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会長 小田忠文 

東日本大震災からまもなく５か月です。地震、津

波、液状化現象に原発事故による放射線被曝が追

い打ちし、さらに地震で被害を受けなかったのに

計画的避難区域のため強制移住を強いられる人々

も出てきました。東北地方のみならず日本全体が

受けている国際的な風評被害はその大きさも底も

見えません。▲そのような状況でやむを得ず東北

地方から吹田市に避難してきた被災者家族があり

ます。吹田市は募金活動をはじめ全庁的に支援体

制をとる一環として、市内の NPO 団体や有志を

集めて「東北地方から吹田市に避難してくる人た

ちになにができるか」を話しあう席を設けました。

地震発生から２週間目の３月 28 日に第１回の会

合が市役所でありました。▲吹田市復興支援市民

会議と名づけられたこの会議で、市民ボランティ

アがどんな支援ができるかを話しあいました。し

かし「知らない土地にきた人たちが最も知りたい

ことは仲間の存在だろう」ということに気づき「被

災者が互いに情報交換ができる場所を提供しよ

う」と決めました。▲そして去る７月３日の日曜

日に被災者の親睦会を JR 吹田駅近くにある「カ

フェたんぽぽ」で開きました。この企画には宮城、

福島両県の被災者１０世帯の子ども８人を含め２

１人が参加しました。昼食にカレーやお好み焼き、

たこ焼きなどを用意して、子どもたちにはたこ焼

きを焼いてもらいました。▲昼食後は隣の部屋で

子どもをあずかり、おもちゃづくり市民塾の方々

が子どもたちにおもちゃづくりを指導してくださ

いました。この間に被災者らは避難生活や育児の

不安などを語りあい、互いの連絡先の交換をする 

 

 

 

などして有意義なひとときを過ごしました。年内

にあと２回ほどこの企画をする予定です。▲一方

吹田市立博物館では今回の災害をふまえて市民が

作る夏季特別展「自然から学ぼう 災害と環境」

が開かれています。すいた市民環境会議は 09 年

から３年連続で市立博物館での夏季展の企画運営

に深くかかわってきました。今年は１月から夏季

展の検討会議が始まり当初は吹田の身近な自然を

取り上げる案が出ていました。しかし 3 月 11 日

以後の会議はその雰囲気が一変して４月末に「自

然から学ぶ 災害と環境」というテーマに落ち着

きました。▲展示場では過去に経験した吹田の災

害を紹介し、現在進行形の災害と将来の災害に備

えるための展示をして、大人はもちろん子どもた

ちにも知識を得ていただこうという考えで企画し

ました。▲当初企画していた市内の身近な自然も

博物館の随所に展示し、この４月に市民のお宝と

して天然記念物に指定されたヒメボタルについて

はコーナーを設けて展示しています。吹田の市民

が他市の人に吹田のお宝を説明できるように、ヒ

メボタルに関する知識を得ていただけることが企

画した市民委員の願いであり、博物館の小山館長

が言う「博物館は知的遊技場」になってくること

を願っています。▲行政の縦割りという言葉をよ

く耳にします。しかし市民活動団体も縦割りであ

り、相互の関係が薄いのが現状です。今回、東北

地方の被災者を迎えるにあたり、そして博物館で

夏季展を開くにあたり日ごろバラバラに活動して

いる市内の多数の NPO 団体や個人が協力しあっ

て活動しています。このような催しを通して市民

活動団体間の風通しがよくなって、結果として吹

田市が住みやすいまちになっていくのだろうと思

っています。 

 

コラム 

＜表紙の絵＞                          吹田の風景シリーズ（10） 

万博記念公園 自然観察学習館 

スケッチに出かけたのは梅雨あけの強い日差しの日だった。自然文化園の中の施設を描いて

ほしいとのことで久しぶりにこの辺りを歩いてみた。暑い中でも小さな子供たちが来ている
し大きな望遠レンズで鳥を撮っている人もいる。万博が終わって４０年、自然も野鳥と昆虫
の宝庫になっているなあと実感した。  
学習館に入ってみると、水辺の生き物や昆虫の飼育、自然素材を使った工作見本作品などが
展示されている。自然のおもしろさや大切さを知る展示とともに園内の自然観察ガイドなど
の活動も行われているようだ。この絵は日差しを避けて入り口の近くの木陰に座って描いて
みた。  

（表紙の絵と文：画楽多工房 増野 暁） 
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第１２回 通常総会報告 

事務局 中村小夜子 

日時：2011年 6月 25日（土） 

午後 2時～4時 30分 

場所：メイシアター集会室 

第 1部 議案審議 

1 号議案 2010 年度事業報告 

2 号議案 2010 年度収支報告    

3 号議案 2011 年度事業計画案 

4 号議案 2011 年度予算案 

5 号議案 理事・監事選出 

第2部 講演と意見交換 

 講師：関西大学文学部総合人文学科教授 

     木庭元晴氏 

   『福島第一原発事故～報道の在り方』 

総会終了後 5 時からメイシアター南のボン

ズで懇親会 

 6月 25日(土)、メイシアター集会室で総会が開催されました。会員 29名が出席、最初に来賓

の紹介、吹田市環境部羽間（はざま）部長から井上市長のメーセージ（下記）の代読があり、木村

市議会議長からもご挨拶をいただきました。1号から５号までの議案が承認されました。今回は

役員の改選年で下記の理事・監事が選出されました。任期は 2013 年の総会までです。選任され

た理事の互選で役職も決められました。 

5号議案で承認された理事と監事と役職 

理事：小田忠文（会長） 

喜田久美子（副会長） 

高畠耕一郎（副会長） 

中村小夜子（事務局長） 

大野和之、小田信子 塩田敏治 

田中隆三 平  軍二 松岡要三     

監事：下村敬三、山本富雄 

以上全員が再任です。香月利明理事が退

任されました。大変ご苦労さまでした。 

  

総会議長の高畠さんと参加者 

 

 

吹田市環境部 羽間部長       吹田市議会 木村議長 

第２部 講演会 

関西大学文学部総合人

文学科の木庭（こば）元晴

教授（写真右）に「福島第

1原発 2011年事故～報道

の在り方～」という講演

をしていただきました。 

 

＜＜＜ 井上市長のメッセージ ＞＞＞ 

 本日は NPO 法人すいた市民環境会議第 12 回総会が盛大に開催されますことを心よりお慶び申

し上げます。 

皆様方には平素より環境行政はもとより市政の各般にわたりまして多大なご支援ご協力を頂い

ておりますことに厚くお礼を申し上げます。 

 すいた市民環境会議におかれましては自然環境、歴史的文化的環境、生活環境の保全等広い分野

におきまして長年にわたり活発な取り組みを進められており、その活動の深さに敬意を表する次第

でございます。 

 市内の植生分布の調査結果を地図にしるした吹田の街路樹マップ、吹田の野草マップ、吹田の古

木大木マップやヒメボタル、ツバメなどについての動物調査のほか、身近な自然やまちなみをしる

した吹田市観光マップ「あルック吹田」の作成にもご協力をいただいております。 

 また市民、事業者、行政の協働により環境保全の取り組みを進めている「アジェンダ 21 すいた」

の活動におきましてもひとかたならぬご尽力をいただいておりまして重ねて感謝を申し上げる次

第でございます。 

 本市といたしましてもすいた市民環境会議はもとより市民の皆さまや NPO 団体、事業者等あら

ゆる主体の方々と手をたずさえ、環境問題への取り組みや、こころに潤いとゆとりが持てるような

住みよいまちづくりの推進に精いっぱい取り組んでまいりますので引き続きお力添えを賜ります

ようお願い申し上げます。 

 最後に、すいた市民環境会議の今後ますますのご発展ならびに皆さまがたの更なるご躍進ご健勝

をこころよりご祈念申し上げまして私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

http://blog-imgs-42.fc2.com/s/s/k/sskk97/110625hazama.jpg
http://blog-imgs-42.fc2.com/s/s/k/sskk97/110625koba1.jpg
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すいた環境教育フェア 2011 
事務局 田中隆三   

 「あつまれ！ みんなのエコジエ」のスローガンのもと、6月 18日(土)メイシアターで

開催されました。先月就任した井上市長、木村議長の挨拶ではじまりました。 

 小ホールでは環境学習・環境保全活動の

事例発表会があり、NPO団体や小中学生、ガ

ールスカートなどからの発表と吹田市環境

部地球環境室から「市が取組む環境施策」に

ついて発表がありました。 

ロビーや集会室・展示室などで多くの環

境団体や企業、吹田市の関係部門がそれぞれ

の活動を披露しました。 

すいた市民環境会議は展示室で、昨年の市制 70周年記念手づくり事業として実施した「ツバメ

調査」の結果と今年吹田市天然記念物第 1号に指定された「千里第 4緑地のヒメボタル」を展示し

て紹介しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 展示した「ヒメボタルの標本」を見て、「こんなに小さいの！」との感想が多かった。（ゲンジボ

タル・ヘイケボタルの体長 12～18ｍｍに比べ、ヒメボタルはメスが約 5ｍｍ、オスが約 8ｍｍと約半分） 

ホタルが光っているのを見た子どもたちはたくさんいるだろうが、実際のホタルそのものを見た

子どもは少ないだろう。これを機会にヒメボタルがいる千里緑地を大切にすると同時に、樹木・昆

虫などに関心を持ち、自然の妙味を学んで欲しいとスタッフは願っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年のヒメボタル 調査以来最高を記録 
生きもの委員 塩田敏治（吹田ヒメボタルの会） 

 1998年に千里第 4緑地のヒメボタルの調査を開始、2005年からは生息環境の保全活動も実施して

います。14年目の今年は、吹田市の天然記念物の指定、また、5月 25日には調査開始以来最高の発

光数を記録しました（下表参照）。更にこの活動に新しいメンバーの参加もあり、節目の年となりま

したが天然記念物の指定を受け、市、市民にとって貴重な自然の財産を守り、次世代に残し伝えな

ければと考えています。 
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２．万博公園の自然の遷移 

1970 年千里丘陵で開催された日本万国博覧会は、

183日間に6400万人もの人々が楽しんだ日本 大の

イベントでした。その後パビリオン跡地に木々が植

えられ、万博公園に生まれ変わりました。日本野鳥

の会が万博公園で探鳥会を開始した頃は、植樹され

た木の生長で林から森に変わろうとしていた時期で

した。 
キジが少なくなったのは草刈りなど林の管理が行

き過ぎのためでないかと、当時の万博記念協会に対

しクレームをつけていました。 

写真上： 

オオタカ 有賀憲介氏撮影 

 

写真下： 

キジ 天筒靖昌氏撮影 

 
 
 

 
１．万博探鳥会で観察した鳥 

日本野鳥の会大阪支部が万博公園で毎月 1 回の

定例探鳥会を開始したのが 1985 年、今年で 27 年

になります。 
この間万博公園で

観察できる鳥が徐々

に変化しており、振

り返ってみるとキジ

が全く観察できなく

なり、その代わりに

オオタカが繁殖する

までになりました。  
私は万博探鳥会が

満 20年になった時、

それまでの観察状況

を残しておきたいと、

「万博公園探鳥会 20 周年記念誌」を自費出版しま

した。 
その記念誌をまとめるに当たり、観察した鳥の

変化をわかりやすく表示する方法がないかを検討

した結果、 
観察頻度(％)＝観察回数／探鳥会回数 

という式で計算す

るのが良いとわか

りました。４年ご

とに区切った観察

頻度推移をグラフ

化すると、右図の

ようになります。 
草原の鳥キジは

初の４年間(85
～88 年)に毎月観      観察頻度 
察できたが、1998 年以降、全く姿が見られなくな

り、逆に、当初観察

できなかった里山の

鳥ヤマガラが繁殖し、

更に 2007 年からオ

オタカが繁殖するま

でになっています。 

 
 

 

 
 
 

万博探鳥会 20 周年記念誌をまとめるとき、万博

記念機構から航空写真の提供を受けました。万博

公園の自然植生遷移が進行し草はらが消失しキジ

がいなくなったこと、樹林の生長とともにヤマガ

ラやオオタカが定住し繁殖できるようになったと

推定することができました。 

３．万博公園の植物と鳥の歳時記 
万博公園探鳥会では鳥が何を食べているか、特

に木の実に注目して観察してきました。 
その結果を日本野鳥の会

大阪支部会報「むくどり通

信」に「植物と鳥の歳時記」

と題して連載、1992～98
年、38 回・48 種の植物に

ついて、鳥との関係を歳時

記風にまとめました。 
どの木にどんな鳥が集

まるかを観察し書くこと

で、植物と鳥の関係に興味 

『万博探鳥会』と『万博公園の森づくり 40 年』 
～ 森 づ く り に 関 係し た 先 生 に 聞 き たい ！  講 演 会 4 部作 を 企 画 ～  

生きもの委員 平 軍二  

写真下 1981 年 
植えられた木が1本1本見える 

写真上 1992 年 
こんもりした森になっている 

万博公園上空からの航空写真：万博記念機構提供 
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が深まり、植物の見方が変わってきました。 
その中で、鳥が数多く集まる木はアキニレで、

９月下旬に花が咲き、すぐ軍配型の実をつけます。

このためアキニレは 10～2 月の約半年間、マヒ

ワ・アトリ・カワラヒワ、そしてイカル・シメな

ど、アトリ科の鳥の食堂となっています。08 年 2
月吹雪の日、１本のアキニレにアトリ・カワラヒ

ワ・スズメが５百羽以上の大群で集まっていたの

を忘れることはできません 

雪の日アキニレに小鳥の群：廣瀬達也氏提供 
一方、いろんな鳥に利用される木の実の代表種

はナンキンハゼです。白い蝋質を食べに来る鳥は

体長 60㎝近いハシブトガラスから 12㎝のマヒワ

まで、私が見ただけで 20 種を越えています。 

このような個々の木と鳥の関係に加え、植生と

鳥の関係に目を向けるようになり、万博公園の植

生遷移が、棲む鳥に大きく影響していることを知

りました。 

４．「万博の森づくり」をテーマに 

吹田市立博物館で講演会 
万博公園では 2000 年ごろから自立した森づく

りと称し、京都大学などの協力を得ながら人工ギ

ャップが作られるなど、森の改善が進められてい

ました。 
吹田市立博物館では小山修三館長が市民による

博物館展を推進されていたので、私は万博公園で

観察できる鳥が、今後どのように変化するかを知

るために、万博公園で森づくりを推進されている

先生に、ご講演してもらうことを企画しました。 

第一部 2007 年秋季特別展「07’EXPO 70」 

「万博公園の自立した森づくり」夏原由博教授 

 京都大学大学院教授森本幸裕先生は万博公園の

「自立した森づくり委員会」委員長であり、私の

思いにぴったりなので万博展でのご講演をお願い 

しましたが、こちらが希

望した日と森本先生の

ご都合が合わないこと

がわかりました。そこで、

森本先生と一緒に森づ

くりを推進されている

京都大学大学院教授(現
名古屋大学教授)夏原由

博先生にお願いしまし

た。      
夏原先生は万博の森 

づくりを推進するとともに、生きもの調査を実施

されているので、人工ギャップで昆虫が回復する

ことを確認したとの報告もありました。今後、多

様な動植物の受け皿となる森づくりを進めるとと

もに、動植物のみならず人材育成こそ、大切であ

ると話されました。 

第二部 2010 年夏季特別展「吹田の自然と環境」 

「万博公園の自然の変化～作られた森の変化」 

吉村元男元教授 

森本先生は京都梅小路操車場跡地に作られた公

園「いのちの森」にも参画されていることから、

阪口市長(当時)と吹田操車場跡地利用について話

し合ってもらいたいとの思いを重ね、講演会を企

画としました。 
しかし森本先生はこの

時も超多忙で叶わず、紹

介していただいたのが、

元鳥取環境大学教授吉村

元男先生でした。      
吉村先生は万博公園自

然文化園の基本設計をさ

れた方でお名前を知って

いたもののこれまでお会

いしたことがなく、かな 
りのご高齢と思っていました。お会いしたところ、

私と同年代であり、しかも自然文化園基礎設計の

みでなく、その後 2000 年頃に自然文化園に設置さ

れた空中通路「ソラード」も設計されたとわかり、

いろいろ話が弾みました。 
  当日は、吉村先生の基調講演につづいて「阪口

市長・小山館長・吉村先生・の鼎談」（写真下）、更

夏原由博教授 

吉村元男元教授 

【吹田の郷 第 76 号 11 年 8 月】        ― ６ ― 



 

 

に「万博記念機構池口直樹氏・龍谷大学須川恒氏・

大阪自然協会岡秀郎氏が加わってのパネルディス

カッション」と三部構成のシンポジュウムとしま

した。 
吉村先生のお話を聞くのは初めてだったので、

万博公園がどのように作られたか、どう考えて設

計したかについて、楽しくお聞きすることができ

ました。 

第三部 2011 年春季特別展「万博市民展」 

「万博の森づくり４０年・・・ 

整備から管理まで キジからオオタカへ」 

中井和成氏、千原 裕氏、吹田野鳥の会 

大阪芸術大学中井和成講

師（元万博記念機構）と万博

記念機構自立した森センタ

ー職員の千原裕氏から、万博

公園を管理している万博記

念機構側の整備状況をお聞

きし、万博公園を利用する側

の吹田野鳥の会から、廣瀬達

也氏にビデオ「万博のオオタ

カ」を、有賀憲介氏に万博の 
生きもの写真「鳥・チョウ・トンボ」を紹介して

もらいました。 
 中井先生は、パビリオンが撤去された跡地を第

1～6工区に分けて順々に植えたこと、費用との関

係から工区により土質が改善されなかった所は

木々の生長が悪かったこと、植えた木が良く枯れ

たことなど、森ができるまでのご苦労が次々披露

されました。 

第四部 2011 年春季特別展「万博市民展」 

「万博の自立した森づくり・・・ 

 多様な生き物の棲める森をめざして」 

森本幸裕教授 

ついに、本命の森本先生にご講演していただく

ことになりました。 
森本先生は前日スイス・チューリッヒの国際会

議から戻ってこられ

るなど、この日のた

めにスケジュールを

調整されたようでし

たが、ご講演が終わ

ってからのメールに

は、「３年越しのお約

束がはたせて、幸い

です。」とありました。 
            森本幸裕教授 

｢万博公園のように土地の高い都市に、なぜ自然

という儲からないものを作るか」という質問を良

く受けるが、全世界人口の 50％が都市に住むよう

になり、自然保護・生態系を考えるとき、都市を

抜きに考えることはできなくなったと話されまし

た。また、万博公園のような大きな森を持つ公園

と、数多い小さなが公園が相俟って生きものの多

様性を守っていることなど、身近な例を挙げなが

ら良くわかる説明でした。 
後半は、森本先生とともに「万博公園の自立し

た森づくり」委員をされている龍谷大学須川恒講

師に司会として再登場をお願いました。 

2002 年 NHK「樹木ウォッチング」で森本先生

に聞き惚れ９年、吹田市立博物館で「万博公園の

自立した森づくり」をお聞きしたいとの思いが実

現するまで４年、山あり谷ありでしたが、合計四

部作、延べ 14 名もの講師陣にご協力いただく大

作で終了することができました。 
 

５．万博公園の自立した森づくりの歴史 

今回の吹田市立博物館での「万博公園の森づく

り」に関する４回のご講演内容はすいた市民環境

会議小田会長により博物館を盛り上げる市民の会

ブログ「千里ニュータウン＋万博×小山修三＝吹

田市立博物館 http://sui-haku.at.webry.info/」

にアップされています。ブログは「小山修三と吹

田市立博物館」で検索すると出てきます。 

各先生が自分の切り口で、万博公園の森づくり

への関わりを話されていますので、ぜひご確認い

ただきたいと思います。（ブログの日付をクリック） 

第一部 夏原由博教授  2007 年 11 月 30 日 
第二部 吉村元男元教授 2011 年 7 月 9 日 
第三部 中井和成講師ほか 2011 年 6 月 13 日 
第四部 森本幸裕教授  2011 年 7 月 4 日 

ということで、４人(＋9 人)の先生から万博の森

づくりを聞くことができました。先生方の話され

た内容を、ブログから要約すると、以下の通りに

なります。 
①公園には「森はいらない」「柵のない水辺はダメ」

と言われていた時代に、森があり、柵のない水

辺のある万博公園を作ることができたのは、交

渉相手が建設省ではなく大蔵省（万博でもうけ

た 230 億円を持っていた）ためであること。 

②当時は公害(スモッグ)が激しい頃だったので、

中井和成先生 
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万博公園は外周道路から排気ガスが入らないよ

う周辺部を高く盛り上げ「すり鉢型」にしたこ

と。 

③生物多様性という言葉のなかった時代に、外側

から密生林(極相林)・疎生林(里山林)・散開林(芝
生広場)と名付け、植樹密度や構成する樹種が変

えられていたこと。 

④密生林は 30 年後(2000 年頃)に、自然界の極相

林のように倒木更新可能な自立した森をめざし

たこと。 

⑤植樹した木々が多数枯れたこと。また、木が生

育しにくい場所を樹林から「花の丘」「果樹園」

に作り替えたこと。 

⑥稙樹 10 年後・20 年後の森の診断では緑の量と

しては順調に育っていることが分かった。しか

し、自然界の森のように階層構造でなく、植え

られた木がドングリの背比べのように競合して

高くなっているだけの林の中(林床)は暗くて生

き物が棲みにくく、生物多様性の乏しい環境に

なっていること。 

 

 

 

 

 

 

 

ソラードから見た緑 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

密生林の林床 
 

⑦これを改善する

ために、密生林の

中に正方形(15ｍ
× 15m) の人工

ギャップを作る

など、自立した森

づくりを進めら 
れていること。     人工ギャップ 

⑧しかし、人工ギャップは効果が限定的で生き物

の多様な森づくりは確立していないこと等等。     
 
まだまだ、万博の森づくりは終わりなき戦いを

続けられます。第二部に出ていただいた万博記念

機構自立した森再生センター長池口直樹氏からは 
生物多様性豊かな 2020 年の森を目指す 

「新 SATOYAMA 宣言」 

が提案されています。 
 (森発見 22 号：万博記念機構 2011 年 6 月発行) 
永遠に続く万博の森づくり、吹田市立博物館で

ご講演いただいた先生方が中心となり、新しい森

づくりが進められると思います。 

2020 年には 50 年の森、2070 年には 100 年の

森、万博公園の大木が巨木となり洞ができ、フク

ロウやアオバズクの棲む森になっているのを、見

ることは無理として想像するだけでも嬉しくなっ

てきます。 

＜参考：紹介資料の閲覧・入手などの問合せ先＞ 

①万博公園探鳥会 20 周年記念誌 

閲覧のみ。平（g-hira@nifty.com） 
②日本野鳥の会大阪支部会報誌「むくどり通信」 

同会事務所(TEL06-6766-0055)、又は平 

尚、植物と鳥の歳時記は①に転載 
③「森発見」 

日本万国博覧会記念機構自立した森再生セン

ター(06-6877-3349) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

万博公園の自立した森観察会 
開催日：2011 年 9 月 29 日(木) 

集 合：9:30 万博公園自然文化園中央口 

   (大阪モノレール万博記念公園駅下車 5 分) 

解 散：12:00 頃万博公園内の予定 

内 容：万博公園内の密生林、中でも人工ギャッ

プの現状を観察する。 

持ち物：あれば樹木図鑑 

参加費：会員 200 円、一般 300 円 

問合わせ：090-6901-1425 平（ひら）軍二 
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 見学した施設名は、国土交通省の所管である「淀

川河川事務所 毛馬出張所」です。見学の最初は主

建物(1 階が排水機場)の 3 階会議室で、淀川水系

の利水・治水の歴史と仕組みの説明を聞き、その

後 2 階のコントロール室をはじめ、排水機場など

各施設を回りました。 

 タイトルに「毛馬閘門」と書きましたが、ここ

には閘門以外に 4 施設があり、淀川の流れを調整

し利水、治水の中心となる重要な所です。下の毛

馬閘門周辺全景の写真と照合してこれからの施設

説明をお読みください。 

 

       毛馬閘門周辺全景 

①淀川大堰は淀川への流れを完全に止めることが

できる長さ 325m の大きな堰で、下流からの海水

を止め、上流からの淡水を堰き止める役をしてい

ます。普段は主ゲートを閉め、上流での取水を確

保し、大川を維持するため大部分を大川へ流し、

増水の時は主ゲートを開いて淀川下流へ放流しま

す。見学時、脇の調整ゲートから一部放流の状態

でした。なお、堰の両端に魚の通り道「魚道(ぎょ

どう)」が設けられています。 

 
淀川大堰 

②毛馬水門は淀川の水を大川に流す水量調節の働

きをします。 

③毛馬閘門は水位の違う淀川と大川の間を往来す

る船を両側に扉のあるプールで上下させる装置で

す。 

④毛馬排水機場は、台風などの高潮の時に海に面

した安治川、尻無川などの河口の水門を閉じるた

め、寝屋川などから大川に流れ込む水をここのポ

ンプで汲み上げて淀川大堰の下流側に排水する働

きをします。これにより、中之島や大阪市内中心

部の浸水を防ぎます。設置されている 6 機のポン

プの能力は毎秒 330 トンで、日本一ということで

す。この能力は甲子園球場を 30 分で満たすとい

うから驚きです。 

⑤一津屋樋門は、ここから 6km 上流の摂津市一

津屋にある淀川と神崎川の分岐点の水門です。吹

田市民お馴染みの「神崎川」への水門の開閉がこ

このコントロール室で遠隔操作されています。 

 

コントロール室 

 施設見学が終わったあと構内を歩き、1907(明

治 40)年完成の旧閘門跡、大坂城築城のため運搬

中に川に転落した「残念石」、淀川改修記念碑など

を見ました。さらに眺めのすばらしい淀川の堤防

上に登り、地元毛馬村出身の俳人・与謝蕪村の歌

碑など見て見学を終わりました。 

 この一帯は淀川河川公園として一般に開かれた

場所であり、大川沿いの桜も近く、季節を選んで

の散策にも良い所です。 

 

国の 

重要文化財 

 

新淀川開削

当時の 

旧水門    

「毛馬
け ま

閘門
こうもん

」見学会報告 
まちなみ委員 岡村昇二  

 JR 桜ノ宮駅より大川沿いに 2km 余り北に歩くと、淀川と大川(旧淀川)の分岐点に毛馬閘門

があります。見学は 7 月 14 日(木)10 時から 12 時過ぎまで、梅雨明けの猛暑日でしたが参加

の 13 名は元気に見学しました。国土交通省の外郭団体・社団法人近畿建設協会の広報担当の

2 名の方が案内をしてくださいました。 

 



【吹田の郷 第 76号 11年 8月】         ― １０ ― 

 

我が家（マンション 7階夫婦 2人暮らし）の 

電気代伝票コピー（昨年 7月,8月の使用量記録） 

これ以下ならあなたの省エネも優れています 

 

 昔から知られている生活の知恵が最近再認識さ

れている。新しく聞こえるが、「ドライミスト」、

「緑のカーテン」などなど・・・。大阪の夏は格

別に暑い。それを省エネの工夫で乗り切ろうとす

る努力やかけ声を否定するつもりは毛頭ないが、

私たちの日ごろの生活で、省エネをもっと効果的

で文化的なやり方で実行する方法もあると思う。

今回はそれについて・・・。 

 都市部のヒートアイランド現象は、都市部への

人口集中とそれにともなう電力・ガスやクルマの

燃料消費など都市部でのエネルギー消費の増大が

原因であることは言うまでもない。消費されたエ

ネルギーは最終的に熱に変わり、このために起こ

る現象がヒートアイランド現象である。であるな

らば、この原因にメスを入れる解決法を実行すべ

きであろう。まず夏のエアコンの使用は自縄自縛

の行為であることを理解しよう。市街地における

エアコンの使用は皆が窓を開けて生活することが

できなくしている。窓を開けると、他家の「暑さ

プラス電力消費による発熱」による暑い空気が入

ってくる。皆がエアコンの使用を控えると、窓を

開けても少しは涼しい生活が味わえるはずである。 

 吹田の旭町商店街などに昨年から細かい水滴を

噴霧する設備「ドライミスト」が１億数千万円の

国の助成金により設置され、稼働しはじめた。商

店街活性化のためには結構なことである。これは、

同商店街のアーケード上に設置された太陽電池に

よる電力によって作動することに意味がある。外

部からのエネルギーによらず、現地で生まれたエ

ネルギー｢照れば照るほど発電する｣によっている

ことが大切なポイント。水は蒸発に際しｌｇにつ

き約 600カロリーの熱を奪っていく。これは「ド

ライミスト」つまり「炎天下の水まき」も同じ効

果を持つ。「緑のカーテン」も同様、植物の葉の表

面からの蒸散(水の蒸発)も同様の効果をもたらし、

都市のヒートアイランド現象の抑制に役立つ。 

  

 

 

 

 

 

 

私の家では、電気代節約も兼ね、電力消費を押

さえている。エアコンなし・テレビなしの生活を

続けてきた。エアコンはこれまで使ったことはな

く、夏は窓を開けたまま寝ることも多いが、ビー

ルも美味いし夏らしくて良い。テレビは子どもの

幼かった 1977年に導入したが、近年はほとんど見

ない期間が続いて、昨年(2010年)きっぱりと廃止

した。テレビを止めても世の中に遅れているとは

ちっとも感じない。私は｢テレビ番組のように多く

の人が知っている情報は、知りたければ誰かに聞

けば分かることで、多くの人の知っている情報は

情報的価値が低い｣と考えているからだ。ただしラ

ジオはよく聞いている。私は若いころから｢テレビ

とクルマ(マイカー)は文化の敵｣として、仲間と酒

を飲み議論を楽しむのに妨げとなるクルマを持た

なかった(運転免許も持っていない)。これも吹田

のヒートアイランド現象、地球温暖化と双方の抑

制のためのささやかな行動であると自認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

～ 会報編集委員から ～ 

旭通りと錦通りにみどりのカーテン 

 吹田市旭通と錦通商店街協同組合よりすいた市

民環境会議に依頼があり、生活環境委員会がお手

伝いして、6月中旬に各々の商店街の歩道にゴー

ヤのプランターを置き、ネットを貼りました。8

月にはみどりのカーテンに生長するのを期待しま

しょう。 

エアコンの熱収支と打ち水 豆知識 

 ８畳程度の部屋を冷房するエアコンの冷房能力

はＡ社のカタログでは標準条件で 2.5kw。1kwは

860kcal/hですから 1時間当たり室内から 2.5×

860＝2150kcalの熱を奪い、消費電力 580ｗですの

で、室外に 2150＋0.58×860＝2648.8kcalの熱を

放出します。 

 バケツの水 1杯が打ち水や植物の葉などから蒸

発した場合、バケツ１杯 13ℓ(＝13kg)としますと

約 13×600＝7800kcal の熱を奪います。打ち水、

ドライミスト、みどりのカーテンの効果を数字で

表すとこうなります。  （会報委員 松岡要三） 

ヒートアイランド現象抑制 

＝都市生活で省エネの行動を＝  

投稿 秋元宏（江坂町１） 

 

写真：旭町商店街の太陽光パネルとドライミスト施設 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
木 

木 

木 

木 

木 

木 

片寄俊秀さん 
大阪人間科学大学人間環境学科教授 

 
 
吉田宗弘さん 
関西大学工学部生物工学科教授 

 

 

三輪信哉さん 

大阪学院大学国際学部教授 
 
 
小山修三さん 

吹田市立博物館館長 

国立民族学博物館名誉教授 

 
 
高田直俊さん 
元大阪市立大学副学長 
土木工学科教授 

 

 

武田義明さん 

神戸大学大学院 

人間発達環境学研究科教授 

第１回 地震 津波が来る前に 

第２回 虫の眼からみた環境問題 

第３回 フクシマ後のエネルギー問題 

第４回 縄文人と現代人のどちらが幸せ？！ 

第６回 吹田の自然と生物多様性 

 

 

主催：NPO 法人 すいた市民環境会議 
後援：吹田市・吹田市教育委員会 
     アジェンダ２１すいた 
 

 
開 催 日：201１年９月～１１月 
       月２回  木曜日  午後７時～９時（全６回） 
場 所：吹田市民会館 第６会議室 JR 吹田駅 徒歩３分 
受 講 料：６回分 3,000 円（資料代など）（第１回講座で集めます） 
募 集 人 数：２０人（先着順） 
締め切り：８月１5 日（月） 
申込み・問合わせ：NPO法人 すいた市民環境会議 事務局（中村） 
            TEL ０９０－８３７５－０６４７ 
            Mail k-kaigi@hotmail.co.jp 

 

環境ぬきでは 語れない時代 
 

環境の時代を考えたい方に 

市民活動に参加したい方に 

２０１１年秋  

「環境楽座」を開講します 
 

今 この人に聞きたい  

環境のはなし 

身近な自然のはなし 

防災のはなし  
 

毎回 個性豊かな講師陣が 

難しいモンダイを 楽しく語ります 

昼間忙しい人も参加できる 

駅前ナイトスクールです 

 

 

 
第５回 千里緑地にヒメボタルがいる理由

わ け

 

 

★環境問題を語り合う場として、また、次世代のリーダーを育てる場として、環境会議は、下記のとおり
「環境楽座」を開講します。ぜひ皆さんのご参加をお待ちしています。また、別ちらしでお知り合いの方
への参加呼びかけをお願いいたします。 高畠耕一郎 （連続講座プロジェクトチーム） 



      ―   ― 【吹田の郷 第 76号 11年 8月】        ― １２ － 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

・下記の方より寄付をいただきました。（2011 年 4 月 1 日～7 月 15 日 敬称略） 

熱田克子（2 千円） 喜田久美子（１万円） 下村敬三（１万円） 田中 宏（千円）  

田中隆三（１万５千円） 水井恵子（１万円） 

大野和之 岡村昇二 加藤篤齋 金指 弘 松岡要三 

以上 11 名の方より 合計 80,500 円 いただきました。 

また 多数の方よりディオス北千里 夢シール 23,000 円分いただきました。     

・ありがとうございました。                    （事務局 中村小夜子） 

 

 

 

 

ダスキン誠心舘と平野農園見学会の案内 

ダスキン誠心館は江坂の元庄屋屋敷で、現在はダスキンの迎賓館として活用されています。み

どころは美しい大和棟と研修センターとして改修・活用されている内部、そしてダスキンの創業

者・鈴木清一氏の記念室、信仰の場・礼堂、株式会社ダスキンの記念展示室などです。平素は一

般の見学が出来ない施設です。誠心館見学後、伝統野菜「吹田くわい」の生産者・平野さんの無

農薬野菜の栽培・直販の平野農園を見学します。当日新鮮な野菜を購入できます 

【日 時】2011 年 9 月 8 日(木)  午前 9 時 30 分～12 時 30 頃 

【集 合】北大阪急行 江坂駅 北改札前 午前 9 時 30 分 【解散】:江坂駅 

【参加費】会員 200 円、非会員 300 円  【定員】20 名(申込順) 

【申込先】金指（かなざし） TEL（留守電）/ FAX：06-6310-7333 

                             E-mail：kanasashi@sutv.zaq.ne.jp   

吹田市立博物館夏季展示   7 月 16 日 (土 )より開催中です！ 

自然から学ぼう～災害と環境～  8 月 24 日(水)まで    

 東日本大震災が発生し、関西にも東南海・南海地

震が想定される現在、非常にタイムリーな企画です。 

 当すいた市民環境会議や吹田自然観察会、アジェン

ダ 21 すいた、すいた環境学習協会、吹田地学会など

の市民団体のメンバーが企画段階から運営に参加し

進めてきたものです。限られた予算の中で少しでも充

実した内容にしたいと、看板を業者に委託するのでは

なく当会が引受け制作しました。（写真右など 3枚） 

展示は、今市民の関心高い地震などの災害と防災、

放射能、エネルギー・環境問題など子どもから大人 

まで解りやすく解説し展示しています。ワークショッ 

プや講演会も盛りだくさんで充実しています。詳細は夏季展示のちら

しと博物館だより（写真左）、博物館ブログ（7頁記載）を参照ください。 

 

 

 

 

←必見！  
なまず絵が多数 
展示されています 

↑生物多様性に 

配慮した庭 

液状化実験装置→ 

 

文責：まちなみ委員 

松岡要三 


