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会長 小田忠文 

ここ数年、冬が寒く春が短く夏が酷暑という傾向が

みられ、その程度が極端になってきました。今年は

7月 5日広島県、19日山形県、28日山口・島根県、

30日新潟県、8月 9日秋田・岩手県、24日島根県、

そして 9 月 16 日には嵐山の水害と数えきれないほ

どの豪雨災害が続いています。吹田市でも 8 月 25

日午前中に、わずか 10分か 15分間の豪雨で床上浸

水 24 件、床下浸水 164 件の被害が出ました。▲こ

の状況を踏まえて気象庁は 8月末に警報より格が上

の「特別警報」を発表するようになり実際 9 月 16

日の台風で特別警報が出されました。▲9 月から当

会が開いている環境楽座の第一回講座で講師の栗本

先生は、2009年の兵庫県佐用町豪雨のあとで佐用町

の森林被害を調査した時のお話をしてくださいまし

た（本誌４頁）。その中で山崩れを防ぐ対策などと並

んで、山を背にした人家の防災対策を聞きました。

▲中国地方の里山で山に接した人家では山すその一

定部分の大木を伐採して、そこに柿や栗、ツツジな

ど中低木を植えることで山の見通しをよくしていま

す。それは大雨のときに山崩れの前兆を発見しやす

くするだけでなく、仮に山が崩れても大木で人家が

こわされたり救助の支障にならないような工夫だっ

たのです。たしかに最近大雨のたびに土石流のよう

な大規模な災害ではなくても、裏山が崩れて土砂が

屋内にまで入ってくるという報道に接することが多

くなってきました。▲昨年の環境楽座でお話いただ

いた梶田さんの法然院など京都の東山山ろくの古い

寺の庭は裏山を借景として手前にツツジやカエデな

どの低木を配置して万一山が崩れても被害が建物に 

 

 

及ばない工夫がされています。先月の京都市の洪水

の時、南禅寺や法然院では山が崩れたり土砂が迫っ

たりしましたが建物には被害はありませんでした。

▲あれほど豪雨が多発し、しかも暑かった今年の夏

も９月のお彼岸を過ぎてようやく落ちついてきまし

た。秋になってふと「里の秋」という童謡を思い出

しました。 

   静かな静かな 里の秋  

お背戸に木の実の 落ちる夜は 

   ああ 母さんとただ二人 

   栗の実 煮てます いろりばた  

▲戦後間もない昭和 23 年にラジオから流れた童謡

です。三番まで歌詞を読むと南方の戦線（椰子の島）

から船で引き上げてくる父の無事を祈る、という当

時の国民全ての切なる思いを込めた童謡です。その

一番の歌詞「お背戸に木の実の 落ちる夜は」の「お

背戸」とは家の裏ということです。当時全国各地の

里では平地はすべて田んぼにし人家は背後に山をひ

かえる場所にあったのでしょう。そして家の裏庭に

は実がなる木があることを物語っています。栗本先

生の講座を聞き、大昔からの里山風景として防災や

減災も考えた里の風景が思い浮かびました。▲環境

楽座第二回の地球研の佐藤先生のお話では、タイの

大洪水の時、「現地の人たちは高速道路の高架の上か

ら釣りをして、釣った魚は食事に供されていた。た

だ災害を嘆くだけでなく、その中で生きていく強さ

を感じた」とのこと。私たちは自然の脅威にさらさ

れ、その中で生きてきた先人の教訓を掘り起こし、

「自然を克服するのだ」という現代的思想から脱し、

「自然とともに生きていく」という古来の思想を思

い起こしてもいいのかもしれません。 

 

コラム 

＜表紙の絵＞                             吹田の風景シリーズ（２３） 

大阪ハリストス正教会 

最近、函館へスケッチに行き函館ハリストス正教会を描いたこともあって、阪急電鉄豊津駅の近く

にある大阪ハリストス教会に行ってみることにした。 

日本正教会のホームページによると、1910 年に大阪天満橋に木造ビザンチン式の聖堂が建てられ

たが、1945 年の戦災で壊れ、1962 年（昭和 37）年に、現在の地にビザンチン様式を取り入れた鉄

筋コンクリート造で再建され、また大小あわせて６つある鐘楼の鐘のうち４つは、1910 年の建設当

時のもので現存する唯一のもので、モスクワ在住ロシア人により献納されたとのこと。（２つは戦時

中供出、新しく鋳造） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活環境委員会 

    ・・・・・ＮＮＥＥＷＷＳＳ  生活環境委員会 喜田久美子 
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9月 1日 「こども防災マルシェ」に参加しました 

 

 9月 1日（日）防災の日、北千里DIOSで開催された「こど

も防災マルシェ」に出展しました。こどもたちとともに楽しく

防災意識を学び、広げようと、北千里防災エキスポ実行委員会

が開催したもの。折り紙食器の作り方コーナーや復興支援の浪

江焼きそば、ステージもありました。環境会議は「復興支援す

いた市民会議」に参加しているご縁で参加したのです。 

 私たちは、「非常時クッキング」として非常食の展示や

保温調理、また「あの日のことを忘れないで」と題して、

震災写真集の展示閲覧をしました。  

当会の下村監事が収集した震災写真集の展
示閲覧コーナーには、復興のシンボルとなっ
た陸前高田の奇跡の一本松をあしらった手作
りポスター「あの日のことを忘れないで」が
掲げられました。 

写真集はあの日を
まざまざと思いださ
せます。あの日、寒風
の中、裸足で佇んでい
た少女は何を思って
いたのでしょう。 
親子で写真に見入

る姿がありました。 
 
「花は咲く」のメロデ
ィーが流れ、立ち止ま
り聞き入る人もいま
した。 

え！ マロニーなの？ 
学生グループが「流しマロニー」を企画しました。 

FM 千里のインタビューもありましたよ。 

 

雨天のため、当初予定していたソーラークッカーでの調理は
できなかったのですが、保温調理で作ったほくほくの鳴門金時
を試食してもらい、省エネルギーで暖かい料理も食べられると
アピールしました。 
非常食としてすっかり定着してきたアルファ化米やカップヌ

ードル、乾パンなども展示しましたが、どこの家庭にでも保存
されていそうな、わかめや切干大根、昆布だって、実は非常食
になるんです。そのままで食べられるしね。（実は私も知らなかっ

た） 切干大根はちょっぴり甘くて、あとひくおいしさ。昆布
は意外におなかがふくれます。ミネラルもたっぷり。 
 

おなじみソーラークッ
カー！どこで売っている
のか、いくらなのかと具
体的なことを尋ねる方が
多かったです。立派に防
災機器として認知されて
いるようです。 



 

 

 

 

 

 私は大学卒業後、森林技術者として働いてき

ました。以前はバブル後遺症の治療として自然

再建の仕事が多く、やがて森林振興という目的

とともに、防災の意識が芽生えてきました。森

林技術者の使命の一つは、森林の防災機能を高

度に発揮させること。災害後の森林回復技術の

提供も課せられた仕事です。この夏、日本は 1

時間あたり 50 ミリから 100 ミリの記録的な豪

雨に見舞われ、水害、土砂災害が多発していま

す。この傾向は温暖化に伴いこれからも続くと

考えられますが、土砂災害の被害は人の努力に

よって最小化できると思っています。 

◆兵庫県佐用町の災害現場から 

 兵庫県佐用町は4年前の2009年8月9日に、

台風 9 号による豪雨で、人的被害、家屋被害に

加え、河川・道路・農地・農業用施設などにも

甚大な被害があったと報告されています。報告

書には記載されていませんが、森林も大きな被

害を受けました。森林被害には雪で木が倒れた

り酸性雨で枯れたり、マツ枯れやナラ枯れなど

がありますが、最大なものは土砂災害で、それ

は毎年起きているのです。 

 当時の佐用町は 24 時間雨量 326mm、最大時

間雨量は 89mm でした。１時間に 50mm の雨

が降ると深刻な被害があらわれます。その森林

被害の実態把握、傾向把握、復旧計画のための

調査をしました。 

◆土砂災害とは 

 表層崩壊、深層崩壊、土石流、地すべりなど

を説明します。 

 表層崩壊は地質年代の新生代第三、四紀（約

6500 万年前から現在まで）に作られた山や火 

 

 

 

 

 

 

山灰の山で頻発します。雨水が土と岩盤との間

にたまって出口を求めて斜面の下方で噴き出

る、それを契機に表層の土が滑って崩壊が始ま

るのです。 

 深層崩壊は、最古の地層である数億年前の岩

盤の面での崩壊で、規模は莫大。紀伊半島で見

られる切り立った崖は深層崩壊の跡である可

能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 土石流は、単独または山地(表層、深層)崩壊

と一体的に発生し直進することが特徴です。谷

を正面に見る場所は土石流の直撃のおそれが

あります。 

 地すべりは表層崩壊や深層崩壊のあとの硬

い岩盤の上に堆積した土が動くもの。徐々に動

くので予測でき対策を立てやすい。しかし阪神

淡路大震災のときに動いた西宮市仁川の地す

べりは対処の方法がないタイプで、地下にたま 

った水が造成地を液状化させて地すべりを起

こしたと考えられます。 

 

 

 

 

◆佐用町の森林土砂災害 

 佐用町の船越山の現場を歩くと表層崩壊が

随所に見られました。人工林の場合、伐採後７

～８年で根が枯死する頃、表層崩壊が多発する

傾向があります。ここでは 2004 年の台風で樹

木が倒れた森林と健全林との境界付近から表

第 3期 環境楽座始まる 
 9 月 10 日(水)、メイシアターで「環境楽座」が
始まりました。受講生は 26 名。 
 栗本先生は 1997 年、発足間もなかった当会も
委員を派遣して組織的に関わった「吹田みどりの
基本計画」の策定に尽力されました。 

 
 
 
         

講師：栗本
くりもと

修
しゅう

滋
じ

さん  

大阪大学環境イノベーションデザインセンター 

特任教授 

 

ダメージを受けた自然の修復の実例に、深い治山の思い 

第１回 2013 年 9 月 10 日

（木） 

 

災害と自然の復元 
 

栗本先生は、あわせて府下の里山の表

層崩壊、十津川村深層崩壊、仙北市の

土石流、高知県仁淀川町の地すべりの

土砂災害画像を詳しく解説されまし

た。 

表層崩壊 深層崩壊 
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層崩壊していました。台風から 5年ですが根の

枯死が影響していると思われます。 

◆森林による土石流の流下防止 

 森林が土石流の流下を防ぐ事例は知られて

いました。この考え方で小規模渓流に鋼材を打

ち込むだけでできる鋼製スリットダムは流木、

土石流の捕捉に効果を発揮しています。これは

簡単で生き物にもやさしく、治山効果も得られ

る方法です。それよりも渓流勾配がきつく渓流

が岸や渓床を浸食している場合は治山堰堤で

対処しています。 

◆復旧する自然 

 表層崩壊した斜面はさらに崩壊する可能性

が低く安定した斜面になります。しかし、その

場所に自然に生えてくる植物は、ダンドボロギ

ク、タケニグサ、カラマツソウ、イワヒメワラ

ビ、ユズリハなど鹿が嫌う植物だけです。山裾

の崩壊堆積地では水分、土壌条件がよいのでケ

ヤキ、イロハモミジ、ミツデカエデ、アオハダ

などの林になり自然復旧が見込まれますが、鹿

の食害によってきれいな林に戻るのが困難に

なっています。 

 雲仙普賢岳の火砕流の跡地では、人が緑化を

しなくても自然の力が働きました。まず地衣類

が土壌を固定。そこに岩の隙間からイタドリ、

ススキが生育し、オオバヤシャブシが群落を形

成して自然が復活してきました。 

◆里山の危険性と安全への管理 

 写真のように人家の裏に山が迫っている場

合は見通しが悪いため、大雨のときに山からの

水の噴き出しや湧き水の変化に気づきにくく、

また倒木による家屋損壊の危険もあります。京

都の社寺では山を借景として、建物と山との間

に庭園を設けて見通しをよくし、山崩れに柔軟

に対処しています。山のふもとの人家には、山

裾の樹木を伐採して果樹園など

低木の植栽にし、山崩れの予知

や対処をしてきた先人の知恵が

ありました。 

 里山では、豪雨によって表層

崩壊が起こり、土砂が家屋に浸

入する危険が高まっています。 

危険を予知して、裏山の危険な木を伐採すると

か、大雨の時は 2 階で寝るなど、危険を回避す

る必要があります。 

 土石流は直進性があり、流下場所が予測でき

るので、下流に人家があれば土留め対策を行う

べきです。山から平野部に出てきた川の先は土

石流の危険を伴うので、先人はそこに田畑をも

うけ、人家は作りませんでした。しかし昨今は

休耕田となり、さらに、そのような危険な場所

に老人福祉施設の建設や宅地開発がおこなわ

れており、たいへん憂慮しています。 

◆質疑応答から 

 土石流が大規模な堰堤を乗り越え、里山付近

の新興住宅地や老人福祉施設に大災害をもた

らした例があります。大規模な堰堤に安心して

しまう傾向がありますが基本は逃げることが

大切な行動なのです。 

 また、地震の時、竹林に逃げるようにといわ

れていますが、地下水との関係で不安定な場所

であり、竹林でも表層崩壊が起きています。決

して竹やぶが安全だとはいえません。 

 調査で希少植物を発見したときは、調査の結

果を地元の人びとにも知らせています。行政と

違った対応で希少植物を見守り、保全につなが

る行動をとってくれるからです。 

（記録：村井弘二、報告：小田忠文、喜田久美子） 

 

 

山は安定するために崩れる。尾根が一番安定している。 

森林の山地保
全効果 
健全な林と崩
壊地によって
直線的な境界
ができる。健全
な森林は根系
が均等に発達
しているので
崩れにくい。 

 

里山の危険性 
スギやヒノキ林の手入れ不足の結果
土石流や流木の危険性が増大する。
コナラなどの大木も人家の裏では目
立たないのでむしろ危険木である。 
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 吹田操車場跡地の再開発で、駅高架橋とJR岸辺駅舎、

そして吹田貨物ターミナルが完成しました。エレベー

ターなど細かい施設の完成は来春です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市役所が主導する「東部拠点のまちづくり市民フォ

ーラム」が2007年に始まり、2013年7月に解散しまし

た。 

 フォーラムで大多数が希望しながら実現しなかった

こともありましたが、駅北広場の施設と配置などフォ

ーラムの意見が実現したものがたくさんあります。 

貨物ターミナルとまちづくり用地の境界に植えた桜

並木は、花期を少しずつ変えてグラデーションになり

ます。苗木を植えて 2 シーズンが過ぎました。来春に

は少し開花するのではないかと期待します。 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高架橋と駅北口広場の供用開始は 2012年 4月 25日

でした。岸辺駅の出改札口も同時に橋上化しました。 

 バス停留所・岸辺駅は北広場と南広場に分かれまし

た。最初は停留所名が同じでしたが、ＪＲ岸辺北口、

ＪＲ岸辺南口となりました。 

 

吹田貨物ターミナルは、2013年3月16日に開業しま

した。橋上からターミナルを見渡すことができますが、

いつも閑散としています。それでも鉄道マニアは興味

ある光景をうまく撮影して動画をインターネットに発

表しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

全体の景観ができあがるのは、国立循環器病研究セ

ンターと市民病院が移転する2018年の予定です。 

 都市計画道路南千里岸部線が2016年に開通予定で道

路事情も格段に向上します。 

吹田操車場跡地のまちづくり

事業完成後のまちノイメージは

国循移転へ向けた吹田市の提案

（下のプレゼンテーション資料）に描

かれていますので、それを参照し

てください。 

http://www.city.suita.osaka.jp/

home/_56361.html 

 

 

 

 

 

 

 

変わりゆく吹田のまちなみ（その２） 

JR岸辺の駅前が大きく変わる～吹田の操車場跡地のまちづくり 
まちなみ委員 古谷啓伸 

新しい岸辺駅駅舎と交通広場 

貨物ターミナル駅事務所屋上からの眺め 写真左：千里丘 右：吹田方面 
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まちなみ委員会 見学会報告 

グランフロント大阪ナレッジキャピタル見学会（及びビアガーデンでの懇親会） 
まちなみ委員 長岡弘隆  

 ８月のまちなみ委員会月例会議に替えて、梅田のグランフロント大阪内にあるナレッジキャピタルの見学

会を行いましたのでその報告をいたします。加えて、その終了後に行いました納涼懇親会の様子も含めて…。 

１．ナレッジキャピタルとは 

 見学会の様子の前に、まずはグランフロント大阪と

ナレッジキャピタルの説明から。 

 ニュース等でも報道の通り、今春、旧梅田貨物駅跡

地の一部に、所謂「うめきた 1期」として、グランフ

ロント大阪がオープンしました。下図の通り旧梅田貨

物駅全 24ha の内 7ha に相当するエリアです。残りの

17ha には春まで梅田貨物駅がありましたが、吹田と

百済の貨物駅開業に伴い閉鎖され、今後「うめきた２

期」の開発が行われる予定です。 

 全体は写真のように４本の超高層ビルが建ち並ぶ

巨大な施設です。ビルの部分は、JR 大阪駅に近い南

側２本がオフィ

スビル、その隣

がホテル（イン

ターコンチネン

タルホテル大

阪）、一番北側が

分譲マンション

となっています。 

 吹田市との関わりで言えば、下記年表の通り、操車

場跡地に貨物駅を受け入れることによって、この開発

がなされたことは周知の通りです。ナレッジキャピタ

ルは、低層部中央に位置するエリアのことを指し、直

訳すれば「知識の首都」。大きな吹抜け周りに各種法

人、企業等による PR展示スペースが連なっています。  

略年表 

1987年・国鉄改革に伴い梅田貨物駅用地を国鉄清算事業団へ承継。国鉄清

算事業団は赤字を解消するために梅田貨物駅の売却を決定。貨物駅を吹田

操車場へ移転させる計画が発表される。 

1998～1999年・吹田と百済への貨物駅移転の計画が具体化。基本協定書締

結。 

2002年・ＵＲ都市機構がコーディネート業務に着手。「大阪駅北地区国際

コンセプト」コンペ開催。都市再生緊急整備地域に指定。 

2003年・国際コンペ結果発表。大阪市が大阪駅北地区全体構想を公表。 

2004年・大阪駅北地区まちづくり推進協議会設立。大阪市による大阪駅北

地区基本計画公表。 

先行開発区域(土地区画整理・道路等)都市計画決定。 

2005年・土地区画整理事業計画認可。「ナレッジ・キャピタル構想」発表。 

2006年・吹田市他と貨物機能移転着手合意。都市計画決定。先行開発区域

の開発業者決定。 

2006年・先行開発区域の土地引き渡し。 

2010年・先行開発区域建物着工。 

2013年・貨物駅の完全移転。グランフロント大阪まちびらき。 

２．見学会 

 ８月１４日、当日は記録的な晴天の続くお盆の夕方、

午後 6時に阪急梅田駅に集合し、そこから徒歩でナレ

ッジキャピタル 1階に向かいました。見学会参加者は、

まちなみ委員会有志 12 名。今回は勝手な施設見学会

でしたが、下記の通り施設主催の見学ツアーもあるそ

うです。当日も、グランフロント大阪まちガイドツア

ーに参加の後、合流された方もいらっしゃいました。 

□グランフロント大阪まちガイドツアー 

 毎日開催 11:00～、15：00～  

所要時間 1 時間 参加費 小学生 250 円、中学生以上 500円 

 https://guidetour.grandfront-osaka.jp/guide 

□ナレッジキャピタルツアー 

 毎週土日開催 11:00～、14:00～、16:00～  

所要時間 1 時間 各種コースあり 参加費無料 

 http://kc-i.jp/concept/kc-tour/ 

ナレッジキャピタル内は各自自由行動にて約 40 分

程度見学。私は、ラボと呼ばれる展示ブースや大画面

３D映像の展示を見学しました。 

 ６階にある話題の「近大マグロ」の店は相変わらず

の行列で、当日も数十人の行列が店の外に出来ていま

した。ナレッジキャピタル内では抜群の集客力のよう

です。全体の印象としては、万博のパビリオンを小さ

くして、ビルの中に並べたようなものとでも言えばい

いでしょうか。正直、この一等地のビルにこのような

施設を維持していくのは、企業にとって相当の負担で

はないかと思います。 

３．懇親会 

 見学会後、阪急百貨店屋上の「うめはんビアガーデ

ンマルシェ」にて懇親会を行いました。（会費\3800）

参加者は 13名。（どちらかと言えば、こちらの方がメ

インイベントだったかも…） 

 心配だった天気も絶好の暑気払い日和で、自動ビー

ルサーバーで注がれるビールを美味しく頂きました。

大変繁盛しているようで、当日も満席。ステージがあ

ったのですが、特にイベントもなく、ただ音楽のみが

流れていただけだったのがちょっと残念でした。 

   
 普段は、まじめに会議ばかりのまちなみ委員会です

が、たまにはこのような息抜きも行っていますので、

又の機会には皆様是非ともご参加ください。 

https://guidetour.grandfront-osaka.jp/guide
http://kc-i.jp/concept/kc-tour/
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『吹田まち案内人』観光講座を終えて 

まちなみ委員 井口しのぶ（浜屋敷 まち案内人） 

 吹田歴史文化まちつくり協会(浜屋敷)が主催、

吹田まち案内人が企画運営する「吹田市観光講座」

が阪急南千里駅すぐの「千里ニュータウンプラザ」

6階で、6月 1日から 9月 21日まで、6回各 2時

間で実施されました。定員は 40名で募集されま

したが、応募者 33名で、受講率約 60％でした。 

大変熱心に講座を受けていただいたことは毎回の

アンケートで実証されていました。 

 講座の内容は 

１．「観光とは 吹田の観光資源」 

   片寄俊秀氏(大阪人間科学大学元教授） 

２．「ニュータウンを観光案内する」 

   奥居 武氏(千里市民フォーラム代表） 

３．「江坂・垂水の歴史」 

   由谷雅彦氏(吹田郷土史研究会副会長） 

４．「吹田の自然の様子と見方」 

   高畠耕一郎氏(吹田自然観察会事務局長） 

５．「千里線の歴史」 

   田上信幸氏(阪急電鉄 淡路駅駅長) 

６．「吹田の三名水 エトセトラ」 

   安部亮介氏(吹田地学会 元副会長) 

 

 1回目の片寄先生と 4回目の高畠氏には平成 23

年の観光講座で講演して頂きました。前回同様、

片寄先生は観光について熱く語られました。

 一方、高畠氏は吹田の

自然の変遷を説明され、

山盛りの葉っぱを持ち込

んで、それを説明されま

した。 

2回目と 3回目の講座

は、まち歩きもしました。 

2回目は、まち開き 50周年をむかえた千里ニュ

ータウンについて、千里ニュータウンプラザ周辺

で、「南千里ミニコース」を設定して受講者ととも

に、30分歩いて実際に集合住宅などの形を見学し、

その後の講座での奥居氏の説明とパワーポイント

の写真で受講者はよく理解できたとおもいます。 

3回目は、「江坂・垂水」では古いまちなみを 1

時間かけて歩くコースを設定しました。阪急豊津

駅集合で、上の川水路跡・雉子畷・垂水神社・旧

豊津村役場跡・榎坂大池公園・素盞嗚尊神社・法

泉寺・終点豊二地区公民館という行程でしたが、

今夏の猛暑のため、

受講者 21名と少

なめでした。豊二

地区公民館で由谷

氏によるレジメ

「江坂・垂水の歴

史」はわかりやすくまとめられていて好評を得た

講演でした。 

 5回目は阪急淡路駅駅長の田上氏が「千里線の

歴史」の中で阪急電鉄の変遷など受講者の知らな

かったことを話してもらって、このような電鉄に

関する講演は聞いたことがなかったので興味をも

ったなど、身近な話題で好評でした。現在淡路駅

が高架線路工事中

で 10年後に完成

予定ですが、京都

線の上新庄駅の上

を通っている新幹

線のその上を阪急

電車が通る計画は

日本では初めてだそうです。 

 6回目は「吹田の三名水」について、吹田の地

質から安部氏の講演がありました。三名水は「垂

水の滝」「佐井の清水」「泉殿宮霊泉」ですが、実

は五つ位あったのが、場所が特定されていないと

いうお話があり、また千里丘陵の大阪層群の粘土

層では石はでてこないので、志貴皇子の「いわは

しる・・」のうたは少し疑問ありとのこと。吹田

の字・子字（あざ・こあざ）名から過去の土地の

ことが想像されるといろいろと示唆されました。

古地図のコピーのついたレジメも興味のある人に

は大いに役に立つことでしょう。 

 今回初めて、受講者とまち案内人との懇親会が

浜屋敷で開かれました。「まち案内人のサポーター

になっていただける人を募ります。ご一緒に地域

を知り、もりあげていきませんか。」と運営委員か

らの呼びかけがありました。 

高畠講師の講義風景 

↑片寄先生のパワーポイント資料 
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あそび大はっけん 
お・わ・り ました  

 
 

 7月 20日から開催されていた吹田市立博物館の 2013年度の

夏季展示が、8月 25日に終了しました。今年の特徴は「あそび」。

何を隠そう、平均年齢 60 才の実行委員たちが今も熱中してい

る遊び・昔の懐かしい遊びを披露したいというのが本音。 

 展示室はおもちゃであふれました。目を引いたのは「かえっこバザール」、今回はバザールを開催する

ことはできませんでしたが、主催団体からお借りしたおもち

ゃの多さ。団塊の世代に懐かしいものがどっさり、今の親世

代にも懐かしいものも。そして、触って遊べるものもたっぷ

りありました。子どもたちに人気だったのは「釣り堀」と「糸

電話」、そして「からくり」。単純なものと、仕組みを考える

もの、両極端なあそびに人気があったのです。 

 イベント(博物館では催事と言います)は人形劇に始まり、

びわ湖環境クルーズの発表会で終わるという子ども中心の

ものがどっさり。しかし、その遊びの中にしっかり入ってい

る「環境の心」。すいた市民環境会議恒例の「森のクラフト」

やエコおもちゃ作り塾の「木端細工」、大阪自然環境保全協

会の「ちりめんモンスター」などです。身近な自然の恵みに

気が付いて、自然を見る目を持ってほしいとの大人たちの願

いがこもっています。 

 そして、大人へのサービスは

「吹田の自然遺産を巡る」。勿論

当会の理事・平軍二さんの登場

です。 

吹田の自然環境はまだまだ見

るべきものがありますよ、と教

えてくださいました。 

 

吹田市立博物館  2013年度 夏季展示 

 

 

夏季展示実行委員 小田信子（当会理事） 

 

   

びわ湖クルーズ船megumi号で吹田の水源・びわ湖を学びました 



吹田市内でツリガネニンジンを探しませんか 
         生きもの委員会  平 軍二 

 ここ３回(86～88 号)続けて、吹田の郷に野草の花に

ついて紹介してきましたが、4 回目は里地の秋の花、

キキョウとツリガネニンジンです。2004 年調査した吹

田の野草マップでは、キキョウ・ツリガネニンジンな

どを秋の野草の代表としてリストに入れました。 

１．キキョウ（右図●印） 

 キキョウは藤白台(メ

ッシュ番号 1471) ､青山

台(1480)の２ヶ所(２株)

で確認していました。私

が藤白台のキキョウを知

ったのは 15 年ほど前、

千里ニュータウンが造成

される前からあったもの

かどうか定かでなく、植

栽されたとの疑念を拭え

ませんでした。しかし、

今年は５株に増えている

ので、自然界のキキョウ

としての資格があると思

っています。 

今年 8/26 には５株のうち同時に４株が同日に咲いており、キキ

ョウの花が雄性先熟（雄しべが先に咲き。雌しべは後から咲く）

の花であることが分かる写真が撮れました。一方、青山台のキキ

ョウは、調査後どこにあるかわかりませんでしたが、今年７月阪

急延伸線予定地跡で見つかりました。 

キキョウは全国的にも希少種、大阪府レッドデータブック

(2000 年)で準絶滅危惧種、環境省カテゴリー（日本全国）では絶

滅危惧Ⅱ類にランクされています。 

２．ツリガネニンジン（右上図▲印。Ｘ印は無くなった所） 

2004 年にツリガネニンジンがあった所

に現存しているかどうかを確認するため、

8/19 吹田市内を一巡しました。その結果、

上図の通り青山台・阪急延伸線予定地跡

(1480)､ 藤白台・千里北公園４ヶ所(1481)、

山田西３(1451)、桃山台５・春日農園(1349)、

千里山高塚２ヶ所(1431)、上山手町・山の

谷愛宕神社(1421)の計 10 ヶ所で確認でき

ました。 

この中で吹田市随一のツリガネニンジ

ン群生地は、50 株以上も花が咲いていた千

里北公園の道路沿い斜面でした。 

また山田西のツリガネニンジンは 2004

年調査後に発見された場所ですが、住宅開

▲ 
● ▲ 

● 

▲ 

▲ 

▲ 

▲ 

▲ 

Ｘ 

▲ 

▲ 
 ▲ 

●キキョウ、▲ツリガネニンジン所在地 

Ｘツリガネニンジンが無くなった所 

Ｘ 

キキョウ：つぼみの状態では花びら同士

が風船のようにぴたりとつながってい

る。つぼみが徐々に緑から青紫にかわり

裂けて 6-9 月に星型の花を咲かせる。花

冠は広鐘形で五裂、径 4-5cm、雄しべ・

雌しべ・花びらはそれぞれ 5本である。 

生きもの委員会 ニュース 
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発がどんどん進む中、マンションのすぐ横に棚田が維

持されていました。 

ツリガネニンジンが確認された 10 ヶ所を環境別に

分類すると、 

①千里 NT・千里北公園の空き地５ヶ所 

②田畑の周囲、すなわち昔からの里地４ヶ所 

③神社敷地１ヶ所 

となり、何れも年２回程度の草刈が実施されていると

推定される場所でした。 

逆に 10 年前にツリガネニンジンを確認していたう

ち２ヶ所、青葉丘北(1463) 、千里山竹園２(1430)の水

田は、今も稲作が続けられていますが、ツリガネニン

ジンの咲いていた水田の周囲は、草刈頻度が少なく

なっているらしく、草丈が 1.5m 前後と高く、また

クズが繁茂している所もあり、ツリガネニンジンが

見つかりませんでした。 

 以上から、ツリガネニンジンやキキョウが生息で

きる環境は、先月書いた草刈が年２回程度行われて

いる場所であることを確認しました。 

上記調査地以外の千里ニュータウン空き地や、市

内に残る田畑の周囲には、今もツリガネニンジンが

咲いている場所があるかもしれないので、これから

も探し続けたいと思っています。 

皆さんも吹田市内で、ツリガネニンジンやキキョ

ウの咲いている所がないか、探してみませんか。 

見つかれば是非連絡下さい。連絡先 平（ひら）軍二 

携帯：090-6901-1425 E-mail g-hira@nifty.com 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツリガネニンジンの花 

（絵：塩田敏治） 

ツリガネニンジン：花茎の

高さは 40-100cm になり、

葉は茎に 3-5 枚輪生し、稀

に互生または対生する。茎

につく葉の形は楕円形か

ら披針形で、やや厚みがあ

ってつやがない。長さは

4-8cm で縁に鋸歯がある。 

花期は 8-10 月で、淡紫

色の下を向いた鐘形の花

を咲かせ、数段に分かれて

葉と同じように茎に輪生

する枝の先に少数ずつを

つ け る 。 花 冠 は 長 さ

15-20mmで先端はやや広が

り、裂片は反り返る。 

観測所名 最大当時間雨量 最大 10 分雨量 

吹田市役所 59.0mm 19.0mm 

北消防署 33.8mm 10.1mm 

市立博物館 42.9mm 17.5mm 

千二小学校 50.3mm 17.1mm 

 

異常気象の夏 8/25 には阪急関大駅前ほか吹田市内各地で冠水 

 
 

種類 件数 

道路冠水 60 件 

床上浸水 24 件 

床下浸水 164 件 

店舗・事務所浸水 67 件 

地下施設浸水 13 件 

 

 

今年の夏は猛暑と集中豪雨の異常な気象でした、8 月 25日午前 3時 5分に大雨洪水警報が発令され、

午前 11 時頃に記録的な大雨が降りました。この大雨により吹田各地でも大きな被害があり、阪急関大

前駅のダイコクドラッグの浸水写真が毎日新聞に大きく掲載されました。上の川には下流の浸水対策の

ため 2003 年に千里山東公園地下に調整池（容量 9,100 ㎥､25m プールの約 35 杯分）が設置されましたが、表

１（千里山地区での 9/20説明会配布資料）に示すように調整池も満杯になりました。今後もこのような集中

豪雨は予想されるので対策の必要を痛感します。全面コンクリート張りの駐車場はやめたいですね。ま

た条例により 3000㎡以上の開発には H16年より調整池の設置が義務付けられています。 

（まちなみ委員 松岡要三） 

表１ 上の川調整池の貯留状況 8月 25 日午前 0 時～13 時 

川の水位ｍ▲▲ 調整池内水位ｍ■■  10 分雨量ｍｍ棒グラフ 

吹田市の雨量状

況(表上)、被害状

況(表右)及び市

の対応と支援に

ついて吹田市危

機管理室のホー

ムページに掲載

されています。 

貯水池満杯 

貯水池貯留 

貯水池排水 

貯水池排水 

貯水池貯留 

８ｍ 

２ｍ 

3:30 
13mm/10分 
 

10:30 
16mm/10分 
 

16mm 
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『アジェンダ２１すいた』のイベント紹介 
当会のメンバーの多くがアジェンダ２１すいたのメンバーとしても活動しています。 

①すいた エコウォーク～楽しくあるいて、CO２を減らし、メタボを予防しましょう～ 

みんなで楽しくウォーキングをして、ゴール地点の千里金蘭大学で打ち上げ花火を 

楽しんだ後、千里北公園の竹あかりで優雅なひとときを過ごしましょう。 

・日時：10 月 26 日(土)１４：３０～              参加費 無料！ 

・集合：北千里駅前ディオス北千里パーフォーマンスルーム  環境会議として団体で申込みます 

・コース（下記Ａ・Ｂより選択、歩行距離  Ａ:4.2Km アップダウンあり、Ｂ:3.8Km） 

   Ａ 竹林コース（千里北公園～青山公園） Ｂ 水遠池コース（ピアノ池～水遠池） 

・申込先:中村小夜子  10 月９日（水）までに 

携帯 090-8375-0647 E ﾒｰﾙ nakamura-syk@pure.ocn.ne.jp  

②企業見学会「大阪ガス実験集合住宅 NEXT21」 
NEXT21 は、近未来の都市での環境・エネルギー・くらしについ

て考えていくため、大阪ガス(株)が大阪市内に建設した実験集合住

宅です。1993 年 10 月に竣工、様々な実験を行っています。 

・日時：11 月 20 日(水) 13 時～15 時 

・募集は 11 月の「市報すいた」を参照下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 住所・氏名・希望コースを連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万博公園のバラ園とアフリカ東南部の国「モザンビーク」 何を連想しますか 

みんぱく企画展「武器をアートに」見学のおすすめ 11/5 まで 

・1970年の大阪万博 

 カナダのモントリオールからバトンを引き継いだ大阪万

博は世界各国から 6400万人が集まり 20世紀最大の平和の

祭典でした。この万博から色々なものが残されました。 

・平和のバラ園のモニュメント（写真下）知っていますか 

 日本庭園前のバラ園には平和のモニュメントがあります。

その礎石の銘板には次の言葉が刻まれています。 

 

 

  

平和のシンボル ロータリばら園 
  平和を求める人類とその平和のために捧ぐ 
     後援 カナダ モントリオール レイクショ 
        大阪ロータリクラブ 
  彼らはつるぎを打ちとかし すきとし 国は国にむかっ
て 

つるぎをあげず 彼らはもはや 戦のことを学ばない 
            イザヤ書 二章四節  ・モザンピークにおける平和構築 

1975年の独立後1992年まで続いた内戦

の結果、終戦後も大量の武器が残されまし

た。この武器を農具や自転車などと交換す

ることで回収し、武装解除を進めるととも

に、回収された銃器を用いてアートの作品

を生み出し、平和を訴えようという TAF

「銃を鍬に」というプロジェクトが進めら

れ、内戦後の平和構築のモデルとして注目

されています。企画展では、その活動と愛

媛の NPO の支援や作品が紹介されていま

す。    （まちなみ委員 松岡要三） 


