
  

たかつき環境行動計画（市民・事業者編）推進団体の紹介 

 

団体名 ＮＰＯ法人芥川倶楽部 

設立年月 平成２０年２月 

活動理念・目的 市民・市民団体・学識経験者・行政などと連携し、一級河川芥川におい

て、自然・歴史・文化を守り育て、また多様な生き物との触れ合いを通

じて、川への愛着や関心を高めるとともに、さらに豊かな生態系の回復

をめざすことにより市民の心の豊かさを育むことを目的としています。 

主な活動内容 １、 芥川クリーンアップ 

２、 流域の調査、研究事業 芥川の生き物調査 

水生生物定点調査、二枚貝等の臨時調査 

３、 「魚みち（魚道）づくり」・「澪筋づくり」等に関わる事業  

講座開催、魚類遡上調査、アユ産卵場整備、アユ産卵調査ほか芥

川において親水空間つくり、芥川緑地の整備ほか 

４、 特定外来生物（ミズヒマワリ）駆除 

５、 市民啓発・情報発信 

芥川水辺だより発行、各種イベントに参加 

６、 芥川ひとと魚にやさしい川づくりネットワークの事務局機能を担

っている 

会員 個人会員３５人、団体会員１団体 

URL http://akutagawaclub.web.fc2.com/club/npo-teikan.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

団体名 あしたばの会 

設立年月 平成６年４月 

活動理念・目的 会の発足のきっかけは、生ごみを堆肥化するＥＭぼかし肥づくりからで

すが、現在では、健康問題、環境問題、食の問題全般にわたり、一番難

しいことですが、数回のパフォーマンスで終わるのではなく、日常生活

の中で何が健康に良く、何が環境を守ることか責任ある行動を取れる人

を育て、その輪を広げて行き、また、次世代につないで行く事を目的と

して活動しています。 

主な活動内容 環境・健康・食の問題と分野が広いので内容を深めるため６つの部に分

け年間活動を行っています。 

１、 健康に生活できる環境作り 

生ごみをＥＭぼかし堆肥にして、無農薬野菜や花、ハーブを育て

る。水やりの基本や、農薬の変わりに自然由来のものを利用した

病害虫を予防する方法、コンパニオンプランツなどの研究を実践

しています。（生ごみも捨てればただのごみ、堆肥にして大切に利

用すれば立派な野菜や美しい花になることを子どもたちに伝え、

命の教育につなげることを目的に実施） 

２、 無農薬野菜の利用法、保存法、伝統食の研究 

無農薬で作った野菜や季節の野菜・果物を無駄なく利用する調理

法、保存法、また伝統食を研究し、子や孫たちに伝える。 

３、 自然の材料を利用した家庭療法の研究 

いざという時（虫さされ、やけど、ねんざ、ぎっくり腰、発熱な

ど）や慢性病で苦しんでいる時、身近にある食材（コンニャク、

しょうが、豆腐など）や、雑草と思っていた草や木、花が助けに

なることを知ってもらい、体験することで自然の草花を大切にす

る心を養う。また、災害時等にも活用してもらえるようイベント

等で啓発する。 

４、 ハーブの育て方・利用法の普及活動 

ハーブの歴史、育て方、利用法等研究普及活動を行う。 

５、 なに気なく捨てられるものを活用する活動 

着物、古布、新聞紙、牛乳パック、古傘、ペットボトル、乾燥剤、

ハンガーなどを、布ぞうり、葉書、小物入れ、石けん、椅子など

使えるものに再利用し、利用法は講習会等で普及する。 

６、 イベントでの展示や講演等で研究内容など発表 

年に数回、他団体や市が主催する行事への参加、研修旅行、見学

会などを実施する。 

会員 ５０人 



  

 

団体名 鵜殿ヨシ原研究所 

設立年月 平成１３年４月１日 

活動理念・目的 （目的） 

・ 鵜殿のヨシ原の自然と生き物を保全し、世界無形文化遺産・雅楽な

どの文化や歴史とともに、未来に引き継ぐこと。 

・ 市民や事業者の参加を高め、市民・企業・行政が協働で行う、鵜殿

ヨシ原の保全を社会的な活動をもって行うこと。 

（設立の経緯） 

所長、小山弘道は、元大阪市立大学理学部研究職、附属植物園に勤務。

在職中の昭和５０年高槻市からヨシ絶滅危機の鵜殿の調査の相談を受

けて開始。 

平成８年から、調査、保全、普及活動にボランティアが多数参加。 

平成１３年、大阪市立大学を退職、鵜殿ヨシ原研究所を設立。 

淀川河川事務所 淀川環境委員、高槻市緑地環境保全等専門相談員。 

主な活動内容 世界無形文化遺産である雅楽の楽器「ひちりき」。その原材料となるヨ

シの唯一の産地である鵜殿で、希少な水辺の豊かな生物環境を未来へつ

なげるため保全活動や調査研究を行い、新たなヨシの利用などで鵜殿の

ヨシ原を育てようと市民や企業に呼びかけを行っています。 

１、 自然環境の調査 毎週１回、通年で活動。初心者でも参加可能。 

２、 自然観察会 毎月１回、鵜殿のヨシ原の価値と魅力を広く伝えて

いくために、ガイドと一緒にヨシ原の中を歩く観察会。 

３、 「ヨシ刈り集め」1月にヨシ原を草原として維持するために実施 

４、 草原湿地の恵みの新たな活用 バイオ燃料化やヨシ紙、ヨシ箸等 

５、 「様々な価値を創りつながり地域の環境や文化を守る」が「鵜殿

を世界にシェア」様々な取り組みに協力。 

サステナブルな繊維「ヨシ糸」アトリエ May（塩田真由美）が近畿

経済産業局 HPで紹介、メディアや高槻のデパート催事で市民参加

の活動を紹介。「ヨシ紙」松岡表具店「はにたん」グッズも好評、

定番に。 

「ヨシ紙は越前和紙、非木材」山田兄弟製紙のヨシ紙製造は他の

地域でもヨシ活用の一助に、端紙も久兵衛の和紙文具に。 

６、 平成１０年より情報誌「鵜殿通信」を毎月発行。 

７、 展示会や、学校や市民団体、行政と協力、講座や観察会を実施。 

会員 活動の参加者は内容により、約２０人～１２０人。 

URL https://udono.jimdofree.com/ 

 



  

 

団体名 大阪植物観察会 

設立年月 平成１２年４月 

活動理念・目的 「地域に住む人々が身近な場所の自然に親しむことが、その保全への

第一歩になる」と考え、地域の植物の観察や調査研究に関する活動を

行い、自然環境の保全や、住みよいまちづくり、子どもの健全育成に

寄与することを目的としています。 

主な活動内容 １、 植物観察会（主に野外）の実施（毎月１～２回、年間２０回程度） 

２、 室内観察会（主に屋内）の実施（２月、７月、８月年３回） 

３、 北摂地域の植物観察に関するガイドブックや図鑑の発行 

４、 里山の保全活動 

・ 神峰山の森を活用した市民向け観察会、子ども向け里山体験 

・ 里山ボランティア講座への講師の派遣 

５、 植物を題材にした絵画、写真等の会員作品展の開催 

会員 １００人 （令和３年６月３０日現在） 

URL http://www.kurimoto-office.jp/npo.files/npotoppage.htm 

 



  

 

団体名 ネイチャーたかつき 

設立年月 平成１１年１０月 

活動理念・目的 「ネイチャーたかつき」は人と自然の共生を理念として、高槻の地域社

会を中心とした自然環境を守り、自然の恵みをより豊かなものにしてい

くことをめざしているボランティアグループです。 

とくに未来を担う子どもたちが「自然の中で学び、触れ合いながらその

楽しさと生きるよろこびを感じとり、将来に向かって成長していくこ

と」を願いながら活動しています。  

主な活動内容 １、 定期的に、高槻市立自然博物館（あくあぴあ芥川）で自然工作教

室を実施と、芥川緑地公園内遊歩道整備（竹林伐採）への参加 

２、 高槻市生涯学習センター主催の「自然環境ふれあい講座」の講師

とし参画 

３、 出前教室として、保育所、幼稚園、小学校などに対して自然観察

会、自然工作教室、人形劇等の実施 

４、 会員対象に親睦とスキルアップをめざして人形劇研修、自然観察

会、野鳥調査等を実施 

会員 ７０人 

URL http://www.eonet.ne.jp/~hirota/index.html 

 

 



  

 

団体名 新川姫蛍と花を守る会 

設立年月 平成１８年６月 

活動理念・目的 ヒメボタルが飛び、四季折々の花が咲く、自然豊かな環境を守ることを

目的としています。 

主な活動内容 １、 新川桜堤で四季折々の花を育て絶滅危惧種のヒメボタルを守り、

芥川周辺の花とみどりの景観を自然とともに残すため美化活動を

しています。 

２、 国土交通省の淀川サポート制度・環境省のこどもホタレンジャー

の活動をしています。 

３、 ヒメボタルの観察会や創作紙芝居を使って、子どもたちに、自然

や命の大切さを伝える活動をしています。 

４、 地域より出る園芸用の古い土を回収して再生しています。 

会員 １５人 

 

 



  

 

団体名 一般社団法人たかつき環境市民会議 

設立年月 任意団体として平成１４年１０月設立 

法人化 平成２２年５月 

活動理念・目的 （理念）私たちは、「広い視野で考え、できることから行動していく」

の精神で自然豊かな高槻を、環境にやさしい「まち」にするた

め、活動します。 

（目的）市民、事業者、行政が協働して、環境基本計画に基づいて「エ

コシティ高槻」の実現に寄与すること。 

主な活動内容 １、事務局 

・ たかつき環境市民会議の活動紹介 

・ ホームページ・ブログの作成 

２、里山グループ 

・ 竹林整備と竹炭活用研究 

・  竹の活用による森林保全の啓発 

・  子ども樹木博士認定試験 

・  小学校校庭樹木勉強会支援 

・  公園樹木調査と名札付け 

・  街路樹調査とマップ作製 

３、水環境保全グループ 

・ ため池の生き物調査と生息環境改善 

・ 川の生き物調査と環境保全 

・ 水辺の環境学習支援 

４、エコ事業所グループ 

・ 中小企業向け環境マネジメントシステムの普及・改善 

５、人にやさしい交通グループ 

・ 自転車の交通ルールの啓発 

６、省エネ推進グループ 

・ 市民・事業者への省エネ推進 

・ 省エネに関する知識の普及環境 

７、チャレンジンググループ 

・ 市内歴史散策、身近な自然観察等による環境意識の醸成 

会員 個人：１０６人、法人：５社（令和４年３月３１日現在） 

URL ホームページ http://www.takatsuki-kankyo.jp/ 

ブログ    http://blog.goo.ne.jp/ecotakatsuki 



  

 

団体名 高槻里山ネットワーク 

設立年月 平成１４年９月 

活動理念・目的 人と里山の新たな関係を構築するとともに、豊かな里山を保持し、次の

世代に引き継いで行くために、活動を通じ里山周辺住民と交流を図り、

里山を守り育て、市民の憩いの場、自然環境教育の場として活用するこ

とを目的とします。 

主な活動内容 １、 里山の保全活動＜安全第一・楽しく＞ 

森林の散策路の整備、枯損木・倒木の処理及び除間伐、桧尾川源

流域の整理、植栽林づくり、樹木群生地（展示林）の整備、林間

広場の整備、除伐材を利用した作品づくり、生物多様性調査、竹

林の整備などを定期的・計画的に実施します。 

２、 自然環境学習の支援、イベントの参加 

小学校、幼稚園及び保育園の里山体験学習の支援、市民への七夕

飾り用笹の配布、高槻市農林業祭などの各種イベントに参加して

います。 

会員 ７２人（令和４年３月現在） 

URL http://takatukisatoyama.sakura.ne.jp 

 

 



  

 

団体名 高槻市市民公益活動サポートセンター 

設立年月 平成１５年３月 

活動理念・目的 環境・福祉・文化・まちづくり、子育てなど、幅広い分野のボランティ

アやＮＰＯなど、市民公益活動を支援し、また団体と団体・行政・企業

などを含むネットワークの構築によって、さらに活力のある住みよい高

槻をめざす活動に参加します。 

主な活動内容 １、 団体間の交流や活動についての相談に応じます。 

２、 会議室や印刷機、ロッカーなど機材を提供します。 

３、 情報の収集と発信、環境や福祉など市民団体、行政、協働プラザ

のイベントや補助金などの情報を収集して発信します。 

４、 市民活動団体、行政、企業などとの連携によるプロジェクトの処

理をコーディネイトします。 

５、 団体の設立・運営を支援し、また、団体の活動につき啓発活動を

行います。 

会員 １９６団体、１６，７７２人（令和４年３月現在） 

URL http://www.takatsuki-kouekisuport.com/ 

メール kyodo105@themis.ne.jp 

 



  

 

団体名 たかつき市民環境大学ＯＢ会 

設立年月 平成２６年３月 

活動理念・目的 本会は、たかつき市民環境大学を卒業した講座生及び講師・アシスタン

トをもって設立した会です。自然を愛し、学ぶ仲間が定期的に活動を同

じくし、お互いの親睦を深めることを目的としています。 

主な活動内容 １、 津之江公園の自然再生活動 

２、 自然観察会 

会員 １４６人 

 



  

 

団体名 ＴＫＫ自然観察会 

設立年月 昭和４６年２月 

活動理念・目的 生きものを通して環境を見て、学び、そして調べることの大切さをより

多くの人に伝えたい。そして、その実践の場として自然観察会を実施し

ます。 

主な活動内容 １、 自然観察会 月１～２回、昭和４９年～ 

２、 芥川の生きもの調査 昭和４６年～ 

会員 ４５人 

 



  

 

団体名 花と緑のまちづくり高槻景観園芸クラブ 

設立年月 平成１６年設立 

活動理念・目的 植物の花と緑の癒し、和み効果やガーデニング活動の心身に与える諸々

の効能・機能に着目し、多くの人たちに、園芸の知識、技術習得の機会、

場所を提供し、園芸を通じた憩いの空間、地域コミュニティづくり、ひ

いては、みちゆく人、訪れる人誰もが、「こんなまちに住んでよかった！」

「こんなまちに住んでみたい！！」と思うような歴史と自然と共生でき

る「花と緑のまち」づくりに寄与することを目的としています。 

主な活動内容 １、 景観園芸による地域づくり推進事業 

２、 公園、道路緑地帯等公共施設における植栽・再生事業 

３、 景観園芸に係る知識・技術に関する人材育成及び普及啓発事業（花

と緑のまちづくり講座） 

４、 ＪＲ高槻駅南側の時計塔のイルミネーション事業 

５、 景観園芸に係る情報収集及び調査研究事業 

６、 花と緑と歴史のガーデンウォークラリー 

７、 その他当法人の目的を達成するための事業 

会員 ６０人 

URL https://www.takatsuki-kouekisuport.com/ 登録団体一覧 -分野別

/134-s-花と緑のまちづくり-高槻景観園芸クラブ/ 

 



  

 

団体名 ＮＰＯ法人森のプラットフォーム高槻 

設立年月 平成１７年３月 

活動理念・目的 高槻市域の森林及び里山を学習するとともにこれを保持育成する事業

を行います。この事により地域森林環境の保全を行います。 

主な活動内容 １、 高槻市域の森林、竹林の整備活動 

２、 間伐材での木工品作成（木製ベンチ、杭など） 

３、 薪・炭作り 

会員 １４８人 

URL http://moripla.verse.jp/ 

 

 



  

 

団体名 大阪ガス株式会社 

設立年月 明治３０年４月 

主な事業 １、 ガスの製造、供給および販売 

２、 ＬＰＧの供給および販売 

３、 電力の発電、供給および販売 

４、 ガス機器の販売 

５、 ガス工事の受注 

環境への取組 地域および地球規模の環境保全は、エネルギービジネスを中心に事業展

開する当社にとって極めて重要な使命であります。我々のあらゆる活動

が環境と深く関わっていることを認識し、その事業活動を通じて環境と

の調和を図り、エネルギーと資源の効率的利用を実現することによっ

て、持続可能な社会の発展に貢献します。 

URL http://www.osakagas.co.jp/ 



  

 

団体名 関西電力グループ 

設立年月 昭和２６年５月 

主な事業 １、 電気事業 

２、 熱供給事業 

３、 電気通信事業 

４、 ガス提供事業 等 

環境への取組 関西電力グループは、「関西電力グループＣＳＲ行動憲章」（＊）に基づ

き、環境との関わりが深いエネルギー事業者として、社会から信頼され

る企業グループであるために、低炭素社会の実現に向けた挑戦、循環型

社会の実現に向けた活動の展開、地域環境保全対策の推進に取り組むと

ともに、環境管理および環境コミュニケーションの推進に努めます。 

（＊）ＣＳＲ行動原則 

関西電力グループは、環境とのかかわりが深いエネルギー事業者とし

て、事業活動が地球環境に与える影響の大きさを認識し、自らの事業活

動に伴う環境負荷および環境リスクの低減に努めます。さらに、環境負

荷の少ない商品・サービスの提供を通じて、よりよき環境の創造を目指

し、持続可能な社会の構築に積極的に貢献します。 

URL http://www.kepco.co.jp/ 

 

 



  

 

団体名 高槻商工会議所 

設立年月 昭和２２年７月 

活動理念・目的 地区内における商工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合的な改善

発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資し、もって我が国商工業

の発展に寄与することを目的としています。 

主な活動内容 １、 商工会議所としての意見を公表し、国会、行政庁等に建議する 

２、 行政庁等の諮問に応じて、答申する 

３、 商工業に関する調査研究や情報及び資料の収集又は刊行を行う 

４、 商工業に関する講演会及び講習会を開催する 

５、 商工業に関する技術及び技能の普及及び検定を行う 

６、 商工業に関して、相談に応じ、及び指導を行う 

７、 社会一般の福祉の増進に資する事業を行う 

８、 その他、商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行う 

会員 １，９２８会員（個人５８６、法人１，３１６、団体２６） 

 ※令和３年３月３１日現在 

URL http://www.takatsukicci.or.jp/ 

 


