまち（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）

キーワード：緑化、稲田桃 

（取組） 

・稲田桃の栽培     ・ももの花祭りで稲田桃の啓発 

・道路に花を栽培したプランターを置く 

○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）

キーワード：清掃活動 

（取組） 

・アドプトロード「藤美」（月一回の清掃活動） ・高齢社宅のゴミ出しの協力 

・ゴミ出しの「ルール違反」警告活動  ・ゴミ袋の配布 

・小学校にゴミ対策の標語作成を依頼  ・清掃活動のマップ作り（依頼予定） 

○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）

（取組） 

キーワード：長瀬川 

・清掃活動 

・キショウブやジュズダマの植栽（水質の浄化） 

・ＪＡの収穫祭で発表する。（ジュズダマでクラフト作り） 

・大和川の源流見学 

○その他

キーワード：資源循環 

・こども会で資源ごみ、廃品回収活動  ・楠根ＲＣで食器のリユースの実施 

・３Ｒ活動の実施 

キーワード：住環境 

・地域の草刈活動（楠根小学校の校庭、楠根川緑地内、高齢者宅、稲田八幡宮 等） 

・環境家計簿の実施 



○各取組を推進する上での課題・問題点（共通）

人材 

・活動を継続実施できる人材の不足   ・世話人を探すことが困難 

周知・広報 

・取組を実施地域では取組内容やイベントが普及、浸透しているが、広報活動を実施して

いても、取組を市域全域に広めることが困難。 

・３Ｒ活動を周知しているが、廃品回収に出す人や物が少ない。 

協働 

・世代間や近所との交流が必要。  ・緑化活動の参加者確保が困難。 

・一つの団体では、活動内容や活動範囲に限りがあるため、活動を広めるためには地域と

の連携が必要。 

資金 

・緑化活動には、花の種の購入など費用が必要だが、資金の確保が困難。 

・子ども会の廃品回収（新聞など）の量が減っている。 

○解決策

取組に参加しやすい環境づくり 

・参加を強制しない。（時間を限らず、無理のない範囲で参加してもらう） 

・取組を継続する。（継続は力なり） 

普及啓発 

・回覧板、掲示板等を活用する。（活動報告を実施するなど。） 

協働 

・団体と行政がタイアップして活動する。（場所の提供 等） 

・団体や自治会が単独でするのではなく、協力して取組を実施する。 

・「花づくり学習会」を増やしていただく。 

意識 

・一人ひとりが環境問題に取り組む 



A地域     次世代につなぐ緑と歴史のまち（環境像） 

Ｂ地域     育て、伝え、守ろう自然と歴史のまち（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）

（行っている取組） 

・蛍の飼育 

（課題） 

・高齢化により活動継続に問題が出ている（中学校等への指導も含め） 

（解決策） 

・若い世代への教育による知識の伝承 

○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）

（今後行いたい取組） 

・環境市民教育 

○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）

（行っている取組） 

・歴史講座 

・生駒山麓の整備 

○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）

（行っている取組） 

・花のボランティア活動 



○その他

（行っている取組） 

・美化運動 

・防災活動 

（今後行いたい取組） 

・小中学校における環境教育 

（課題） 

・小中学校での環境出前講座には学校側の理解と承認が必要 

（解決策） 

・環境教育・活動について全小中学校の内容を調査し、まとめる 

・各学校の環境教育・活動の差をなくすため、市が協力し働きかける 

○全体を通しての東地域の今後の目標

・子どもたちへの環境教育を進め、小さい間から環境への意識を高める 



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）

キーワード：環境教育・啓発 

（取り組み内容：環境教育・啓発）

・環境に関する小中学校への出前授業    ・水辺の楽校 

・ふれあい給食会             ・シニア地域活動実践塾での環境啓発 

・環境家計簿 

（課題） 

・環境家計簿が若年層に広がらない。 ・環境の出前講座をもっと効果的に行うべき。 

（方向性） 

・環境教育、学習を行うのであれば、生徒に行う前にまず先生に行う。その後、先生か

ら生徒にたいして教育するほうが効果的。 

・環境家計簿については、自治会加入者全員に参加してもらってはどうか。 

○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）

キーワード：地域の安全・安心 

（取り組み内容：） 

・地域清掃（たばこのポイ捨てをなんとかしたい）・地域巡回、空き家の見回り 

・愛ガード、自宅の前で子供たちに声掛け     ・安全マップの作成            

・防犯灯（LED）防犯カメラの設置             ・防犯活動、自治会活動 

・老人世帯の手助け 

（課題） 

・たばこのポイ捨てをなくしたいが実行力が伴わない。・空き家問題対策  

 ・若い世代の社会参加が少なく、情報共有ができない・防犯カメラ設置を地域で検討 

・老人世帯の手伝いをどうするのか ・第 2寝屋川の治水が大丈夫か点検すべき。 

・八戸ノ里に新市民会館ができるが、道路整備を進めてほしい。 

（方向性） 

・たばこのポイ捨てに関して、条例に罰則を盛り込んでほしい。（行政）その罰金を緑化

活動の財源とすればどうか。 

・お年寄りの生活支援は、高齢者地域支え合いセンターの実施する「ワンコインサポー

ト事業」を利用する。 

・アイガードとは別に、小学生が登下校する際にシルバー世帯が自宅前で声をかけて見

守る活動をしてはどうか。その際に、自宅前の掃除や緑化などに取り組めばどうか。 



○ 環境全般１

キーワード：緑 

（取り組み内容） 

・子供が楽しめる公園づくり（悠友塾での取り組み等） 

・自宅前での緑化 

（課題） 

・公園を利用する人が少ない、公園の活性化。 

・もっと緑あふれる公園、こどもたちが遊べる公園にすべきだが、禁止事項が多すぎる。 

・東大阪市は生駒山系を除くと緑が6.7％しかなく、もっと緑化が必要。 

（方向性） 

・公園の管理、運営を地域で実施してはどうか。 

・公園でできる遊びとそうでないものを市内で統一を図るべき。その上で、子供たちが

もっと遊べるような公園にすべき。 

・まず、緑化は行政の取り組みの前に、個人単位で緑を増やしていく活動が必要である。

家の前をきれいにし、ベランダにも緑や花を植える活動をしてはどうか。（「緑豊かな

まち東大阪」運動として、ラグビーワールドカップに合わした取組としてはどうか。） 

○ 環境全般２

キーワード：リサイクル 

（取り組み内容） 

・古紙回収 ・生ごみ処理 ・食器のリユース ・エコバッグの配布 

（課題） 

・マイバッグを利用する人が少ない  ・生ごみ処理をしている場所が少ない 

・ゴミの分別をしない人がいる（特にワンルームマンションが多い） 

（方向性） 

・ゴミの分別については、不十分であり、もっと進めていくべき（行政）。 

・ワンルームマンションにおける無分別が多いので、マンションの家主・管理人等に責

任を負わせる。（収集せずに産業廃棄物として処理する。） 



久先生講評 

発表の中で西１に「つなぐ」という話がございました。これは非常に重要な話で、この

環づくり会議もそれぞれの活動をつないでいこうということでやっておりますので、来年

もつながっていくところが増えていったらいいなと思っております。そのつながるために

は、「うちはこんなことやってるで！」といういい事例を発表していただいて、「じゃあ、

うちも真似させてもらおう！」となっていくと一番いいので、来年集まるまでに、これは

絶対に他のところで真似してもらおうということをご準備いただくと、つながっていくか

と思います。 

若い人という話も発表で出ていましたが、若い人も頑張っていますという事例をお話さ

せていただきます。実は、昨日の晩にある会合で摂津市に住んでらっしゃる新田昌恵さん

という女性の方に発表していただきました。30代前半の子育てのお母さんの彼女が何をや

っているかといいますと、「マミー・クリスタル」という団体を主宰しています。なんで「マ

ミー・クリスタル」という名前をつけているかというと「お母さんが輝く！」という意味

です。摂津市に嫁いで来たけれども、自分の地元ではないので友達を作りたいなというこ

とで、インターネットを通じて呼びかけ始めました。そうしたところ「マミー・クリスタ

ル」の会員数は500名まで増えました。その 500名の子育て層のお母さんたちがつなが

っていろんな活動をやっています。「こんなことをやってみたい、誰か一緒にやろう！」と

いう話になったら、どんどん小さなグループができて動いています。そういう方々の動き

方というのが、下手をすると非難の的になります。どういうことかというと、「あの人等は

好きなことだけやってるやないの」という話になり、その一言が出ると「あ、もうこの人

等とは一緒にやりたくない」ということになるので、この地域活動でも好きなことに関わ

ってもらえる機会をたくさん増やしてもらえば、こういう若いお母さんたちも参加してく

れるということです。実はうちの近畿大学の学生、今日一人院生の張さんに来ていただい

てますけれども、いろんなところで活躍しています。具体的な環境活動ということでいう

と、八尾市が一年に一回やっている環境フェスティバルに学生事務局があって、学生たち

だけで30名くらい集まっていろいろ頑張っています。何がポイントかというと、学生たち

だけでいろんな企画をさせてもらえるということ、それからやっていて楽しいということ

です。若い人たちを巻き込む時は、お母さん世代もそうですが、やはり自分が楽しめると

ころに自分たちだけでやれるような雰囲気を作っていただくと、たくさんの人が入ってこ

れるのかなと思っています。 

続いての話ですが、私はいろんな活動をお手伝いしていてコミュニティーがしっかりし

ていると、何でもできちゃうということなんです。昨日は猪名川町で環境審議会をやって

いまして、ニュータウンがたくさんある地域なのでごみ屋敷問題が出てきまして、市役所

が取り締まれないのかという話になりました。確かに取り締まったら一時期その問題が解

決すると思いますが、実はごみを貯めておられる方というのは、心の問題がある訳です。

例えば、ご夫婦二人暮らしだったがパートナーの方が亡くなって、一人になって寂しくな

ってごみを貯めるようになってしまうということになった時に、その根本解決をするため

にはその方の孤独、寂しさを解消してさしあげないといけない訳です。そうなってくると、



コミュニティーの問題につながります。ですからコミュニティーの中でその人の孤立をさ

せないように、日頃から、そういう問題が起きる前から、仲良くしていただくということ

が重要ですけれども、そこでみなさんにもお願いですが、町会活動というものは、世帯参

加が多いんです。「お母ちゃんいっといてや、お父ちゃんいっといてや。」という話になっ

てしまいがちです。そうすると、いつも地域活動をやってらっしゃった方が亡くなったと

きに、もう一方の方が孤独になってしまうということが起こるので、できたら世帯参加で

はなくて、個人参加で、夫婦共に来て欲しい、とかそういう形で引き出していただくこと

ができれば、一人暮らしになった時の孤独感も若干は解消できるのではないかなと思いま

すので、そんな活動を展開していただきたいと思います。 

最後に先ほど西 2 の松浦さんがおっしゃっていただいたラグビーワールドカップ、これ

は一つのきっかけだと思います。市民ぐるみで、大きな目標を持つということがあればと

思います。それには東大阪はやはりワールドカップです。先日、南アフリカに勝ってもら

ったおかげで、にわかラグビーファンがとっても増えました。ラグビーはマイナーなスポ

ーツなので、ワールドカップを誘致してもどれだけ盛り上がるかなと不安視していたんで

すけれども、今回これだけ盛り上がっています。ということは2019年もたくさんの人た

ちが東大阪、花園ラグビー場に来てくださる可能性はぐっとアップしたと思います。その

時に先ほど発表の中にあった「東大阪の街きれいやんか！」とか「東大阪の街いいやんか！」

と思ってもらえるような形で、この 4 年間一緒に頑張りませんかということです。環境だ

けではない、様々な形で「東大阪いい街やんか！」と世界中の人たちに思ってもらえる絶

好のチャンスだと思いますので、ラグビーワールドカップというイベントだけが成功する

んじゃなくて、これをきっかけに東大阪の街がもっといい街になりたいなと、私も在勤と

いう形では東大阪の街の市民でございますので、近畿大学共々頑張らせていただきたいと

思います。 



事務局まとめ 

当日はご多忙にもかかわらず、ご参加いただきありがとうございました。今回の環づく

り会議は、近畿大学総合社会学部の久先生のご協力により、各地域に分かれワークショッ

プ形式にて地域で行っている取組をお伺いしながら、取組の課題・問題点を抽出し、取組

を解決するために今後取り組みたい、取り組むべき内容を考え、発表していただく 3 年前

の平成24年度以前の進め方に立ち返らせていただきました。 

本会議では、行政の取組みや地域における環境活動の情報共有を図ることで、お互いの

連携・協働を促進し環境活動を広げ、みんなで環境を守り育んでいくことを目的としてお

ります。このことからも、今回各地域でご議論のありました課題、解決策、今後の目標等

の中から、現在市役所としての取組み状況の紹介をさせていただきます。 

○Ａ・Ｂ地域

・子どもたちへの環境教育を進め、小さい間から環境への意識を高める 

（市役所の取組状況） 

 小中学校では、各教科（生活科、社会科、理科、技術・家庭科など）や総合的な学習の

時間で、環境教育として食物の栽培、ゴミ問題、地球温暖化、エネルギー問題などに取り

組んでいます。また今年度、環境教育出前講座を市内５０校（１１月３０日現在）が活用

しています。さらに先生への教育ということでは、各小中学校から一名ずつ教師が集まり、

環境教育推進校の取組内容の報告や環境に関する講師を招いての講習会を実施し、各学校

へフィードバックしています。 

○Ｃ・Ｄ地域

・ワールドカップ開催に向け、花園を中心に花のロードなど、町会全体で美しいまちづく

りをしていきたい 

（市役所の取組状況） 

 市としてもワールドカップの開催にあたり、花園ラグビー場周辺の整備を進めていく予

定ですが、住民の方にご協力いただくことにより、さらに美しいまちを目指します。また

来年度以降、東花園駅からラグビー場にかけての「スクラムロード花園」に歩きたばこ禁

止のマークタイルの設置を予定しております。 

○Ｅ・Ｇ地域

・緑化活動には、花の種の購入など費用が必要だが、資金の確保が困難 

（市役所の取組状況） 

緑化活動の支援としては現在みどり景観課において 

・花づくり学習会 

・民有地植樹資金助成 

等が行われています。また、環境企画課において実施している豊かな環境創造基金活用事

業の補助で、今年度については地域緑化事業を行っている団体である「花とみどりいっぱ

いに会」に補助を行い、環境啓発・環境活動の支援をしています。 



・「花づくり学習会」を増やしていただく 

（市役所の取組状況） 

 27年度から学校園だけではなく、自治会、地域の緑化グループ等にも花づくり学習会を

実施し、学習会に参加した団体に対して活動資材の支給及び活動の支援を行っています。

学習会では種から花を育成する方法を学習していただき、また習得した技術を伝えてもら

うことで、花とみどりいっぱいのまちづくりに役立てることを目的とした事業であり、種

まきの季節が決まってくるため、年２回学習会を行っています。 

現在、平成 28 年 3 月に実施予定の花づくり学習会参加団体を募集しております。添付

のチラシをご参照の上、ぜひご参加ください。 

○Ｆ地域 

・公園の管理、運営を地域で実施してはどうか 

（市役所の取組状況） 

市では日常的な公園の清掃、除草等の管理を公園愛護会などにお願いしており、愛護会

などの活動を支援することで、よりよい公園の利活用の推進を図っています。 

・公園でできる遊びとそうでないものを市内で統一を図るべき 

（市役所の取組状況） 

市としての統一のルールがあるが、それに加え、実情に応じ地域でルールが作られてい

る状況です。 

・マイバッグを利用する人が少ない 

（市役所の取組状況） 

レジ袋削減運動を実施し、市民にマイバッグの利用推進を図っております。 

・ゴミの分別については、不十分であり、もっと進めていくべき 

（市役所の取組状況） 

分別収集の定着化を図るため、ごみパンフレットなどにより、市民に対しごみ出しのルー

ルの周知拡大を進めております。 

今回のワークショップで頂きましたご意見の中に「地域でのコミュニケーションが取れ

る機会の設定」というものもございました。この環づくり会議もその「機会」の一つにな

れるよう、より一層の参加者を募集するとともに、地域の活動の環をさらに広げていただ

く場にしていきたいと考えております。そして、その活動について行政も連携し、協働し

ながら地域力を養い、「みんなで引き継ぐ 豊かな環境創造都市 東大阪」を目指していき

たいと思いますので、引き続きみなさまのご協力よろしくお願いいたします。 


