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会長 小田忠文 

私は今年 10 月に開かれた「しれとこ 100 平方メ

ートル運動 35 周年」の記念講演会と植樹祭に参

加するため知床ウトロに行きました。ご存知の方

も多いと思いますが「しれとこ 100 平方メートル

運動」について紹介します。▲北海道開拓の流れ

の中、約 100 年前の大正 3 年(1914)から戦後にか

けて福島県や宮城県などからの農民が入植して知

床の原生林を開墾しました。しかし道路もなく水

利も悪く、なんといっても極寒の冬は入植地とし

て最悪の条件でした。▲入植者たちはこのような

環境でも、さまざまな工夫や努力をして農業を営

みましたが昭和 50 年（1975）頃までに、次々と

この地を離れました。▲この間、知床は昭和 39

年(1964)に全国で 22 番目の国立公園に指定され

たことで全国の注目を集め、昭和 46 年(1971)の

「知床旅情」の大ヒットで空前の知床ブームが起

きました。直後、田中角栄氏の「日本列島改造論」

による土地投機ブームは知床にも押し寄せ、開拓

跡地が不動産業者によって買収されはじめ、その

面積は 100ha を超えました。▲開拓跡地は国立公

園内とはいえ一度不動産業者などに渡ってしまえ

ば乱開発が予想されます。そこで、開拓跡地の保

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、昭和 52 年(1977)2 月に「しれとこ 100

平方メートル運動」を始めたのです。▲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。昭和 55 年(1980) 

に運動を進める関西支部ができました。私はその 

 

 

時から世話人をしていて、この運動を特に大阪で

広めていく活動をしていました。2008 年からは関

西支部世話人代表を拝命しています。▲運動が始

まって 20 年目の平成 9 年(1997) 募金は目標に到

達しました。自然の豊かさの他に、全国各地の国

民によるナショナル･トラスト運動も評価され、平

成 17 年（2005）、知床は世界自然遺産に登録され

ました。▲世界遺産になったことでまたまた観光

客が増えました。以前はキタキツネにエサを与え

る観光客がいましたが、最近はヒグマにエサを与

える観光客が出てきたことが大きな問題となって

います。「人間はエサをくれる」と学習したヒグマ

はエサを求めて人間の前に出てくるようになるの

です。そして結局駆除しなくてはならなくなりま

す。観光客への啓発、教育が大きな課題です。▲

これからの知床は「原生林の再生」「生物相の復元」

「人と森の交流」の目標をかかげて今世紀はおろ

か数百年がかりの仕事がはじまったところです。

「生物相の復元」には砂防ダムを変形させてシャ

ケなどが遡上できるようにしたり、直線化された

川を蛇行させ、瀬と淵をつくる工事が始まってい

ます。▲その計画立案、調査、見直しには植物生

態、野生動物、魚類などの専門家などがあたり、

その計画に従い全国から来るボランティアが知床

の森で活躍しています。河川の土木工事や調査活

動、エゾシカ対策には全国の企業からの寄付が大

きな支えになっています。▲将来のボランティア

を育てようと小学生から高校生を毎年夏休みの知

床で一週間キャンプさせる活動も 30 年になりま

す。 

このような活動もあるのだという意味で紹介し

ました。 

コラム 

＜表紙の絵＞                        吹田の風景シリーズ（１８） 

青山公園から青山台小学校方面を望む 

今年は１９６２年の千里ニュータウンまちびらきから５０年を迎えた。千里ニュータウンは先

駆的な考えで計画して作られた住宅都市だ。小学校を中心とした１万人程度の人口規模の範囲

を一つの単位「近隣住区」とする「近隣住区論」にもとづき計画されている。 

阪急北千里駅から青山公園へ向かう道路沿いには、美しく紅葉した街路樹があり、緑豊かな青

山台公団住宅がある。高台にある青山公園に登ると右手に幼稚園、下の方に小学校が見える。

その左手に郵便局や店舗のある近隣センターがある。また、高台のくちなし公園の向こうには

府公社住宅のところで建て替え工事が進み、変化しつつある街の姿がみえる。 

（表紙の絵と文：画楽多工房 増野
ましの

 暁
さとる

） 
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10月 4日（木）午前 9時 30分、万博公園中央

口に集合し、委員 8名で見学しました。平日で 10

月という時節柄か静かな万博公園の中を歩いて会

場である国立民族学博物館に向かいました。 

 この特別展のスローガンが「織って！みて！織

のカラクリ大発見」とあるように、実際に織の体

験ができる用意がされていました。 

また、各国の織機がそ

の国の文化を表し、人類

の進歩を見るような世界

の織機と織物が展示され

ていて大変興味深い特別

展でした。織の技術は人

類史の中枢技術であり、

新石器時代に始まる織の

技術の延長線上には、産

業革命や IT革命がある

という博物館の案内が誇

張でないと思いました。 

展示されている織機と織物から「張力をそなえ

たタテ糸にヨコ糸を組み合わせる」という、単純

にして複雑な織のカラクリのすべてを感じること

ができました。 

特別展 1階では、足と腰、足と手といったから

だの複数の部位でタテ糸に張力を与えるとともに、

その張力をからだの複数の部位のみで制御する仕

掛けの「からだ機」とそうしたからだ機で織られ

た織物の展示がありました。 

手機→足機→腰機→芯機→弓機→杭機→錘機 

→重石機→棒機→枠機 と進歩する織機 

各織機についての説明を省きますが、少しずつ道

具を使用して「からだ」の負担軽減とより微妙な

張力の制御を実現していく進歩の過程がよくわか

りました。 

 特別展 2階では、異形の織物と織機の展示があ

りました。織物の素材は糸に限らない、ワラをは

じめとする植物の茎や葉、それらをなってつくら

れた縄など、多種多様な線状物を素材とした織物

と、それらを織る織機を見学しました。また、こ

こでは「アイヌの織物と織機」、「日本の織物と織

機」の展示があり、越後上布の糸作りから腰機に

よる機織りまでの作業工程が展示されていました。 

 さらに、オンデマンド視聴コーナーでは、展示

されている織機が、実際に現地で使われている様

子を映像で見ることができました。体験ひろばで

は、異形の織物を初めとしたさまざまな織の技術

を体験できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見学を終えて、初代館長の梅棹忠夫さんの考え

方が反映された特別展になっていると思いました。 

梅棹さんは、 

“世界第一級の博物館をめざした” 

民博は美術館や、歴史を背負った有形文化財を

収集・展示する東京や京都・奈良の国立博物館と

もその性格が根本的に異なる。そのことを明確に

するため、日用品的ガラクタによって組み立てら

れる大衆文化にこそ明日が読み取れるとし「我々

はガラクタを集めて展示するのだ」と繰り返し梅

棹さんは強調した。 

また、欧米の民族博物館に対抗するため、欧米

にはない、先端的な展示技術を誇示しようと梅棹

さんは考えたのだった。 

手機での織作業体験 

（松岡さん） 

手機での織作業体験 

（井口さん、田中さん） 

国立民族学博物館特別展 

「世界の織機と織物」見学会 
まちなみ委員 金指 弘 

  

枠機での織作業体験 

（澤田さん） 

腰機での織作業体験 

(小田さん) 

ほとんどの参加者が、

楽しく織作業体験に

参加しました。 
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てんびんを担いだ 

近江商人の銅像 

昼食は、お祝い時に

いただくといわれる

「黄金弁当」でした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ能登川駅からバスで 10 分、観光案内所「ぷ

らざ三方よし」に

着きました。地元

ボランティア中村

悦子さんの案内で

伝統的建造物群保

存地区をめぐり、

近江商人たちの屋

敷を見学しました。

「三方よし」とは近江商人の「売り手よし、買い

手よし、世間よし」という理念です。昼食後、中

村さんの属する NPO法人金堂まちなみ保存会のメ

ンバーと意見交換をしまし

た。最後に金堂まちなみ保

存交流館の前で記念撮影を

しました。午後は宮荘地区

にある藤井邸を見学し、 

五個荘駅で近江鉄道に乗り 

帰途につきました。 

主な見どころを紹介します。 

 

①外 村
とのむら

宇兵衛邸（てんびんの里 伝統家屋博物館） 

呉服類の販売を中心に商圏を拡げ、明治時代に

は全国長者番付に名を連ねるなど近江を代表する

豪商としての地位を築きました。平成 4年に町指

定史跡となり、平成 6年より一般公開されました。 

 

 

 

 

 

②外村繁邸（外村繁文学館） 

湖国の生んだ作家外村繁の生家。明治 40 年父

の吉太郎が本家から独立、東京に呉服木綿問屋を

開いたのが始まり。外村繁は明治 35 年に三男と

して生まれ、京都にある第三高等学校を経て東京

帝国大学に進み文学を志しました。「外村繁文学

館」として彼の作品を

紹介しています。蔵と

座敷に面する庭先に

「狸」の置物がありま

す。その「狸」は二つ

の目が大きくくり抜か

れ社会情勢を見通せる 

人になれとの教訓を与えて置かれたものです。 

 

③中江準五郎邸（小幡人形と全国の土人形常設館） 

大正時代から戦前まで朝鮮半島で次々に百貨店

を開設し「百貨店王」と言われた三中井を創立し

た四兄弟の末弟準五郎が本家中江勝治郎家から分

家した邸宅で、近代近江商人の本宅の典型として

公開しています。蔵は「小幡人形と全国の土人

形」の常設館となっています。庭は池泉回遊式で

池の周りに石灯籠や巨石を配しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東近江市五個荘は近江鉄道沿線に点在する、近江八幡、日野と共に近江商人発祥の地

として広く知られています。今も自然に囲まれ、ひっそりとたたずむ白壁と蔵屋敷が

多く残り、町を歩くとあちらこちらで近江商人たちの息吹を感じることができます。

金堂の町並みは平成 10 年に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、平成 19 年

には「近江商人のふる里五個荘」が「美しい日本の歴史的風土 100 選」（<財>古都保存

財団）にも選ばれました。また年賀切手のデザインにも起用され全国的に有名な「小幡（おば

た）でこ」は中山道沿いの五個荘小幡町に伝わる郷土人形でカラフルな色使いと土人形ならでは

の素朴なぬくもりがあります。まち歩きに絶好の日和の中、11 月 1 日（木）ほぼ一日かけ

て、まちなみ委員と理事に吹田まち案内人も参加して 15名で見学しました。 

まちなみ委員研修会 

近江商人のふる里「五個荘（ごかしょう）」見学 

まちなみ委員 井上衣子 

  

屋敷内に水路の水

を引き込み洗い場と

して利用している

「川戸（かわと）」

があります。 

庭先に置かれた狸 

中江準五郎邸の庭園 
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④弘
ぐ

誓寺
ぜいじ

（国指定重要文化財：浄土真宗大谷派寺院） 

金堂の町並みのランド・マークとなっているも

のに弘誓寺本堂の大屋根と大城神社の鎮守の森が

あります。寺伝では、那須与一の孫「愚咄坊（ぐ

とつぼう）」の開基といわれています。江戸時代

には中本山と云われ、宝暦 14 年(1764)の竣工。

本堂は昭和 62 年に国指定重要文化財となりまし

た。 

 

 

 

 

 

⑤藤井彦四郎邸（滋賀県指定文化財） 

スキー毛糸で知られる豪商、藤井彦四郎の生家

を移築した生活の場となる主屋は質素ですが、倹

約・勤勉・誠実で全国に飛雄した五個荘商人の歴

史や商法など生活文化資料・民俗資料を多く展示

し、その生き様を感じることができる資料館にな

っています。庭園は彦四郎自身の構想で珍石・名

木を配し、琵琶湖を模した池を中央に設け雅趣に

富んだ雄大なものです。総檜作りの豪華な客殿と

洋館は県指定文化財、庭園は市指定名勝、その他

は国登録文化財です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥金堂まちなみ保存交流館 

この屋敷は、金堂地区を代表する近江商人・外

村一統の本家から分家した外村宗兵衛の建物でし

たが、後に三中井百貨店の創業者中江四兄弟の三

男富十郎の所有となりました。その後長く空き家

となっていましたが、平成 17年に旧五個荘町が

土地を買い取り、合併後は東近江市へと引き継が

れ保存修理が行われました。そして平成 20年

「金堂まちなみ保存交流館」として再生され、

NPO法人金堂まちなみ保存会の活動拠点になって

います。 

 主な見所を紹介しましたが、読者の皆さんは、

この「近江商人のふるさと」を散策したくなった

のではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

町並みを泳ぐ鯉 

 

今回ご案内いただいた NPO法人金堂まちなみ保

存会は、観光案内や伝統的建造物の修理相談業務

を行なっておられるので、見学後の意見交換会で

は、観光ガイド活動に関するご意見を伺うことが

できました。参考になった主なご意見を紹介した

いと思います。 

１．活動資金について 

地元で製造している「かりんとう」を販売する

などの収入が少しはあるが、合併して東大阪市

と大きくなったのでこの地域への補助金が減額

されて資金集めに苦労している。まちなみ保存

には、まちを愛する地元の方々が無償ボランテ

ィアで協力してくれている。 

２．観光ガイドの立ち上げについて 

 平成 8年に地域ボランティアガイドとして主婦

が中心になって立ち上げた。ふるさと観光塾を

開催して新しい観光ボランティアガイドを募っ

ており、今年は 6名の新加入者があった。初め

て 2名の男性が新加入し研修中で、来年 4月に

は男性 2 名、女性 22 名の構成となる予定です。 

３．観光ガイドの苦労について 

 最盛期の平成 15年は 14,000人の実績があった

が、平成 24 年はガイド数 380 回（6,009 名）。

観光協会が JR 駅のポスターなどで全国宣伝活

動をしている。 

 

 

 

 

 

金堂まちなみ保存交流館前にて記念撮影 

船に作り付けの書架

が欲しくて船一艘丸

ごと買ったという、

その書架が洋館に置

かれています。 

←かわいい 
ガイドユニフォーム 
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表門の瓦には那須与一 

に由来する扇の紋が 

入っているのが見所 

です。 
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１．「おでかけイベント」(表１)で見えたもの 

・千里緑地 

 筏委員の企画で千里緑地をニュータウン側と外

周に沿って歩く緑地体験ウォークを実施したがこ

れは面白い企画だった。内外両地域にとっても素晴

らしい緑の壁で良好な自然環境を感じることがで

きるが、内外両地域の交流を妨げている。もう少し

風通しを良くする工夫が期待される。 

南千里中学通

学路から見た

桃山台に隣接

する春日地域。

春日と桃山台

との行き来は 

中学校校庭を横断しないとできない。 

・理想都市 千里ニュータウン 

千里ニュータウンは世界のニュータウンを参考に

しながら、理想都市を求めて専門家が叡智を絞って

創った街である。公共施設、住区・住宅、道路、公 

園をじっくり見て歩いた。近隣センターには課題が

あるが新千里東町で始まったコミュニティカフェが 

新千里西町、佐竹台でも見られた。団地内や戸建住

区も詳しく見て歩いた。歩車分離・通過交通対策が

とられている。戸建住区の袋小路(クルドサック)は通

過交通対策には効果大だが、反面不便でもある。 

歩行者専用道路

の設置は際立っ

ていて、小学生

は安心して通学

できる。 幹線

道路とその則

面・大小の公

園・遊園は緑ゆ

たかで自然に恵

まれ、豊かな空

間が形成されて

いる。団地の住

棟間にも豊かな

空間がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

またサブセンター

予定地など未利用

の土地、廃校跡、

利用の少ない公

園・遊園などの活

用が課題である。 

・副都心 千里中央 

 千里中央は日本初の人工地盤上に創られた街であ

る。北急の駅ビル・千中パル、日本初の大型総合レ

ジャーセンターとして建てられた千里セルシー(写

真下)、阪急百貨店に千里阪急ホテル、千里の文化を

育んだ読売文化センター、千里の学術文化の発信基

地・千里ライフサイエンスビル、日本初の地域冷暖

房基地・千里エネルギーセンター、企業のデーター

センターなどのオフィスビル群があります。千里中

央は箕面・茨木を含むグレーター千里のセンター地

区で他地区より飛び抜けた賑わいを見せている。 

・団地名勝、ニュータウンの名勝 

 理想都市を目指して街がつくられただけに団地名

勝と云えるところがある。竹見台の高層住宅群は駅

から通じる陸橋からの眺め、千里南公園牛が首池の

東からみな風景はニュータウンの象徴的風景として 

 知られていますが、UR新千里東町団地、UR千里青

山台団地、桃山台駅前の新千里南町の高層住宅も素

晴らしい景観を見せています。千里北公園、千里中

央公園、千里南公園、東町公園、桃山公園、佐竹公

園や千里さくら通り、千里ぎんなん通り、三色彩道

など四季折々の彩りで市民を楽しませています。千

里ニュータウン観光、団地観光に応える観光資源が

あります。 

千里ニュータウンまちびらきから 50年 

吹田市立博物館 2012年秋季特別展 

『千里ニュータウン半世紀展 

～千里発・DREAM～』を終えて 

まちなみ委員 松岡要三     

（秋季特別展実行委員会委員） 

前号で紹介したように吹田市立博物館では 10 月 13 日から 11 月 25 日

(日)まで首記の特別展が開催され開催されさまざまなイベントがおこな

われました。ここではその中で、まちなみ委員で実行委員の筏と松岡が企

画した「おでかけイベント」(表１)と「講演」（表２）を通じて見えたもの、

感じたものを紹介します。(特別展の概要は博物館から発行された図録と博物館だ

より(写真右)、博物館市民ブログ http://sui-haku.at.webry.info/を参照ください) 

 

表１ おでかけイベント 

千里緑地体験ウォーク 

・桃山台駅～博物館 

・北千里駅～山田駅 

・山田駅～博物館 

理想都市の今を見て、未来を見て歩く 

・南千里地区 

・千里中央地区 

・北千里地区 

団地名勝見て歩き 

・UR千里竹見台団地～新千里東町団地 

団地再生見て歩き 

・新千里南町～佐竹台 

新千里東町のこぼれび通り。セルシー

東の橋を渡ったところから千里中央

公園まで続く歩行者専用の緑道。 

６ 
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・団地再生 

 千里ニュータウンのいたるところで団地の再生事

業が進められています。再生された団地のあり方が

問題と考えられるものも多く見受けられます。例を

あげれば、規模が大き過ぎる、駐車場の景観、隣接

する住宅への影響と調和、ゲイテッド・マンション

などがあります。OPH 佐竹台Ⅱやジオ千里桃山台な

どのように住民が積極的の再生事業に参画したマン

ションには素晴らしいものがあり、おおさか優良緑

化賞や大阪サステナブル建築賞を受賞している。 

 皆さんもじっくりと千里ニュータウンの街を見て

歩きませんか。色々な発見があります。 

２．千里ニュータウンの未来・ＤＲＥＡＭ 

～講演会よりさぐるキーワード～ 

 千里ニュータウンは 50 年前に理想のまちを求め

て創られた実験都市です。そして住民たちは人生の

夢・暮らしの夢を描いて入居しました。そしてこれ

からの 50年、｢千里ニュータウンの未来・ＤＲＥＡＭ｣

を、表 2の講演会よりキーワードを探ってみました。 

○江川先生の講演からは：20世紀の住宅建設は「大

規模で効率的な時代」。国内外の事例を紹介しながら、

次の時代は地域の環境を重視し、それぞれの場所に

着目して、「小さく解く、混ぜて解く」。また「市民

参加の重要性」、「ベッドタウンからライフタウン」、

集合住宅と戸建てが混在する「ミックスコミニティ」。

ストックを活用しながら、また均質な空間を解体し

て「多様で自律的（持続可能な）まちへ再編する」。 

○柿本講師の講演からは：市民 100 人委員会作成の

「千里ニュータウン再生ビジョン」、「住区再生プラ

ン」や「千里ニュータウン再生指針」、「地区計画」

の方針を活かして、市民と行政・事業者が具体的な 

再生計画の中で協

働の街づくりを進

めていくこと。 

○角橋研究員の講

演からは：オラン

ダを例に外国から

学ぶこと。オラン

ダでも「専門家主

導・大規模・短期

集中型」では失敗

もある。大きな団

地の「全面建替

え・高層化・高密

度化」は持続可能

性を失う。豊かな 

環境資産の保全、周辺住宅との調和、スカイライン

を考える。事業者と市民(自治会)に専門家を加えた

三者協議のまちづくり。 

○藤本先生の講演からは：50年前に造り込まれた景

観要素を検証し生かす。豊かな木々のストック、つ

ながりのあるある空間、起伏を生かした法面の緑化。

新たな景観まちづくり～竹林活動、花育て、歩道・

池・公園の清掃活動、カフェ、祭り、イベント。人

を生かす、各世代にコミュニティが成長するまち。

敷地に価値なし、エリアに価値あり。まちをよく見

る。想像力・感性を働かせてもっと良くする色・形

を考える。みんながそう考えてまちづくりに生かす

と良い街になる。 

○太田 都市デザイナーの講演からは:千里ニュータ
ウンの建設理念に基づいて具体化されている空間・
施設を評価し伝承する。ソーシャルミックス（居住
階層の混合）と分離（住区と商業地）。質の高い公共
空間。近隣住区論。歩車分離・通過交通低減策。幼
低校（幼稚園と小 1､2年生の分校）。入居後の住民生
活・活動の物語をつくる。 
○片寄先生の講演よりは：千里ニュータウンを世界
遺産に。太陽の塔は千里の大仏。太陽の塔＋トレビ 

の泉(写真左)で世界
の観光客からお賽
銭。お仕着せのまち
から住民主体のま
ちへ。京・阪・神・
千里―ウメサオさ
んの遺言（写真下）。
世界に発信。千里眼。
住民運動に創造性
（未来への展望を 

持つ）共感性、連帯性。努力しなければ環境は守れ
ない。西山卯三さんにならって「住まいの記」を書
く。勝負はこれからの 50年。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表２ 主な講演（筆者担当分） 

団地再生の夢 

関西大学教授授 江川直樹氏 

千里ニュータウンの現状と取組み 

吹田市千里再生室 柿本和人氏 

熟年留学生の見たオランダの 

住宅事情と千里再生への提案 

関西大学客員研究員 角橋徹也氏 

創られたまちから創るまちへ 

京都市立芸術大学教授 藤本英子氏 

理想都市「千里ニュータウン」の 

計画と現状 

都市デザイナー 太田博一氏 

千里ニュータウンを世界遺産に 

大阪人間科学大学教授 片寄俊秀氏 

７ 

青山台フェニックス遊園よりの眺め 



 原発事故はエネルギー政策、防災計画、協働

の認識などにおいて大きな転換をもたらした。

すなわちエネルギー面で国民は脱原発の考えに

なり、地域で再生可能エネルギーを使う、「エネ

ルギーの地産地消」ができないものかと模索し

だした。防災・減災面では、今回の震災や津波

で文化財の被害が意外と少なかったことから

「古い建物がある場所が安全な場所なのだ」と

教えられた。 

市民の協働という面からみると被災地で略奪

がみられず、整然とならんで支援物資を受取る

姿に世界が驚いた。それは東北の田舎だからで

きたのだろうか。それとも危機だからできたの

だろうか。 

昨今の日本では、まちになじまない看板があ

り、勝手な形の家を建てている。ほんの少しで

も隣人に配慮すればいいのだが、「協働して地域

を作っていこう」という行動が見えない。とい

うより方法がわからないのだろう。個々には善

意はあるのだろうがそれを合せる方法を知らな

いのだろう。 

●地域内のつながり 

 鉄道、港湾、道路が整備された昨今、個々の

地域が全国や世界と繋がり地域固有の味も風味

も失われてきた。地域は世界とはつながったが、

地域内のつながりが希薄になっている。 

 その中にあって２１世紀の日本人は新しいモ

ノやたくさんのモノを欲しがらないほどに成熟

し、豊かになり、他人のために尽くしたいほど

幸せになった。この状況で暮らしと生業をみな

おして景観を守りまちを創る動きが見えはじめ

ている。 

●イタリアの村は美しい 

 海外に目を向けると「イタリアの村は美しく

て元気」だ。なぜか？イタリアでは 1965年「ア

グリツーリスト協会」が発足した。有名な観光

地に行くのではなく、海や山間部の農家などに

宿泊してのんびりと田舎を楽しみ、農家・農村

や地元の料理を楽しむ旅行が流行りだした。 

その後、映画「ローマの休日」で有名なスペ

イン階段にマクドナルドが開店したことに対し

て抗議デモをしたことがきっかけとなり、スロ

ーフード運動が始まり、1986年に「反マクドナ

ルドースローフード協会」が誕生した。スロー

フード運動は環境問題の基本であることに、生

産者、流通も気づき、この運動は世界中に広が

った。 

さらにスローフードの理念をまちづくりにま

で広げようとイタリアでは 1999 年にスローシ

ティ協会が発足した。農村はアグリツーリズム

で年収が増え、農家民宿経営がますます発展し、

景観にも気遣うようになり村がますますきれい

になってきた。 
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第２回 2012年9月 26日（水） 
  

 

第２回 2012 年 9月 26 日(水) 

まちは誰がつくるのか？ 環境の世紀には賢いまちづくりを！ 

地産地消のまちづくりから学ぶ  

       成熟社会での市民の満足度を高める市民参加 

          宗田好史さん（京都府立大学・生命環境学部・教授） 
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●日本でもスローシティが 

日本では長野県飯田市がスローフード都市とし

て大都会に出た女性に向け、「飯田市で出産子育

てをしませんか？」「市営住宅家賃を安くします

よ」と Uターンなどを促す運動、通称「カムバ

ックサーモン」作戦を展開している。このよう

に日本でもスローシティができてきた。 

 フランスでは素朴な美しい村を紹介する「フ

ランスで最も美しい村活動」があり、日本でも

北海道美瑛町や岐阜県白川村など７つの村が

2005年に「日本で最も美しい村連合」をつくっ

た。小さくても輝くオンリーワンを持つ農山村

が、観光地や文化地域として世界に向け発信し

ている。 

（10 月末現在 49 町村・地域が加盟している。

筆者注） 

 

●市民の意識は変化している 

 市民は低炭素やエコに接する機会が

増えていて、環境の意識は高まってい

る。市民はホテル選びにエコを基準に

するようになってきた。豪華ホテル 

ではなく、品数は少なくてもいいから

有機野菜でカロリーをおさえた食事を

求める客に対しホテル 

側は中高年向きにカロリーに気をつけ

た食事を提供するようになってきた。 

世の流れがこのように変化している

なかでこれをどのようにまちづくりに

生かすのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ゲマインシャフトとゲゼルシャフト 

 戦前までの日本は農村型で、地縁血縁で結ば

れたゲマインシャフト（＝共同体組織）の社会

だったが、戦後、企業活動が伸びるに従いゲゼ

ルシャフト（＝機能体組織）が主流の社会に変

化してきた。たとえば千里ニュータウンはゲマ

インシャフトをめざして自治会を作ったが会社

員の住民はゲゼルシャフトの付き合いが忙しく、

「会社づきあいに時間を割くが、地域のことに

は時間を割かない。」という人が多かった。それ

らの人が定年を迎え地域の活動に入ろうとする

のだが、過ごしてきた社会が違うので言葉が通

じないことが多いのが現状だ。 

 これらの人を含む社会でまちづくりの合意を

得る方法はあるのか。誰かが最後には解決して

くれるドラマ「水戸黄門」のような指揮型か、

底辺からの意見を積み上げていく映画「スーパ

ーの女」のようなボトムアップ型なのか。組織

の形としては指揮者に従う「雀の学校型」がい

いのか、だれが生徒か先生かわからない「メダ

カの学校型」がいいのだろうか。これらを理解

してまちづくりをすすめていただきたい。 

 

 

 

（記録：村井弘二 報告：小田忠文） 
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 小林さんは朝日新聞の特集企画「地球異変シリー

ズ」取材のためシベリア、インドネシア、南極に行

き各地で起きている人為的あるいは温暖化による変

化・異変の様子を紹介しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●トナカイ遊牧民に迫る温暖化の危機 

 ウラル山脈の東 1,000km付近の西シベリアのツン

ドラ(永久凍土)地帯でタイガ(針葉樹林)の森との境

界付近で生活しているトナカイ遊牧民のネネツ族を

取材しました。彼らはトナカイの肉や血を食料とし、

皮で絨毯やテント、服や祭りの衣装も作り、骨はソ

リに利用します。このように主として自給自足の生

活で、肉や皮、角などを売って得た現金で小麦粉や

調味料、ジャガイモや銃の弾などを買います。トナ

カイはネネツ族にとって生活の全てです。付近は永

久凍土で地面を 40～50cm掘れば氷が出てくるので、

そこに肉を貯蔵します。天然の冷蔵庫です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シベリアの夏、トナカイは袋角(フクロヅノ)の時

期。午後 11時の夕暮れどきにタイガの森を背景に群

れるトナカイの袋角の産毛が夕日に輝いていました。

左下の写真は小林さんの傑作でお気に入りの一枚で

す。一見平穏な写真ですが、いままで 20度以下だっ

た夏の最高気温が温暖化により 25 度以上になって

きたため、永久凍土が溶けて沼地になり、天然の冷

蔵庫がなくなり、住む場所がなくなっています。ま

た暑さに弱いトナカイの群れが日光を避けてタイガ

の森に逃げています。森に入ると見通しが悪くトナ

カイを群れに戻すことが不可能になるのです。 

さらに、冬の平地でトナカイは雪を掘って地面の

コケを食べているのですが早春に気温が高い日があ

ると雪が溶け、夜中にそれが凍るとトナカイはコケ

を食べられなくなり餓死するのです。 

 温暖化に加えて石油会社が石油採掘のために道路

をつくり、そのため永久凍土が溶けて沼地が広がっ

ただけでなく、森を伐採した使用済みの機材が放置

され油が地面を汚すなどの自然破壊が加わっていま

す。結果として生活できなくなったネネツ族の人で

放牧をやめ、採掘会社に雇われる人がでてきていま

す。 

●燃える大地の脅威 大量の CO2排出 

 インドネシアのカリマンタン島＝ボルネオ島やス

マトラ島に広がる熱帯雨林はオランウータンや極彩

色の鳥が生息し、豊富な生き物を育むゆりかごであ

ると同時に CO2の吸収源として大きな役割を果たし

てきました。この熱帯雨林は標高が低く、雨季に大

地が冠水するため樹木は微生物に分解されることな

く年月をかけて堆積しその上に熱帯林が覆ったもの

で、泥炭湿地林と言います。熱帯泥炭湿地林は、樹

木を伐採して搬出するのが困難で、たとえ開発して

も農業には不向きなため、長年、手つかずのまま残

されてきました。 

しかしインドネシア政府は 1997年、大規模な農地開

発『メガライスプロジェクト』として排水路を作っ

たことでその状況は一変しました。プロジェクトは、 
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第３回 2012年 10月 10日(水) 

地球異変の現場を歩く 

          小林裕幸さん（朝日新聞 写真記者）     
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100万haにわたって泥炭湿地の中に網の目のように

水路を張り巡らせ、泥炭層中の地下水を排水、土地

を乾燥させ、大規模な水田にしようという計画でし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

やがて乾燥が進んだところで焼き畑などで泥炭に

着火すると数か月燃え続け、大量の CO2が排出され

る事態が起こりました。生活や航空機の航行に支障

をきたして国際的なニュースにもなりました。泥炭

層が燃えることで年間20億トンのCO2が排出されて

います。これは全世界の 8％に相当し日本の排出量

13億トンをはるかに超えています。そして野生動物

の生息域が激減していることは想像に難(かた)くな

いところです。 

●暖まる南極 ペンギンに迫る危機 

 地球の平均気温の上昇は 100年で 0.74度ですが、

南極では 50年で 2.8度も上昇しました。真っ白な大

地のイメージが強い南極大陸ですが写真のように近

年、草原のように色づいています。スノーアルジ

(snow algae)と呼ばれる雪氷藻類が広がっていて、

「雪原にペンギン」というイメージからは程遠く、

「お花畑のペンギン」あるいは「雨に濡れて泥まみ

れのペンギン」が見られたのです (写真下)。ペンギ

ンのヒナの羽は水をはじく力が弱く、降雨にあって

凍死する例が出てきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 取材の裏側 

小林さんはこのほか世界各地の暴動、内戦、天災

の現場に数多く派遣されました。持参する道具はカ

メラの周辺機器以外にパソコン、衛星電話、電池、

登山用品（雨具、ザック、ナイフ、ヘッドランプ）

などです。そして現場に入る前に通訳、車両を確保

し必要に応じて国連機関などに取材申請をする。時

にはボディガードを雇うこともあるし野宿する場合

は食料、寝具、調理小物、生活用品、防寒具など調

達する必要があります。砂漠ではテントも張らずに

毛布だけで野宿したこともあります。朝日新聞のカ

メラマンの中で小林さんが最も野宿取材が多いとの

ことです。（筆者との出合いも日露ビザなし交流でエ

トロフ島の生態系調査をしたときの野宿生活でし

た） 

●科学者との共同研究 

 小林さんは国内では科学者と共同で自然環境の調

査・取材をなさっています。 

 2005 年に知床の番屋を借りて知床財団と共同で

調査隊を作り厳冬期に発信機をつけたエゾシカの行

動や生態調査をしました。 

 2008年は石西礁湖（せきせいしょうこ：石垣島と

西表島の間に広がる国内最大のサンゴ礁）のサンゴ

の衰退を調査して 10 年間で７割のサンゴが消えた

ことがわかりました。 

 今年は須磨水族園との共同調査で大阪湾のスナメ

リ（海のマシュマロと呼ばれるかわいいイルカ）を

空から捜したところ関空沖で多数のスナメリを発見

しました。関空は生物多様性の観点から緩傾斜護岸

を作ったので斜面が藻場となり小魚が増え、しかも

周辺は禁猟区なので生態系の頂点としてのスナメリ

が生活できるだけの環境ができていることがわかり

ました。須磨水族園の科学者との研究で大阪湾内で

奇跡的な現象が起きていることが明らかになりまし

た。 

 ■生態系、生物多様性を軸に地球の環境を常に視

野に入れた取材をなさっている小林カメラマンの人

柄がたっぷりと感じられた２時間でした。 

      

（記録：村井弘二 報告：小田忠文） 

 

 

環境楽座 2012年度 第３回  

 

水路で地下水が抜け地盤沈下が著しい。 
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１．全国に広がるナラ枯れ 

・ナラ枯れの伝播   

ナラ枯れが問題視されて

いること知ったのは5年ほど

前のこと、日本海側のやや高

い山で始まったミズナラ枯

れが、低山のコナラに広がっ

ているとのことでした。 

2010 年京都御所のアオバ

ズク観察会で、スダジイ・ア 

ラカシなど常緑樹に、ナラ枯れ防護対策として

木々の根元にビニールを巻きつけてあるのを見た

こと、更に、毎日新聞で「夏なのに紅葉」と題し

た京都東山連峰・大文字山周辺の写真が毎日新聞

（カラーでないとわかりにくいが、淡く写ってい

る木はナラ枯れで紅葉している木、濃い色の木は

緑色）に載ったことで、ナラ枯れが近づいている

ことを知った。ナラ枯れ被害を受けているのは右

図の通り日本海側に多いが、大阪府も被害が出て

いる。大阪近郊では交野市くろんど園地や、茨木

ゴルフ場(万博公園の北 1 ㎞)でコナラ枯れを確認、

2010 年はナラ枯れを身近に現認する年となった。 

・ナラ枯れとは 

 ナラ枯れは、ナラ類、シイ・カシ類の樹木を枯

らす病原菌と、その病原菌を媒介する昆虫による 

「樹木の伝染病」である。病原菌は「ナラ菌」と

呼ばれる糸状菌（カビ）の仲間、媒介昆虫は体長

5 ㎜ほどの甲虫「カシノナガキクイムシ(以下カシ

ナガと略称)」である。カシナガは昔から生息して

いたが、近年ナラ枯れ被害が増加した背景は、人

が管理しなくなった里山でカシナガの繫殖材料 

（大径木・衰弱木・倒木など）が増えたためと推

定される。 

被害を受け枯れ死したナラ類には、カシナガの

穿入した孔が数百もあるが、翌年にはその孔から

数 10～数百匹(1 本の木から数千～数万匹）のカ

シナガが羽化脱出し、周囲の新しい木に飛散する。 

カシナガと共に樹木内に入ったナラ菌は、孔道で

蔓延し、あっという間に孔道をふさぎ、その木は

数週間で枯れ始める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・紫金山公園など、吹田市内のナラ枯れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹田市紫金山公園でのナラ枯れは当会の高畠・

塩田などにより 10 月 13 日に確認された。右の写

真で真ん中の木が褐色化しているコナラがあるこ

とがわかってもらえるでしょうか。ナラ枯れした

木はカシナガ穿入口があり根元に木屑がたまる

（交野市くろんど園地の写真を挿入）のですぐわかる。 

 

 

生きもの委員 平 軍二 

（被害を受ける樹種） 

ミズナラ・コナラの被

害大。クヌギ・アベマ

キ、常緑樹のアラカ

シ・シラカシ・ツブラジ

イ・スダジイなど 

ナラ枯れ被害を受けた市町村 
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950211千里ニュータウンが壮年期であった頃・万博探鳥会 10周年記念 

紫金山公園での今年度の被害木はコナラ 6 本、

アベマキ 1 本とのことであるが、来年度以降、被

害がどう拡大するか見守りたいと思っている。 

今年は万博公園でもナラ枯れを見ていたので万

博機構に確認した所、自然文化園 1 本、日本庭園

7 本の合計 8 本であり、また昨(2011)年も 8 本の

ナラ枯れ被害がでていたとのことであった。吹田

市では千里丘稲荷神社周辺でもナラ枯れが発生し

ているので、まだ被害を受けていないと思われる

千里緑地や千里南公園・津雲公園、そして吹田市

最大の落葉樹林がある垂水神社鎮守の森がどうな

るか、気になるところである。  

（参考文献）ナラ枯れ被害対策マニュアル  

平成 24年 3月版 日本森林技術協会 

２．日本野鳥の会大阪支部の活動 

すいた市民環境会議は色々な環境団体のメンバ

ーが集まって誕生したが、理事や会員の多くは出

身団体の活動をしながら当会の活動をおこなって

います。私の出身団体の日本野鳥の会大阪支部で

の活動状況をここで紹介します。 

・創立 75周年を迎えた日本野鳥の会大阪支部 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本野鳥の会大阪支部は 1937(昭和 12)年に創

立された。75 年周年を迎え 

た今年、11 月 10 日(土)大阪

自然史博物館で開催された

大阪自然史フェスティバル

の中で、公益財団法人日本

野鳥の会(本部)から柳生博

会長を迎え記念講演会を開

催した。 

 (写真上は講演会翌日柳生会長

とともに、和泉市でコウノトリ

を見た時)  

 

・大阪南港野鳥園創設  

 日本野鳥の会大阪支部歴史でエポックメーキ

ングな活動としては、大阪南港野鳥園を作る基礎

を作ったことがある。大阪市周辺の自然海岸(＝干

潟)がすべて埋め立てられたことから、渡りのシ

ギ・チドリが羽を休める干潟を埋立地に再生して

ほしいと、大阪支部会員有志が 1969(昭和 44)年

「大阪南港の野鳥を守る会」を作り、8300 名の街

頭署名を集め大阪市に提出した。1971(昭和 46)

年には「野鳥園設置」を公約に掲げた中馬馨氏が

大阪市長に再選され、野鳥園建設を決定したが、

実際に大阪南港野鳥園が開園したのは 1985(昭和

60)年、建設決定から 14 年も経過していた。大阪

南港野鳥園はシギ・チドリのオアシスとして渡り

鳥に喜ばれてきたが、今年 5 月、橋下大阪市長の

唱える「大阪市政改革」で廃止設備候補としてリ

ストアップされた。市民の希望で開園した南港野

鳥園、年間 11 万人に利用されている人気の施設

(費用 23 百万円/年)であり、関係団体と協議しな

がら、従来通りの運営が続けられるよう大阪市に

申し入れているが、帰趨は予断を許さない。 

・万博公園探鳥会の開催       

日本野鳥の会では野鳥観察会を「探鳥会」と呼

んでいる。毎月 1 回の万博公園定例探鳥会は昭和

60(1985)年 2 月にスタートし、来年 2 月に満 28

年になる。この間、多数の方々の協力を得て、千

里ニュータウンを中心に、鳥好き人の輪を広げる

ことができた（写真下参照）。 

・最後に 

 野鳥観察から始まった私の活動ですが、観察会

の主題も野鳥・木の実・大木・野草と変化してい

るが、最近はシダ類やロゼット(野草の冬越し)に

も挑戦したいと思っている。 
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次回観察会 万博公園で木の実と鳥を楽しむ  

 万博公園は 28年間探鳥会を続けてきた平のホームグラウンドです。熟した木の実を鳥

に食べてもらい、種子分散作戦（＝次世代に自分の遺伝子を残す方法）をとっている樹木

が多いので、その現場を観察する。木の葉が落ちて木の実や、木の実に集まる小鳥の観察

しやすい季節、寒さ対策を充分（ポケットカイロ持参）にして参加ください。 

開催日：2012 年 12 月 20 日(木)       集 合：9:30 万博公園自然文化園中央口 

解 散：12:00 頃 自然文化園内の予定    持ち物：あれば木の実図鑑・双眼鏡。弁当は自由。 

参加費：会員 200 円、非会員 300 円（他に万博公園入園料 250 円が必要) 

問い合わせ：平(ひら)軍二 090-6901-1425  Ｅメール g-hira＠nifty.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・下記の方より寄付をいただきました。（2012 年 4 月 1 日～9 月 30 日 敬称略） 

伊藤 忠征  熱田 克子  岩溪 恭子  上田 万吉  大澤 浩子  大津 忠明  

小川 将史  奥田 倫子  越智 清光  海原 登美子 加藤 俊二  金指 弘    

川井 悠子  上村 和功  木下 嘉清  古屋 美千代 下村 敬三  鈴木 和子  

竹内 真哉  田中 隆三   富 淑子  中野 武   西川 整子  水井 恵子 

村井 弘二  山本 盛夫  米田 広光   匿名 2人 

・以上 29名の方より 合計 118,500円 いただきました。     

ありがとうございました。                    （会員会計 小田信子） 

 

 

 

 

 

合計 XX 名 YYYYY 円。有難うございました。（会計担当 中村小夜子） 

 

 

 

 

 

 

絵本『吹田くわい ば～な～し』 

出版計画が進んでいます 

今年 12月中に完成予定です 

・監修：吹田くわい保存会 

・作：志村敏子  

・絵：大西美伸 大西祐作 

・出版社：翔文社  

・１冊：８００円  

 

出資者を募集中 

この本は自費出版で出資者を 

募っています 

・1口：1万円以上 何口でも可 
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