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会長 小田忠文 

以前このコラム欄でも取り上げたことがある東日本

大震災復興支援すいた市民会議のメンバー延べ 8人

が 10 月上旬に二泊三日で宮城県、福島県の被災地

を訪問しました。訪問先は北から順に１）石巻市の

仮設開成団地 ２）東松島市小野応急仮設住宅 ３）

仙台市市民活動サポートセンター ４）宮城県山元

町「かたくり舎織り姫の会」 ５）福島県南相馬市

「ほっとサロン・こどもの遊び場」 ６）福島県浪

江町海岸の６か所でした。▲石巻仮設開成団地は市

街地から離れた山の中腹に作られた 14 の仮設住宅

群に 1,100 余りの世帯が入っています。周辺に子ど

もの遊び場がないので自治会の集会所で住民の有志

が「アリエッティのひろば」と称して無料の子育て

ルームを開いています。アリエッティとは自治会の

名前で、仮住まいしているアニメ映画の主人公の名

前にちなんだもの。すでに延べ 300 人以上の乳幼児

がこのひろばを利用し、子育て世代の親たちが集ま

る場としての役割も果たしています。運営は各種助

成金を受けておこなっています。▲東松島市小野応

急仮設住宅は約 80 世帯が入居しています。3.11 に

突然ホームレスになった入居者があたらしい未来を

自分たちの手で築いていこうという思いで作り始め

たソックモンキー。これは米国の貧しい労働者階級

のおかあさんが、子どもにプレゼントするために、

おとうさんの靴下でつくった人形からヒントを得た

もの。「おのくん」と名づけたこの人形を里子として

購入し、いつの日か里子を故郷に連れて行く旅をす

ることが被災地の支援になるという考えで、仮設住 

 
 

宅のお母さんたちが毎日人形を作っています (詳細

は http://onokun.jp/) 。▲福島県では津波の被災

者のみならず自宅は無傷でも放射線のため居住不能

な地域があることはご存知の通りです。今回参加し

たメンバーの中で本誌次頁に寄稿して下さった渡邉

くんの実家は地震でも津波でも被害は受けず、ただ

福島原発から 10km 以内にあるということで、一家

は見知らぬ土地に転居させられています。今回参加

したメンバー8 人全員がそろった日に、立ち入り制

限地域となっている福島県浪江町の海岸に行きまし

た。▲検問所で車両番号を確認され、目的を告げて

通行許可を得ます。津波が来なかった地域ではしば

らくは普通のまちなみが続きます。しかし突然視界

が広がりました。海岸まで 2～3km の間、家々は土

台を残して何もなく、樹木もない広大な空き地に、

船や乗用車が点々と横たわり、草が好き勝手に生え

ている景色が続きます。そんな景色の中で、なぜか

ハクセキレイとモンキチョウの群れが目立ちました。

海岸の堤防に立つと南方約 6km に福島第一原発の

塔が見えます。震災以後はじめて故郷の海岸に立っ

た渡邉くんがひと言も発言しなかったことが印象的

でした。▲やっとできつつある仮設住宅のコミュニ

ティですが、復興住宅などができるとやがて必ず別

れがきます。震災後作り上げたコミュニティも仮設

なのです。彼らは必ずくる別れ、そのことを悩んで

います。でも生きていかなければならないのです。

関西では東日本大震災はすでに過去のものといった

雰囲気を感じることがあります。しかし震災後の状

況はいまなお進行形で、さらにあらたな悩みが日々

生まれていることを知った旅でした。 

コラム 

＜表紙の絵＞                             吹田の風景シリーズ（２４） 

千里山・佐井寺図書館 

この図書館は千里第二小学校の木造校舎を再生利用したもの。建物は西館と東館の 2 棟で構成さ

れており、正面の西館は2002年に解体された千里第二小学校の校舎をイメージし建てられている。旧

校舎で使われた教壇や階段の手すり、金具など使用可能なものはそのまま使い、当時の教室も復元さ

れている。 また、玄関先には旧校舎の門柱が建てられ、クスノキももともとあったのを残している。こ

の建物は第25回（2005年）大阪都市景観建築賞の特別賞を受賞している。 

道路の北側では千里山団地の建替え事業が行われている。合わせて街路の整備や駅前広場の整

備などの工事が進んでいて、もう少しするとこのあたりの雰囲気は一変しそうだ。 

（表紙の絵と文：画楽多工房 増野
ましの

 暁
さとる

） 
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 高校２年生だったあの日、いつものように下校

途中だった。突然大きな揺れに襲われ、目の前の

バスが大きく揺れて今にも倒れそうに感じた。信

号も消え、周りは叫び声であふれていた。忘れた

ことがないこの数字、2011 年 3 月 11 日 14 時 46
分 18 秒。東日本大震災が起きた時間だ。 
 地震の翌日から体育館での避難所生活が始まっ

た。寒さの中、寝つけなかった私は体育館に置か

れたストーブに向かった。ストーブの前には家族

を失ったのだろう、いまにも泣き出しそうなおば

あさんが座っていた。とりあえず慰めなくてはと

思い、私が「若い僕達が頑張るから安心して！」

と言ったとたん、おばあさんの目から涙がボロボ

ロ出てきた。高校２年生まで私はろくな人間では

ないと自覚していたが、そんな自分の言葉で他人

が泣いてくれるなんて考えてもみなかったし驚き

まで感じた。その時、「言葉って人の心を動かすこ

とができるのだ。勇気や元気、感動を与えられる

ものなんだ」と実感した。 
 東北は震災直後から何一つ変わっていないのに

メディアの扱いが減ってきた。だから私は、東北

の悩んでいる人たちや、困っている人たちを自分

の言葉で勇気づけたい、元気を届けたいと思い、

大学はマスコミ方面に進むことを決めた。 
 現在は関西大学社会学部マスコミュニケーショ

ン専攻で日々マスコミについて学んでいる。 
 そして 2013 年 4 月に東北ボランティア団体

「Up to you」を立ち上げた。その理由は被災者だ

からできることはないか。いっぱい泣いて多くの

人に出会い支えられ多くのことを学んだ。この経

験を他の多くの人に知ってもらいたかったためだ。 
 団体のコンセプト(理念)は「未来の被災者であ

る私たちが東北の人から学べること」だ。週 1 回

のミーティング、月に一回東北支援イベントで活

動し、夏休み、春休みに現地でボランティアをす

る。私達は東北のボランティアを通じ現地の人と

交流を持ち、そこで話したこと感じたことを関西

の人に伝える。つまり東北と関西の架け橋になり

東北の現状の発信源になることを活動のひとつと

している。 
 何事も一から始めたので企業や NPO の支援も

なく、バス代などが出るわけではない。すべて人

との繋がりだけで行なっている。活動に必要な費

用もそんな安いわけではないが、ボアンティアな

ので自腹参加だ。団体メンバーのメリットは人と

の繋がりの大切さ、絆の深さが理解でき人として

成長できることだ。 
 今年の夏は、絆ジャパンの方々と福島県南相馬

市で「鎮塊の花火」の打ち上げを手伝った。「鎮魂

の花火」は東日本大震災で失った大切な命へ、鎮

魂と慰霊の花火を打ち上げたいと企画されたもの

だ。手伝いながら現地の人と話をし、そこで得た

ものを関西に持ち帰りみんなに伝える。それが私

たち「Up to you」の活動なのだ。 
  

ふるさとを奪われて 今 
 投稿 関西大学社会学部２回生 渡邊 誠秀 

目の前は福島県第 2 原子力発電所が見える福島県富岡町の海沿い。草が茂り誰一人いないゴ

ーストタウンだ。私たちに故郷はない。帰る場所もない。放射能という見えない物質によっ

てすべて狂わされた。 

渡邊 誠秀君のプロフィル 

 福島県双葉町にある福島県立双葉高校２年生の

とき 3.11 を迎えた。 

自宅は富岡町の山手にあったので津波の被害は

なかったが福島原発から10km以内だったので一家

は福島県南部のいわき市に移住した。 

原発から 5km 以内にあった双葉高校もいわき市

中央台飯野のいわき明星大学内に引っ越した。 

 震災の翌年関西大学を受験して合格し、今年 4

月に東北ボランティア団体「Up to you」を立ち上

げた。吹田でもボランティアをしたいと思って調

べた結果、今年５月ころ東日本復興支援すいた市

民会議を知り参加するようになった。 



 

 

 

 

 

 

 

◆人間は自然をコントロールできるのか 

 文明の盛衰は環境に依るとする環境決定論

が流行っています。近年、気候の研究者が歴史

学者や考古学者とタッグを組んで時代と気候

が分かるようになり、飢饉や暴動や、文明の盛

衰までなんでも環境で説明するようになって

きました。分かりやすいので流行していますが、

これが危ないというのが本日の論点です。 
 最近は地球温暖化だといいます。ここ数十年

の温暖化は人間の活動によるものでしょう。人

類は初めて環境を変えることになったわけで

す。それまでは環境の変化を甘んじて受け入れ

ざるを得なかったのです。しかし私たちは、文

明が発達し科学技術が進むと何でもできるよ

うになったと思ってしまった。3.11 まで、私た

ちは科学の進歩によって地震予知、津波予測が

でき、防御できると思っていました。だから原

発も作ったし、がん撲滅運動もやってきました。

また iPS細胞があれば不摂生で病んだ臓器を更

新できると思いはじめています。しかし、技術

の力でなんとかなるのでしょうか。寿命はいく

ら延びてもいいのでしょうか。人間は日々進歩

し、環境をコントロールできるという考えは現

在の人類のおごりです。今日、この幻想から抜け

出し、天（自然）の法則に従うことが求められて

いるといえます。 
 例えば、我が家の近所の水田の中にヒエが生

えていました。農家は除草剤や農薬で雑草や害

虫をコントロールできると思っているでしょ

うがそうはいかない。ヒエは除草剤をかいくぐ

って生えてきたのです。台風 18 号で洪水にあ

った京都・渡月橋付近では泥と土埃に住民は悩

まされました。それは道路を舗装したからとも

いえるでしょう。技術革新が進んだ現代でも私

たちがコントロールできないことは山のよう

にあり、人間が何かすると自然が仕返してくる、

それに対応するとさらに自然が反応する、人類

の歴史はその繰り返しなのです。 

 そしてバンコクの洪水。自然をコントロール

できないのでこのようになったのですが、災害

を災害とするか、転じて福とするかはこちらの

心によるでしょう。その時人々は浸水を免れた

高速道路から魚を釣っていました。ラオスのビ

エンチャンの洪水の時、市場から真っ先になく

なったのがバケツとヒシャク。人々が道に泳ぐ

大きなコイを捕まえるのに必要だったからで

す。被害を受けたのに、楽しみながら食糧を得

た人も大勢いたというわけです。 

◆タクラマカン砂漠は緑豊かな土地だった 

 タクラマカン砂漠は『西遊記』の舞台。西暦

700 年頃、砂漠の東、莫賀延蹟（ばくがえんせ

き）に足を踏み入れた三蔵法師は「空には飛ぶ

鳥もなく、地上には走る獣もなく、また水草も

ない」と名文句を残しました。事実、食物連鎖

がなく微生物もいないので、旅行の時に食糧と

して屠殺した羊１頭を持っていったのですが

腐敗しませんでした。2002 年、ここで多くの墓

標が立つ小河墓（しょうがぼ）遺跡が発見され

ました。墓の中のミイラは化粧をしウールの服

を着て、草で編んだ籠には小麦が入っていまし

た。つまり 3000 年前、ここには草原があり牧

畜をする人の暮らしがあったということです。

さらに森林があり、木を燃料に砂鉄で製鉄して

いたこともわかりました。タクラマカン砂漠は

かつて緑豊かな土地だったのです。さらに遺跡

 小田忠文会長より「先生は稲や大麦、小麦の農業
の始まりが地球の環境変化へ及ぼす関係性を語っ
てこられ、特にお酒との関係は印象的でした」と紹
介。佐藤先生は「今回は環境とお酒の関係は出てき
ません。スライドを見ながら真面目に環境問題を考
えていきますが、暗い気持ちになるかもしれません
よ」とユーモアたっぷりに述べられ、講座開始！ 

巨
樹
に
飲
み
込
ま
れ
る 

ア
ン
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ル
遺
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私
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ち
に
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り
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自然と人間の関係性を読み解く 

第２回 2013 年 9 月 24 日（火） 

講師：佐藤
さ と う

洋一郎
よういちろう

さん  
総合地球環境学研究所副所長 教授 

 

農業は環境を破壊する？ 
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周辺から 4900 年前の淡水に生育していた貝の

殻が採取されました。川があったのです。 

◆なぜ森が砂漠になったのか 

 なぜ森が砂漠になったのでしょう。原因のひ

とつは塩だろうと思います。タリム盆地は２億

年前は海で造山運動で干上がったものの塩は

残りました。ここで農業をし水を撒くと水が地

中にはいり、水をやらなくなると地中の水分が

塩を含んだまま上昇してきます。土壌の塩性化

といい植物は生えなくなります。これは人間が

農業をやったという状況証拠で、塩をもたらし

たのは人間の仕業です。塩の原因は灌漑で、漢

の時代、楼蘭王国の時代。人口増加や製鉄によ

る森林崩壊もあったでしょう。結果、人間の文

化を破壊してしまった。気候の変化と人間の生

活とは複雑な関係があり、単に気候の変化で文

明が滅んだというものではないのです。 

◆河内平野にみる洪水の禍福 

 河内平野の池島福万寺遺跡には、洪水による

泥や砂の層が水田であった所に層となって残

っています。田んぼに砂が入ると米ができない

ので、砂を除けて田んぼに戻しました。砂を重

ねた場所は砂の山。ここでは米はできません。

河内の人はここを島畠と称して綿を作り河内

木綿の大生産地になりました。 

 洪水⇒綿花栽培によって町が栄えて人口増

加⇒人を養うのに生駒山で薪をとった⇒中世

の生駒は禿山。そのため洪水に。また人口増加

⇒山の木がなくなる⇒洪水になるという繰り

返しでした。洪水の繰り返しに悩んだ結果、大

和川を掘りました。洪水は激減したのですが、

今度は乾燥して旱魃になり井戸を掘っていま

す。また天然の良港だった堺港は大和川の運ぶ

砂で港が浅くなってしまい衰退しました。人間

の洪水対策で潤った人もいた一方、被害を受け

た人もいたわけです。人間の行為と自然の反応

は複雑で結果的に因果は回っていた。中世の河

内はこの連続でした。 

◆持続的な発展を疑え 

 原発が問題を複雑にしていますが、政府は津

波被災地をかさ上げして塩を抜き、田に戻そう

としています。しかし現在、米は余っており、

農業生産者は高齢化し新規参入も見られない。

米作り人口は半減するという状況でそれは正

しいのかと考えています。江戸時代までは潟だ

った。潟湖（せきこ）に戻してエビやシャコの

養殖をするというのはどうでしょう。 

 人類は困り果てると新しい技術を持ち込み、

新しい事業を考えてきました。中世、ヨーロッ

パの気候が悪く農業生産が落ち、ペストが流行

した時代は、アジアへ侵出した大航海時代でも

あり、これで復権しています。 

 日本は天変地異による飢饉が繰り返されて

きました。鴨長明の「方丈記」を読んでみてく

ださい。時の京都は大火やつむじ風、地震、海

辺では津波もありました。昨今の日本とそっく

りです。災害から復興する歴史の繰り返しであ

り、決して持続的に発展してきたのではありま

せん。持続可能な発展を疑うべきです。 

 持続可能な社会とはどんな社会でしょう。地

球は有限なので人口が増えても減ってもいけ

ない。とすると子どもは 2人。均等に相続する

と価値が半減するので、家業を譲るのも１人。

民法も平等を謳った憲法も成立しなくなりま

す。産業革命以後の右肩上がりの成長期だから

平等が成り立ったのです。持続可能な社会がい

いのかどうか考えるときです。寝ざめの悪い話

でごめんなさい。 

（記録：村井弘二、報告：小田忠文、喜田久美子） 

持続可能な社会とは・・・ 

小河墓時代（3600～3200 年前）の関係図 

洪水前後（中近世） 
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◆生活暦としての自然暦、ビジネスにも活かす 

日本各地には季節によって、生活や仕事の時

期を雪形（ゆきがた）や開花、渡り鳥や動物の

出現を目安とする伝承が残っています。この素

朴な暦が自然暦＝旧暦です。農業や漁業との関

連が深く、1 年を通算せず、均等な 1 カ月もな

く、必ずしも日数を数えないという特徴があり

ます。年始は概ね決まっているのですが確定し

ていません。何月何日という認識もありません。 

この旧暦を、暮らしとビジネスに活かす例を、

繊維業界大手クラボウの元常務取締役小林弦

彦さんが『旧暦はくらしの羅針盤』で示してい

ます。繊維業界にとって天候予測は極めて重要

です。彼は旧暦による天候予測の的中率 7割以

上をもって、ビジネスチャンスを得ていました。

また、ヨットで世界周航した松村賢治さんは、

月や星への関心から旧暦に興味を抱き、大阪南

太平洋協会を設立。旧暦カレンダーを発行し、

売上を南太平洋諸島の支援にあて、スローライ

フを取り戻そうと提唱しています。いま旧暦は

自然回帰を志向する運動と結びついています。 

◆雪形は郷土の山の掲げる美しい紋章 

 雪形【山腹に岩肌と積雪が織り成す模様を人

が何かの形に見立てて名づけたものの総称】の

名前は北海道から愛媛県まで 431 件あります。

私のふるさとの信州・南アルプスの駒ヶ岳には

白鳥と飛竜と称される雪形があります。白馬岳

には代掻き（しろかき）馬、福島・吾妻小富士

には種まきウサギなどの名前があり、季節の変

化と農法とが結びついた自然暦です。ロマンチ

ックな感じがあります。 

 「雪形は郷土の山の掲げる美しい紋章であり、

新しい年の行く手を占う信頼厚い予言者であ

る」と語ったのは雪形の研究者で山岳写真家の

田淵行雄氏（1905～1989 年）。安曇野と北アル

プスを愛したナチュラリストです。高度経済成

長期に雪形への関心が薄れていく状況に対し

て田淵は、「わが国特有な民俗として郷土の山

を飾る紋章雪形が、その栄光の歴史を閉じよう

としているばかりか、その栄光の伝統さえ人皆

の心の中から消えようとしている」と嘆いてい

ました。この田淵の作品、遺品などを展示する

田淵行男記念館が安曇野の地に 1990 年に開館

しています。メルヘンチックな所です。また、

4～5 月にかけて雪形に関連したイベントが大

町市を中心に行われています。国際雪形研究会

もできており、国際的にリードできる研究領域

となっています。 

◆各地に伝わるいろいろな自然暦 

 自然の移ろいとともにある自然暦は各地に

いろいろあります。石見地方では「山木蓮が咲

くと籾蒔き、散ると田植え」、和歌山県潮岬で

は「ブリ漁はサツマイモの芽が二、三寸伸びた

頃」、和歌山県古座では「麦が赤くなるとカツ

オが来る旬」、近畿地方では「鶯の声を聞いて

苗代に種をまく」、長野県明科では「カッコウ

が鳴くから大豆をまく」、岡山県落合では「醍

醐桜の満開の頃に籾種をまき、散り始めの頃に

シイタケの榾木（ほたぎ）を起こして組む」と

伝えられています。さらに、アマガエル、彼岸

花、麦まき鳥（セキレイ、ミヤマガラス）、麦

まきトンボ、田打ち桜があります。 

◆中国からの暦の伝来 

 『魏志倭人伝』には自然暦で暮らしている日

本人について「倭人は正歳四時（月の朔望と二

十四節気）を知らず」「春耕秋収を記して年紀

となす」と書かれています。システマチックな

暦を使っていないことを後進性、野蛮性とみて

いました。日本には、4、5世紀に中国の暦が伝

わりました。稲荷山古墳の太刀銘に辛亥（かの

とい）年、隅田八幡宮の鏡銘に癸未(みずのと

ひつじ)年と刻まれています。巨大古墳の造営

には統一された暦が必要だったことがわかり

ます。『日本書紀』によると、6世紀中葉、欽明

天皇の時代に暦博士が朝鮮半島から到来した

と記述があります。602 年、百済僧・観勒(かん

ろく)が暦本をもって来朝しています。天智天

 天体絵柄のネクタイを身につけられた中牧館長
は、先に案内したテーマ「日本の歴史観と環境観」
を「日本の自然暦と環境観」に変えて、より具体的に
探っていきます、と始めました。 

第 3 回 2013 年 10 月 8 日（火）  
 
 
 

講師：中牧
なかまき

弘
ひろ

允
ちか

さん  
吹田市立博物館館長 国立民族学博物館名誉教授 

 

生活暦にみる自然環境 

日本の自然暦と環境観 
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皇は 671 年 6 月 10 日に近江大津宮に水時計（漏

刻）を設置し、これが今日の時の記念日になっ

ています。持統天皇の時代に正式に中国の暦を

導入し律令体制を整えました。役人が布令する

のに必要としたのですが、農民は自然暦で十分

でした。 

◆太陰太陽暦から太陽暦に乗り換えた明治 

 日本では、中国暦の二十四節気と五節句以外

に、季節の移ろいを示す節分・彼岸・社日・八

十八夜・入梅・半夏生・土用・二百十日・二百

二十日の九つの日本独特の雑節をもった自然

暦を長く用いてきました。ところが、明治政府

は西洋文明を取り込むために、明治 5年 12 月 3

日を明治 6（1873）年元日とし、中国暦の太陰

太陽暦から西洋の暦（太陽暦）に変えました。

このため 1ヵ月の空白ができ、調節のため月遅

れの行事を入れました。お盆は東京では 7月で、

それ以外の地方は 8月に営まれ、祇園祭、天神

祭は月遅れの行事となり、さらに、ひな祭り、

端午の節句、七夕も月遅れで行う行事となりま

した。 

◆利用される旧暦カレンダー 

潮の干満をみる漁業や農耕時期をみる農業で

は旧暦が残っています。沖縄の年中行事は今も

旧暦で営まれています。ここで、陰暦沖縄カレ

ンダーと 1987 年から発行し、スローライフを

主張している太陰太陽暦カレンダー、旧暦カレ

ンダーなどを回覧します。これらの愛好家を

「キュウレキスト」と称し、和食レストラン料

理長、酒造り自営業者、服飾店経営者、海運・

水産業者、農家、養蜂家、古典を教える大学教

員、趣味の釣り人、俳人、お月さま好き、七十

二候愛好家が利用しています。 

明治時代に表舞台から消えた旧暦カレンダ

ーは今、静かなブームです。太陽暦に背を向け

た旧暦はスローライフや精神世界で用いられ

ています。陰暦、ルナカレンダー、新暦・旧暦

カレンダー、月の満ち欠けカレンダー、月と季

節の暦、旧暦菜園ダイアリーなどの名称がつい

て、家庭菜園の有機農法、月の動きと生命（環

境）への影響、旬の食材、衣替え、体調管理、

出産日、酒の仕込み、梅の土用干し、お茶の販

売日、月による心の癒しなどに利用されていま

す。昨年、旧暦 9月 9日、太陽暦 10 月 19 日の

重陽の節句の催しが浜屋敷で行われました。抹

茶をいただき、風情がありました。 

◆生態系の知恵を取り入れた自然暦 

 自然歴をめぐる環境思想は二つあります。自

然の移り変わりを目安とする古来から続く自

然歴は、「人間と自然系が織りなす生態系の暦

だ」（梅棹忠夫）というもの。 

 これに対して、自然暦=旧暦というノスタル

ジックな暦は、現代の生活に潤いを与えるもの

で、伝統的文化の継承に活かそうというもの。 

普段は西暦に縛られているが、体系化・制度化

された旧暦を自然環境への見直しとして位置

づけようとする新しい動きです。梅棹流に考え

ると、人間＝装置・制度系（文明系）の暦にお

ける生態系の復活。文明系の暦を使っていなが

ら、文明の基層に生態系があることを認識し、

生態系の知恵、スタイルを取り込もうとしてい

るのだと思います。 

◆地域に根ざした暦（時間）を生きる 

 東京天文台が制作した「太陽系の惑星・地球

の誕生」「月の誕生」のスライドショーを映し

ます。私たちは自然、太陽、地球、月の関係の

中で生活を営み、自然観察から生まれた暦、自

然暦と、天文観察から生まれた暦、天文暦を、

太陰太陽暦、イスラム暦、西洋暦として用いて

います。世界にはそれぞれの地域に根ざしたさ

まざまな暦があり、うまく使い分けています。

日本ではグレゴリオ暦（新暦）と旧暦（陰暦）

を、イランでは伝統的太陽暦と太陰暦のイスラ

ム暦そしてグレゴリオ暦の三つを使い分けて

います。中国では太陽暦が中心ですが、陰暦を

使用して旧正月を祝っています。このように世

界の人びとは、ひとつの暦―時間（世界暦）に

生きるのではなく、いくつかの暦―時間を理解

し、折り合って生きているのです。 

（記録：村井弘二、報告：小田忠文、喜田久美子） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

文明系の中に生態系の知恵を取り込む 

楽座は楽しい。ゆったりした気分で、きちんと話が聞ける。 
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変わりゆく吹田のまちなみ（その３） 

マンション建設ラッシュのまち～吹田千里丘地区～ 
まちなみ委員 長岡弘隆（長野西） 

 千里山、岸部に続くシリーズ第３弾は、近年大型マンション建設が続き、大きくまちなみや住民構成

が変化しつつある吹田千里丘地区の、ここ十数年の変遷を中心に報告します。 

１．吹田千里丘地区の概況 

 千里丘停車場（現ＪＲ千里丘駅）が開設された

のは昭和 13 年 12 月。駅開設を契機として、千里

丘地区は耕地整理により住宅地が開発されていっ

た。昭和 23 年の航空写真では、まだまだ田畑が残

っている様子であるが、昭和 40年頃ではほとんど

宅地に変わっている。という訳で、まとまった広

さの土地が入手しやすかっ

たためか、この地区は企業の

社宅や厚生施設が多く存在

していた。近年その多くがマ

ンションや戸建て住宅団地

に建て替わり、まちなみや住

民が大きく変化している。 

「千里丘耕地整理竣工記念碑」（昭和 18 年建立、長野町会館） 

２．主なマンション開発と人口変化 

 表１に、 近の主な大規模マンションの概要を

示す。これらだけでも、この 15 年間(H10～H25)

で約 4200 戸の住宅が造られた計算になる。また、

千里丘地区 15年間の人口構成変化を図１に示す。

（吹田市町丁別人口統計より作成）総人口は 40％

増、14歳以下は 67％増となっている。現時点では、

0～14歳、35～44歳、60～69歳の三つの山がある。 

 今後も、吹田徳洲会病院[平成 26年夏]、（仮称）

千里丘北小学校[平成27年]、ミリカヒルズ2期[約

650 戸、平成 27 年]等の計画が予定されている。 

３．今後の課題 

 自分がこの地区に越して来たのは約 20 年前で

あるが、その頃から比べても子供は多くなり、商

店が増え、街に活気が出て来たように感じる。一

方、小中学校は教室が不足している、大型マンシ

ョンではコミュニティがマンション内のみで地域

とのつながりが少ない、等の課題も耳にする。将

来的には、二十歳前後で子供達は他の地域に移っ

ていくことが想定される。とすれば、残る現在 40

歳前後が老齢化する約 20年後に、少子高齢化第二

波がやってくる。その時までにコミュニティを活

かした住み良いまちづくりが出来るかどうか、こ

の地区の今後の課題であると思う。 

表 1 最近の大型マンション計画（平成 10 年以降、50 戸以上） 

築年 住 所 名   称 戸数 元用途 

Ｈ11 山田市場 パレ千里 89 総合物産倉庫 

Ｈ11 青葉丘北 ラウンドスクエア吹田青葉丘 69 ― 

Ｈ13 清水 レスタージュ千里万博公園 153 ― 

Ｈ14 山田市場 ライオンズガーデン千里丘 256 レナウン工場 

Ｈ14 千里丘西 フォレストシティ千里丘 370 富士銀行運動場 

Ｈ15 長野西 エールグラン千里丘 421 東海銀行運動場 

Ｈ15 千里丘上 ルネシーズンズ千里の丘 278 住友銀行社宅 

Ｈ15 新芦屋下 ソフィア千里丘ブライトスクエア 333 協同乳業工場 

Ｈ18 長野東 ジークレフ吹田千里丘 68 富士通社宅 

Ｈ18 新芦屋上 ルナコート千里・丘の街 258 三菱銀行運動場 

Ｈ19 新芦屋下 プラウド吹田新芦屋 88 ヤマハ研修所 

Ｈ20 長野東 千里ディアヒルズ 447 日本生命社宅 

Ｈ20 新芦屋下 ローレルコート千里丘アウレリア 149 畑 

Ｈ20 新芦屋上 アリスト吹田新芦屋ヒルズ 117 大和銀行社宅 

Ｈ23 長野西 プラウド吹田千里丘サウスヒル 87 東海銀行社宅 

Ｈ24 長野西 ジェイグラン吹田千里丘 117 ＪＲ西日本社宅 

Ｈ24 清水 リバーガーデン千里丘 174 ＪＡ東伯流通倉庫 

Ｈ25 尺谷 アークレジデンス吹田千里丘 130 料亭千里石亭 

Ｈ25 千里丘北 ミリカヒルズ 633 毎日放送放送ｾﾝﾀｰ 

 

 

□H10 年 10 月 ■H25 年 3 月 

千里ディアヒルズ      ミリカヒルズ 

建設中の徳洲会病院    ミリカヒルズ 2期用地と 
           建設中の(仮称)千里丘北小学校 
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今秋の市立博物館特別展「交通の 20 世紀」は

吹田操車場開業 90年と名神高速道路開通 50年と

を記念して 10 月 12 日に開幕しました。会期中に

興味深い６つの講演会がありました。 
その内容は①②物流面から操車場と高速道路を

見たものが二つ、③吹田操車場の誕生から今日ま

での変遷、④名神高速道路の歴史と新名神高速道

路建設の進捗状況、⑤吹田操車場が舞台となった

吹田事件、そして⑥国鉄時代の貨物列車や寝台列

車の車掌として乗客と接したエピソードなどで、

吹田操車場と高速道路とを多方向から学ぶことが

できました。 
【操車場誕生】鉄道貨物輸送が盛んになりそれま

での京都の梅小路操車場の能力が限界に達し、

1923 年に大阪に近い吹田に操車場が建設されま

した。しかし 40 年後の 1963 年には車社会の到来

にともなって名神高速道路が建設されたのです。

そして 1970 年以後物流は鉄路から道路へとシフ

トしていきました。いずれにしても 20 世紀の吹

田はその地理的条件もあって全国の物流の拠点と

なったのでした。 
 戦前の吹田操車場は軍事物資輸送の拠点として

重要な位置を占めていたのは当然として、戦後ま

だ日本が独立していなかった 1950 年 6 月に起き

た朝鮮戦争では GHQ（連合国総司令部）の命令

でまたもや軍事物資の輸送の拠点としての役割を

担うことになりました。 
【吹田事件】朝鮮戦争勃発 2 年目の 1952 年 6 月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 日の夕方から労働者や学生の約 1000 人が大阪

大学石橋キャンパスで朝鮮戦争反対の集会をしま

した。その後デモは二手に分かれ、一隊は西国街

道からを吹田操車場に向かい、もう一隊は阪急電

車石橋駅から服部駅に行きそこから徒歩で豊津、

吹田高校を通って行進し、翌朝両隊は千里丘駅近

くで合流しました。そして吹田操車場を行進して

操車場の機能をマヒさせ、吹田駅で警察官と衝突、

デモ隊は火炎ビンを投げ、警察官は発砲するとい

う事件に発展しました。これが吹田事件です。戦

後の混乱期の三つの騒乱事件はいずれも 1952 年

の 5 月、6 月、７月に起きたもので、5 月が東京

のメーデー事件、7 月が名古屋の大須事件です。

この三つはサンフランシスコ講和条約が発効して

日本が独立した 1952年 4月 28日の直後から刑法

の騒乱罪が発効するまでの間に起きたのでした。 
【ビールの物流】もうひとつ印象に残った講演は

アサヒビールの物流のお話。1889 年にアサヒビー

ル工場ができました。製品の輸送は当初、牛が荷

車を、やがて牛がトロッコを引いて神埼川から船

で大阪市内の倉庫に運びました。吹田操車場がで

きると線路を工場に引き込んで貨物輸送が始まり

ました。やがて 1960 年前後からトラック輸送に

変わってきました。製品をトラックに積み込むに

も個々の箱を人力で積み込んだ時代から、現在は

巨大フォークリフトが 10 トントラックに一気に

積み込むようになっていると知って感心させられ

ました。 

 

吹田市立博物館 2013 年度秋季特別展 

交通の 2０世紀 
―吹田操車場と名神高速― 

会長 小田忠文 
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吹 田 の 竹 林  
 生きもの委員会  平 軍二   

 すいた市民環境会議は吹田市の自然について大木・野草・ツバメなどを調べ、その結果をベースにし

た観察会を行ってきましたが、「千里の竹」で有名な竹林については、調査・観察はしていませんでし

た。竹林を放置しておくと近くの広葉樹林などに広がることから、竹を邪魔者扱いにしていたためで、

竹・竹林を眺めても①ウォッチすること、②調べること、③語ることはありませんでした。たまたま、

今回吹田の竹について話す機会があり、吹田市内の竹・竹林の現状を見て回った。 

１．竹林の変遷  竹といえばタケノコ、食材として欠かせないことから、

昔からの集落・里地・里山など、どこでも植栽されていた。また日常生活に

おいては、ざる・かご・物

干し竿、物差しなど竹を利

用した日用雑貨製品がど

この家庭にもあり、趣味の

世界では茶筅・茶杓、更に

子供のおもちゃに利用さ

れ、私も子供の頃、竹鉄

砲・竹とんぼ・釣竿などを作って遊んだことがある。

今ではこれら竹製品の殆どがプラスチック製となり、

また、筍についても有名特産地以外は販路が縮小し、

放置竹林が多くなっている。 

２．吹田市の竹林  「吹田の自然 2011」*によると吹田市の竹林面積は 2010 年に 98.5ha、総面積の

2.7%である。中でも吹田市中西部、地下鉄御堂筋線緑地公園駅～桃山台駅間（春日・桃山台・千里山竹

園）や、阪急千里山駅～南千里駅間（千里山西６・千里山月が丘・佐井寺４）周辺に竹林が広がってい

て、車窓からもよく見える。 
「千里の竹」**によると戦前～戦後、旧山田村に筍缶詰工場があったとのことであるが、山田村は万

博公園、そして千里ニュータウンなどの住宅地に改変され、今では千里ニュータウンの周囲に残された

千里緑地や万博テニスコート周辺、大阪大学構内など、一部にわずか面影が残っているのみである。 

３．竹林さまざま  今回、吹田市内の竹林 30 ヶ所ほどを観察したので、一部を写真で紹介したい。 

①放置された竹林  筍が掘られず放置された竹林は、

左写真のように竹が密生し、竹と竹のあいだに隙間が

ほとんどなくなってくる。筍が出られなくなるほど密

になると、竹の根が周囲に広がり始め、樹林に入ると

木々の間から筍が出て、ついには木が竹に負けて枯れ

始め竹林に変化する。 
吹田市の竹林面積は 2001 年から 2010 年の 9 年間で

9.7ha 増とのことなので、竹林が周囲に広がっている

と推定される。 

弘済院の竹林 
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②管理されている竹林  竹林は傘をさして歩けるほどの竹密度が最も筍の生育環境として良いと言

われている。竹林管理は 
イ）民有地（春日・千里山竹園など）の場合： 

筍がよく掘れるように 
ロ）公有地（千里緑地・桃山公園など）の場合： 

筍でなく、美観のために 
行われている。春日で筍用に管理された竹林と、放置

竹林が並んでいたので紹介したい(写真右)。 
 

③竹林管理はボランティア団体  公有地の竹林管

理はもともと業者に発注されていたものの、予算の

関係から放置竹林が多くなっていた。最近、「吹田み

どりの会（当会の武田顧問や塩田理事が活動）」「千

里竹の会(当会会員も参加)」「すいた環境学習協会」

「竹林友の会」などのボランティア団体が、竹林を

管理するようになっている。団体により竹林管理方

法に幾分違いがあるものの、どこも美しく管理され

た竹林風景を楽しめる（写真左）。 

④竹林は吹田の原風景  竹林を観察しながら吹田市内

を巡ると、竹林の中に小さなため池や田畑など、懐かしい

景色に出会うことがある。右写真は、千里山西６(イオン南

千里店裏山)の尾根筋であるが、竹林内の小道の横に田んぼ

があり、その周りに前号で紹介したツリガネニンジンの新

しい自生地を発見し、竹林も吹田の原風景の一つであるこ

とを実感した。 

４．民有地の竹林の末路  更に、竹林が伐採され住宅地

に改変されつつある現場に立ち会うこともある。下の写真

は豊中市との境界に近い春日３丁目の竹林であるが、筍

生産という使命を終えた民有地の竹林が改変中で、桃山

台駅まで 10 分の住宅適地として売り出されると予想さ

れる。吹田市は全市が都市計画上の市街化区域であり、

現在、マンションが林立し、戸建て住宅が軒を連ねてい

る千里ニュータウンも、50 年前はこのような光景からス

タートした筈なので、やむを得ないことであるが残念で

ある。「大阪みどりの百選」に選ばれた「千里の竹林」、

公有地の竹林はいつまでも残ってほしいと思っている。 

参考文献 ＊「吹田の自然 2011」：吹田市環境部 2012.3（調査編集：大阪自然環境保全協会） 

＊＊「千里の竹」：吹田市立博物館 2008.3 （2008 年夏季展示） 

― １１ － 
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生きもの委員会＆環境楽座 イベント報告 
いきもの委員会 平 軍二   

１．関西大学の大木観察会 

「関西大学の大木群は吹田市の宝」として、すいた市

民環境会議では毎年関大で大木観察会を行ってきたが、

集合場所は関大南門とし、入場は関大高中正門からとし

た。 
高中正門周辺

の緑は吹田市保

護樹林として、

林全体で指定さ

れている。その

ため 2008 年に南門からエスカレーターが新設されたとき、大木

はそのまま残された。 
9 月 30 日(月)、 観察会には 17 名が参加した。観察した大木

は 40 本余りで、関大に現存する大木 80 本余の約半数を観察し

たことになる。参加してくださった方々に、関大の大木を楽しむ

とともに、関大が大木を守るために努力している状況も確認して

もらうことができた。尚、お子さん２人が参加されていたのに、

集合写真が遅くなり、先にお帰りになっていたのが残念である。      

２．○Ｅセンスさんぽ・旧吹田村  

10 月 5 日(土)、環境楽座のオプショナルイベントとして、環境の目・生物多様性の目で街歩きをする

「○Ｅセンスさんぽ」を 22 名が参加して旧吹田村で実施した。 
まちなみ委員会が景観・歴史面から、生きもの委員会が大木

観察などで何時も歩いているコースであるが、今回は両面をド

ッキングした上、さらに人とのつながりや生物多様性もあわせ

て見るという欲張った観察会だった。泉殿宮から浜屋敷の昼食

時までに観察した８ヶ所について、○Ｅセンスのポイントを皆

さんから聞いたところ、藤原館長の案内を受けた西尾邸が参加

者から最高の評価を得た。 
コース最後にアサヒビール吹田工場の見学・試飲会を入れた

こともあり、参加者には楽しんでいただくことができたと思っている。 
今回は見る視点・ポイントが多分野にわたっていることから、全てを案内できるリーダーがいなかっ

たことは当然であるが、準備不足もあ

り運営面では改善すべき反省点が

多々残った。 
しかし、このような複眼的に環境を

見る観察会はこれからも開催し、吹田

市の良さを掘り起こしていきたいと

思っている。 
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アジェンダ２１すいた イベント参加報告 
                             まちなみ委員 下村敬三 

「すいたエコウォーク」                            

１０月２６日（土）フラッグシッププロジェクト「歩きたくなるまちづくり」の企画である、すいた

エコウォークに参加しました。北千里ディオスパフオーマンホールに、参加者５５名が参集し、関西大

学 人間健康学部教授 小田伸午さん「知っておきたいウオーキングのこと」

の実技を入れたレクチャーを受け、北千里公園周辺のＡ・Ｂ２コースに分散し

て、１５時３０分にウオーキングをスタートした。途中チェックポイントで人

数の確認、お菓子をもらい、ゴールの千里金蘭大学まで、約４～５kｍ、１７時

に全員到着した。ポラロイドの写真で途中の見所をとり、ゴールでマップに貼

りワークショップの説明をした。終了後有志のみ、千里金蘭大学学園祭の花火、

千里竹あかりを楽しんだ。 

【竹林コース】 

約4.2ｋｍ。25名参加。

千里の竹林を満喫で

きるアップダウンの

あるハードなコース。 

 

 

【水遠池コース】 

約3.8km。20名参加。 

自然、まちなみ、学校

等ニュータウンの要素

を備えた環境が多く見

られる、散歩道として

最適なコース。  

 

企業見学会「大阪ガス実験集合住宅ＮＥＸＴ２１」 

 １１月２０日（水）大阪市天王寺区にある、今年３月にリニューアルさ

れた、実験集合住宅を見学した。参加者は２５名、１３時から１６時まで、

建物の説明、実際に住んでおられるモデル住宅をみて、最後に、壇須寿雄

さんの「最近の天然ガスを中心としる日本のエネルギー事情」のテーマで

講演を受けた。ＮＥＸＴ２１の意義と成果は、環境共生住宅としてのモデ

ル住宅、スケルトン住宅・長期優良住宅モデル、住宅機器・設備を実証モ

デルとして評価が高いとのことでした。市内にありながら、自然と共生す

る生活を目標に、地上から屋上まで大きな規模の自然環境を作り、住民の

心の安らぎをあたえ、野鳥や蝶の休息場所となる緑地までも備えているこ

とでした。理想的な住空間が形成されていることが感じられた。 

 

 

 

 

当会の理事・監事 5名まちなみ委員 3名が参加 
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＜吹田市内のトピックス＞ 

市民の寄付で 津雲公園にあずまや が完成 
まちなみ委員 松岡要三  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 「あずまや」が完成したのは津雲台の

中心に位置する津雲公園の南西部の遊

園で愛称「土管公園」と呼ばれていると

ころです。ここはいろいろな遊具があり

ます。休日などは特に親子連れで賑わい

ますが、遊具のそばに日差しをさける場

所が少ないので夏場の暑い日には困っ

ておられました。 
自治会の役員をされておられたが、ご

高齢で引退された地元の H さん（当会

会員）が、吹田市の道路公園部と相談さ

れ寄贈されたものです。10 月 27 日(日)
に地元の方と市の関係者が集まり市か

らの感謝状贈呈式がありました。 
寄贈された H さんは「ここが憩いの

場になり、遊びまわるお子さんを見守っ

たり、地区の賑わいに役立てば」と願っ

ておられます。 
 市民の寄付でいろいろなものが出来るのはいいですね。糸田川の桜並木も市民の寄付です。先日の

千里キャンドルロードも多くの市民の寄付に支えられたと聞いています。浜屋敷も中西邸も寄付によ

るものです。今、日本初の「みんな」でつくるスタジアムをめざしてガンバ大阪・新スタジアムの募

金活動がおこなわれています。（ホームページ参照 http://www.field-of-smile.jp/） 

生きもの委員会 植物観察会「吹田の竹林」ご案内 

今号 10,11 頁で紹介した「吹田の竹林」についての観察会を開催します。コースは千里山６丁目

～春日とする予定ですが、詳細コースは当日までの下見結果で決定します。「大阪みどりの百選」

に選ばれている「千里の竹林」の今を観察したいと思います。冷え込みが厳しくなる時ですので、

防寒対策を充分にして参加ください。 
申込制ではありませんが、配布資料に竹林のカラー写真を入れるため、資料部数の過不足を少な

くしたいので、参加希望の方、平までメールまたは電話でご一報くださると幸いです。 

開催日：2013 年 12 月 19 日（木）        集 合：9:30 阪急千里線南千里駅改札前 

解 散：12:00 頃 春日神社付近の予定   持ち物：吹田の古木・大木冊子 

参加費：会員 200 円、非会員 300 円  

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


