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2019 年 第 1 回 環境委員会 議事録 

日 時 2019 年 5 月 25 日（土）19 時 00 分～20 時 00 分 

場 所 新千里東町会館 1 階集会室 

出席者 総数  14 名中、出席者 10 名 

 
 勝久（委員長）、和田（副委員長）、小川、福岡正、井上、池田、近藤、中山、

青木、木下 

 
 （欠席：三村、埜口、日髙、岡本） 

オブザーバー：椙原（2018 年度委員） 

   

 
2019 年度、第 1 回目の委員会につき、会議冒頭自己紹介を行いました。 
 

議事 

１. 委員長、副委員長の選任 

  委員長に勝久恭子氏、副委員長に和田園子氏を選任しました。 

２．今年度の事業計画と予算計画について 

総会資料に基づき説明がありました。（資料 1 参照） 

3. 清掃活動、自然活動、住環境整備に関すること 

配布資料に基づき、清掃活動（アダプト清掃、府道清掃など）、自然活動（公園愛護活動「かぐ

や」など）、住環境整備（街路灯や市管理の植栽など）の説明がありました。（資料 2 参照） 

4. まち歩き（6 月 9 日（日））の打ち合わせ 

  昨年の台風により各所で倒木が相次ぎ、一部の団地で短期間ながらも停電がありました。現在の

多くのマンションでは、停電になると水道水自体を各家庭に供給できなくなります。 

  停電が長期間に渡ると大変大きな被害、影響が出るので、事前に危険を回避するという防災・減

災の観点から、「まち歩き」を実施し、危険個所、危険木のチェック（選定）を実施するとの説

明がありました。 

 

  なお、まち歩き当日は、公園みどり推進課の職員と造園業者も同行します。 

  予算の都合上、全ての危険木を伐採できるものではありませんが、専門家に危険度の優先順位を

付けてもらい、危険度の高いものから順次伐採を実施するとの説明もありました。 

  

  全ての木を根元から伐採するのではなく、電線にかからない高さに揃える、あらかじめ枝を剪定

するなど、地域の自然環境、景観に配慮するものとします。 

  ＊複数年に渡る中長期ビジョン 

  まち歩き当日は、午前 10 時に東町会館下広場に集合。 

  東町全住民向けのイベントなので、理事、委員会メンバーも含めて自由参加です。 
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ルートは小学校、中学校の間の坂道を通り、桜ヶ丘３番館・４番館裏の竹林（東町公園内の混成

林）で立ち枯れしている赤松などのチェックを行い、もう一度もみじ橋通りに戻り、D3 棟横よ

り長谷池に立ち寄り、こぼれび通りを周回するルートとします。 

  （このルートだと各所の防犯カメラのチェックも同時に実施できるため） 

まち歩き終了後、東町会館２階集会室で意見交換会も行います。 

  （意見交換会時には、お茶を用意致します。） 

 

  また、一般的な話として戦争、テロ、地震等災害は保険の対象にならないので、各マンション・

個人にて地震、風災などに対応した保険に加入するなどの自己防衛を行う注意喚起、啓発も重要

だとの意見もありました。 

 

5. 中長期ビジョン（こぼれび通り、もみじ橋通り、公園などに関して） 

  

 単年度の課題、案件を整理していく活動ももちろん重要ですが、町全体・地域全体として、公園や沿

道（生活道路）などの在り方を模索～議論～合意形成を構築していく必要があります。 

 

 多くのマンションで建て替えが進みましたが、公園、生活道路の大部分が古く、50 年前と今では状

況が大きく変化してきています。（人・自転車の往来の多さ、電動自転車の普及など） 

 

 その他、こぼれび通りの狭さ（自転車の往来も多く、過度のストレスを感じる）、もみじ橋通りとい

うネーミングなのに「もみじ」が少ない、東町公園のバリアフリー化など（過去の委員会にて出た意

見、地域住民からの意見）、広く地域住民の意見・ニーズを今後集約していく必要があります。 

 それらを踏まえてワークショップを開催して、東町としてのビジョンの合意形成を構築していくの

がいいとの意見もありました。（5～10 年の中長期スパン＝東町としてのビジョン（方向性）） 

 

6. その他 

１）アダプト清掃に関して 

・毎月第 4 日曜日 9:00～10:00 に実施 

・雨天の場合、清掃活動は中止。連絡は無し。（中止の場合、小学校の門に旗は立てません。） 

 ・桜ヶ丘自治会、千里ファイティング・ビー、あかしやシニアクラブ、UR エルダーがそれぞれの

場所で参加。（東丘集合参加人数は 20～30 人。総計で約 100 名規模） 

 

 子供からシニアまで、誰でも気軽に参加出来る活動であり、清掃活動＝美化活動という内容が地域

にとっても非常に意味のある有意義な活動である。 

  

 しかしながら、反面、アダプト清掃活動自体がまだまだ地域住民みなの知るところではないので 

 周知ビラを全戸配布するなど、周知・美化啓発を進めていく事で合意しました。 
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２）竹林整備プロジェクト「かぐや」に関して 

 ・毎月第 4 日曜日 9:00～10:00 に実施（アダプト清掃と同日、同時刻） 

   

  ・2018 年 9 月 23 日（日）より活動を開始し、現在登録メンバーは 16 名。 

  毎回 10 名前後のメンバーの参加があり、台風により倒れた竹 150 本以上伐採、新しいタケノコ

を 200 本近く駆除したとの報告がありました。 

 

  ＊アメフトクラブ 千里ファイティング・ビーのコーチ、保護者の方たちも竹や笹を運ぶ～集積

の手伝いで参加頂いております。（アダプト清掃と同時に） 

  

  当初は台風被害の復旧に追われる活動でしたが、現在は少しずつ整備活動にシフト中です。 

  今後は特に密生している箇所を中心に間伐していく予定です。 

   

  *今年度、かぐやメンバー第二次募集のビラを作成します。 

 

  ◆中長期ビジョンとして、協議会が推し進める「持続可能」な活動に照らし、今後の竹林の在り

方についても、広く意見を募っていきたいとの見解が示されました。 

  ＊毎年、毎年間伐を行い、タケノコの駆除を行っていく事を、次の世代に持ち越していいのか？ 

  などの意見もあります。⇔ビジョンを描き、地域合意を形成していく必要あり。 

３）自転車による危険運転に関して 

  近年、社会的問題となっている自転車による危険運転に関し、以下の事を確認しました。 

 

 ・電動自転車の普及などにより、自転車の利用者が増えている。起伏の多いもみじ橋通りの坂に於い

てもかなりのスピードを出して非常に危険である。 

 ・近年、自転車運転者が加害者となって相手を死亡や重傷に至らしめた事故では、損害賠償額が数千

万円から 1 億円に迫るケースもしばしばみられるうえ、町内で重大事故が発生した場合には、同

じ東町住民同士が加害者、被害者になる。 

これほどの悲劇はなく、一度失われた命は二度と戻らない。 

 ・東町に於いても、自転車安全教室などが実施されているが、東町地域・住民が広く知るところでは

ない現実もある。 

 

  従って、地域自治協議会主体となり、全住民を対象とした注意喚起・啓発ビラを作成し啓発を進め

ていく事で合意しました。 

   

 

4）豊中市への要望について 

各自治会、管理組合、諸団体において、市への地域全般に関わる要望事項がある場合は、各自治

会や管理組合を通じて地域自治協議会へお申し出ください。地域自治協議会において、地元意見

として取りまとめて市に提出しますとの説明がありました。（配布資料あり） 
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5）まち美化活動協定（豊中市） 

 豊中市環境部 美化推進課職員より、「まち美化活動協定」の案内があったと報告がありました。 

 空き缶、タバコなどのポイ捨て、犬の糞などの他、現在行っているアダプト清掃活動など、清掃・

美化活動は子供から高齢者まで気軽に参加出来るうえ、地域社会貢献に大いに寄与するので、非常

にいいとメンバーより評価がありました。 

 しかしながら、「協定書」が未だ「案」状態なので、再度詳細な説明を受けてから、議論に入る事

としました。 

6）地域自治組織とは 

「地域自治組織とは」と「新千里東町地域自治協議会組織図」を、各委員に配布しました。 

  

協議会は、理事構成団体（自治会・管理組合、東町の諸団体）による合議制の組織です。 

委員会での議論を経て、理事会での承認というプロセス＝地域合意形成を構築していきますので、 

いつでも、気軽に意見、アイデアを出して下さいとの説明がありました。 

 

 

 

 

次回環境委員会：8 月（日時未定）開催予定 東町会館１階集会室 

 

以上 



資料１ 

 

地域自治協議会 環境委員会 

これまでの主な活動成果（豊中市への要望を含む） 

➢ 街路灯の LED 化（八中グラウンド北側の歩道帯、その他東町各所） 

➢ 側溝、土留めの整備（もみじ橋通りなど） 

➢ 町内数か所への植樹、植栽（てによこ広場横の梅、キリシマツツジ、中央公園桜、あかしや橋付近のくちなしなど） 

➢ 防犯カメラの整備（こぼれび通り、小学校前通り、もみじ橋通りなど） 

➢ 東町公園グラウンド上にパーゴラ（休憩所）設置 

➢ もみじ橋通りに長ベンチ設置 

➢ 中央公園にスツール（丸ベンチ）設置 

➢ 高木、竹の伐採、間伐（東町公園、中央公園） 

➢ 長谷池の藻の清掃（現在は豊中市が単独で実施） 

➢ アダプト清掃（毎月第４日曜日に実施） 

➢ まち歩き（ここ数年は実施せず） 

➢ 側溝脇の陥没対応（即日、豊中市が補修） 

➢ 安場池（中央公園）の倒木まわりのフェンス張り 

➢ 東町公園北側竹林の整備（2018 年度より） 

など 

 

上記に関し担当となる窓口 

 

・環境部 公園みどり推進課 06-6843-4000 

・環境部 美化推進課    06-6858-2276 

・都市基盤部 道路維持課  06-6858-2371 

・都市基盤部 道路管理課  06-6858-2891 

 

・地域自治協議会 

 小川浩一 080-6154-1059 

勝久恭子 070-2322-1402 



資料１ 

 

 

 

 

① 清掃活動部                                     ②住環境整備部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アダプト清掃（毎月第４日曜日に実施）⇔ 環境部 美化推進課       街路灯など住環境に関する事 ⇔ 都市基盤部 道路維持課 

 

 

 

 

 

 

                                  理事会へ報告（時には要承認） 

 

                 

          ③ 自然活動部 

 

 

 

 

                                             周知、意見集約など 

愛護活動を含む自然に関する事 ⇔ 環境部 公園みどり推進課 

委員会 
委員長、副委員長が主導 

 
環境委員会活動イメージ図 
 

それぞれに担当リーダーを設置し、複数名が

リーダーの補佐にあたる。 

それぞれのリーダーが行政との窓口になり

委員長、副委員長を補佐する。 

協議会理事会 東町地域・住民 



2019 年 6月 11日 

まち歩きリポート 
 

新千里東町地域自治協議会 

環境委員会 委員長 勝久恭子 

日時：2019 年 6月 9日（日）午前10時～11時 

コース：東町会館～もみじ橋～桜ヶ丘３、４番館裏～東町公園北側外周～ 

メゾン千里D3棟脇～長谷池～こぼれび通り～あかしや橋～東町会館 

参加住民16名+豊中市公園みどり推進課職員 3名、造園業者 1名 

＊意見交換会：東町会館 2階集会室 11名参加（約 1時間） 

 

豊中市公園みどり推進課の職員、造園業者も含めて、約 20名の参加があり、小中学

校の間の坂を通り（もみじ橋通り）途中桜ヶ丘３、４番館裏に隣接する、立ち枯れし

ている赤松など（東町公園内の樹木）の確認をしました。 

（立ち枯れしている松がマンション中層階までの高さにせり出しており、危険であ

るとの認識で一致しました。） 

 

その後、メゾン千里 D３棟横より長谷池まわりのチェックをしつつ、こぼれび通り

を通り東町会館へ戻りました。 

（道中、防犯カメラのチェック・説明、電線に被さる高木、枝のチェック、枯れつつ

ある桜などのチェックも行いました。） 

 

意見交換会では、今回のまち歩きの目的である、台風や地震など防災目線からの樹木

のチェックのみならず、防犯カメラやカラスの事など、防犯面、自然環境、生態系に

関する話も含めて、各分野多岐に渡る意見が出ました。 

 

特にこぼれび通りに関しては、景観面への配慮を優先した素敵な道ではあるが、自転

車、人の往来も多く、狭く・窮屈でストレスを感じる時もある。（危険でもある） 

（まち開き当時と、生活スタイル、動線も変化している。特に電動自転車の登場、普

及の影響は大きく、地域全体として危険運転に関する啓発も重要である。） 

いちプランとして、将来的に道を広げ自転車専用道路を作り、人と自転車の動線を分

けるなど、地域全体で将来の中長期ビジョンを造り上げていく事も必要ではないか。 

防災、防犯、環境、自然景観、生活面など、複合的・トータル的な『東町ビジョン』

を検討、協議していく事で一致しました。 

 



その他、挙がった意見として 

・桜ヶ丘３、４番館裏の竹林については、今のままだと将来的に竹以外の樹木が弱っ

ていくので、どのような形態（里山）にしていくのか計画的に進めていく事が重要。 

・長谷池から上に登る階段が暗いので、照明と手すりを付けて欲しい。 

・防犯カメラ作動中という張り紙（ステッカー？）が貼られている箇所と、貼られて

いない箇所があるようなので統一してはどうか。（要確認） 

・樹木の更新（植え替え、植樹）を行う時には、住民の意見も聞いて欲しい。 

・ある一定期間、カラスに威嚇、攻撃されて怖い思いをした。何か対策なないのか。 

・テニスコートの上（具体的な場所不明）の木が少ないので、新たに木を植えて欲し

い。 

・どこに、どういう木を植えるのか、将来を見据えた計画が必要。 

・昨年の台風により倒木～伐採されたポプラ、ニセアカシヤに代わる木の選定につ

いては、是非協議会でとりまとめて欲しい。 

・協議会の掲示板について、ボードのみでガラス板（窓的な囲い）が無いので、強風

でビラ、押しピンが飛んで非常に危険である。是非対策を検討してもらいたい。 

・電線に被った木・枝が心配。昨年の台風で停電に陥った。 

・こぼれび通り、阪急ホテル裏の駐輪場付近に関して、雨天時の水たまりが酷く通

行、往来に支障をきたしている。 

・高木について、電線にかからないよう高さを揃える、枝を剪定する、今後植える樹

木については、著しく高く成長しない樹木（ハナミズキ他）を選ぶなど、東町として

ビジョンを打ち出していくべき。 

・もみじ橋通りの坂の勾配がきつく、もう少し緩やかにならないのか？ 

 

以上の意見がありました。 

 

5 月 25日（土）開催の環境委員会に於いてもそうだったように、意見交換会でも中

長期ビジョンの構築、防災・防犯・環境・自然景観・生態系・生活道路としての機能・

安全面など複合的、トータル的に東町ビジョンを打ち出していく時期であるとの認

識で一致しました。 

 

特記事項 

台風による倒木が多くみられた、こぼれび通りのポプラ、ニセアカシヤなどに関し

て、2018 年豊中市が樹木診断を実施しました。 

専門業者の判断のもと、危険度の高い樹木より伐採、剪定していくとの事です。 

 

環境委員会としては、もみじ橋通り、東町公園（桜ヶ丘３、４番館裏の赤松など）も

含め、生活道路、公園周辺に隣接するマンション境界の高木などの伐採、剪定も申し

入れていく事としました。 


