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会長 小田忠文 

すいた市民環境会議（以下、当会）は昨年 9 月

から 11 月にかけて 6 回の連続講座「環境楽座」

を開きました。20 余名の受講生にまじって私も聴

講しました。各界の第一人者の講義だけあって毎

回とても勉強になりました。会報誌の 77 号から

今回の 79 号にかけてそれぞれの要約を掲載して

います。▲最終回の神戸大学の武田先生の講義の

中に「生物多様性地域連携促進法（以下、促進法）」

という言葉が出てきました。私は詳しくは知らな

かったので今回調べてみました。▲促進法に先だ

って 2008 年 5 月に「生物多様性基本法」ができ

ました。この法律は生物多様性の保全を目的とし

た国内初の法律で、同時に自然保護にかかわる法

律の上位に位置する「理念法」でもあります。▲

政策の検討段階での市民参画や、事業の計画段階

からの環境アセスメントの導入、生物多様性の観

点を踏まえた個別の法律の改正などが盛り込まれ

ているので今後、環境関連の法律が大幅に強化さ

れることが考えられます。▲その後 2010 年 10

月名古屋での COP10を経て 2011年 10月から促

進法が施行されました。この法律は、国内の生

物多様性の保全を促進するためには、地域の自

然的・社会的状況に応じた保全活動が重要であ

り、その活動の連携を促進するためにつくられ、

民間参画の推進、自治体の取り組み強化に重き

がおかれています。▲その促進法の第３条に基

づき地域連携保全活動計画作成の基本的事項

が決められています。そこには『市町村は、地 

 

 

 

域の財産となる生物多様性や生活文化を保全

し、それを地域の資源として活かしながら、地

域の活力を生み出していく、地域連携保全活動

を促進する中心的かつ積極的な役割を担いま

す。』とあります。▲そして地域連携保全活動計

画の作成にあたっては多様な主体の参加を促

し、ＮＰＯ等による提案を取入れ、活動計画の

評価と柔軟な見直しをするよう書かれていま

す。▲この法律の条文を読んでいてふと 2005

年 8月に当会も関わっている吹田ヒメボタルの

会が市長に出した要望書を思い出しました。そ

の内容は『市内の生物多様性保全の核として、

千里山田緑地をヒメボタルのみならず、多様な

生物が生息する緑地とすることを目的にし、継

続的に話し合う場として、「（仮称）ヒメボタル

の里検討委員会」を市民、学識者、ＮＰＯ、行

政で構成し発足させてください。』というもの

でした。▲促進法のできる６年前に、まさに促

進法で言う地域連携保全活動計画の第一歩を

要望していたことになります。当時の役所は吹

田ヒメボタルの会と語りあう場は設けてくだ

さいましたが多様な主体が参加する「（仮称）

ヒメボタルの里検討委員会」の設置には至りま

せんでした。昨年、ヒメボタルが吹田市の天然

記念物に指定されたあとも特に動きが見えま

せん。▲昨年秋から施行されている促進法が「ヒ

メボタルが生息している千里緑地の環境をは

じめとして身近な自然環境の保存、保全を考え

るテーブルをそろそろ設けてみては？」と語っ

ているように聞こえます。 

コラム 

＜表紙の絵＞                         吹田の風景シリーズ（１３） 

旧吹田村のまちなみ（内本町１丁目あたり）  

お正月明け、いつものように観光マップ「あルック吹田」を持って、阪急吹田駅から JR吹

田駅まで歩いた。この辺りは京都・大阪・西国を結ぶ要所として栄えた村だけあって、お寺や

神社も多く、旧庄屋屋敷や旧家が点在している。 

しかし、大阪に近く交通の便が良いこともあって幹線道路ぎわを除いては、昔からある入り

組んだ狭い道沿いに低層の住宅地を形成している。そのため美しい街並みとは言い難いが、ス

ケッチブックを持ってぶらつくと結構楽しいまちだ。 

（表紙の絵と文：画楽多工房 増野 暁） 



 

        

１．秋の北千里植物観察会 

生きもの委員 安達直樹 

11 月 25 日(金)、ロゼット（下記）を中心とした

観察会と聞いていましたので大いに期待して参加

しました。と言うのは昨年の２月に、万博自然観

察学習館の植物ガイドとして、ロゼットを取り上

げるべく我流で勉強したものの同定に苦労たり、

あるいは分からないことが多くあって、本番の進

行を心配していたこと、当日降雪のため中止にな

りほっとしたことの記憶があるからです。 
 
 
 

絶好の観察日和にもかかわらず６名の参加と

若干寂しい感じはしましたが、それを補って余り

あることが２点ありました。一つは参加者の中に

大阪市立自然史博物館の長谷川さんがおられ、専

門家のコメント・アドバイスが得られたこと、も

う一つは平さんが作られた資料には 58 種のロゼ

ット・幼苗のカラー写真が掲載されていたことで

す。ロゼットを同定するにはまず形・色がポイン

トであることから「ロゼット図鑑」なるものがな

いかと、あちこ

ちの本屋さんを

回りましたが未

だお目にかかっ

ていません。当

日いただいた資

料には身近な野

草のロゼットが

多く収められて

おり、今後のロ

ゼット観察に大

いに役立ってく

れるものと期待

しております。 

 
阪急北千里駅を出発、北千里公園で何種類かの

ロゼットを観た後、けやき通り沿いの西側斜面を

北に向かって歩きながら観察し、循環器病センタ

ーの先から引き返して最後は三色彩道の紅葉真っ

盛りを満喫したのが当日の観察ルートでした。循

環器病センター前の松の木にヤドリギを発見する

と言うお土産付きの非常に充実した観察会でした。 

  

最後に、平さんの資料ではマツヨイグサと表記

されていたロゼットを長谷川さんに観て戴きまし

た。アレチマツヨイ

グサではないかと

の判定でしたがメ

マツヨイグサとア

レチマツヨイグサ

はかなり微妙な相

違であり最終判定

は花が咲いた段階

でないと難しいと

のことです。「帰化

植物写真図鑑」によ

ると「花弁の間に隙

間のある型をアレ

チマツヨイグサと

植物観察会 報告２題 

生きもの委員会 平 軍二 

11 月、12 月に、場所と主題を変えた観察会を開催しました。従来の観察会と違っているのは、

カラー写真をふんだんに載せた資料を作ったことです。また２回とも私より植物に詳しい専門家

が何人も参加されるという嬉しい観察会で、私も楽しみすぎたほどでした。参加してくださった

皆さん、ありがとうございました。 
  参加された安達さん、古谷さんのお二人から、参加報告を寄稿いただきました。 
 

ロゼットとは、地上茎が無いか極端に短く、葉

が放射状に地中から直接出ている植物の状態を

表す言葉。身近な例ではタンポポの状態。 

キク科４種のロゼット 

ウツボグサ 花(上)と幼苗(下） マツヨイグサ２種（下は同定しがたい） 
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することがあるが、境界は判然としない」とあり

ます。春になって花が咲いた時確認出来るのを楽

しみにしております。但し、花を観察できるかど

うか大きな障害が控えています。というのは春に

なると草地は定期的に草刈りが実施されるため、

花が咲く前に刈り取られてしまう可能性が大きい

ことです。これまでにも他の場所で当該ロゼット

を観てその美しさに魅せられ、どんな花が咲くの

か確認しようと思っていても、何時も花が咲く前

に刈り取られてしまったからです。何箇所かでロ

ゼットを見付けておき、春には是非その花を確認

したいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最後は三色彩道で記念写真をとりました 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
２．万博公園 木の実と鳥の観察会 

まちなみ委員 古谷啓伸 
12 月 25 日(日)「万博公園 木の実と鳥の観察会」に参加しました。配

付された資料は木に付く実の写真でした。写真の樹木は 70 種類、ほと

んどが数日前に万博公園で撮ったものとのこと、しかもカラーで見やす

く、現物との比較がしやすい良い資料でした。 

興味深く聞いた説明のいくつかを紹介します。赤い実はおいしそうに

見えるが、鳥が本当においしいと思っているのは黒い実のようです。と

くにクスノキは最初に食べられるそうですが、私も食べて見た所、少し

樟脳臭がするものの、甘味がありました。黒色のクスノキ→黄白色のセ

ンダン→赤色のピラカンサ→そして赤色のクロガネモチの順に食べられ

るとのことです。4 月になってもおいしそうなクロガネモチの赤い実が

たくさん残っていることを不思議に思っていたので、納得できました。 

 万博に多いカラスは木の実のおいしさを学習したのでしょうか。だん

だん食べる木の実の種類を増やしているようです。木の実を食べる時に

実のついた細い枝を折って落す（遊んでいる？）悪い癖があり、クスノ

キの下に小枝がたくさん落ちていました。カラスは、クスノキだけでな

く、夏にはオオシマザクラ、秋にはナンキンハゼの小枝も落とすそうで

す。カラスが食べてから一定時間後に胃から吐き出した消化しない種子

の塊（ペリット）が落ちていましたが、この地面に落ちたクスノキの種

子はキジバト・ドバトが食べるそうです。 
エノキの赤褐色の実は、終戦直後までは子どもがおやつ代わりに食べ

たと言われていますがほんのり甘味があり、ひえつき節で歌われるサン

シュユの赤い実はすっぱいが食べることができました。また黒いエンジ

ュの実は果肉がネトネトした状態でしたが、この果肉はツグミが食べる

とのこと（種子は糞として排泄）。真冬に果肉が乾いて固くなると種子

そのものを割って食べるイカルがくるそうです。 

木の実ばかりでなく葉による樹木の識別の説明もありました。例とし

ては、ヒノキとサワラは葉裏の文様の違いで識別――ヒノキは白い線が

Ｙ字型、サワラは窪んだ線がＸ字型であり、似ているものの良く見ると

見分けらました。 
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リーダーの平さんが食べて毒のないこ

とを見せした後、参加者も１０種以上の

木の実を食べました   

今冬は万博公園に限らず街中の野鳥が少ないそうで、私も

紫金山公園でヒヨドリが大変少ないことを実感しています。

山で木の実が豊作のときは野鳥が街へ下りてこないと推測

している人がおられるとのこと、当日の観察会で鳥が木の実

をついばむ様子を見ることを楽しみしていたのに、見かけた

鳥はカラスとツグミだけでした。 
尚、帰宅してインターネットで「樹名（サンシュユ）」と

「酸」､「健康」をインプットして検索すると、サンシュユ

は有益ないろいろな有機酸が含まれ、まるで健康補助食品の

宣伝文のような書き方がしてありました。 
 

紫金山公園 野草観察会 
 早春の風を受け野草が芽吹き始める季節。 

紫金山公園に残された田んぼを中心に、野草の

幼苗やロゼットを観察する。 

開催日：2012 年 2 月 22 日(水) 

集 合：9:00 吉志部神社鳥居前 

解 散：12:00 頃 紫金山公園内 

持ち物：あれば野草図鑑 

参加費：会員 200 円、非会員 300 円 

問い合わせ：090-6901-1425 平(ひら)軍二 

 

吹田観光情報誌HoHoHo に 

理事・生きもの委員の平 軍二さん登場 
昨年 12 月に発行された HoHoHo７号の「す

いた粋人」に選ばれ、その活動を紹介していま

す（左写真見開きページ）。発行は吹田市産業に

ぎわい創造室で、当会のまちなみ委員や浜屋敷

まち案内人が編集に協力しています。 
HoHoHoの駅界隈観光情報とすいた粋人（敬称略） 

01 ＪＲ吹田駅阪急吹田駅 二胡演奏家 ｳｴｲ･ﾘｰﾘﾝ 

02 万博公園駅公園東口駅 杉山ｳﾞｧｲｵﾘﾝ工房杉山和良 

03 江坂駅豊津駅     味舌工房 味舌隆司 

04 北千里駅山田駅    おうちごはん研究家 澤井典子 

05 岸辺駅千里丘駅    ﾁﾍﾞｯﾄ人声楽家ﾊﾞｲﾏｰ･ﾔﾝｼﾞﾝ 

06 桃山台駅南千里駅   吹田市立博物館長小山修三 

07 千里山駅関大前駅   当会理事 平軍二 

 HoHoHo は吹田市内の駅界隈を楽しむ遊歩マ

ガジンです。手に取れば発見があるでしょう。

産業にぎわい創造室で無料配布しています。 

（まちなみ委員 松岡要三） 
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◆懐かしい千里原風景、ヘイケボタルの水路 

 高田先生は、大阪自然環境保全協会会長として
淀川河川公園への助言、さらに専門の土木工学の
視点から大規模開発による自然破壊に対し、自然
の復元や自然環境を守る提案、問題点の指摘等、
奔走されています。 
 今回は写真を通して、参加者とともに高町池周
辺緑地の記憶の光景を辿り、変化を確認しつつ、
197５年頃、高野台の自治会からの強い願いに応
え、高町池周辺（第 4 緑地）の自然環境保全に取
組まれた経緯を語られました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 当時、高野台は住宅開発が進んでいたところ

でした。自治会が中心となって自然を残したい

と運動が起り、保全協会の事業として私も関わ

って自然観察会を開催しました。よく運動した

のですが負けてしまいました。しかし住宅開発

公社の土地は開発するが隣接する企業局の土地

は残すという話になり、大幅な地形の変更は避

けられないにしても、少しでも自然を残したい

と働きかけ、擁壁の外は自然環境に配慮するこ

とになりました。 

 千里高校から下っていく道沿いの水路には、

豊かな緑がありヘイケボタルが飛んでいました。

ホタルの保護のためにこの水路を残し高町池か

らコンスタントに水を流す計画をたてました。

そこで池にたらいを浮かべて雨量や蒸発量を毎

日測り、時間をかけて高町池の水収支と水路へ

の放流計画をまとめました。大阪府企業局と住

宅開発公社に提案しましたが、高町池を管轄す

る吹田市は蚊帳の外で、聞き置かれただけでし

た。今でももったいないと思っています。 

水路域には粘土を粉砕して厚さ 30cm に締め

固め水が沁み込まないようにしました。コンク

リートだと割れるのですが、これは割れません。 

普通なら府や公社はここまでやってくれません

が、地元のがんばりでできたと思います。 

擁壁工事については私は逆Ｔ字型を提案しま

したが採用されたのは力学的に何の意味もない

逆Ｙ型の擁壁案でした。当時のエライ先生の提

案だったからです。 

盛り土には砕石の透水層を設置しました。ま

た、地区のすべての樹木について、植え替える

もの諦めるものを決めていきました。しかし当

時は堀り取ってそのまま植え替える方法だった

ので「枯れてしまって努力が無駄になる」と言

いましたが、その通り枯れてしまいました。そ

の中で私が「無益な殺生をしない」という気持

ちで水路に残したカキの木が、不思議と生き残

り現在も実をつけています。 

◆甦るヒメボタルの光 

工事が終わった後、田や湿地であった所に光

協会の提案断面 

 
 
 
         

講師：高田
た か だ

直
なお

俊
とし

さん  

大阪市立大学名誉教授 

大阪自然環境保全協会会長 

講師と辿る千里緑地の変遷 

第 5 回 2011 年 11 月 10 日

（木） 
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の点滅がみられました。当初ねらいをつけたヘ

イケボタルではなくヒメボタルと分かり、塩田

さんらのグループが調査しています。立派なも

んです。ヒメボタルにとって土中生物の多い元々

の田や畑は住みやすく、生息地が拡がりました。

付近で発光数が多いのは猪名川ですが、吹田は

府下で多い方です。人々はホタルに魅力を感じ、

印象深くて親しまれています。自然環境の保護

という面でもわかりやすいと思います。 

◆重要な竹の伐採 

ところが、池はヒシ・ヒメガマに覆われ、岸

辺に竹が拡大してきました。竹薮は年に 2～3m

拡がってきます。琉球経由の外来種の孟宗竹は、

肉厚であり伐採に苦労します。伐採後、5 月に

タケノコが出てくるので、タケノコ取りを行う

と後で伐採の苦労が減ります。竹を伐採した後、

明るくなった林に下草が増え、アカメヤナギや

セイタカアワダチソウも増え、ホタルの発光数

が増えました。竹は間伐しないと外へ出て、竹

に覆われた里山に変わります。竹やぶの抑制、

根絶が重要だと思っています。 

◆1989 年頃の記憶の風景から変化をみる 

今ヒメボタルの発生が多い高町池上流は1989

年頃の風景は草原でした。 

 

 

 

 

 

 

 現在、千里高校沿いの風景はマツとケヤキで

すが、1989 年の写真を見るとケヤキがなくクロ

マツだけが斜面に植えられていました。樹木が

多い今の風景はその後にできたものです。我々

も最初、ヒメボタルは竹やぶとセットと思って

いましたが放置田などに多い。元からの竹やぶ

では貝が育たずヒメボタルは出ないと思います。 

◆質疑応答 

Ｑ：ヒメボタルはどこから来たのでしょうか。 

高田：わかりません。ヒメボタルは知る人が知

るローカルなホタルで、ゲンジホタルやヘイケ

ボタルとの発光の違いに気付いていなかったよ

うです。ホタルと言えば普通はゲンジやヘイケ

ボタルと思って、ヒメボタルを知らなかった。

1963年にニュータウン開発の始まる前に小、中

学の先生方が生き物調査を行い、ヘイケボタル

の記録を残しています。ゲンジは清流に 6月中

旬頃に発生し、青白い光の尾を引くのに対し、

ヘイケは用水路等の少し汚れた流れに 7月初旬

頃に発生し、ゲンジより小さい赤みを帯びた光

を発します。ヒメボタルは柿色のネオンサイン

のような光を発します。当時この発光の違いに

気付かず、ヘイケとヒメボタルの区別をしなか

ったのかもしれません。ヒメボタルが今ほどポ

ピュラーになったのはここの活動からでしょう。 

Ｑ：どうしたらここの自然を次世代に継承してい

けるのか心配です。 

高田：開発当時、植栽は竹を含めて残す方向で

した。盛り土した場所には緑であれば外来種で

もいいと大気汚染に強いニセアカシヤやキョウ

チクトウやナンキンハゼが植えられました。こ

れからは竹を伐採し、アラカシ等が密生してい

るところは剪定して光を入れ、イネ科以外の下

草が生えるようにしたらいいです。竹やぶでは、

竹の葉は水を通さないので腐り難く、水分が土

に入らないため土中生物が少なく、暗く、生物

多様性が失われていきます。竹を伐ったあとの

個体数の変化を追うことは壮大な実験だと思い

ます。高町池周辺は安定した緑地帯となり、吹

田市がヒメボタルを天然記念物にした意義は、

非常に深く大きいと思います 

◆ヒメボタル生息環境保全のための植生管理 

 ヒメボタルの生息環境保全を目的に植生管理に

取り組んでいる吹田ヒメボタルの会の塩田敏治さ

んから、竹の伐採の様子などが紹介されました。 

塩田：今、神戸大学武田義明教授の指導を受け、

学生の協力を得て、周囲 10㎡の竹を 4 ｶ所伐採

し、他の植物が育つ様子を観察しています。ヒ

メボタルのメスは飛べないので生息する地域が

限られ、陸貝、ミミズ、ヤツデ、ゲジゲジ等の

土中生物を餌にしています。竹やぶには土中生

物が少なくヒメボタルは発生しないと思います。 

高田：陸上生物が壊される一方なので、ここの

竹やぶの管理とヒメボタルの発光数の変遷調査

というのは非常に貴重な活動です。これからの

活用に大きな意味を持っていると思います。 

甦ったヒメボタルの変遷 

高町池の水収支と水路への放流計画 

（記録：村井弘二  まとめ：喜田久美子） 

1989 年の 

高町池上流付近 

 

講座参加者からの声 

「当時この草原で土筆を

とり、秋はススキが銀色

に光っていました」 
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 最終回の講師は、吹田市在住で、紫金山公園の
自然保全活動「紫金山みどりの会」会長の武田義
明先生です。生物多様性と吹田の自然との関連か
ら、保全活動に取り組まれている実例を示されて、
参加者と考えていく講座でした。 

・・・・・・・ 
◆多様な生物の保全と利用をめぐり 

 生息している種の多様性は、「遺伝子レベル」

「種レベル」「生物群集レベル」「景観レベル」

の各レベルの組み合わせによって構成されてい

ます。目に見える生物のほか顕微鏡を通して判

る微生物もあり数え切れないほどです。熱帯雨

林では木の種類によって棲息している種が違っ

ています。このような多様な生き物の中で、維

管束植物では 4 種に 1 種が絶滅の危機に瀕して

います。脊椎動物は人間の開発活動の影響で、

最近 400 年間で 300 数十種が絶滅しています。

そこで、生物多様性の保全と持続可能な利用に

ついて 1992 年に提唱された「生物多様性に関

する条約」が国際間で結ばれています。しかし、

発展途上国と開発国との間で、平等な遺伝資源

の利用と利益の配分で利害関係が対立して、

COP10（2010 年 10 月名古屋で開催された生物

多様性条約第 10 回締約国会議）では大きな焦

点となりました。 

◆生き物の“にぎやかさ”を脅かす人間活動 

 日本では 2007 年に生物多様性の保全等に向

けた「第３次生物多様性国家戦略」が決定され、

2008 年に成立した「生物多様性基本法」で国、

地方自治体、事業者、国民の責務を謳っていま

す。 

 生物多様性とは、生き物間のつながりであり

その“にぎやかさ”ですが、国家戦略では４つ

の危機が存在するとしています。①人間活動や

開発による危機、②里地・里山の放置など人間

活動の縮小による危機、③人が持ち込んだもの

による危機（放置した外来種のアライグマ、ミ

シシッピーカメなどが在来種を駆逐して生態系

に大きな影響を与えていることなど）さらに、

④温暖化による危機（北方系生物、高山植物が

今の生息地で生息できないなど）です。 

◆開発された吹田の自然の問題点 

 吹田は千里ニュータウン、万博で開発された

都市で、緑地面積

が減少し、緑地が

分断・孤立化して

います。そして、

樹林の常緑化と

竹林化が問題と

なり、外来種が増

えています。 

 開発で残され

た尾根や斜面、谷部の地形の面積が減ると、好

湿性多年生草木がなくなり単純になります。面

積が小さくなれば種数が少なくなり、また個体

数が減少すれば、繁殖力が低下します。神戸市

再度山の森林で 1974 年から調査を行っていま

すが、ここでも常緑樹に覆われて森林が暗くな

り、林床植物が少なく、出現種類が減ってきて

いるのが分かります。しかし種が生きている地

域が近くにあればまた種が入ってきます。しか

し地域の間に距離があるとそれができない。孤

立化して種がそこで消滅します。地域のネット

ワーク化が必要なのです。 

◆出現種が上昇した竹林の管理 

 コナラ林のある千里緑地にモウソウチクが侵

入し優占となって下層植生が失われ、出現種が

減少しています。そこでモウソウチクを伐採し、

明るくしました。出現種の変化を観察した結果、

種数が上向いています。このような竹林の管理

が必要です。人工林の問題は、孤立している万

博内の森林に見られるように密植のため“モヤ

シ”林となること。階層構造が発達しないので

種の多様性となりません。そこで、間伐や他の

森から表土を移植をしたり、コア植生の創出と

いった管理が必要となります。 

吹田の自然の問題点 
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神戸大学大学院 

人間発達環境学研究科教授 

再度山、千里第２、第４緑地での緑地創出への試みから 

第 6 回 2011年 11月 24日（木） 

 吹田の自然と生物多様性 
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◆千里緑地の低木類の保全と草原の創出を 

 これからの課題としては、千里第２、第４緑

地の低木類の保全と草原の創出です。佐竹台に

はツリガネニンジン、コマツナギ、ワレモコウ、

ツルボなどの草原性植物が残っています。この

ような自然性の植物が残っている宅地・道路の

斜面、のり面の草刈りをやりすぎずに残して、

種を採取して分散、利用することが必要です。 

◆生物多様性の価値 

 生物多様性の価値を次のようにまとめました。 

直接的価値 
木材、医薬品、燃料、山菜

など直接採取し、利用する。 
供給サービス 

間接的価値 

気候調整、水の浄化、洪水

調節機能などの自然環境保

全、森林浴、ハイキング、

バードウォッチングなどの

保健機能 

調整サービス 

潜在的使用的価値 遺伝資源など 潜在的な利用 

文化的価値 文学、芸術、教育、祭など 文化的基盤 

倫理的価値 生物の存在そのものの価値 存在価値 

 ある種がなくなったとしても、すぐに我々の

生活に影響があるわけではありません。しかし、

そういうことが重なってくると、いつか生態系

そのものがドミノ倒しのように崩れてしまい、

修復不可能となるのです。 

◆大阪府や吹田市に保全の動きがない 

 生物多様性保全に向け

ては、現状調査→問題点

の把握→保全計画の策

定・見直し→保全対策の

実施→さらに状況が変わ

るので、モニタリング（検

証）が必要で、問題点の

把握へ戻るというサイク

ルになります。 

 このような保全の取り組みは、身近な地域か

ら行っていくことです。2008 年から地方自治

体で生物多様性戦略を作る取り組みが始まり、

隣の兵庫県は県単位で行われています。市単位

では神戸市、明石市、名古屋市、横浜市、北九

州市などが取り組んでいます。ところが、大阪

府や吹田市はこの動きすらないのです。吹田市

もきちんと決める必要があります。 

◆質疑応答 

 質疑に移り、第４緑地で行われている竹の伐採

がとりあげられました。 

Ｑ：竹がなくなると、元々の植生なのかツツジが

のさばってきました。地域の自然の植物の目安や

これからの目標は？ 

武田：他の植物が育たない竹林を伐採し、落葉

林のアベマキ、コナラなど本来の植生が育ち、

ひろがっていくには 20 年、30 年と時間がかか

ります。大きな木の伐採は景観との絡みもあり、

自然に枯れるにまかせるのがよいと思います。

里山管理には後継者の育成が重要です。 

Ｑ：生物多様性地域連携促進法との関わりは？ 

武田：生物多様性戦略で保全理念を国、地方自

治体が策定していますが、具体化は市単位です。

ところが地域の実施主体者は決まっていません。

そのため、現在は対象の場所を地域住民が決め

る土俵がありません。市民団体が計画を作り、

市へ提出しても受け付ける部署が定められてい

ません。それを判断する基準も具体的に決まっ

ていません。自然を守る計画を作った者が勝ち

という状態です。 

Ｑ：子供が身近に生き物や植物にふれあう場所と

して緑地や公園の草地が大切です。中の島公園の

草地を残してほしいと市に要望しましたが、この

公園は運動公園なので下草刈りをすることになっ

ているとのこと。その作業は担当する部署が違い、

要望には手間と煩雑さが伴います。 

武田：春の七草は田で見られますし、トンボの

保全には水辺の保全が不可欠です。吹田市で残

っている田の保全は田を営む人がいるかどうか

が問題です。生物多様性地域連携促進法が 2011

年 10 月 1 日施行されました。これからは、環

境関連法律の改定を受け、私たち市民が変革を

求めた活動から具体化されていくのではないで

しょうか。 

◆楽しい講座だった 
 環境楽座の最終回にあたり、参加者の意見交換
がありました。活動に関わっている人からの活発
な質疑があり、楽しい講座であったとの感想が語
られました。（次ページをごらんください） 
 講座の閉会にあたり、小田会長が「吹田の自然
環境保全の輪が拡がるように力をあわせましょう」
と挨拶して、今回の講座を終えました。 

（記録：村井弘二  まとめ：喜田久美子） 

吹田に生物多様性戦略を 
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第１回 9/1（木） 
「地震 津波が来る前に」 

片寄俊秀さん（大阪人間科学大学人間環境学科教授） 

●災害の構造ということを知らなかっただけに

新鮮でした。災害の起こる前からの人のネット

ワークの重要性を教えられました。 

●昔の子どもは水辺に親しむことで水の恐ろし

さも、人の命の尊さも学んだ。そういう環境も

大事な災害対策の一つと思えた。 

●非常に楽しかった。拡大要因という考えが普

及すれば、対策ができるのではなかろうか。 

●観光が戦争の対極にあり、平和を意味すると

いうのは、その通りだと思う。 

 

第２回 9/15（木） 
「虫の眼からみた環境問題」 

吉田宗弘さん（関西大学化学生命工学部 

               生命・生物工学科教授） 

●おもしろく、タメになる環境講座だった。 

虫（チョウ）と植物との関連、都市と里山の環

境変化による影響、それに歴史（昔）と現在の

変化など、とても楽しく聞くことが出来ました。 

●丁寧に判りやすくご説明いただきました。巧

みな話術に引き込まれ、興味深く聞きましたの

で、あっという間に時間が過ぎました。 

●身の回りに普通にいる種も将来はどうなるか

わからない。データをとり続けることの大切さ

が良くわかりました。 

●写真が多く、楽しくわかりやすかった。環境

と虫の関係は密接であって楽しいものであるこ

とがわかった。 

 

第３回 10/6（木） 
「フクシマ後のエネルギー問題」 

三輪信哉さん（大阪学院大学国際学部教授） 

●原発のごみ、高レベル放射性廃棄物をどう処

理できるのか。原発を止めたとして、この処理

が問題だということが分かった。原発を海外に

売ることも当然止めなければならない。 

●政策に期待したいと思うが、市民の力で作る

新しい電力供給の仕組みについても注目したい。 

●吹田の CO2 対策に原子力依存度アップが入っ

ていたとのことでびっくり。 

●ドイツが原子力発電をやめて 2020 年迄に自

然エネルギーを 30％にする目標を立てたが、日

本では可能かどうか。日本は原子力の技術の高

さを更に高めて行くことと脱原発にするかもっ

と考えなければと思いました。吹田市の温暖化

対策のもっとシビアな見通しが必要と感じまし

た。 

 

第４回 10/20（木） 

「縄文人と現代人のどちらが幸せ？！」 
  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） 

●テーブルの配置を変えて、楽しく受講できま

した。小山館長カラーが出ていたと思います。 

●小山先生らしく楽しい講義でした。くだけた

話しと質問形式は取っ付きやすい。 

●館長独特のユーモアで文字通り楽座となりま

した。寿命からみた縄文人のくらし、アボリジ

ニー（オーストラリアの原住民）の考え方など興味

深くおもしろかったです。また、参加者交流も

よかったです。 

●「江戸時代は環境圧力が強かった」など思い

もよらない事を教えられました。今一度いろん

な事項について自分の思い込みを見直してみよ

うと思います。 

 

第５回 11/10（木） 
「千里緑地にヒメボタルがいる理由

わ け

」 
高田直俊さん（大阪市立大学名誉教授 

           大阪自然環境保全協会会長） 

●私はホタルは遠くまで行って見るものだと思

っていました。人口の多い吹田で、しかも非常

に珍しいヒメボタルがいると聞いて驚きました。

私はホタルについてあまり知識がなく、本日の

話しでいっぱい知らないことが聞けたので、調

べたり、現地を見に行ったりするのが楽しみで

す。途中の回からの参加ですが、本日は来て良

かったです。 

昨年秋に駅前ナイトスクール連続 6 回の講座として開催した「環境楽座」が終了しました。毎回、真剣に話

を聞き、またなごやかに意見を交換し、時には会場が笑いの渦に包まれました。講義してくださった 6 人の先

生方、ありがとうございました。参加人数は 23 人でした。みなさまのご意見をもとに、今年も開催したいと企

画中です。次はぜひあなたもご参加を！参加者アンケートの一部を紹介します。 

 

楽しい講座でした・・・アンケート結果から 
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●ヒメボタルが有名になったのは千里のヒメボ

タルからと言われています。今年、吹田市の天

然記念物になりましたが、実際にどう守ってい

けるのか、市民も知恵を出していく必要がある

と思います。 

●高町池のヒメボタル発生のナゾが少し理解で

きたように思う。造成の様子の写真などとても

参考になった。 

●活動する市民にとっては具体的で前向きな

数々の提案、ご意見を頂けたのではないかと思

っている。 

 

第６回 11/24（木） 
「吹田の自然と生物多様性」 

  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） 

●私たちは生物多様性の価値はまだまだ理解で

きない様に思います。「生物がだんだんなくな

っていく」このこわさが私にはまだ肌で感じ取

れません。現在、絶滅危惧種も多い中、もっと

もっと生物多様性国家戦略を前面に押し出し、

やってほしいし、私個人としても生物全体を大

事にしていきたいと思う。 

●吹田市も早く生物多様性戦略ができると良い

と思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●多様性についてよく頭の整理ができました。 

●多様性を維持する必要性とその難しさが理解

できた。ただ、その維持の現実は民間の高齢者

のボランティア活動にゆだねられていることに

将来的不安を感じます。 

■講座全般に対して 

●「環境楽座」に参加してすごく新鮮でした。

講師と受講生の壁がなく、常にお互いに意見を

交わしながら講義が進んでいくのが面白かった。

会場が満員御礼になるのが納得できました。 

●環境の中でも社会環境や、残された歴史遺産、

文化遺産についての講座もあって良いのではな

いかと思います。吹田を知り、吹田のあり方を

考え、見る事も大事な環境問題だと思う。 

 

 

 

 

 

 

（記録：村井弘二  まとめ：喜田久美子） 

意
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生活環境委員会 
    ・・・・・ＮＮＥＥＷＷＳＳ  

12 月 10 日(土)北千里の自然体験
交流センターで恒例になった「森
のクラフト」を開催しました。 
（スタッフ小田、富、西川、喜田） 

この「森のクラフト」企画、永く
飽きずに飽きられずに続けてこれ
たのはなぜだろうと考えると、や 
はり自然のチカラ、楽しさだと思 

います。材料を集めるのはそりゃ
苦労ですが、楽しい！作るのも楽
しい！いっしょにやりませんか？ 

1 月 16 日（月）には環
境会議も参加している
アジェンダ２１すいた
エネルギー部会で関電
の堺太陽光発電所を見
学しました。発電電力
量約１，１００万ｋＷｈ／
年（一般家庭 約３，００
０軒分相当）吹田にはこ
んな広い土地はないが
屋根がある！と思いまし
た。 

生活環境委員：喜田久美子 
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１．1895 年にイギリスで始まった 

ナショナルトラスト運動 

産業革命の進行とともに破壊される自然と歴史

的建造物―それらを守るために 1895 年に民間団

体「ナショナルトラスト」が設立されました。現

在 300 万人の会員数を誇り、日本の観光客に人気

の湖水地方の 1/6、国土の 1%の土地と 17.7％の海

岸線、200 以上の歴史的建造物を所有しています。 
「一人の 1 万ポンドより 1 万人の 1 ポンド」が

トラスト運動の原点です。 
２．ピーター・ラビットの作者・童話作家 

  ビアトリクス・ポターの活動 

 絵本「ピーターラビットのおはなし」（初版 1902
年）以後 28 年間で 22 の絵本シリーズを出版し、

その収益で、幼少時代より愛していた湖水地方ヒ

ルトップの農場や土地を買い取り、農業経営にも

参加。1943 年に亡くなった時、彼女の所有した

1700haの土地と15の農場やコテージはナショナ

ルトラストに寄贈されました。 
３．1957 年に始まったシビック・トラスト活動 

 身近なまちの環境保全、まちづくり活動をおこ

なうローカルなボランティア活動。イギリスには

このような活動をおこなうローカルアメニティ団

体が 1000 近くあります。 
４．1964 年鎌倉から始まった日本の活動 

 鎌倉の聖域である鶴岡八幡宮後背の山林「御谷

（おやつ）」に宅地造成の話が持ち上がった時、鎌

倉の貴重な環境は市民自らの手で守らなければな

らないと立ち上がった市民が 1964 年に鎌倉風致

保存会を設立。集まった寄付金 900 万円と鎌倉市

からの 600万円で御谷山林 1.5haを買収しました。

このことから、鎌倉風致保存会は日本最初のナシ

ョナルトラスト団体といわれています。 
５．1974 年天神崎を大切にする会 

 和歌山県の田辺・南部県立自然公園天神崎地域

に別荘地造成の許可申請が県に出されているのを

知り、1974 年 2 月「天神崎を大切にする会」を

設立し、16,000 名の署名をもって、県・田辺市に

陳情。「熱意表明募金」393 万円を集めて 1976 年

天神崎地域の山林 2,390㎡を 350 万円で買い取り

ました。その後 1986 年財団法人天神崎の自然を

大切にする会を設立。 
６．1977 年知床 100 平方メートル運動 

大正から戦後にかけて試みられた開拓の跡地の

保全、原生林の再生を夢みていた当時の斜里町長

藤谷豊氏が、イギリスのナショナルトラスト運動

に注目し、1977 年 2月に「しれとこ 100 平方メー

トル運動」のスタートを発表しました。土地の買

い取りや植樹費用等にあたる金額 8000 円を一口

として、「しれとこで夢を買いませんか」のキャッ

チフレーズで寄付を募りました。 

この運動は、自然保護に関心を持つ全国の人々

から賛同を得られ、また運動を支援する報道にも

後押しされて、各地から寄附金が寄せられました。

平成 9年 3月、運動参加者は延べ 4万 9,024 人、

金額では、5億 2,000 万円となり、「しれとこ 100

平方メートル運動」の目標金額が達成され、新た

な活動「100 平方メートル運動の森・トラスト」

へと発展しました。 

知床の運動は自治体が進めるトラスト運動とし

て、国際的にも注目を集め、諸外国からの視察・

訪問が相次ぎ、またテレビ・新聞・雑誌など様々

なメディアで取り上げられ、運動は全国に拡大し

ています。 
７．1989 年せたがやトラスト協会 

 世田谷区は大都市東京にあって水と緑に代表さ

れる自然環境と、良好な居住環境が多く残ってい

る。都市の緑と歴史的環境を守り、次世代に引き

継いでいくために 1989 年 4月設立。 

 2006年4月世田谷区都市整備公社と合併して財

団法人世田谷まちづくりトラスト協会となり、幅

広い活動を推進しています。 

８．1991 年財団法人グリーントラスト宇都宮 

 身近な緑を守り、緑豊かで「やすらぎとうるお

い」のあるまちづくりのため、市民と宇都宮市の

協力により設立。「市民一人ひとりがお金や知恵や

労力を出し合って、市街地及び周辺の身近な緑を

守り次の世代に残していこう」というグリーント

ラスト運動を展開。 

＜参考文献＞ 

１．（財）日本ナショナルトラスト協会「ナショナル・ト

ラスト・ガイドブック」 

２．四元忠博著「ナショナル・トラストの軌跡」緑風出版 

３．各団体のホームページ・パンフレット 

＜＜＜先進事例に学ぶ トラスト運動（その１）＞＞＞ 

トラスト運動 その歩み 
まちなみ委員 松岡要三 

前号の記事「みどりの保全か開発か 市民として考えよう～垂水神社の裏山のマンション計画」

で「みどりのトラスト」に触れ、「吹田市にもみどりのトラスト協会が必要ではないか」と問題を

提起しました。今年は「トラスト協会設立に向けて、学び行動する吹田トラスト元年」となるこ

とを願いつつ、まず先進事例を学ぶことから、はじめませんか。 
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実際の店舗と同じ研修施設 

12 月 8 日（木）まちなみ委員を中心に 11 名が

アメニティ江坂にある結婚式場ミア・ヴィアと、

すぐ近くのミスタードーナツの研修施設ミスター

ドーナツカレッジを見学しました。 
午前 9 時半江坂駅から歩き出し初冬の雨の中、

約 10 分でアメニティ江坂につきました。アメニ

ティ江坂内の緑の芝生とバランス良く配置された

樹木と彫刻の庭園「リューニュ・ブランシュの庭」

の中をゆったりと朝の散策を楽しみながら、敷地

内にある結婚式場ミア・ヴィアに向かいました。 
 その結婚式場には、

天空からのドラマティ

ックな光が石壁の祭壇

に降り注ぐチャペル

「ノティ」をはじめ、 

披露宴会場となる二つ

の宴会場があります。 

宴会場の一つは白を基調にした光あふれる空間

を演出した「ソフィ邸」、もう一つはシックな遊び

心があふる空間を演出した「イザベラ邸」です。  

 

「緑あふれる自然に包まれた空間が織りなす厳

かで感動的な挙式と、 素晴らしい宴会場ならでは

のオンリーワンウェディングを実現する結婚式場

です。」と案内説明がありました。実は我が愛娘も

ここで挙式し、その当日の運営では、親子の絆に

スポットを当てた演出が色々とあり感激させられ

たサプライズ体験もあったので、この見学で改め

てミア・ヴィアの「Slow Wedding：大切な一日を、

ゆったりとした時間

と空間の中で受けと

めたい」というコン

セプトを理解するこ

とができました。 

ソフィ邸の前庭で→ 

次にアメニティ江坂の北西、すぐ近くにあるミ

スタードーナツカレッジに向かいました。 

ミスタードーナツは、ご存じのように（株）ダ

スキンの事業の一つです。ドーナツの製造販売技

術だけでなく、昨年 9月に見学したダスキン誠心

館と同様に創業者・鈴木清一氏の経営理念を理解

し実践するための研修をする施設として、ダスキ

ン工場跡のこの地に 1998 年ミスタードーナツカ

レッジが設立されました。 
鈴木清一氏は病気や営業上の試練を経ながら、

経営とは利益を求めるだけでなく、人に社会に「喜

びのタネをまこう」との理念で、生涯を通じて「道

と経営の合一」を願う祈りの経営を追求した人で

す。 

 1971 年に第１号店の箕面ショップをオープン。 
2 号店より、鈴木清一氏の思いで直営方式でなく、

研修施設（トレーニングセンター）で人づくりを

し、フランチャイズ方式で店舗数を拡大して、現

在全国で 1,380 店舗の規模になっています。 
 今回の見学でご案内頂いた岡田氏、大館トレー

ナーから研修施設の見学だけでなく、ダスキンの

歴史、創業者の思い、研修の内容を分かりやすく

説明頂きました。 
特に印象に残ったの

は、人づくりの研修に

重点を置いていること

でした。2 年に 1 度、

新しいことを学ぶだけ

でなく原点に戻って、 
創業者の思いを繰り返し学習する 15 日間の研修

がおこなわれています。 
また、ドーナツなど商品の製造の実技だけでな

く、機器のメンテナンスや洗浄などの掃除を通じ

て、心構えの研修をしています。研修施設には、

実際の店舗と同様の規模で、顧客満足度を高める

実習や、ポスターの事前チェックなど、研修の受

講者が研修後自分の店に戻ってからすぐに実践で

きるような研修内容と設備が整えられています。 
トレーナーさんが研修生に厳しいチェックをし

ています。その目的は研修生が自分の店に戻って

からアルバイト・パートの従業員に正しい教育を

できるようにするためですと言っておられたのが

印象的でした。 
次回、2 月 14 日（火）神崎川沿いのダスキンの

中央工場見学も楽しみです。 

結婚式場ミア・ヴィアと 

ミスタードーナツカレッジ見学報告 
まちなみ委員 金指 弘 

ソフィ邸内部 イザベラ邸内部 

チャペル「ノティ」の内部 
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ダスキン中央工場 見学会のご案内 
小学生の環境学習の一つとしても取り上げられているダスキン中央工場を見学します。 

ISO14001認証取得した環境に配慮した工場です。モップのリサイクル工程などを見学します。 

【日 時】 2012年 2月 14日(火) 
【集 合】 吹田市役所玄関前 9時 15分 【解 散】12時頃 豊津駅 
【参加費】 会員 200円 非会員 300円   
【申込先】 金指（かなさし）TEL（留守電）/FAX：06-6310-7333 
             E-mail kanasashi@sutv.zaq.ne.jp 

初詣 市内の神社に参拝 
まちなみ委員 岡崎強一  

好天にめぐまれた 2012年の元旦に、吹田市内の神社をめぐり参拝しました。 

今年一年の安全・安寧を祈願する市民でいっぱいでした。 

 

 

   


