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会長 小田忠文 
ここ数年、「吹田の市民活動は活発ですね」という

言葉をよく聞くようになりました。一昨年の 8 月

(通巻 76 号)のこのコラム欄で紹介しましたよう

に、東日本大震災で被災されて吹田市内に避難し

てきた方々を支援する「復興支援すいた市民会議」

(以下、支援会議)も元気な活動をしています。▲

前回紹介した後、9 月と 11 月に親睦の昼食会をひ

らいて、故郷を離れたという同じ境遇の方々に出

会いと交流の場を提供しました。その後も支援会

議に参加している団体が定期的にチャリティーの

ストリートライブをしたり、昨年 11 月には市立

博物館創立 20 周年記念「千里ニュータウン半世

紀展」のイベントとして東日本大震災復興支援チ

ャリティーイベントを開催するなど、被災地から

吹田に避難してきている方々の支援だけでなく、

被災地に向けてカンパを送るという支援をするよ

うになってきました。▲そして来月、震災２年目

前日の 3月 10日には JR吹田駅前サンクス広場で

支援会議が中心となって多くの団体が参画する復

興支援チャリティイベントを開きます。当会は裏

方でお手伝いをしていますのでぜひ立寄って、参

加して、カンパの協力をお願いします。雨天の場

合は旭通り商店街にある立体駐車場前(※)に場所

が変更されます。▲このたびの東日本復興支援の

活動を見ていて、福祉系 NPO の動きがとても素

早いことを感じました。考えてみると福祉系の

NPO は社会福祉協議会（以下、社協）という強

い後ろ盾があって、会議をする場合、社協の施設

が無料で使える仕組みができています。つまりよ

って立つ場、いつでも集まることができる「場」 

 
 
があるのです。▲過去には我々環境系 NPO にも

無料でみんなが使える「場」として市民会館の一

室がありました。その市民会館が耐震診断の結果、

解体され、旧北千里小学校の一室を使っていまし

たが、南千里に市民公益活動センターができたの

で、それも閉鎖されてしまいました。▲相前後し

て吹田市は片山にあった市民会館の跡地を民間に

売却してしまったのです。我々はなんとなく、以

前のような立派なものでなくとも、財政事情がよ

くなればいずれ跡地に市民会館ができるだろう。

そして市内南部の NPO 支援の｢場｣が再建される

だろうという淡い期待をいだいていました。とこ

ろがどうでしょう。昨今の行政の財政危機は知っ

ているつもりでしたが市民会館跡地がまっ先に売

られてしまうとは…。あの地で大勢の市民が成人

式をしました。結婚式を挙げた人々も少なくない

でしょう。とにかく唖然としました。▲会議をす

る場、活動をする場、そのような「場」が無料で

利用できたからこそ吹田市民は市民活動を活発に

することができたのではないでしょうか。活発な

市民活動で行政は有形無形の恩恵を受けています。

現在市民活動にかかわっている多くの人は退職後

間もない団塊の世代であり高齢者です。高齢者が

外に出て社会とかかわっていることは、個人的に

は長く元気で生活でき、社会的には地域の活性化

に貢献しています。▲市民のニーズが多様化した

こんにち、行政はもっと市民活動を支援していく

べきでしょう。それについて一つの疑問です。南

千里に新しくできた千里ニュータウンプラザ 5 階

の部屋は老人クラブなどが登録すれば無料で利用

できます。ところが 6 階の部屋は NPO が利用で

きるものの使用料が必要なのです。この差はいっ

たい何なんでしょう。 
（※立体駐車場は昨年９月末に閉鎖されました） 

コラム 

＜表紙の絵＞                        吹田の風景シリーズ（１９） 

江 坂 神 社 

毎年、初詣に行くのが通称「江坂神社」と呼ばれる江坂町３丁目にある素盞嗚尊(すさのおのみこと)

神社、宮号は感神宮だ。今年のおみくじは吉、書かれていた歌は「軒のはの嵐の風はさわげども 

春を覚ゆる家の内かな」だった。 

神社のホームページによると、古くは大阪府豊能郡豊津村大字榎阪、もっと古くは摂津国豊嶋(て

しま)郡榎坂村と呼ばれ、奈良春日社の荘園（垂水西牧）のあった地域で、吹田市江坂町、豊中市若竹

町・寺内・東寺内町の氏神さまとのことだ。 

（表紙の絵と文：画楽多工房 増野
ましの

 暁
さとる

） 
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平成 24年７月初めに、浜屋敷の吹田まち案内人

リーダーから女性のまち案内人が中心になって

JR 吹田商店街でミステリーツアーの企画を実行

したいと提案があった。いろいろな町でグルメや

うまいもんツアーで町を活性化している事例があ

り、この企画は以前から暖めていた案で、商店街

をもりあげ、活性化できればというものでありま

した。 

ガイドが JR 吹田駅周辺の商店街と歴史を紹介

しながら、お勧め店舗で一口グルメを食べ歩いて

もらうという楽しいものでした。最初の案は“ス

イーツでまち案内”でしたが、「スイーツ」ではお

店の選択肢が狭いので、「うまいもん」と改名して、

候補として 9店舗を選びました。 

実施予定は 24 年 10 月末、参加予定数 30名、時

間午前 10時～正午頃、予算千円～千 5百円で検討

しました。 

「ご協力のお願い」

のパンフを作りめぼ

しいお店に配り、主

にまち案内人女性グ

ループが自分たちの

舌で味見をして、太

鼓判を押せる 6店舗

に協力をお願いし、

賛同を得ました。参

加費は千円以内にお

さめることができ、

当日は店主、店長が

お店の説明をしていただけることになりました。 

実施時には 3班のタイムスケジュールをつくり、

道順を工夫したり、浜屋敷で喫茶やトイレ休憩を

とるとか、食べきれない時のレジ袋プラ容器の用

意など配慮をしました。 

新企画なので、次回の参考資料のため詳細なア

ンケートをつくり、参加者全員に答えてもらえる

ようにしました。 

「市報」や「吹田ノ渡シ」で募集した結果 43

名の応募がありましたが、抽選で 30名に限定しま

した。30 名の方を 10 人ずつ 3 班に分け、時間差

を付けて6店舗を2時間で巡廻する事にしました。 

 

 実施日 10月 26 日(金)は快晴で、抽選に当たっ

た 30 名全員が出席しました。 

   

 参加者は、男性 12 名、女性 18名で男性が予想

したより多く、40 歳以下が 8名もいました。従来

のまち案内コース参加者とは客層が違っていまし

た。 

予告なし当日発表のミステリーツアーと銘うっ

ているので、当日案内する 6店舗の写真と店紹介、

各店舗への道案内地図（左写真）を載せた資料を

配付しました。 

 約 3キロのコース途中の 6店舗で食べて、しか

もコースの途中でまちの案内もしたので、2時間

ではお買い物の時間が足らなくなりました。 

お勧め店舗は 5店舗ぐらいが適当と思えました。 

  

 アンケートでは、ほとんどの参加者からおいし

かったとお褒めのことばを頂き、まち案内も好評

で、次回のミステリーツアー開催を希望するとの

声がありました。 

 この企画はお店情報集めや下見・試食・店舗の

選定など手間と費用がかかります。しかし、この

企画が好評だったので、前向きに検討したいと思

っています。 

「吹田うまいもんミステリーツアー」 

を企画して 

まちなみ委員／まち案内人 井口 しのぶ 



 

 

 京都市左京区鹿ケ谷

(ししがたに)にある法然

院の住職・梶田真章さ

んはアーティストの発

表の場やシンポジウム

の会場として寺を開放

するなど、現代におけ

る寺の可能性を追求し

つつ、環境問題にも強

い関心を持ち、多くの

市民団体にも参加。先

代住職の他界にともない 27 歳のときに法然院を継

ぎました。その翌年1985年には境内の環境を生かし

て「法然院森の教室」を始められ、1993年には境内

に「共生き堂（ともいきどう）＝法然院森のセンター」

を新築。2001年には京都で市民共同発電所を作って

いる認定 NPO 法人「きょうとグリーンファンド」

の「おひさま発電所」第1号を設置。寺を預かる僧

侶として、市民として、個性を発揮できる活動を通

じて社会的役割を果たそうとされています。 

すいた市民環境会議の数人の理事が「法然院森の

教室」に出入りしていたご縁で、「きょうとグリーン

ファンド」の理事と出会い、それが 2006 年の古江

台中学校にソーラー発電を設置する活動へと広がっ

ていったのでした。そのようなご縁のある梶田さん

を吹田にお招きして環境楽座で講演していただきま

した。 

●日本人は無宗教ではない  

 日本には７万５千以上の寺があり８万の神社があ

ります。これは４万５千以上あるコンビニの２倍近

くの数です。私たちは初詣、お彼岸、お盆、各神社

の祭り、法事などさまざまな宗教行事に参加してい

て、それなりの宗教心は持っています。しかし問わ

れると多くの人が「私は無宗教だ」と答えます。そ

れは「特定の神や仏を信じているわけではない」と

いう意味のようです。 
 実は日本には室町時代から仏教に代る宗教が存在

していました。それは「先祖教」という宗教だった

のです。 
 

 日本人はこの数百年「亡くなった人を弔うと、そ

の人が先祖となって守ってくれる」、「ご先祖さまの

おかげで」という宗教、すなわち先祖教をずっと守

ってきました。 

●先祖教とは  

 本来の仏教では死後は他界、つまり別の世界に生

まれ変わることになっています。ところが先祖教で

死者の霊は、昨今でこそ「千の風」と歌われていま

すが、「草葉の陰」というようにふる里近くの山や海

に留まっていて、この世とあの世の交流が自由だと

いう特徴があります。お盆には自宅に戻ってくるし、 
あの世に帰っていくときには山では送り火、海では

精霊流しをしてこの世の人が送るのです。新年の門

松は先祖を迎えるための目印で、やってきた先祖か

ら新しいエネルギーを「お年玉」としてもらい、老

いも若きも全員が新年に年齢を重ねることになって

います。 
 ふだんの墓参で水をたむける行為は、生前親しん

だ水をたむけることで亡くなった人にふるさとを覚

えていてもらい、この土地、家を守ってもらうこと

が目的です。先祖教で墓参りの水は重要なアイテム

のひとつなのです。 

●本来の仏教は  

 800 年前の鎌倉時代初期までの日本では六道輪廻

(ろくどうりんね)といって、あらゆる生き物は地獄、

餓鬼、畜生、阿修羅、人間、天という六つの世界を

巡り続けると考えられていました。そしてこのサイ

クルから抜け出してホトケになること、つまり成仏

することが究極の人生目標でした。当時の日本では

善人、悪人の判断は仏教が基準でした。仏教から見

て不殺生戒を守っているかどうかが判断基準で普通

の人間は自分のことを「殺生ばかりしている悪人・

愚か者」と考えていました。 
 死後、地獄や餓鬼、畜生といった六道の世界に落

ちないためにはどうすればいいのか。その方法を説

いたのが仏教で、どのようにして成仏するのかとい

う方法でいろんな宗派ができたのです。800 年前に

その方法を説いたのが法然・親鸞・日蓮・道元など

でした。 

 

 

 

 

 2012年度 

第３回 2012年10月10日（水） 

 

第４回 2012年 10月 31日(水) 

絆と縁、愛と慈悲 

          梶田 真章さん（京都 法然院 貫主）     
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●こうして先祖教が 

 ところが室町時代になって農業生産が増え、生活

が安定してくるとこの世で願いが叶う時代になって

きました。そして安定した生活の場である家や村を

守ることが生きがいになってきました。死んだら仏

になるのではなく、「先祖になって子孫を見守ってい

きたい。家の守り神になりたい。」という死後の世界

を描くようになってきました。このようにして日本

人は室町時代中ごろから江戸時代にかけて先祖教徒

に変わったのでした。 
 江戸時代になると寺は檀家を持ち、檀家の先祖を

供養することで寺を維持するという形が定まってき

ました。死者に対して「初七日から三十三回忌まで

勤めると死者は先祖になれる」というルールに従っ

て、たくさんの法事があったので７万５千もの寺が

生き残ってこれたのです。 

●代々、家の宗教は決まっていた 
 鎌倉時代以前、日本人が仏教徒だったころ、自分

の信じる宗派は自分で選ぶものでした。しかし江戸

時代以降、宗派は自分で選ぶのではなく家の宗派が

決まっていて、生まれた瞬間から自分はこの寺の檀

家で、この地域の人はこの神社の氏子だと決められ

ていました。その状況で各自は何らかの安心を得て

いたのでした。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
以上、楽座の前半は日本人の宗教心の変化の解説を聞

きました。後半は釈迦の説いた本来の仏教や庶民の考

え方などを詳しく説明を受けましたが、紙面の都合で

割愛します。その後段で「自然と人間の共生」につい

て説明いただきました。 

 自然という言葉は「生きものが支えている仕組み

のこと」を言い「自然が豊か」とは「人間も含めた

生き物を支える仕組みが豊かだ」ということで、人

も自然を支える一部と考える。だから「自然との共

生」という考えは仏教ではありえない考え方です。

大事なのは「自然とは目に見える対象ではなく生き

ものどおしの縁をいう」のです。 
 仏教は「私は昔牛だったかもしれない。来世は紅

葉になるかもしれない」というようなことを意識し

てきた宗教なので「生きとし生けるもののひとつと

して人間がいる」という考えで、他の生きものと人

間とを区別しないのが特徴です。お釈迦さんが言う

不殺生戒、つまり「最低限の殺生で暮らすこと」が

大切な生き方で、しかも最も大切な道徳なのです。 
 

（記録：村井弘二 報告：小田忠文） 

 

 

環境楽座 2012年度 第 4回  

 

 

  

法然院：銀閣寺の南、琵琶湖疏水沿いの哲学の道沿いにあります。 

寺の起こりは、鎌倉時代に、法然が弟子たちと共に六時礼讃

行を修した草庵に由来するという。 

江戸時代になり、延宝8年（1680年）に、知恩院の第38

世である萬無が、法然ゆかりの地に念仏道場を建てることを

発願し、門弟の忍澂と共に再興したのが当寺であるとされる。 

ホームページ：http://www.honen-in.jp/ 

法然院 森のセンター 

鄙びた趣きをもつ茅葺きの山門 
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尾崎先生は、「話題の電気自動車（以下 EV）

はガソリン車と比べ、①環境にクリーン、②音

が静か、③ランニングコストが安い、などの長

所があることをあげ、日本の経済的課題をふま

えて次世代社会での EV の役割を考えていきま

す。」とはじめました。 

●EV の期待と普及への鍵 

 昨今、日本の経済的課題は、①少子高齢化に

よる労働人口の減少、②世界経済の多極化、途

上国の追い上げにともなう日本の国際競争力の

低下、③気候変動問題、原発問題に関連した環

境・エネルギー問題、などがあります。この課

題は先進国に共通のものですが、とりわけ日本

は厳しい状況にあります。そのなかで電気自動

車が普及すると、新しい産業として①②③の解

決にも期待がもてそうです。 

日本には 7,600 万台の自動車があり、毎年

300 万台の新車が作られています。その中でハ

イブリッド車には人気がありますが、EV は

2010 年から販売されているのにまだ 3 万台に

も至っていません。 

 EV には文頭にあるような長所があります。

ではなぜ消費者がスグレモノの EV を買わない 

のでしょうか。それは一回の充電での走行距離

がおよそ 160km と少ないことに加えて、冷暖

房を使うとさらに走行距離が短くなるといった

低い能力の割に価格が高いことに尽きるでしょ

う。さらに充電スタンドの数が少ないことが普

及の足かせになっています。でもスグレモノで

あることは確かです。 

 EV 普及のためには、政府はメーカーの開発

段階やユーザーが購入するときの補助や税制面

の優遇、そして充電器、充電スタンドの充実な

どのインフラ整備をすることがカギとなるでし

ょう。 

●新たなテクノロジーには新たな発想 

 過去の新しい技術を振り返ってみると、たと

えば産業の動力が蒸気機関から電動モーターに

変わるのに 30～40 年かかりました。蒸気機関

のパワーは遠くに持っていけないので蒸気機関

は工場の中心に据え置かれ、周辺に作業場が作

られてきました。工場を設計する側がその思考

から抜け出せず、「小型の電動モーターはどこに

でも持っていける」という考えに至るのに 30
年以上かかったのでした。 

 近では企業の IT 化にも 10 年以上の時間を

要しました。一人一台のコンピューターの時代

になっても統計上、成果が出ない時代が続きま

した。使う側が IT 化とともに組織の変更、人

的資源の変更に投資する必要があることに気づ

くのに 10 年を要したのでした。しかも IT 化の

８倍以上の投資が必要でした。 

 このような前例から EV という新しいテクノ

ロジーが普及するには新たな発想が必要なので

しょう。では EV ではどんな発想の転換が必要

なのでしょう。 

 

 

 

 

 

 2012 年度 

第３回 2012 年 10 月 10 日

 

第５回 2012 年 11 月 14 日(水) 

電気自動車の時代がやってくる 

          尾崎雅彦さん（大阪大学大学院 経済学部研究科 講師） 
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●自動車としての EV、発想の転換 

 じつは EV はガソリン車と同じ時代の 1900
年ころには作られていました。はじめのうちは

EV の方が優勢でした。しかしアメリカは国土

が広く、走行距離の長いガソリン車が普及し、

油田の発掘が後押ししたため、EV は姿を消し

てしまいました。 

 ガソリン車は数万点の部品の組合せで成り立

つ芸術作品です。一方 EV はモーター 、バッテ

リー、インバーター、電子制御装置の４つの基

幹部品でできる、いたってシンプルな構造です。

だから馬力の弱いガソリン車を持っていて家族

が増えた場合は買い替えが必要となりますが、

EV の場合、モーターやバッテリーの交換でパ

ワーアップが可能となります。 

このようにグレードの異なる基幹部品を組み

合わせることによって多様なニーズに対応でき

るので、EV はガソリン車では考えにくかったオ

ーダーメードが可能となるのです。 

以上は EV の自動車としての発想転換例です

が EV を動力源、電源として考えてみましょう。 

●EV は走る動力源、電源と考えると 

 EV から電力や動力を外部に取り出すように

すれば、MMU（ムービング・マルチパーパス・

ユニット：自走式多目的機器）と呼べる工業製

品になります。電源として家庭で電動自転車の

充電、噴霧器、芝刈り機、ホームエレベターな

どに電力供給ができるでしょう。モーターとし

て回転力を使えば電気ドリルを回すこともでき、

タイヤの下のローラーを回して水門を開閉する

こともできるでしょう。 

 災害時に水道の復旧が遅れても EV を井戸の

ポンプの電源として使うことで生活用水を確保

できます。このように EV は輸送手段としてだ

けではなく電力、動力として使えます。 

●EV で過疎地対策 

 太陽光発電装置やバッテリーが低価格になれ

ば家庭の電気は自前で蓄えられるようになりま

す。つまり日常で使うエネルギーをすべて EV
でまかなえるようになるでしょう。地域でネッ

トワーク化すればさらに用途は増えます。 

こんにち日本の人口の半分は過疎地で暮らし

ています。今後さらに過疎地は増えるでしょう。

そうなると過疎地への送電線というインフラの

維持は不可能になり、過疎地は自力でエネルギ

ーを作ることが求められます。そうしないと過

疎地は生き残れません。 

 過疎化がさらに進んでも問題はないでしょう

か。答えはノーです。森林の維持がむつかしく

なり山が荒れてきます。さらに人の住まない地

域が増えることは国防上も問題が多いのです。

このように無住地が増えることは国益上好まし

いことではありません。送電線がなくても自立

できる過疎地となるためにはエネルギー供給源

としてのＭＭＵネットワークが有効な手段であ

り資源になることでしょう。 

（記録：村井弘二 報告：小田忠文） 

環境楽座 2012 年度 第 5 回  
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●2005 年の話・・・ 

    カンパ活動に明け暮れた日々 
 環境会議は 2005 年度、吹田市立の古江台中学

校の市民共同発電所 2.2kW の太陽光発電システ

ムの設置に参加しました。設置費用は 200 万円。

このうち 50 万円を府からの補助金で賄い、あと

は市民のカンパに頼るしかありませんでした。

「ドイツには固定価格買取制度ってのがあって、

設置費用分は売電で補えるんだって。うらやまし

いねぇ。」と言いながら、「おひさま広場」と名付

けたカンパ活動で100円200円と集めていったの

です。実行委員会の皆さんと地域の企業に寄付の

お願いにも回りました。また中学校や小学校では

PTA が中心となって DIOS 北千里商店会発行の

「ゆめシール」をせっせと集めました。2005 年

の夏から翌年にかけては、このようなカンパ活動

に明け暮れました。設置資金が集まるかどうか、

ドキドキしながらの活動であったことを思い出

します。環境会議の会員をはじめ、多くの市民や

企業から寄付をいただいて、2006 年冬、やっと

のことで、2.2kW の太陽光発電が点灯したのです。 
●2012 年になって・・・ 

        固定価格買取制度施行 
 あの夏あの冬を思うとき、昨年 7 月に施行され

た再生可能エネルギーの「固定価格買取制度」は、

まさに夢です。再生可能エネルギー設置の追い風

となって、各地で太陽光発電も産声をあげていま

す。この制度を利用して、2012 年 10 月、生活ク

ラブ生協大阪」（本部・茨木市、組合員約 1 万 6500
人）が、10.35kW の市民共同発電所「ソーラーひ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

らの」（設置場所：大阪市平野区）を設置しまし

た。私もこの活動に関わったので、少しご紹介し 
たいと思います。 
 同生協は、チェルノブイリ原発事故や核のごみ 
問題を学び、原発に頼らず地球温暖化も防ぐため

にと、2005 年から 2008 年にかけて 10kW 規模の

太陽光による市民共同発電所 2基を設置していま

した。2 基目の茨木本部への愛称「さんさんソー

ラー」の設置には、古中ソーラー設置で力をつけ

た環境会議も大いに協力しました。このときの費

用は公的補助金のほかカンパなどで賄ったので

すが、採算は見込めませんでした。 
 ちょうどこの設置費用の借金返済を終えた

2011 年 3 月、福島第一原発事故が起きたのです。

より積極的に進めようと、ただちに 3 基目の建設

を決定しました。でも資金計画は難しく、なんと

かカンパでやりきる覚悟を決めました。ところが、

会合のたび資金計画は改善されていきました。再

生可能エネルギーを促進する「固定価格買取制

度」が形になっていったからです。 
 制度は、2012 年 7 月、太陽光 10kW 以上のシ

ステムの場合、1kW あたり 42 円（税込）で今後

20 年間全量電力会社が買い取るということでス

タートし、生協の 3 基目の 10kW システムもその

対象となりました。さっそく 7 月から具体的に動

き始め、夏に経産省の設備認定を受け、その後電

力会社との連携協議をおこなって、やっと着工と

なったのは 10 月 15 日。26 日に発電開始にこぎ

つけました。費用は約 480 万円。組合員のカンパ

のほか生協事業体から借金しましたが、この制度

を利用するので、約 10 年で返済できる見通しで

す。この制度のおかげで自立して発電しやすくな

ったものの、制度は福島第一原発事故を契機に生

まれたことは悲しいことです。10kW の太陽光発

電は原発の発電量に比べれば、ささやかな取り組

みです。ささやかではあっても、脱原発を掲げ、

原発に対峙するものとしての意味を込めて設置

しました。こんな市民共同発電所の取り組みが全

国ではすでに 200 カ所、いえ、もっとできている

固定価格買取制度を利用した 

市民共同発電所 
生活クラブ生協大阪 

「ソーラーひらの」の設置 

生活環境委員会 
    ・・・・・ＮＮＥＥＷＷＳＳ  

喜田久美子（生活環境委員会） 

2006 年 2 月 15 日 古江台中学校の太陽光発電が点灯しました。 
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と思います。この取

り組みの意味を確認

し、原発や環境問題

についての学習を続

けるため、組合員は

次年度も資金作りの

ための活動や、カン

パ活動を続けます。 
 しかし、この固定

価格買取制度は流動

的で、買取価格見直

しが始まろうとしています。設置費用が昨年 7 月

から 14％下がっているとのことで（朝日新聞 1
月 22 日）、この 3 月にも太陽光の場合のみ 30 円

台後半/kWh に引き下げられる見通しです。次年

度設置する場合はその価格で買い取りとなるの

です。 
 また、この制度は、再生可能エネルギー普及を

加速させる大きな力となる反面、スペインやドイ

ツのように先行して始めた国で課題を残した制

度でもあります。再生可能エネルギーの設置が増

えても、それによって賦課金が増えすぎたり、価

格の安い中国など外国産の機材使用が増えてい

ったなら、国内産業の育成ができないばかりか、

国民の負担によって外国製品を買うことにもつ

ながってしまうでしょう。 
 私は今回この活動に参加して、20 年先まで見る

ことの楽しさと不安を味わっています。日本の未

来はどうなっているのでしょう。原発のない安全

で安心できる社会をめざして進んでいるのか、そ

れとも 2011 年以前とおなじ状況に戻っているの

でしょうか。今は、フクシマ後なのでしょうか、

次のフクシマの前にすぎないのでしょうか・・・。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 環境会議で 20 年後まで責任を持った活動を展

開するには、生活環境委員会の現メンバーはいさ

さか歳をとりすぎたかもしれません。でも、次世

代に対する責任として、今できることは何かを考

え実行したいと思っています。会員の皆様に、環

境会議の生活環境の活動についてご提案をいた

だきたい、ともに活動していただきたいと願って

います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

固定価格買取制度：再生可能エネルギー特別措置法、FIT（Feed-in Tariff）。電力会社に再生可能エ

ネルギーで発電された電気を 10 年から 20 年間、同じ価格で買い取ることを義務づける制度。2012
年 7 月施行。風力、地熱、太陽光、水力、廃材などを使用するバイオマスが対象となります。太陽光

発電は 10kW 以上の場合、42 円（税込）/kWh で 20 年の全量買い取り。10kW 未満の場合の買取対

象は余剰電力で 10 年間の買い取り。住宅用は納税義務がないので税抜・税込価格が同じ 42 円/kWh。
（設置補助金 3.5 万円/kW を加えると 48 円/kWh の買取価格に相当します。） 
 この制度は電力会社がお金を出して買ってくれるのではありません。私たちが使う月々の電気料金

へ上乗せされたサーチャージ（賦課金、電力会社の買取費用の原資となる負担費用）によって国民全

体でこの制度を支え、再生可能エネルギーを増やしていこうというものです。関電の場合、300kWh/
月の使用量の家庭では、再生可能エネルギー賦課金が 66 円。それに太陽光促進付加金 15 円、計 81
円となります。（関電は 3 月電気料金の値上げを計画しています。まずは省エネ、節電しましょ！） 

生活環境委員会の活動 

★12/22(土）吹田こども夢未来協会主催の自然

探検隊で森のクラフトを実施しました。会場は

自然体験交流センター。30 人の子どもたちが参

加、飯盒炊さんのあと、自分たちで見つけてき

ツルを木の実などで飾って楽しみました。スタ

ッフ：小田信・下村・喜田 
★1/26(土）イオン野田店主催で子どもたちとエ

コクッキングを楽しみます。お買い物のあとク

リームスープとプリンを作ります。スタッフ：

小田信・奥田・西川 

★2/23(土）恒例となった関大良永ゼミ生とのエ

コクッキングです。今年の学生の反応はどんな

かな？楽しみです。 
 

毎日新聞 2012 年 11 月 1 日（木）朝刊 北摂版 

【吹田の郷 第 85 号 2013 年 2 月】        ― ９ ― 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．万博公園の木の実と鳥の観察会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生きもの委員会ニュース 

植物観察会２題と「Ｂセンスさんぽ大阪」 

生きもの委員会 平 軍二 

１．佐竹台・高野台の紅葉・黄葉の観察会 

昨年 11 月 27 日火曜日、好天の観察日和で本観察会の当初目的

である紅葉・黄葉は、コース全域で楽しむことができた。 
特に、タイワンフウ・イチョウ・イロハモミジなど、左写真に

ある木々を中心に、紅葉・黄葉を満喫することができた。残念な

のは、ウィークデーなのに行事が重なり参加者が少なかったこと、

読者にカラーで見ていただけないことである。 
残念なことはもう一つ、下表の通り佐竹台にある針葉樹の大木

４本が枯れていたことである。セコイアメスギは切られたばかり

の株が残っていたが、切株の直 
径が 90 ㎝あり(幹周り 270 ㎝相

当)、調査後も最近まで順調に生

育していたことが伺われる。セコ

イアメスギの原産国アメリカで

は数百年生きた大木のあること

から、枯れた原因が何か気になる

ところである。 
大木No 所在地 種名 幹周り 現状

171 佐竹台４ セコイアメスギ 228 切株

172 佐竹台５ クロマツ 203 切株

173 佐竹台５ クロマツ 228 立ち枯れ

176 佐竹台５ アカマツ 231 立ち枯れ

 

 

 

初冬は木の実が赤・黒・紫色に実り、その実を求めて鳥が集まる季節で、野鳥の会ではこの季節に木の

実と鳥の観察会を毎年実施している。12 月 20 日木曜日に今回初めて、すいた市民環境会議主催で開催し

た。 
冬は北国から冬鳥が渡来していて野鳥の種数・個体数が多く、落

葉樹の葉が落ち野鳥が見やすいこと、しかも鳥の好む木の実が多い

ので野鳥との関係が観察しやすい時期である。 
一般に木の実に鳥が来るのは、鳥がエサとしての価値を認めてい

るためであるが、木の実の立場からは次の２つに分類される。 

・液果（多肉質で水分の多い色づく木の実）：種子分散のため、植物

側が実を食べてほしいと、鳥を待っている木の実。 

ピラカンサ(赤)・サンシュ(赤)・トウネズミモチ(紺)・ムラサキシ

キブ(紫)など、木の実の色はさまざまであるが、鳥が食べにくる液

果である。写真は実の大きさを統一していないので比較しにくいが、

木の実の大きさ・色・形は鳥に選択された(良く食べられた)結果、

今の木の実に収斂したものである。  
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・乾果（液果以外の木の実)：種子分散法は木の実が独自に持っている

ので、植物側からは鳥に食べられると困る実。 

しかし鳥は乾果の栄養価を目当てに集まってくる。特にカワラヒワ

などアトリ科の鳥は乾果を主食にしており、群で食べに来るのを観

察できる。観察会では木の実と鳥を求めて自然文化園を歩いたが、

アキニレの実に集まるカワラヒワを見た後、そのアキニレの実を試

食した。鳥が液果を食べる順番は黒い実が先で、おいしそうに見え

る赤い実が遅いのは何故か、毎日同じ実を食べていて栄養バランス 
は取れているか、えぐい味の 
エゴノキを食べるヤマガラや、いやな臭いのするヘクソカズラを食 
臭い実を食べるジョウビタ

キの味覚はどうなっている

かなど、疑問に思うことや、

鳥のことを心配したりする

観察会となった。 
更に、今の季節は昆虫がほとんどいないので、木の実が主食に

なっているが、マンホールから湧くように出てくるユスリカを見

つけて食べに来るハクセキレイなどの鳥がいることも紹介した。 

 

 
 

仁徳天皇が祀ら

れ、「大阪市歌」や

「五代目桂文枝」の

碑がある高津宮、更

に空掘通り周辺で

は「空襲に遭わなか

った戦前からの住 

宅」や「街おこしの町家複合施設『惣・錬・萌』｣、

「熊野街道の碑」など歴史の足跡を見た。昼食後は

松屋町駅から地下鉄を利用し北浜駅で下車、大阪大

学の祖ともいえる緒方洪庵の適塾、道修町の製薬会

社群、製薬会社の守り神となっている少彦名神社、

そしてヤツメウナギ・ハブ・コブラなどが並んでい

る漢方薬店も見学した。 

終点は大阪ガス本社ビル、屋上庭園見学のあと会

議室で今日見た場所の「Ｂセンス識別チャート」に

よる採点結果と、他の市で行った比較が報告された。 

すいた市民環境会議ではまちの景観や歴史を見て

歩く「まちなみ委員会」と動植物・大木などを見て

歩く「生きもの委員会」が別々に観察会を行ってい

る。「Ｂセンスさんぽ」は両者を統合した形であり、

双方の委員会に案内役がいるので、「Ｂセンスさんぽ

吹田」を実施することは難しいことではない。４月

からの 2013 年度行事予定にＢセンスさんぽ方式を

取り入れた観察会を計画したい。 

３．「Ｂセンスさんぽ大阪」参加報告 

 「生物多様性（Biodiversity)を意識して行動を

する感性(センス)」を「Ｂセンス」と名付け、環

境と景観の両方にアンテナを張りながらの街歩き

(さんぽ)が、大阪市内で開催された。 

薄曇りでやや寒い 12月 2日(日)、すいた市民環

境会議から私のほか喜田理事、小田信子理事も参

加され、トータル 30名ほどの人々が、２つの班に

別れて、街歩きをした。各班に①道案内役の人、

②Ｂセンス（いきもの・くらし・まち）に気づく

人、③気づいたことを記録する人が配置され、大

阪地下鉄日本橋駅を起点に、午前中は道頓堀や空

堀通り、午後は北浜駅～平野町大阪ガス本社ビル

間を歩いた。先ず、大阪の台所と言われる黒門市

場では地元大阪産「なにわの伝統野菜」の販売店(ス

イタクワイはなかった)を見たあと、道頓堀川沿いの

遊歩道「とんぼりリバーウォーク」を歩いた。 
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植物観察会のご案内 

紫金山公園周辺で『春の七草』を楽しむ 
 すいた市民環境会議が「吹田の野草」マップを作製したのは 2004 年でした。その当時、春日地区・

千里山高塚地区などの田畑は、野草が豊富で気軽に入れ、春の七草を観察できました。 

現在、春の七草を気軽に観察できるところが少なくなり、中でもホトケノザと言われるコオニタビ

ラコが自由に観察できる所は紫金山公園内の田んぼ周辺だけとなりました。ここで春の七草(五草)

を観察します。またここは環境省モニタリング 1000 調査地(日本全国で 1000 ヶ所選んで、動植物を

調査する場所)に選定され、吹田自然観察会メンバーにより調査されています。 

(注：スズナ(蕪)・スズシロ(大根)は野菜なので自然界にあるのは五草) 

開催日：2013 年 2月 27 日(水)       集 合：9:30 吉志部神社鳥居前 

解 散：12:00 頃 紫金山公園周辺の予定  持ち物：あれば野草図鑑、ルーペ。 

参加費：会員 200 円、非会員 300 円 

問い合わせ：生きもの委員会 平(ひら)軍二 090-6901-1425  Ｅメール g-hira＠nifty.com 

 吹田市役所玄関前の門松 

『千里竹の会』が飾りました 

まちなみ委員（千里竹の会 会員） 小田忠文・岡崎強一  
12 月 23 日天皇誕生日の午後、千里竹の会のメンバーが、この道の大先輩・札場造園の社長の指

導と協働で製作しました。今回で８年目になります。1 月 15 日まで飾られました。 

 


