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会長 小田忠文 

最近 COP10 という言葉を見聞きすることが多くな

りました。「昨年 12 月にコペンハーゲンで COP15

をしたのに、なぜ数字が減るの？」と思う人も多い

ことでしょう。COP（Conference of the Parties）

とは、日米安保条約のように二国間だけではなく、

数か国が結んだ国際条約の締約国が集まって開催す

る会議のことで、国際条約の数は 200 を超えるとい

うことです。その各々の会議に番号が付けられてい

るのです。今回のCOP10とは、「生物多様性条約第

10 回締約国会議」の略称で、コペンハーゲンの

COP15とは「第15回気候変動枠組条約締約国会議」

のことで両者は異なる会議の名称です。▲10 月 18

日(月)から 29 日(金)まで名古屋市で開かれるのが生

物多様性を討議する COP10 です。環境省のホーム

ページに昨年６月環境省が20歳以上の3000名を対

象にアンケート調査をした結果が出ています。自然

に関しては９割の人が関心があると答えたのに対し、

生物多様性については知ってる 12.8％ 聞いたこ

とがある 23.6％で、知らない・聞いたこともないが

63.6％を占めていて、「平成 16 年の調査での認知度 

30.2％に比べると 6.2 ポイント増加しているもの

の、この内、言葉の意味まで知っていると回答した

割合は 12.8％と低い」と書かれています。▲生物多

様性を大阪府立大学院大学の石井教授は大阪名物た

こ焼きを例にとって説明しています。たこ焼きの生

地として小麦粉、鶏卵、山芋、カツオや昆布の出汁(だ

し)が必要です。これだけで５種の生物が関わってい

ます。具材にはタコ、ネギ、天かす、紅ショウガな

どが必要で、天かすには小麦粉とてんぷら油のアブ

ラヤシと、ここでも５種以上の生物が必要。調味料

のカツオブシにはカツオとカビが必要でソースの材 

 

 

 

料はトマト、ニンジン、リンゴ、タマネギ、サトウ

キビ、トウモロコシなどとかなりの生物が関わり、

マヨネーズには鶏卵、醸造酢などが関わります。酢

を作るには酢酸菌という菌類が必要です。▲このよ

うにしてたこ焼きを食べるには単純に数えても 20

種をこえる生物が必要で、さらに卵を産むニワトリ

のエサやタコやカツオが成長するのに必要だった生

物を含めると数えられなくなります。他の食べ物、

たとえばカレーには何種類の生物が関わっているか

を考えると気が遠くなりそうです。▲食べ物以外の

衣や住について同じように考えるといかに多様な生

物、それも動物、植物、菌類、細菌類と関わってい

るかがわかると思います。一度夕食の食卓で考えて

みてください。▲私たちの生活がいくら都会の生活

だといっても多様な生物との共存をするためには身

近な自然がいかに大切かということがわかってくる

かと思います。その意味で市報すいた 8 月 15 日号

は画期的なもので、「四季の自然を楽しむ」と題した

吹田の自然特集号でした。▲12頁からなる全紙面が

カラーで吹田の自然、四季折々の花やヒメボタル・

トンボ、そして冬の鳥などが幅広く紹介されていて、

読者には目新しく映った場所や生物があったと思わ

れます。「万博公園の他に吹田市にはこんな素晴らし

い所があったの」、「吹田の自然を守ろうという人た

ちの層が厚いね」、「１・２ページ程度の特集はあっ

ても全頁が自然とは、吹田市はなかなかやるね」な

どなど、市報すいた 8 月 15 日号を見た他の市の人

たちから市報を作った吹田市に対し賞賛の言葉が届

いています。▲お堅くまとめるのが通例と思われて

いるなか、市報でこのような企画を実現されたこと

は COP10 を前にして、身近な自然環境の保全、回

復、創成をめざして活動している私たちに力強いエ

ールを送っていただいたと思っています。 

 

コラム 

＜表紙の絵＞                           吹田の風景シリーズ（５） 

大阪学院大学キャンパス 
大阪学院大学は JR岸辺駅、阪急正雀駅の近くにあります。前身は関西簿記研究所で 1963年に設

立された大学です。 

訪れたのはまだ真夏の暑さが残っている９月初めです。街路樹に覆われたゲートからキャンパス

に入ると、茶色いレンガタイルの建物で統一され、外部はうっそうとした樹木と広場、屋内と外

部を結ぶゆったりした通路で夏の暑さも和らげてくれる。1983年に日本造園学会賞を受賞したと

のことだが、これだけ緑豊かなキャンパスも少ないのではないかと思ったりした。 

（表紙の絵と文：画楽多工房 増野 暁） 
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9月 17日(金)18時半から千里市民センターで

第４回いきいき吹田みどりの基本計画改定市民

懇談会がありました。これは吹田市が平成 9 年

(1997 年)に策定した「いきいき吹田みどりの基

本計画」が目標年次の中間年を経過し、この間

に「吹田市第 3 次総合計画」、「吹田市景観まち

づくり計画」、「吹田市第２次環境基本計画」が

策定され、基本的な事項を変更する必要が生じ

てきたため改定しようというものです。吹田市

は昨年から市民委員を含む改定検討委員会で検

討し、今年４月に改定の中間案を作りました。

さらに 8 月からは市内を６つの地域に分け、地

域別ワークショップを開いて市民が中間案を検

討してきました。今回の第４回懇談会はそのワ

ークショップの結果を発表する会でした。すい

た市民環境会議は 8 月 15 日にワークショップ

を開いて検討しました。 

中間案では基本方針で「みどりを継承する、

生み出す、ネットワーク形成を進めるとともに

協働の仕組みを作り推進する」と書き、目指す

べきみどりとして「人を育み、人がつながり、

人と生き物が共生し、地球にやさしく、暮らし

を彩り、安心・安全をつくるみどり」としてい

て満点に近いと感じます。 

しかし、いざ実行するとき、吹田市第２次環

境基本計画の基本理念で述べられている「生物

多様性の保全に配慮する」という考えが乏しい

ように思われました。 

そこですいた市民環境会議は生物多様性の考

えの中で外来種と在来種という考えを取り入れ、 

樹木や草花を在来種中心にした「吹田の郷土種」

を選定し優先して植えることを提案しました。

パワーポイントを使って上記を提案しました 

 さらにみどりを質・量・役割に分けて考える

方法も提案しました。竹林の繁茂などを考えて

も、みどりなら何でもいいとか、多ければいい

いうわけではないでしょう。 

そしてたとえば「在来種とは何か」とか「こ

の公園のあり方は？」などを検討し決定する、

さらに実行された計画の効果判定と、必要なら

計画を修正することなどを市民参画でおこなう

システムの作り方もいきいき吹田みどりの基本

計画には書かれてしかるべきだと考えます。 

最後に計画を進めるなかで、その効果判定に

は現状把握が必要となるでしょう。そのための

定期的生きもの調査が必要であることも提案し

ました。 

庁内で各部局の意思疎通は図られていると聞

き、今回の懇談会に当然出席なさっていると思

われた環境部や教育委員会の方々の姿がなかっ

たことに一抹の不安を感じたのは私だけではな

かったようです。今年度末には実行可能な、実

効性のある「いきいき吹田みどりの基本計画」

の完成を期待しています。 

 

みどりの基本計画改定市民懇談会 

会長 小田 忠文 

約 50 名が参加、環境団体などから提案があり、熱心な討論がありました 
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生物多様性という言葉は 1990 年に大阪で開か

れた花博(EXPO’90）のサブテーマとして用いられ

てから広まった。しかし「生物多様性」という言

葉はわかりにくい。「絶滅危惧種」という言葉で

なら理解しやすい。その実態は「人と自然の共生」

であり、日本人はうまく共生してきたのだった。 

小泉八雲（1850-1904）は 100年前に「虫の演奏

家」で次のように書いている。『自然を破壊して

きた西洋人は、虫の声から優美な空想ができる日

本人から学ぶべきものがある。古代ギリシャ人と

同じように日本人は自然を知ることでは西洋人を

はるかにしのいでいる。』 

小泉八雲が 100 年前の西洋人にむけて書いた内

容が、現在そのまま日本人に当てはまっている。 

日本人と自然との共生があやしくなってきたの

は 20世紀の後半から。あやしくなると言葉が必要

になる。 

たとえば、日本人の心である「里山」という言

葉は 1960 年代に京都大学名誉教授の四手井綱英

さん（1911- 2009）によって使われはじめたと言

われる。しかし文献的には万葉集の時代から人里、

里山、奥山と三つの区域の呼びかたが使われてい

た。実際の里山が荒廃してきた 60年代から里山と

いう言葉が必要になってきたのだった。同じよう

に、生物多様性という言葉が必要になってきた。 

西洋人の自然観は「自然はワイルド：Wildであ

って悪魔の住むところなので開発、征服の対象で

ある」というものに対し、日本人と自然との関係 

は「豊かな自然の恵みに対する感謝の気持ちと自

然災害に対する畏(おそ)れ」である。この「感謝と

畏れ」の自然観を根底にもつ日本人は太古から自

然と共生した生活をしてきた。これが里山という

風景を作ってきたと考えられる。 

地球上で名前がついている種(しゅ)は 150 万く

らいだが、実際には何千万か、億を超えるという

推計さえある。これらの種は 40 億年前には単一

の型だったことが知られている。一方、人間は一

個の卵細胞からはじまり 60 兆もの細胞となって

自分という個体をつくっている。自分のからだの

一部が傷つけられるとか失うとなると大騒ぎす

るし、まして他人を傷つけただけで犯罪として裁

かれる。しかし人は地球に生きる何千万かの生命

系を傷つけることにほとんど無関心であるとい

うのが現在の生きざまになっている。 

人間の生活、すなわち衣食住は何らかの形で生

物多様性があってこそなりたっている。毎日食べ

るものは生物起源であることは容易に想像でき

る。着るものも住居も生物起源の物質で満たされ

ている。人工繊維ですら石油という過去の生物の

遺体から抽出されたものである。無駄な楽しみの

ため自然から奪いつづける異常な今日の生活か

ら決別するときだ。そのためにも単に生物多様性

という言葉を知っているだけでなく、生物多様性

の実態についてすべての人々が関心を持ち、自分

の命をいとおしむように、多様な生きものと共生

する生き方を模索したいものだ。 

吹田市立博物館特別展「吹田の自然と環境」特集 

生物多様性とは？ 

会長 小田忠文 

博物館特別展では 7月 31日(日)に兵庫県立人と自然の博物館館長／東京大学名誉教授の

岩槻邦男先生の『生物の多様性とは？』の講演がありました。講演内容を紹介します。 
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 8 月 10 日（火）午後１

時過ぎから博物館にぞく

ぞくと親子づれが集まっ

てきました。先着 30人の

予定でしたが、講座室の机

を全部使って先着 54人の

こどもに参加してもらい

ました。遅れてきたため、

残念ながら参加できなか

ったこどもが 20 人ほどあ

りました。ほんとうに残念

でした。 

きしわだ自然資料館と

きしわだ自然友の会から

三人の講師に来ていただいて、子どもむけイベン

ト『チリメンモンスターを見つけよう！ チリメ

ンジャコの中に何がいるか？』を開きました。辞

書によると、チリメンジャコ（縮緬雑魚）は「カ

タクチイワシ・マイワシ・ウルメイワシ・シロウ

オ・イカナゴなどイワシ類の仔稚魚を食塩水で煮

た後、天日などで干した食品。ごく小さな魚を平

らに広げて干した様子が、細かなしわをもつ絹織

物のちりめん（縮緬）を広げたように見えること

からこの名前がついた」とあります。 

大阪湾での漁法は船びき網漁業あるいはバッ

チ網漁業とも呼ばれ、２隻の船で網をひくことで、

中～表層に浮かんでいる魚類を獲る漁法です。イ

ワシのほかタコ、チヌ、カニなど海の生きものの

多くは小さいころは海に浮かんで生活していま

す。そのためイワシ類を集めるため船で網をひい

ていると多くの生きものの子どもが入ってきま

す。数多くの工程でほかの生きものを除いて、お

店にチリメンジャコとして並ぶのです。 

網で獲ったままの材料には多様な生きものが

入っています。チリメンジャコ中に多様な生きも

のがいるので、詳しく観察してどのような生きも

のがいるかを知り、分類するのです。生きものの

姿が怪獣（モンスター）のように見えるので、この

体験をきしわだ自然資料館ではチリメンモンス

ター、略してチリ・モンと名づけました。 

きょうの材料は大阪湾でとれたものでした。き

しわだ自然資料館ときしわだ自然友の会でおこ

なったチリメンモンスターの体験では大阪湾で

200 種類の生きものの子どもが見つかっていま

す。これらの生きものが食べたり、食べられたり

して生態系をつくっているのです。 

今回博物館で54人の子どもたちは、魚１８種、

魚以外 14 種、合計 32 種の生きものを見つけま

した。参加者は見つけたモンスターをチリ・モン 

コレクションカードに貼りつけて宝物として持

ち帰りました。

 

吹田市立博物館特別展「吹田の自然と環境」特集 

チリメンモンスターを見つけよう！ 

チリメンジャコの中に何がいるか？ 

研修委員会 高畠耕一郎 
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吹田市立博物館特別展「吹田の自然と環境」特集 

   

 

 

 

 

今回の吹田市立博物館夏季特別展では、

展示「太陽と遊ぼう！」で身近な太陽光

の力とその利用を実感してみましたが、

その一環として、8 月 22 日（日）には、

イベント「ソーラーカー『ソラえもん号』

がやって来る！」が開催されました。 

生活環境委員会 喜田久美子 

 「ソラえもん号」はマンガの主人公ドラえもんが

ソーラーカーになっているもの。太陽エネルギーで

走る環境に配慮した次世代の車という考えに、マン

ガ家の藤子・Ｆ・不二雄さんが賛同してデザインし

たものです。1992 年に作られ、2008 年には大阪産

業大学でリニューアルされてピカピカに生まれ変わ

りました。 

 ソラえもん号には、今年 3 月、小山博物館館長と

環境会議の実行委員有志で大阪産業大学にソーラー

カーをお借りしたいとお願いに伺ったときに出会い

ました。 

 

 親しみのあるキャラクターが巨大な姿になって、

力強く腕を突き出し、輝くマントをなびかせて、今

にも空を飛びそうです。子どもたちに未来の夢を感

じてもらうにはコレだ！と皆の意見が一致したの

です。 

 イベント当日は快晴！そして、とても暑い！！涼

しい講座室でお話を聞いたあと、博物館前広場でソ

ラえもん号の走行を見るというプログラムで、1 時、

2 時 30 分、4 時の 3 回実施されました。３回の参加

者数は 408 人でした。 

 

大阪産業大学の村上先生から地球温暖化

のことと、ソーラーカー「ソラえもん号」が環

境に配慮した次世代の車というお話を聞き

ました。 

スタッフの学生さんたちは４人、溌剌とした

動き。学生の１人は、大阪産大が誇るレー

ス用ソーラーカーの女性ドライバーでした。

産大は今年の鈴鹿のソーラーカーレースで

も総合優勝！おめでとうございます！ 

「ソラえもん号～！」とみんなで呼ぶと、ソラえもん号

の登場！歓声があがります。ぐるぐる広場を走りま

すが、走行音は静か。すうっと止まって、行き過ぎる

とスタッフが押しながら位置調整。ソラえもん号はバ

ックができないのです。ここで村上先生によってソラ

えもん号の秘密が明らかに。子どもたちから「空は飛

ぶの？」「ソラミちゃん号はあるの？」などの質問が

飛び出しました。ドラえもんの妹がドラミちゃん。 

「カワイイ！」「ピカピカだね！」

広場での展示では、記念写真を

撮ったり、スタッフの皆さんに質

問したり。「どのくらいの出力が

あるんですか。」とお父さんも岡

先生に熱心に質問。パネルで起

こした電気をできるだけ無駄なく

エネルギーに変えるには車体全

てのマネジメントが大切で、それ

がスムーズな走行の決め手と

か。 

市長も来館、市民の求めに応じ

て一緒にパチリ！ 
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イベント終了後は丁寧に解体されて手際よく、トラ

ックに積み込まれていきました。梱包作業には博

物館学芸員の方も参加。「明日もイベントに参加

するんです。ソラえもん号は人気もんなんです

ヨ。」大学スタッフの皆さん、ありがとうございまし

た。また会いたいな、ソラえもん号！！ 

イベント催行に

は博物館実行委

員をはじめ多く

の皆さんのご努

力がありました。

猛暑の中、本当に

お疲れ様でした。

無事に終わって

なにより。ほっ！ 暑かったね～！誰も熱中症に

ならんでよかった～！ 

「ソラえもん号」基本データ 

全 長    5.2ｍ 

全 幅    1.98ｍ 

全 高    1.6ｍ 

全重量    180kg 

速度最高記録 時速 70km 

ボディ    CFPR（炭素繊維強化プラスチック） 

 

ソーラーセル 単結晶 Si 

（1.26W/cell  40.5W/module  1012.5W/array） 

モーター出力 1400W（1.9PS） 

バッテリー  12v 10A/h×10直列 

製作年    1992年 5月 5日  

       2008年 5月フレッシュアップ 

所 属    小学館 

設計・製造  大阪産業大学・紫紋 

 

ソーラーパワーで回るモーターは

後足の中。ソラえもんのボディの

バランスはマンガのキャラクター

のままなので、後足をぐんと伸ば

した設計は難しかったとか。 

大きな車体を支えるにし

てはタイヤは意外に細

い。パワーの無駄を極

力少なくするためにこの

細さに。 

ちょっと失礼！後から覗いたら、ちゃ

んとしっぽがあって、ウレシイ！故障

中だったけど、しっぽの中にはカメラ

があってコックピットのテレビに映して

バックミラーになるらしい。 

ブレーキは自転車と同じように操

縦桿についている。発電量や電

圧、パネルの温度などのメーター

が見える。窓にはドラえもんが彫

ってあった。 

コックピットは 1 人乗り。暑い！手

のひらを床につけて乗り込むので

真夏はやけどすることもあるそう

だ。操縦するのは岡先生。操縦す

る時はいつも頭にドラえもんの手

ぬぐい。 

頭の上のプロペラはおなじみタケコプター。レースに参加した時は

安全のためはずしたとか。1992 年や 1993 年にレースに参加した

時の写真を見ると、前後の車輪カバー（つまり足の部分）もはずし

ている。軽量化と空気抵抗を少なくするためだったのだろう。 

92 年の鈴鹿でのレビュー戦では４５台中２９位だったとか。また、

93 年オーストラリア大陸を縦断する過酷なレースに出たときは

50℃に達する猛暑の中、10日間で 3000㎞を走破した。やるね、ソ

ラえもん号！ 

ドラえもんはネコ型ロボット

だから、当然ソラえもん号

にも鈴がついている。当初

はここがスピーカーになっ

ていて、大山のぶ代の声で

自己紹介していたらしい。 

背中のマントがソーラーパネルになっている。回

りのカバーはなんとマジックテープでとめてあっ

て、軽くて簡単に取り外しができる。 

充電しているので曇りでも走れるが、電気系統

は防水していないので、雨はニガテ。 

この小さなドラ

えもんはタイヤ

の空気入れ。タ

ケコプタ―を上

下させて自転車

のタイヤの要領

で空気を入れま

～す！隅々まで

凝ってるぅ。 
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  吹田市は平成 22 年 7 月で人口は約 352,000

人、世帯数は約 156,000 です。平成 21 年度（2009

年度）のごみ排出量は約１１４,000 トンでした。 

人口はここ 5～6 年は横ばいで、世帯数は約

0.5％～1.0％微増していますが、ごみ排出量は

年々約 3％減少しています。中でも家庭から出され

るごみ（家庭系）は毎年約 2～3％減少し、有料で

回収している事業系のごみは約 3～4％減少してい

ます。（下表参照）。 

原因としては、景気の後退とか、市民のごみ減量

意識の向上とかが考えられますが、いずれにしても

ごみの量が減ってきていることは、いろいろな意味

で歓迎すべきことです。  

吹田市が約 230 億円をかけた可燃ごみ処理工

場「吹田資源循環エネルギーセンター」が本年 3

月末に完成しました。 

ごみは減少傾向にありますが、新工場の処理能

力は旧工場よりも増加しています。燃え残った最終

の廃棄物はリサイクルを進め、また発電能力は約４

倍以上になり、エコな工場として稼動しています。 

 しかしまだ以下の課題が残っています。 

①資源ごみ（紙類、プラスチック）は集団回収、

拠点回収をして、リサイクルを促進する。 

②もったいない食品の廃棄を減らす。 

③ゴミは資源である。分別を徹底する。 

（以下 次号） 

吹田市立博物館特別展「吹田の自然と環境」特集 

吹田のゴミ事情（1） 

（財）千里リサイクルプラザ研究所 市民研究員 下村敬三 

環境問題を語るのに、「ごみ」の問題は避けて通れない問題です。８月１日(木) 博物館特

別展で「吹田のごみ事情」を話す機会があり、下記のことについて講演しました。 

①「吹田市のごみ実績及び、ごみ質調査報告」 

②「家電リサイクル法及び、最近の家電不法投棄状況」 

③「日本の食糧事情ともったいない食品廃棄について」 

その概要を３回に分けて紹介します。この号では項目①について紹介します 

 

●平成 21 年度「吹田市の家庭可燃ごみ」の内わけ 

Ａ， 紙類（ダンボール、新聞、雑誌、チラシ、カタログ、パンフレット、容器包装他）    ３２％ 

Ｂ， 合成樹脂類（容器包装、ペットボトル、プラボトル、他）                   ２３％ 

  Ｃ， 厨芥類「台所ごみ」（調理ごみ、食べ残し、無使用食品、他）               ３５％ 

  Ｄ， その他                                                １０％ 

●平成 20 年度「吹田市のごみ処理費用」実績（１年間のごみ処理費用） 

  ① ごみを収集するのに           ２８億９,６００万円 

  ② 破砕選別とリサイクル処理に       ４億９,８００万円 

  ③ ごみを焼却するのに           １４億５,５００万円 

        合計                 ４８億４,９００万円 市民１人当たり １３，７６１円／年 

 ＊大阪府 府民１人当たりごみ処理費用実績 平成１９年度 １３，３７６円／年 

 ＊環境世界都市を目指す吹田市としては大阪府をリードする数値を望みたい（筆者のコメント）  

●吹田市人口・世帯数、ごみ排出量推移 

  Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 

吹田市 人口 350,483 351,283 351,168 351,343 351,868 352,626 352,366 

吹田市世帯数 147,271 148,482 149,679 151,067 152,572 154,196 155,081 

吹田市 ごみ排出量 トン 134,012 131,581 128,826 128,261 123,839 117,613 113,752 

 内   家庭系ごみ トン 82,056 79,708 78,811 79,214 76,150 72,965 71,068 

 内   事業系ごみ トン 51,956 51,873 50,015 49,047 47,689 44,648 42,684 

＊吹田市ごみ排出量目標値 Ｈ32 年度 101,000 トン（Ｈ19 年度比 25％削減） 
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8 月 13 日に博物館のおでかけイベントで正雀

下水道施設を見学。定員は親子 15 組のところ 5

組 14人と単身組 7人が参加しました。 

 下水処理場の職員から・水の循環・下水道の役

割・下水処理のしくみ・水環境を守るために・水

をきれいにする微生物の種類とその動きなど下水

処理のしくみの説明を聞きました。 

 いろいろな微生物が動くビデオはおもしろかっ

たです。とくに、クマムシがおもしろかったです。

クマムシは酸素がなくても、餌がなくても、水が

なくても、摂氏 150度以上またはマイナス 150度

以下の温度でも生きることができるので、地球最

強の生き物と聞いてびっくりしました。宇宙で外

に出しても死ななかったそうです。ムカデみたい

に細長くて、足が 8本あります。顔と口も見えま

した。これらのいろいろな微生物が排水を集める

家庭の桝の泥にいたり、川の泥にもいると聞いて

またびっくりしました。微生物の働きで水をきれ

いにします。 

会議室で説明を聞いた後２班に分かれて生活

排水（下水）をきれいな水にして放流するまでの

処理施設を処理順に、説明を受けながら見学しま

した。外の沈殿池で微生物を沈殿して水が透明に

なります。この沈殿池からカルガモ 1対が飛び立

ちました。ときどき水面にカモが下りるそうです。 

 最後に、水中のいろいろな細菌を滅菌するため

に次亜塩素酸ナトリウムを少し入れて、正雀川に

流します。 

 きれいになった水は工場の中で設備を洗ったり、

植物の水やりに使います。今、南隣にある吹田操

車場跡地で工事をしていてほこりが立ちます。こ

のほこり防止のためにも水をタンクローリーで運

んで、工事現場に散水しているそうです。 

 ここの施設の建て直し計画はありません。それ

よりも、吹田操車場跡地の再開発計画の一環で再

開発されるかもしれないとの話です。 

＊下水処理の詳しい仕組みは吹田市のホームページ下水

道部正雀下水道処理場へアクセスすると詳しく説明さ

れています。 

 

 

 

吹田市立博物館特別展「吹田の自然と環境」特集 

吹田市の下水道施設見学報告 
まちなみ委員 古谷啓伸 

 

 

 

http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/017/590/76/N000/000/008/128178159992016302774_100813gesui0.JPG
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 8 月 17 日（火）と 19 日（水）に実施された博物

館特別展「吹田の自然と環境」お出かけイベント、

吹田地学会の平岡由次さん、林隆夫さん案内による

「吹田三名水めぐり」に参加しました。 
17 日は「博物館から佐井寺を巡るコース」、19 日

は「垂水のご神水と泉殿宮の霊水を巡るコース」で

でした。2 日とも今年の猛暑を象徴するような暑い

日でした。水にまつわる見学会とはいえ全く涼しい

所はなく、かなりの苦行でしたが、さすが地学会さ

ん、まち案内人の解説とは一味違ったもので、とて

も興味深いものでした。 
 17 日は佐井寺東公園の「佐井寺釈迦ヶ池くりぬき

水路の出口」を見てから「くりぬき水路の入口と土

砂溜池（沈砂池）」へとたどりました。この入口は何

度も訪れていますが今回はご近所の古老、中方敏夫

さんのお話を直接聞くことができました。 
 入口の場所が特定されていて、ちゃんと目印があ

ることにびっくり。さらに驚いたのは、中方さんは

子供の頃（約 70 年前）にトンネルに入ったことが

あり、立ったままで歩けたとのことでした。さらに

佐井寺の水を堰き止めて、岸部地域へ水を流した具

体的な方法まで教えて頂いて感動すら覚えました。 
次に「佐井の清水水源地」に移動し、そして佐井

の清水と同じ高度にある井戸跡も見ました。何故、

清水が湧き出すのか、地学的に解説して頂き納得で

きました。この日の最後は、佐井寺境内の佐井の清

水の水質検査をして水道水ではないことを確認して

佐井寺裏門前の「おかうずゐ（お香水）池」で解散

しました。 
 19 日は豊津駅前交番前の上之川改修記念碑から、

雉畷碑（きじなわてのひ）を経て、垂水神社で海蝕崖

地形の説明を受け、垂水の滝の水質検査もして移動

し、泉殿宮の霊水の見学で終了しました。 
 この「三名水めぐり」で一番感心したのは、まち

案内人として何度も訪れている所でも、見方が変わ

ると全くといっていい程説明内容が違うことを改め

て確認しました。地学会さんの周到な調査と準備に

ほとほと感心させられ、また敬服させられました。 
まち案内に欠けていた地学が少し解りました。 

吹田市立博物館特別展「吹田の自然と環境」特集 

吹田の三名水めぐり参加報告 

まちなみ委員 大野和之 

 

 

 

 

 

■吹田地学会作成 三名水めぐり資料 抜粋 

行基山～釈迦が池 明治18年の地形図と断面図 

片山・西の庄付近の地形・地質図 

垂水神社付近の地形断面図 
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大木観察会第 8回紫金山公園は、吹田市博物館

夏季特別展の一環として、同展最終日 8 月 29 日

(日)に開催しました。日本が熱帯に移動したかの

ような猛暑日が続いていて、当日も豊中市の最高

気温 38.1℃が全国一を記録した日でした。この暑

さのなか、会員を中心に 20名もの参加者がありま

した。 

博物館からスタートし五月が丘東へ、梅林横の

アベマキの幹周りを測定し、順調に生長している

ことを確認しました。しかし岸部北民家のクスノ

キや、吉志部神社参道のユーカリ・クロマツなど

はそれほど生長しておらず、木によって、生育地

によって生長度合いが違うことが確認できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼失した吉志部神社の本殿は再建中でした。本

殿の裏で本殿とともに延焼したシイノキは、樹齢

200 年以上と推定される吹田市で最も長寿と思わ

れる木の一つで、私の思いは重要文化財の指定さ

れていた本殿に匹敵する吹田市の宝の木でした。 

幹の本殿側は熱で焼け、切り落とされた枝があ

るものの、本殿と反対側からは新しい葉が出てい

て、必死に生きようとしているシイノキを見て、

時々会いに行き、エールを送ろうと思いました。 

 

 

ノンプロフェッショナル・ナチュラリスト 

今回の博物館展ではいろんな専門分野の先生による講演があり、「目から鱗」の落ちることをいろ

いろお聞きしました。大木の話ではありませんが、気に入ったので皆さんにご紹介したいのは７月 31

日(日)、東大名誉教授で兵庫県立人と自然の博物館館長 岩槻邦男先生のご講演「生物多様性とは」

の中にあったノンプロフェショナル・ナチュラリストという呼称です。生物多様性の基礎となる植物

の「絶滅危惧種」ランクを設定する時、日本には専門の学者(プロ)が少ないのに植物の種類が多いこ

とから、欧米の学者から「期限内にまとまらないだろう」と思われていたが、レッドデータブックが

目標通りの年月 (２～３年) で完成しました。その理由は、日本には学者が少ないものの各地にその

地域の植物に詳しい人が多数おられ、その人々の協力が得られたためだそうです。この人たちは一般

にアマチュアと呼ばれていますが、本来ノンプロフェッショナル・ナチュラリストと呼称すべき人々

である、と説明されました。すいた市民環境会議などいろんな団体で、アマチュア、ボランティアと

して活動している方々すべてに、ノンプロフェッショナル・････の名称をお贈りしたいと思います。 

五月が丘東 アベマキの幹周り測定 

吉志部神社境内 クスノキの下で全員集合 

冊子完成記念 大木観察散策会 

第９回 高川沿い・都市緑化植物園 

日 時：2010年 10月 31日(日)9:00～14:00 

集 合：地下鉄・北急江坂駅南改札前、 

解 散：服部緑地都市緑化植物園付近 

持ち物：大木冊子・大木マップ（あれば） 

参加費：300円 

(他に都市緑化植物園入園料 270円) 

内 容:江坂駅～アメニティ江坂～高川沿い～ 

服部緑地都市緑化植物園 

参加申込み：不要 

問合せ先：平(ひら)軍二 

メール:g‐hira@nifty.com、 

電話：090-6901-1425 

吹田市立博物館特別展「吹田の自然と環境」特集 

紫金山の大木観察会 

生きもの委員会 平 軍二 



【吹田の郷 第 71号 10年 10月】         ― １２ ― 

 秋は、春から夏にかけ、セッセと果実や根に

命を貯えた木々が、やがて紅葉して葉を落とし

「山眠る」と云われる冬に備える季節でもある

が、「貯えた命」を味わえる「実りの秋」でも

ある。 

 昭和一桁生まれの戦中派にとって、「実りの

秋」は里山を満喫した楽しい思い出と同時に、

秋の取り入れが終り「柴刈り」や「炭焼き」、「薪」

など一年分の燃料を準備する「冬の仕事」の始

まりで、その手伝いで遊ぶ時間が少なくなる時

期でもあった。 

 習い性と云うか、DNA がそうさせるのか、

今でも、この時期が来ると庭の柿をもぎって、

かじり、稲を刈り取った田圃で芋を焼き、里山

でアケビを取り、自然薯（じねんじょ 長いも）

を掘ったことを思い出す。   

殊に、戦中は「勝つまでは欲しがりません」

と云ったものの、とかくモノが無いご時勢に

「実りの秋」は食べる楽しみが増える有難い季

節、下校するなりカバンを放り出し、家事の手

伝いから逃れて野山を駆け回っていたが、そん

な山里の生活や遊びの中から、親たちが使う

「カマ」や「ナタ」、「ノコギリ」など、道具の

使い方を見様見真似で覚えたり、時には、年上

の遊び仲間に教えられたりして、自然と身につ

いた。 

 市が策定した「風土記の丘・紫金山公園基本

計画」に、縁あって公募の市民の皆さんととも

に、計画の構想と検討段階から参加。吉志部神

社の社叢林に残った「コバノミツバツツジ」の

保護作業にかかわることになったが、紫金山公

園が千里丘陵と呼ばれていたころの風景を思

い浮かべ、更に、ふるさとの里山で親に習った

山仕事の教えを守り、里山管理の手法に従って、

間伐と枝打ちを行い、激しく生存競争を繰り広

げる植物たちを抑制し、多様な樹木と「コバノ

ミツバツツジ」が育つことを願いながら保護と

管理の作業を行っている。 

 2001年（平成 13年）に策定したこの計画も

今年で 10年目、計画に基づく作業も、来年の 3

月末を以って一応終了となるが、市街地の中の

公園に野生種のツツジが自生していることが

貴重なことで、保護のための活動をやめること

はできず、引き続き作業を継続しなければなら

ない。 

 「アカマツ」と「コバノミツバツツジ」は里

山のシンボル的な樹種で、殊に、害虫により「枯

死」した「アカマツ」は、荒れた里山の姿を代

表し、マツタケなどの副産物を失って里山管理

を放棄する元となった。 

 市街地の中にある紫金山公園に、里山を代表

する樹種が残っていることは、失われた千里丘

陵の貴重な自然の姿の一部が残っていると云

える。 

 夏の猛暑も収まり「山装う」と云う秋が過ぎ、

山が装いを解いて眠る冬の間に、樹木の手入れ

を行い、「山笑う」春に備えなければならない

が、今年は、それを教える秋風が、猛暑で遅れ

ているような気がする。 

 

9月 4日(土)、今年作業が必要な場所を 

決めるために現場を見て回りました 

 

＜ボランティア募集＞ 

・作業日：10月 9 日(土)～3月 12日(土) 

      毎月第 2土曜日 

・時 間：９：３０～１５：００ 

・おにぎり 持参下さい。 

・豚汁の炊き出しがあります。 

・午前・午後 ティータイムもあります。 

一緒にいい汗かきませんか！！ 

 ・連絡先：塩田 敏治 

  (電話) ０６－６８７５－５４２７ 

紫金山 秋風と共に始まる樹木の手入れ 

一緒に汗をかきませんか！ 

紫金山みどりの会 塩田敏治 
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正雀駅に隣接した正雀車庫のほかに阪急電鉄に

は西宮車庫（西宮北口駅東）、平井車庫（雲雀丘花

屋敷駅西）、桂車庫（桂駅北）の車庫がありますが、

正雀車庫には工場もあります。車庫と工場とで 10

万平米の敷地がありそのうち工場は 6.1 万平米だ

そうです。 

 都市交通本部技術部車両課管理係の田中さんと

中野さんに工場内を案内していただきました。 

 阪急電車は京都線、神戸線、宝塚線と千里線な

どの支線をあわせると全長 140.8km を走ってい

ます。その間を走る 1,319両の車両の検査、洗浄、

塗装を正雀工場でおこなっています。 

 取りはずされた発電機や車輪は目の前にすると

ずいぶん大きなものです。車輪は直径 760mmの

ものと 860mm のものがあり、最近の車両は

860mmになっています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 車両は４年あるいは 60万 km走行すると重要検

査がおこなわれます。そのほか３か月ごと、10日

ごとにも定期検査があります。４日ごとに車両の 

薬剤洗浄もおこな

われています。車体

の塗装は全自動で

約１時間で１両の

外壁塗装ができる

そうです。 

 今年は阪急開業

100周年です。書店

で記念の本が販売

されています。 

 

－－－京都線と神戸・宝塚線－－－ 

京阪電気鉄道と箕面有馬電気軌道といった各々

の沿革がちがうので京都線とそれ以外では車両

の大きさが微妙に違い、京都線は車幅が 5cm広

く、神戸線、宝塚線とは車両番号も違います。 

－－電車の車両番号 現在は４ケタ－－ 

千の位は車両形式の系列を示し、１から９まであ

り、番号が大きいほど新しい形式車両です。 

百の位が３・４・８・９は京都線の車両。０・１・

２・５・６・７は神戸線、宝塚線用です。 

十の位が０から４はモーターがついてる電動車

で、５から９はモーターがない付随車と呼ばれる

車両です。 

一の位は製造番号の順番でつけられ、０からはじ

まります。 

 

「阪急電鉄正雀工場」見学報告 

まちなみ委員 松岡要三 

吹田市はＪＲ、阪急、北大阪鉄道、大阪モノレール、大阪地下鉄が走り、しかも車両基地（車

庫・工場）や研修施設もあるという「鉄道のまち」でもあります。7月の大阪モノレール車両基

地（前号で紹介）に続き、9月 9日(木)に阪急電鉄正雀工場（摂津市側にある）を見学しました。 

 

 

 

 

 

http://sskk97.blog73.fc2.com/blog-entry-125.html


 

「あルック吹田」散策＆見学会 

吹田市消防本部見学と江坂公園周辺を紹介 
 全国からも注目されている吹田市消防本部と江坂公園周辺の素晴らしい建物など紹介します 

【日 時】2010 年 12 月 9 日(木) 午前 9 時 30 分～正午 (雨天決行) 

【集 合】地下鉄江坂駅北改札前 9 時 30 分 解散：江坂公園 

【参加費】会員 200 円 非会員 300 円 

【定 員】申込み順 20 名 

【申込み】大越 TEL ０６－６３８２－７７６９／FAX ０６－６３８２－８６９７ 

「あルック吹田」見学会 大学シリーズ 

大阪学院大学キャンパス 見学 ご案内 
大阪学院大学スタッフの案内で、表紙絵で紹介している茶色いレンガ色の 

素晴らしい建物や日本造園学会賞を受賞した緑豊かなキャンパスなどを見学します 

【日 時】2010 年 11 月４日(木) 午前 9 時 30 分～正午 (雨天決行) 

【集 合】JR 岸辺駅改札前 9 時 30 分  解散は大阪学院大学構内にて 

【参加費】会員 200 円 非会員 300 円 

【定 員】申込み順 20 名 

【申込先】大越 TEL ０６－６３８２－７７６９／FAX ０６－６３８２－８６９７ 

吹田市制 70周年記念シンボル事業         当日入園料無料 

吹田 70周年記念フェスタの案内 
万博記念公園 自然文化園 東の広場で盛大に開催 

日 時：11月 20日(土) 10時～15時 30分 

・ステージでは倭太鼓やジャズ演奏、踊りがあり、ステージを中心に、周りを吹田で 

活躍する各種団体のテントが取囲み、展示や物販がおこなわれます。 

・当会も展示・エコクッキング・森のクラフトで出店します。 

・お手伝いしていただける方を募集しています。 

・担当：小田信子（TEL 090-9091-3863 ）、喜田久美子（TEL 090-6606-6620 ） 
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「あルック吹田」見学会 大学シリーズ 

大阪大学吹田キャンパス 見学 ご案内 
大阪大学本部キャンパスデザイン室スタッフの案内で医学部学友会館・銀杏会館の 

医学資料展示室などの施設見学とキャンパスデザインの説明を聞きます 

【日 時】2010 年 10 月 7 日(木) 午前 9 時～正午 (雨天決行) 

【集 合】阪急北千里駅改札前 9 時  解散は大阪大学構内にて 

【参加費】200 円 

【定 員】申込み順 20 名（会員限定） 

【申込先】大越 TEL ０６－６３８２－７７６９／FAX ０６－６３８２－８６９７ 

【昼食会】希望者は見晴らしのよいキャンパス内のレストラン「ラ・シェナ」(14階)で 

     食事代 各自負担 1200円（予定） 


