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こんにちは☆彡とよなか市民環境会議事務局です♪ 

いよいよ夏本番、8 月がスタートします♪ 

 

今夏も、新型コロナウイルスの影響により、 

例年通りとは異なる生活環境下で迎えることとなります。 

 

毎年猛暑になり、熱中症には例年以上に気を付けなければ！ 

「熱中症予防」とマスク、換気などを 

両立させ暑い夏を乗り切りましょう♪ 

 

とよなか市民環境会議 メールマガジン VOL11 号をお送りします。 

 

_/_/ INDEX _/_/__________________________________________________________ 

 

【1】★☆第 15 回とよなかエコ市民賞を募集します！☆★ 

【2】◇◆【書面開催】令和 3 年度総会議決結果について◆◇ 

【3】構成団体のみなさまの情報をお寄せください！ 

【4】熱中症予防×コロナ感染防止で 

【5】豊中市からのお知らせ 

  ★公共施設にクールスポットが設置されました★ 

  ★地球温暖化対策の自治体間連携「ＮＡＴＳ」に関する基本協定の締結について★ 

  ★光化学スモッグに注意！★ 

   ★とよなか環境 TV 配信中!! チャンネル登録をお願いします。★ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃１┃ ★☆第 15 回とよなかエコ市民賞を募集します！☆★ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

とよなか市民環会議では、市民の環境活動の輪を広げることを目的とし、 

環境負荷の低減や自然との共生、快適環境の創造などの取組みを行っている団体を 

表彰しています☆彡 

 

みなさんのご応募お待ちしております♪(^^♪ 

豊中発の環境活動の輪を皆で広げていきましょう！！ 

 



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

★とよなかエコ市民賞ホームページアドレス★ 

￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣ 

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kankyoseisaku/shiminkankyokatsudo/ecoshimin 

/ecoshimin2021.html 

 

*★*過去の受賞団体*★* 

 

株式会社ダイエー 

『フードドライブを定期的に実施し、地域完結型の仕組みづくりを実現。』 

多くの市民・事業者に波及効果があり「食品ロス」に対する意識改革に 

期待できることが評価されました。 

 

北大阪急行電鉄株式会社 

『省エネ車両の導入をはじめ、切符のリサイクル、社員の環境意識向上などを実施。』 

沿線住民への啓発活動など環境づくりの先進的な取組みに期待できることが評価されました。 

 

NPO 法人とよなか ESD ネットワーク 

『自ら行動できる次世代の人材育成に力を入れた活動を実施。』 

沿線住民への啓発活動など環境づくりの先進的な取組みに期待できることが評価されました。 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

◎第３次豊中アジェンダ 21 関連する主な行動提案 1・2・6 

◎関連する SDGS 主なテーマ 目標 16 平和と公正をすべての人に 

目標 17 パートナーシップで目標を達成しよう 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃２┃ ◇◆【書面開催】令和 3 年度総会議決結果について◆◇ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 6 月に開催を予定しておりました、とよなか市民環境会議総会は、 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、今年度も書面開催とし、 

議事内容については書面表決とさせていただきました。 

議案は以下のとおりです。 

1. 令和 2 年度（2020 年度）とよなか市民環境会議活動報告  

2. 第 3 次豊中アジェンダ 21 の令和 2 年度（2020 年度）の評価  

3. とよなか市民環境会議規約の改正（案）  

4. 令和 3 年度（2021 年度）役員体制（案）  

5. 令和 3 年度（2021 年度）活動方針・活動計画（案）  

 

すべての議案は、賛成 101 票をもって可決しました。 

 



お忙しい中、書面表決書のご提出ありがとうございました。 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

◎第３次豊中アジェンダ 21 関連する主な行動提案 1・2・6 

◎関連する SDGS 主なテーマ 目標 16 平和と公正をすべての人に 

目標 17 パートナーシップで目標を達成しよう 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

*☆*☆*☆*--------------------------------------------------------*☆*☆*☆* 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃３┃ ◇◆構成団体のみなさまの情報をお寄せください！◆◇ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

構成団体のみなさまが活動されている取組みやイベント情報を「とよなか市民環境会議ホームページ」や 

「とよなか市民環境会議メールマガジン」にて構成団体のみなさまに 

共有させていただきたいと考えています。 

「こんな活動しているよ」「こんなイベントがあるよ」など情報をお寄せください。 

お待ちしています。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

■□■ 連絡先はこちら ■□■ 

￣￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣ 

豊中市 環境部 環境政策課 環境企画係  

〒５６１－８５０１ 豊中市中桜塚３－１－１ 

ＴＥＬ ０６－６８５８－２１２８（直通）ＦＡＸ ０６－６８４２－２８０２ 

 

*☆*☆*☆*--------------------------------------------------------*☆*☆*☆* 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃４┃ ◇◆熱中症予防×コロナ感染防止 ◆◇  

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

感染防止を踏まえた熱中症予防のポイント 

▼冷房時でも換気を確保する！ 

＊冷房時に感染予防のために換気を確保しつつ、温度設定をこまめに調整。 

▼適宜マスクをはずす！ 

 ＊気温や湿度が高い中でマスクの着用は要注意。 

 ＊屋外で人と十分な距離が確保できる場合は、マスクをはずす。 

▼日頃から健康管理！ 

 ＊日頃からの体温測定、健康チェック。 

 

♪こまめに水分を補給して、無理せず、熱中症予防をしましょう♪ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 



■□■詳しくはこちらでご覧ください■□■ 

￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣￣ 

大阪府暑さ対策情報ポータルサイト 

http://www.pref.osaka.lg.jp/chikyukankyo/jigyotoppage/atsusataisaku.html 

 

↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 

環境省熱中症予防情報サイト 

https://www.wbgt.env.go.jp/ 

 

↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ 

豊中市ホームページ 

「気候変動に対する適応策」 

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kankyoseisaku/kikoutekiou/index.html 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

◎第３次豊中アジェンダ 21 関連する主な行動提案 22・27・28 

◎関連する SDGｓ主なテーマ 目標 13 気候変動に具体的な対策を 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

*☆*☆*☆*--------------------------------------------------------*☆*☆*☆* 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃５┃ ◇◆豊中市からのお知らせ◆◇ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★公共施設にクールスポットが設置されました★ 

豊中市では、マイボトル利用の普及啓発とプラスチックごみ削減を推進するため、 

マイボトル普及促進事業の一環として市内公共施設に給水機を設置しました。 

設置施設は熱中症対策として「ひと涼み」できるクールスポットを設けている、市有施設約 70 施設のうち、 

市役所・出張所や公民館など 6 施設で冷水と常温水がでるマイボトル用の給水機を自由に利用できます。 

「ＮＡＴＳ」として連携する周辺中核市（西宮市、尼崎市、吹田市）でも同様の取組みが進められています。 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

◎第３次豊中アジェンダ 21 関連する主な行動提案 17・22・48 

◎関連する SDGｓ主なテーマ  目標 12 持続可能な消費と生産 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

★地球温暖化対策の自治体間連携「ＮＡＴＳ」に関する基本協定の締結について★ 

ＮＡＴＳとは府県を越えて隣り合う、西宮市、尼崎市、豊中市、吹田市の４市のことで 

全国で唯一４つの中核市が隣り合うことから、この圏域を４市の頭文字を西から東に順番に並べて「ＮＡＴＳ（ナッ

ツ）」と表現しています。４市を合わせた人口は約 172 万人と、神戸市（約 152 万人）や京都市（約 141 万人）を上

回ります。 

ＮＡＴＳの４市は、府県の枠組みを越えた新たな都市間ネットワークを形成し、市民サービスの向上や各市が抱え



る課題の解決に向け、連携して取り組んでいくことをめざしており、今般、喫緊の課題である地球温暖化問題を解決

するため、府県を越えて広域的に施策を展開し、持続可能な社会を実現するため、基本協定を締結することとなりま

した。 

協定の締結式にあわせて、ＮＡＴＳで今後取組む共同事業は以下のとおりです。 

１ プラスチックごみ削減・熱中症対策 

（１）給水スポットの普及促進 

（２）傘シェアリングサービスの導入促進 

（３）バイオマスプラスチック製ごみ袋を活用した啓発活動 

２ 広域連携を活用した環境啓発 

（１）環境啓発の連携 

（２）地球温暖化啓発動画の作成 

３ 再生可能エネルギー導入促進に向けた取組み 

（１）更なる再生可能エネルギーの導入促進 

ＮＡＴＳは相互に連携を図ることで、地球温暖化問題の解決及び地域社会の持続的な発展に寄与していきます。 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

◎第３次豊中アジェンダ 21 関連する主な行動提案 22・48・70 

◎関連する SDGｓ主なテーマ  目標 11  住み続られるまちづくりを 

目標 13 気候変動へのアクション 

目標 17 陸上の資源 

…………………………………………………………………………………………………… 

★光化学スモッグに注意！★ 

光化学スモッグとは、工場の煙や自動車の排ガスなどに含まれる窒素酸化物などが強い太陽光線を受けることによ

って発生します。目がチカチカしたり、のどが痛くなったりすることがあります。 

予報などが発令されたときには、屋外での激しい運動や作業は避けてください。屋内でも、なるべく窓やカーテン

を閉めて過ごしてください。 

また豊中市のホームページ「豊中市の大気環境情報」や大阪府のホームページに「大阪府 大気汚染常時監視のペー

ジ」で発令情報を知ることができますので、市民、事業者のみなさまもホームページをご確認ください。 

 

豊中市の大気環境情報 

https://www.toyonaka-air.jp/ 

 

大阪府 大気汚染常時監視のページ 

http://taiki.kankyo.pref.osaka.jp/taikikanshi/ 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

◎第３次豊中アジェンダ 21 関連する主な行動提案 22・80 

◎関連する SDGｓ主なテーマ  目標 11  住み続られるまちづくりを 

目標 13 気候変動へのアクション 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

http://taiki.kankyo.pref.osaka.jp/taikikanshi/


★とよなか環境 TV 配信中!!★ 

ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ 

とよなか環境 TV では『視聴者からの取り上げてほしいテーマを大募集しています！』 

ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ*｡，｡*ﾟ 

 

豊中市では、環境に関する情報をより幅広い世代に効果的に発信するため動画共有サイト 

『YouTube』にアカウント『とよなか環境 TV』を開設し、環境に関するさまざまな情報を 

発信しています。 

□■ もっと詳しく知りたい方はこちらから■□ 

￣￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣↓￣￣￣ 

 https://www.youtube.com/channel/UCqhB-WUg1Z-9pJqzLpC3dcA 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

◎◎ 配信内容 ◎◎ 

￣￣↓￣↓￣↓￣￣￣￣￣￣ 

・New!! 給水スポット設置しました 

・5 分でわかる環境報告書（とよなかの環境）など 

…………………………………………………………………………………………………… 

◎第３次豊中アジェンダ 21 関連する主な行動提案 1・2・4 

◎関連する SDGs 主なテーマ 目標 11 住み続けられるまちづくりを 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

*☆*☆*☆*-----------------------------------------------*☆*☆*☆* 

 


