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会長 小田忠文 

特定外来生物ということばを聞いたことがあります

か？ 本誌 7頁で平さんが記述しているように本来、

日本にはいなかった生物（＝外来生物）で人や生態

系、農林水産業に被害を与える恐れがある生物のう

ち特に指定された動植物です。▲動物ではアライグ

マが特定外来生物です。その可愛らしい風貌からペ

ットとして人気が出ました。しかしアライグマは成

長すると人にはなつかないため、手に負えなくなっ

た飼い主が手放したのでしょう。野生化して「今世

紀に入ったころから、農産物を食べる、牧場では乳

牛の乳房を食いちぎる、神社仏閣の天井裏に住みつ

き文化財を痛めるといった被害が増えてきました。

▲ほかに動物ではヌートリアがいます。ヌートリア

は毛皮を取るため戦前から飼育されていたものが野

生化しました。農産物を食べたり、トンボの生息地

を破壊しているそうです。▲両生類ではウシガエル。

これは食用蛙の一種で初夏にウシに似た独特の低い

声で鳴きます。ウシガエルは身体が大きく、在来の

カエルを捕食するので日本、アメリカや韓国では在

来カエルの減少が問題となっています。これらアラ

イグマ、ヌートリア、ウシガエルなどは夜行性動物

なのでめったに目にすることはありません。▲咬ま

れると痛みが四肢全体に広がるセアカゴケグモは

1995年 11月に大阪府高石市で発見されたときには

大騒ぎになりました。最近では関東地方でも定着が

確認され、仙台市のホームページには「平成 23年 9

月 8 日、（仙台市東隣の）多賀城市内でセアカゴケ

グモが発見されました。」とあるように気温の上昇と

ともに東北地方にまで侵出しています。▲魚類の特 

 

定外来生物といえば通称ブラックバス（オオクチバ 

ス）とブルーギルとが挙げられます。彼らは在来の

魚そのものを捕食したり、卵を食べるので在来の魚

類を減少させています。さらに甲殻類や水生昆虫に

も被害が出ているほか、それらの生物を餌とする水

鳥などにも悪影響を及ぼしています。▲さらに魚類

ではメダカにそっくりな北米原産のカダヤシはボウ

フラ（蚊の幼虫）を捕食し、水質浄化にも役立つと

して 20 世紀前半に輸入され、最近では福島県以南

で生息しています。カダヤシは卵胎生といって魚な

のに卵を生むのではなく、胎内で卵を孵化させて子

を産むので他の魚に卵を食べられることはないので

す。このような理由で他の魚類を絶滅の危機に追い

込みながらオオクチバス、ブルーギル、カダヤシは

増える一方です。▲これらの動物だけでなく 12 種

の植物が特定外来生物に指定されています。その中

に最近吹田市内でよく見られるようになったものに

ナルトサワギクとオオキンケイギクがあります。ナ

ルトサワギクは 1976 年に鳴門市で発見され、急速

に全国に広がったキク科の植物です。吹田市内では

2009 年 9 月に紫金山公園で発見され、その後 4 年

で市内の 20 か所で見られるようになっています。

▲同じく荒地でも生育できるオオキンケイギクは外

来種のキバナコスモスに似ていますが繁殖力が圧倒

的に強い植物です。日本固有のカワラナデシコの生

育環境を奪っているので 2006 年に特定外来生物に

指定されました。▲生物多様性の点では「これらの

特定外来生物があってもいいではないか」と思うか

もしれませんが、本来日本には存在しなかった生物

によって多くの在来種が絶滅の危機に瀕するようで

は多様性どころか、逆に単純化してしまいます。▲

私たちの身の回りにはこのような生物が迫っている

ことにも関心をもっていきたいものです。 

コラム 

＜表紙の絵＞                             吹田の風景シリーズ（２２） 

           メロード吹田 

この絵は片山町２丁目交差点にある交番の前から JR吹田駅の方を向いて描いたものです。 

右手の超高層ビル・メロード吹田１番館は高さ１２７m で、吹田一の高さのビルです。吹田のラ

ンドマークになっています。低層部に商業、その上に２５１戸の住宅、最上階３８階に中華レスト

ラン、屋上は緊急時のヘリポートになっています。広場をはさんで左手のビルはメロード吹田２番

館です。ここは業務ビルとなっていて日本年金機構やＪＲ西日本関連会社が入居しています。 

これらは１９９６年に完成した建物で、市街地再開発事業によって密集市街地を整備し、街路や駐

車場、駐輪場などの公共施設とともに建設された施設です。 

（表紙の絵と文：画楽多工房 増野
ましの

 暁
さとる

） 
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第 14 回 通常総会報告 

理事 大野和之 

第１部 議案審議 

1 号議案 2012 年度事業報告 

2 号議案 2012 年度収支報告 

3 号議案 2013 年度事業計画案 

4 号議案 2013 年度予算案 

5 号議案 理事・監事選出 

 6月 16日(日)、メイシアター第一会議室で総会が開催されました。会員 31名が出席、会長の

挨拶のあと、1号から 5号までの議案が審議され承認されました。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 2015 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 

（以上再任）     

監事：下村敬三（再任）、金指 弘（新任） 

なお、山本富雄監事が退任されました。

大変ご苦労さまでした。 

  

宮城県民による復興支援活動団体の

NPO 法人「ガーネットみやぎ」からお

預かりしている募金箱です。大勢の参

加者が募金に協力しました。 

第２部 講演と意見交換会 

当会顧問であり大阪大学名誉教授の加藤俊二氏（写

真右）に「私が経験した大阪の戦前・戦後」という講

演をしていただきました。 

20 世紀のほぼすべてを生きてきた証人として、自

作の年表を使って、戦前の教育、軍隊生活、戦後の大

阪市大、東北大学そして 1965 年からの大阪大学で科

学を教えてこられたことを語られました。 

さらに、大阪の東西横堀川に囲まれた商業の都での

生活もお話されました。 

2020 年には 100 歳になられます。 

・承認された 2013 年度事業計画概要 

各委員会が毎年実施している独自の活動は少しずつ姿を変えながら今年も継続していき

ます。生きもの委員会は、全国的に減少している草原に着目し、市内で少なくなった吹田

の希少種に対する保護運動を起こします。また他団体との連携も強化・継続して参ります。 

吹田ヒメボタルの会の調査活動にも参加していますが、観覧者の増加に比べて調査人員

が減少しつつあります。会員の皆様のご参加をお願いいたします。 

今年度から吹田市は社会教育に関わる団体に対し、公共施設の使用料の減免措置を廃止

しました。このことに関して、市内各方面で公益活動をしている他団体との意見交換を始

めていきます。そして行政への意見陳情に繋げていく予定です。  

 

挨拶をする小田会長 

東日本大震災 

 災害支援募金箱 

加藤さんは 1920 年生まれの当年 92歳。日露戦争

からわずか 15年後に生まれた事になります 

       ～新しい監事を紹介します。よろしくお願いします～ 

監事 金指 弘（江坂 4丁目在住） 現在 65歳。会社生活を 5年前に卒業し、好奇心旺盛のため色々

な市民活動に参加しています。結構多忙な毎日ですが、監事としての役目を真摯に受け止め、当会

の発展のために助力できればと思います。どうぞ、よろしくお願いします。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生活環境委員会 
    ・・・・・ＮＮＥＥＷＷＳＳ  

喜田久美子（生活環境委員会） 

5/22 関大生がヒメボタル調査に参加 
★学生の感想から・・・ 

・小さい体なのに強い光を出すのが感動的でした。 
・全盛期ではなかったが、数少ないホタルひとつひと 
つを大切に見ていくのは風流だなと思った。 
・このホタルをみれば環境を守ろうという気になる。

人間（自分）と環境の関係を考えるきっかけになった。 
・電灯を消すなど、調査には市や近隣住民の協力、理

解が不可欠であることが分かった。 
・紙芝居の絵がすごくかわいくてわかりやすかった。 
・年齢を重ね活動を続ける皆さんに尊敬の念を抱い

た。そんな大人になれるように頑張ります。 

 今年も関西大学の学生たちがヒメボタルの調査と

観察会に参加しました。参加した学生は21人。全学

共通教養科目「環境と社会」の受講生11人と大学生

協学生企画室から 10 人。学生たちは、西山田地区

公民館で当会理事で吹田ヒメボタルの会会長

の塩田さんの説明を聞き、紙芝居でヒメボタル

の生態や、地域の活動を勉強したあと、調査に

参加しました。発光数は 75 と少なかったもの

の、小さなホタルの力強い光を一つずつカウン

トしながら、環境と人間の関係を考えました。

ヒメボタルの会の皆様、お世話になりました。 

【吹田の郷 第 88 号 2013 年 8 月】        ― ４ ― 

７/１０・２４関大で最後の授業 
 2009 年から続けてきた関大の「環境と社会」

の講義は今年で終わりです。環境会議は「環境

の世紀に生きる市民の役割」と題して、7 月 10 
日には小田理事が主に自然環境への対応を、24

日には喜田が生活環境について話しました。3.11
を経て、講義を始めた 5 年前より環境問題と省

エネルギー、節電などへの関心は高くなったと感

じます。260 人の学生たちは静かに聞いてくれま

したが、汚れてしまった土、水、空気に不安を持

っているのは確か。しかし、環境に配慮してと言

っても「ねばならない」ではやっていけない。暮

らしは人それぞれ。環境と健康に配慮した暮らし

方を、自分の暮らしとのバランスをとりつつ、継

続してほしいと伝えて授業を終えました。 

環境会議っていろん
なことやってきたん
だなぁ…私たち自身
も話しをしながら振
り返る。話していると
いつも時間がたりな
くなる。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この夏、吹田市立博物館の夏季展示テーマは

「あそび大発見」。環境会議も森のクラフトを

実施し 80 人が参加しました。材料は身近な自

然素材など。壁飾りや、写真立てのほか、自由

な発想で動物、おもちゃ、海や森の風景などを

作りました。サッカーの試合のフォーメーショ

ンを再現したお父さんも。みんな夢中になって

作りましたよ。8/9 にも実施予定です。 

７/２７博物館で森のクラフト 

7/26 今年は和風でゴーヤ尽くし 

 今年も東佐井寺地区公民館でゴーヤのエコクッキ

ングを実施しました。参加者はスタッフ 5 人を入れ

て17人。みどりのカーテンでできるたくさんのゴー

ヤをおいしく食べようという趣旨です。スタッフの奥

田さん考案の和風メニューを、楽しくエコで調理し

て、ゴーヤをた～っぷりいただきました。 

ゴーヤをたっぷり食べてお肌つやつやでございます！ さすが主婦！調理が手早い！多くのメ

ニューをさっさと作り上げます。 
5 月 9 日には、同公民館で「みどり
のカーテン講座」を実施しました。
「みどりのカーテン」は市民にだい
ぶ広まってきた感じですね。ヒート
アイランド現象が止まる気配はな
いけれど・・・吹田市 HP の環境政
策室の下記サイトで地表面温度マ
ップや熱環境マップを見ることが
できます。あなたの町はどのくらい
暑いですか？ 
http://www.city.suita.osaka.jp/
home/soshiki/div-kankyo 
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１．北千里のチガヤ草原 

北千里・阪急延伸線予定地跡(以下阪急予定地)は、

先月紹介のようにチガヤ草原と総称されるチガヤを

中心にウツボグサ・ミヤコグサ・カナビキソウなど

の野草の宝庫である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阪急予定地は、千里ニュータウン開発時に阪急が

箕面市東部方面に延伸する場合の線路用地として確

保していたが、延伸計画が無くなったため、北千里

高校グラウンド、薬局、マクドナルドハウス、更に

一部住宅地としても利用され、現在チガヤ草原とし

て残っているのは、当初面積の半分以下に縮小して

いる。 

最近では国立循環器病研究センターの建替計画に

おいて、現地建替案もあったことから、その場合こ

の阪急予定地が資材置き場等として利用される予定

であった。しかし今年 6 月、循環器病研究センター

が吹田市岸部地区の吹田操車場跡地への移転が正式

に発表されたことから、大阪府としてはこの地を府

有地として確保しておく必要が無くなり、大阪府は

阪急予定地を早急に売却したい方向にある。 

住宅開発用として民間に売却されると、チガヤ草

原に立ち入ることは不可能となり、ここ１～２年で

戸建て住宅が並ぶことが予想される。 

２．ウツボグサ観察会 

すいた市民環境会議

はこのチガヤ草原の重

要性を知り、野草観察会

を行ってきたが、今年は

ウツボグサ観察会を開

催できる最後の年とい 

 

 

う思いを持ちつつ、6 月 12

日(水)に観察会を行った。

チガヤ草原の野草を前号に

紹介しているが、若干追記

する。 

①ミヤコグサ(マメ科) 

 先月はセイヨウミヤコグ

サとして紹介したが、良く

観察すると在来種ミヤコグ

サ（ひとつの花茎に花が 2

～3花)と、外来種セイヨウ

ミヤコグサ（4～5花）が共

にあることがわかった。今

回は花の数での判定である

が、帰化植物図鑑などに記

載された両種の識別ポイン

トを詳しく確認し確定した

い。 

②ソクシンラン（ユリ科） 

通常、山地の日当たりの

よい草地や、山道などで観

察できる植物で、何故この

花が千里ニュータウンにあ

るのか不思議である。阪急

予定地には千里層群を構成

している海成粘土層の露出

している所もあるので、も

ともと開発前に生息してい 

た土が残っていてその中にあった種子が、ニュータウ

ンとなり毎年 2 回の草刈り周期に合致し生き残った

と推定される。 

３．大阪自然史博物館による植物調査 

 阪急予定地のチガヤ草原に生息する野草の不思

議は、大阪自然史博物館学芸員の目にとまり、ここ

で植生調査を行うこととなり、7/4,7/12 の 2 回調査

を行った。一般に田畑の畦畔やため池の堤防などで

見られる植生環境が、千里ニュータウンが出来て 45

年間も維持されてきた特異な草原である。自然史博

物館の調査には、すいた市民環境会議が全面的に協

力することにしており、その調査結果を楽しみに待

ちたい。 

生きもの委員会ニュース 
野草観察会と特定外来植物 

生きもの委員会 平 軍二 

チガヤ草原になっている阪急予定地 
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４．特定外来植物も繁茂するニュータウン 

千里ニュータウンには上記のように日本に昔か

らあった植物を育んでいる草地が多く分布してい

るが、同じように草刈り頻度に対応できる繁殖サ

イクルを持つ植物であれば、外来種にとっても非

常に生活しやすい環境になっていると思われる。 

生物多様性を知る一環としてアジェンダ２１す

いた自然部会からの依頼があり、「特定外来生物」

を中心とする外来植物観察会を、6 月 29 日(土)に

南千里から紫金山公園間で実施した。 

特定外来生物とは、生態系、農林水産業、そし

て人にも被害を与える恐れがある生物を、外来生

物法に基づき環境省が指定したものである。2008

年 1 月 1 日現在、96 種が指定され、飼育や栽培、

保管、運搬、輸入などが原則禁止され、個人が違

反した場合、懲役 3 年以下または 300 万円以下の

罰金などが科せられることになっている。 

「特定外来生物」として指定されている植物は

12 種、また、ワンランク下の要注意外来生物には

33 種がリストアップされている。 

今回実施した外来生物観察会では特定外来生物

2 種、要注意外来生物 13 種、要注意にはランクさ

れていないものの、花壇などから逸出しやすい植

物 4 種、そして日本古来の植物ウツボグサ、ミヤ

コグサ、ワレモコウ、ネジバナなど多数の植物を

観察した。 

５．特定外来生物２種 

①オオキンケイギク  

 特定外来生物に指定されている植物 12 種の内、吹

田市内に広く分布しているのはオオキンケイギクで

ある。千里ニュータウンでは宅地間の空き地や花壇、

ニュータウン外でも民家花壇や里親制度で管理され

ている道路の花壇などで、普通に植栽され、そして

周辺の草地へ広がっている。花がコスモスのよう 

に大きく鮮やかな

ため、花壇の主役

となっているのは、

特定外来生物に指

定されていること

をご存じない方が

多いためだと思わ

れる。 

②ナルトサワギク    

ナルトサワギクは、数年前から吹田市紫金山公園な

どに侵入していることが確認されていた。最近の現

状を知るため、ナルトサワギクに注目して自転車で

通る道路を中心に生息状況を確認した所、吹田市で

の生息地は約 20 カ所、１～数株が点々と生息してい

る程度である。しかし茨木箕面にわたる彩都地区の

ようなナルトサワギク群生地では、草地全体を席巻

し一面真っ黄色の花に覆われている景色が見られて

いる。 

そこで思い出すのは、昭和 40 年代に日本中の空き

地・草原がセイタカアワダチソウに席巻された経験

である。ナルトサワギクがセイタカアワダチソウの

ように拡大させないためには、今のうちに対策をと

り、拡大を最小限に止める必要がある。 

尚、昭和 40 年代にこの法律が作られていたら、セ

イタカアワダチソウがトップにランクされたと思わ

れるが、今は「被害に係わる一定の知見があり、引

き続き指定の適否について検討する外来生物」とし

て、要注意外来生物にランクされている。 

セイタカアワダチソウは周囲の植物の成長を抑制

する化学物質を根から出す性質があったため拡大し

たが、最近ではセイタカアワダチソウ自身が成長抑

制物質の影響を受けるとのことで、以前ほど目立た

なくなっている。（12頁に次回植物観察会案内）
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・元の所有者：ここの土地・建物は江戸時代、吹

田を支配する旗本・柘植氏の領地を管理する庄屋

であったＫ家の当主から市へ寄付されたものです。

しかも寄付者の氏名を公表しないよう希望されま

した。 

・市による大規模な改修：寄付を受けた市は、歴

史的に価値ある建物として、新築よりコストのか

かる改装を行って活用する方針を決めました。具

体的な改装内容と活用方法を諮問するため、前述

の再生・活用の研究会を発足させました。 

・再生・活用研究会：この研究会委員は、地元住

民・商業者の代表、学識経験者、歴史・環境・ま

ちづくりの団体、公募の市民など計 16人で構成さ

れました。１年間の協議で、活用は下記の機能と、

それに適した建物の改装を提言しました。 

①資料展示室②建物見学③市民文化活動・交流

の場④歴史・文化のまちづくりに関する市民団体

の交流の場。 

・設立準備委員会：研究会に続き準備委員会では、

運営主体や組織、施設・備品に至る検討をし、そ

の結果、現在運営の市民主体による NPO方式が決

まりました。市当局と市会議員の理解により、公

の建物を市が直接管理するのでなく、市民に委ね

るという当時としては珍しい方式が実施されまし

た。 

・開館直前：開館直前の１～2 か月は、まだ常勤

スタッフを採用・教育の段階なので、建物の管理

実務と準備作業は市の文化とまちづくり室の職員

と私たち理事が１日 10 時間以上の勤務体制で凌

いていました。 

・多彩な行事：浜屋敷の特徴は、自主企画の行事

が多いことです。洋楽、邦楽、落語、美術展、文

化講座、かるた、七夕など季節行事、子ども行事

から手作り市まであります。初年度はすべてが初

体験なので、担当理事とスタッフは大わらわでし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・私の苦労話：私が担当したひとつ「七日市」(の

ちに土曜市)と名付けたフリーマーケットがあり

ます。主催の経験がないばかりか、客としてさえ 

行ったことのない事柄を、責任者として仕切るの

ですから必死でした。短期間の内に各地のフリー

マーケットに出向き、主催者、出店者、来客に聞

き回り、ノウハウを仕込みました。実施段階のポ

スター貼りやチラシの配布、出店の要請、手伝い

の人手確保などいろいろ経験させてもらいました。 

・浜屋敷の強み：一流の人材が無給で働く理事、

能力の高い常勤スタッフに加えて、ボランティア

が 10グループ 80名余りも参加していることが強

みです。清掃、グリーン(花つくり)、喫茶、助っ

人(大工など力仕事)、ぽかぽかひろば(幼児向き行

事)、撮影、館内ガイド、受付、メール(会報宅配)、

そして私も属しているまち案内人と 10種です。 

会報「吹田ノ渡

シ」やホームペー

ジでの情報発信力、

貸し館事業や食事

利用など、市民の

利用しやすさも大

きな強みです。 

市民主体の運営

で、多くの市民が

気安く集う施設と

してますます発展

することを期待し

ます。  

浜屋敷１０周年を迎え、開館前後のことなど 
          まちなみ委員 岡村昇二（浜屋敷 吹田まち案内人） 

浜屋敷１０周年記念式典が６月にありました。私はオープンの３年前に、「南高浜歴史民家再生・

活用研究会」に市民委員として応募、それ以来、浜屋敷の設立準備委員を経て初期の理事を務め、

今もボランティア等として係わっています。 

そのような立場から公開前後のことなどを振り返ってみます。（文末の 10周年記念誌も参照下さい） 

 

10周年記念式典後のパーティ 
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 6月 13日(木)まちなみ委員 10名が参加して、

宝塚市にある NPO法人宝塚メディア図書館と宝塚

市立手塚治虫記念館を見学しました。 

 宝塚メディア図書館は写真を中心に美術・デザ

インに関する写真集や雑誌などに特化した専門図

書館で 2009年までは万博公園の万博記念機構ビ

ルにあった図書館です。逆瀬川駅前の複合ビルの

地下１階と２階にあります。（写真下 図書館受付） 

 

ここでは当館の代表理事で関西学院大学総合政

策学部メディア情報学部教授、ソーシャルメディ

アの第１人者畑祥雄先生からお話を伺いました。 

 写真や映像を学ぼうとする若者が、専門書をさ

がすため公立図書館に行くと、話題になった資料

はあるが、体系的で質の高い資料はない。美術や

映像・写真・デザインなど個人で集めていたもの

をベースにこの図書館を作った。メディア情報に

関わる専門家や写真作家を養成するアートスクー

ル・写真表現大学を運営するとともに、専門図書

館にとって重要な公開講座も開いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近開催された講座「LIFE と写真ジャーナリズ

ム」の話をされました。LIFE とは、1936 年にア

メリカで発行された写真を主体とした週刊の”グ

ラフ雑誌”で、第二次世界大戦前からテレビが普及

するまで、アメリカの思想や政治を世界に発信し

てきました。講座では、LIFE の歩み―メディア

の創造、栄光と衰退―を読み解くことにより、ソ

ーシャルメディア役割や変化を知ることが出来る。 

LIFE 誌は 1972 年に休刊（事実上の廃刊）にな

りましたが、その末期の症状はこんにちの地上波

テレビの様子に酷似していたのです。その面から

考えると早晩地上波テレビは終焉を迎えるとの話

でした。 

 また、図書館に併設して水耕栽培装置があり、

市民農園として市民に開放されています。現代版

「晴耕雨読」な空間を創出とのこと。(写真下) 

 

 

 

 

 

 

宝塚メディア図書館を

見学した後は逆瀬川駅前

で昼食を取り、手塚治虫

記念館へ。手塚治虫記念

館では手塚ワールドにひ

たりました。(写真右＆下) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 記念館から宝塚駅

までは「花のみち」

を歩きました。 

午前 10時前の集合

から午後 3 時半の解

散まで、好天にも恵

まれおしゃれなまち

なみも堪能し、充実

した 1日でした。 

まちなみ委員会主催 見学会 

NPO 法人 宝塚メディア図書館 ＆ 宝塚市立手塚治虫記念館 

まちなみ委員会 松岡要三 

畑 先生↑ 初版から
廃刊になる 36 年間の
LIFE が開架で見れる→ 

「花のみち」と宝塚大劇場 
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１．関西大学・千里山地区の変化 

「あルック吹田」初版（下記を含め 7枚の写真が掲

載されている）を見ながら振り返ると、関西大学が

大きく発展している。馬場が高槻へ移転しました

が、エスカレーターの整備、凛風館、尚文館など

の新しい学舎の建設が進み、博物館、年史資料展

示室、高松塚古墳壁画再現展示室、豊臣期大坂図

屏風陶板画なども整備された。 

千里山では、吹田の小学校で唯一残っていた千

里第二小学校木造校舎が千里山佐井寺図書館に生

まれ変わりました。残念なのは千里山のシンボル

高くそびえる千里山キリスト教会の尖塔が取外さ

れました。団地の桜の多くが無くなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．千里山駅周辺事業が進展中 

 大きく変わろうとしているのが千里山駅周辺で

す。2005 年 7 月にスタートした「千里山駅周辺

まちづくり懇談会」で行政・UR・市民が 27 回の

懇談会、41 回の世話人会を経て、市民の意見を集

約して提案し、それを参考にして事業が進められ

ています。（下の千里山まちづくり冊子抜粋参照） 

5 月には、駅から図

書館までの南側歩道

の一部が完成し(写

真左)、7 月には駐輪

場(写真下)がオープ

ンし、同時に跨線橋

の歩道の一部、エレ 

ベータ、階段が利用可能となりました。駐輪場は

環境に配慮して、立体植樹や太陽光パネル（最大

発電能力 40KW）が設置されています。 

 来年秋には駅前広場の前・商業ゾーンに複合施

設が完成し、その３階に市のコミニテイ施設～多

目的ホール、会議室(3)、和室、料理実習室、創作

室、コミュニテイスペースなど～ができます。 

 駅前交通広場や踏切の改良など駅前の整備事業

完成は 2015 年度末予定です 

変わりゆく吹田のまちなみ（その１） 

千里山駅前が大きく変わる～駅周辺整備事業進行中～ 

まちなみ委員会 松岡要三（千里山在住） 

 まちなみ委員会ができたのは 2009年 10月、吹田のまちなみ変わっていく・・・そのような時

に、吹田のよいところを記録に収め、マップにして市民に広く知っていただこうと活動をはじめ

ました。そして 2001年 3月に発行したのが吹田市観光マップ「あルック吹田」です。 

 本年は当時の吹田のまちを振り返りながら、まちの変化を記録していこうと計画しています。

その中から一部を会報で報告することにしました。その第 1弾です。 

駐輪場 

複合施設 

2010 年 3月吹田市発行冊子 

「千里山のまちづくり」より 

エレベータ 

階段・スロープ 



【吹田の郷 第 88 号 2013 年 8 月】        ― １１ ― 

 前頁の「あルック吹田」のまちなみ調査の過程で、

垂水町 1 丁目に残る上の川跡が「吹田市の史跡」に

値することを発見しました。それで「あルック吹田」

垂水コースで紹介しています。 
高さ 5m ほどの天井川で、川幅は 2m くらいでし

ょうか。川跡は派出所から西へ 100m の所にありま

す。豊津駅交差点の脇の派出所前に立つ大きな石碑

に、この川の氾濫と川の付替えについて記されてい

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6月 16日(日)に開催された吹田まち案内人主催の

散策会で「大規模開発事業構想のお知らせ」看板(写

真下)を知りました。この川跡に高さ 25m の集合住

宅「アビリオ千里豊津」が建つ計画書が吹田市都市

整備部に提出されています。 
 川跡は国有地でし

た。吹田市はこの地を

借りて垂水北ゆらゆ

ら遊園を設置しまし

たが、2009 年には立

入禁止の状態でした。

吹田市は土地の売却

を理由に 2011 年 3 月

に土地の返却を求め

られました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
史跡に配慮する開発行為を条件に売却するように

国に要望することができると思いますが、吹田市は

川跡を史跡とは認知していませんから、無条件で売

却されたでしょう。 
事業は、「吹田市開発事業の手続等に関する条例」

(愛称/好いたすまいる条例)にしたがって進められます。 
高い川跡の一部でもそのままで残してもらえると

うれしいのですが、青写真は府道面を出入口にして

いますから、全面平地にされそうです。せめて派出

所前の石碑を敷地内に移設し、新たに写真入りの説

明板を立ててほしいです。そうすることによって不

動産の価値が上がれば事業者にもメリットがありま

す。私は吹田市立博物館に川跡の形状を測量して記

録を残すようお願いしました。 
 私は意見書（下表）を提出しました。たぶん受理さ

れますが、見解書に反映されるとは限りません。行

政と事業者、関係住民の大きな協力が必要と思って

います。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上の川跡をご存じですか 

～貴重な史跡の今後は～ 
まちなみ委員 古谷啓伸 

古地図でみる上の川と糸田川。下流で上

の川は糸田川の土手の中腹に並行して流

れていました。 

― 意見の内容 － 

今回の事業用地は上の川跡です。吹田市の史跡として

価値のある場所です。すべてを残してほしいとは言い

ませんが、府道に近い部分は高台のままで残して、整

備して、顕彰碑を立てていただけませんか。そのこと

によって、不動産の価値も高まると思います。 

 吹田市が誕生した 1940 年に 2 日間の豪雨で上の

川が氾濫しました。天井川ですから、頭の上から水が

あふれてきました。2 年後に川を付け替えて、現在の

形になりました。この付替えを顕彰する大きな石碑が

交差点の所の派出所前に立っています。 

 今も残る川跡の断面が、いかに狭い川だったかを物

語っています。 

 歴史の顕彰は、まちづくりの資源です。町の値打ち

が上がり、不動産の価値も上がります。吹田市立博物

館に顕彰の仕方を相談して、府道沿いの壁(地番は

120-2)と、また高台(地番 120-18)の一部も残して

いただけませんか。 府道側から見た川跡 

開発予定地である 

西側から見た川跡 

あルック吹田掲載「上の川跡」 派出所前の石碑 
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 吹田市立博物館 平成 25 年度夏季展示 

「「ああそそびび大大ははっっけけんん～～みみんんななでで博博物物館館へへ行行ここうう～～」」開開催催中中  

副会長 高畠耕一郎（夏期展示市民実行委員会委員長） 

吹田市立博物館、今年の「夏季特別展」（7月 20日(土)～8月 25日(日)）

は、『あそび大はっけん』です。この夏休み中の特別展は、ここ 4～5

年は吹田博物館に市民が大きく参画し特別展自体を「市民実行委員会」

で企画・実行しているものです。毎年、多くの市民や子どもたちが訪

れて、吹田博物館のイメージを大きく変えている取り組みでもありま

す。 

今年は、「子どもの遊び」をテーマに様々な吹田の環境団体や自然

遊びグループが中心になり、面白い企画の展示や講演会を開催してい

ます。『あそぶのは子どもだけ？大人になってもあそぶのかな？こん

なあそびをしたことがある？』がキャッチフレーズです。 

当会の「すいた市民環境会議」も『虫と遊ぼう－カブトをさがして触ってみよう』（7 月 23 日(火)、

24 日(水)）『森のクラフト』（7 月 27 日(土)、8 月 9 日(金)）の４日間イベントを組んでいます。 

なお、当会理事の平軍二氏(吹田野鳥の会会長）の講演会「吹田の自然」も 8 月 18 日（日）14：00

～15：30 に実施しますので、子どもたちを連れて参加してください。 

【すいた市民環境会議が講師などで直接参画している行事】 

 ・虫と遊ぼう 

（カブトムシをさがして触ってみよう） 

日時：7 月 23 日（火）・24日（水） 

10:00～11:00 と 11:00～12:00 

の２回  定員：各 10組 

 

・森のクラフト 

日時：7 月 27 日(土)・8 月 9日(金）10:00～12:00と 13:30～15:30 の 2回 定員：各 20 組 

“むかしの虫とり少年”の塩田敏治さんがカブトムシの触り方や育て方などを説明 

生きもの委員会主催 植物観察会『関西大学の大木群』ご案内  

2007 年に「吹田の古木・大木」を調査した時点で、環境省が巨樹・巨木としている幹周り３ｍ

以上の大木が最も多かったのは、関西大学でした。翌 98 年頃関西大学では、新築・改修工事、エ

スカレーター設置工事が集中し、調査したばかりの大木が伐採されましたが、その後は伐られる

ことなく、調査時 87 本の内 80 本の大木が現存しています。季節の良いこの時期、関西大学構内

で大木の木陰を歩きながら、大木の良さを実感します。 

参加希望の方、平までご一報ください。（配布資料の準備のため） 

・日 時：2013年 9月 30日（月）9：30～12:00 頃      

・集 合：9:30 阪急関大前駅南口(吹田側)  解 散：12:00頃 関大構内の予定    

・参加費：会員 200 円、非会員 300円      持ち物：吹田の古木・大木冊子 

・申込み・問合せ：平（ひら）軍二 090-6901-1425 Ｅメール g-hira@nifty.com 

mailto:g-hira@nifty.com

