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会長 小田忠文 
少子高齢社会に入って高齢者の医療費が増加の一

途をたどっているとのこと。国は消費税率を上げる

など税収アップを図るとともに、国民が病気になら

ないように、健康寿命の延長に躍起（やっき）にな

っています。▲厚労省は作戦の第一歩として 2005
年ころからメタボリックシンドローム（メタボ）と

いう言葉を広めました。メタボは、ざっくり言えば

肥満によって高血糖、脂質異常、高血圧となり、そ

れらが重なりあって重篤な心筋梗塞や脳卒中などを

起こすやっかいものです。そこで厚労省は「メタボ

予防は１に運動、２に食事、しっかり禁煙、最後に

くすり」と広報しています。▲一方でロコモティブ

シンドローム（ロコモ）という言葉も耳にすること

が増えてきました。ロコモは 2007 年に日本整形外

科学会が提唱したもので、骨や関節、椎間板などの

具合が悪くなって「立つ、歩く」が困難になり、メ

タボや認知症と並んで、健康寿命を短縮させ、寝た

きりや要介護状態にさせてしまう３大要因のひとつ

です。したがって高齢者にとって歩くことはメタボ

やロコモを予防するために重要な位置を占めている

のです。▲そして歩くことに関する論文も増えてき

ました。すでに 10 年前の 2004 年には奄美大島の笠

利町国保診療所が笠利町に住む60歳から90歳の在

宅高齢者 386 人を３年間追跡し、初回測定時の歩行

速度が早い人ほど日常生活活動が下がらないことを

発表しました。▲2011 年には米国医学会雑誌

(JAMA)が「歩く速さで余命がわかる」と発表しま

した。その論文は 65 歳以上の高齢者、約 35,000 人

の歩行速度を調べたあと平均約 12 年間追跡したも 

 
 

のです。その結果、予測余命の中央値は秒速約 0.8m、 
つまり秒速 0.8m なら余命は平均的なもので、歩行

速度が秒速 1.0m（時速 3.6km）以上なら余命は平

均値を上回り、1.2m/s を超えると並外れた余命だと

しています。▲この結果から歩く速さは心臓や肺、

循環器系、神経系、骨格系などの総合評価を反映し

ていると考えられ、早く歩ける人は健康で長生きで

きるのでしょう。ちなみに横断歩道の青信号は秒速

1m で渡りきれるように設定されているそうです。

▲国はロコモ予防に「健康づくりのための身体活動

基準 2013」をつくっていて、住民が運動しやすい

ようなハード面、ソフト面のまちづくりを提唱して

います。その中で「美しい景観や由緒ある史跡を結

んだ地域のウォーキングマップ等を作成することで、

地域の人々が自らのまちの魅力を再発見し、運動の

機会が増えるだけでなく、観光資源にもなり地域の

活性化につながる。」と書いています。▲2001 年に

当会は観光マップ「あルック吹田」の作成にかかわ

りました。今年は「あルック吹田」の大幅改定をめ

ざして市内を定期的に調査しています。役所の各部

署からも数種類のまち歩きのマップが出ています。

それらは単に観光案内だけでなく健康維持の役割も

になっているのです。浜屋敷のまち案内人さんは、

「多くの人から『いままで何も知らないで歩いてい

たが、説明を聞いてますます歩きたくなった』とい

う声をよく聞く」と言ってます。このコラムをお読

みのみなさんがメタボやロコモになって家族や地域

の世話になることのないように、介助されるよりは

介助する側でいつづけられるように、「あルック吹

田」を持って市内散策に出かけることをおすすめし

ます。 
 

コラム 

＜表紙の絵＞                             吹田の野草シリーズ（１） 

ウツボグサ（シソ科）  

種名について、図鑑などの記述は、花穂の形が矢を入れて背負う道具の「うつぼ」（靭・空穂）に似て

いるからとある。また、夏期に葉が枯れるので、夏枯草（かこそう）とも呼ばれ、漢方では利尿剤として栽

培もされている。 

シソ科の多年草で、茎は四角で毛があり、葉は対生で、高さ 20～30cm となる。6～７月頃、茎の頂きに

筒状の花穂がつき、紫色で唇状の形をした花が開く。 

路傍や草むらなどで普通に見られるが、「草むら」などと云うものが殆どない吹田の市街地で、旧阪

急北千里線の延伸予定地だったところが貴重な「草むら」となって「ウツボグサ」が群生し梅雨の明ける

ころ野面を紫色に染める。 

（表紙の絵と文：生きもの委員会 塩田 敏治） 
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観光マップ「あルック吹田」調査会報告（２） 

第 2 回 山田コース 
まちなみ委員 長岡弘隆  

 北千里コースに次ぐ第二弾は、平成 26 年 3 月 28 日（金）快晴の春空のもと、山田コース（全長５km）

を調査しました。以下、その状況を報告します。 

１．阪急山田駅周辺 

 阪急山田駅東口に 9時 30 分集合。まちなみ委員

６人と非会員５人が参加しました。阪急山田駅東

口には、平成 23 年に「子育て青少年拠点 夢つな

がり未来館（愛称 ゆいぴあ）」が完成しました。

図書館、子育てプラザ、青少年活動サポートプラ

ザが入った吹田市の施設です。建築設計者が雑誌

に発表したコンセプトによれば、イメージは「青

少年の『砦』」*1。なるほど、見ようによっては子

どもが遊ぶ秘密基地のような外観をしています。

今回の改訂では外観写真を載せる必要があります。

晴天の新たな写真を撮ろうとしましたが、手前側

にマンションが既に建っているため昨年と同じア

ングルの写真が撮れないことがわかり、この地域

の変化の速さを実感しました。 

*1：北村潤(2011)/東畑建築事務所 「居場所をつくる」 

『近代建築』Vol.65(2011 年 4 月号)pp.40.近代建築社 

 しばらく歩くと新たに整備された山田駅東公園

があります。ここを通るコースに変更したいと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

２．王子池 

 王子池ではヒドリガモなど数種の水鳥が見られ

ました。いい越冬地になっているようです。 

３．三ツ辻～山田上愛宕社～引谷公園 

 小野原街道と山田街道の分岐点である三ツ辻か

ら山田の集落に入り、細い坂道を上がり、山田上

愛宕社の横を抜けて、新しいマンション街を過ぎ

ると引谷（ひきらん）公園の前に出ます。珍しい読

み方です。この辺りは道が複雑なので詳細図が必

要です。 

４．旧山田村集落内 

 旧山田村集落内では、街並みを見ながら歩くた

め、ペースが遅くなります。お地蔵さんを見てい

たら、おうちの方が出て来られて、由来を教えて

くださることもありました。また、山田東四丁目

では大きなお屋敷がなくなって、更地になってい

ました。自治会が買い取って公園に整備するそう

です。昔ながらの街並みはまだ残るものの、徐々

に線から点になりつつあります。「山田も普通のま

ちになってきたなぁ」という感想も聞かれました。 

旧山田村の街並み       山田東４の公園予定地 

５．山田伊射奈岐神社・安養寺・圓照寺 

 山田伊射奈岐（いざなぎ）神社では、丁度桃の花

が奉納されていて、拝殿の中で見せていただくこ

とが出来ました。安養寺（あんにょうじ）は四季折々

の花々が素晴らしい所ですが、訪れた時はソメイ

ヨシノの咲始めで、お堂をバックにきれいな景色

でした。圓照寺（えんしょうじ）も枝垂桜（シダレザ

クラ）がきれいですが、当日はまだ少し早いよう

でした。 

安養寺         圓照寺（4/3 撮影） 

６．終点 

 山田コースの終点は大阪モノレール万博記念公

園駅前。エキスポランド跡は造成工事中でした。

コース後のお食事等には、太陽の塔が目の前に見

えるオアシスがおすすめです。写真を撮りながら

ゆっくり歩いて、所要３時間の行程でした。旧村

落のたたずまいや四季の花々が美しいコースです。 

写真上 山田駅東公園 

写真左 夢つながり未来館 



 

 

第３回 岸部コースの調査 

4 月 3 日(木)におこないました。会員 9 人と非

会員 1人が参加しました。2001 年の「あルック吹

田」から変わった点、当日新たに発見したエピソ

ードなど紹介します。大きく変わったのは、89号

（2013 年 10 月）で紹介したように JR岸辺駅と吹

田操車場跡地です。（写真下：岸辺駅南口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操車場跡地には JR貨物駅が開業しています。駅

北側にもバスターミナルが完成しました。計画で

は 2018 年には国立循環器病研究センターと吹田

市立病院が移転してきます。線路沿いの遊歩道も

完成し、供用開始されれば素敵な散歩みちになる

でしょう。 

 
 

 
 
 
 
 
駅南口から徒歩 5 分、大阪寄りにオッペン化粧

品本社がありますが、本社内のバラ園がローズウ

ィーク(今年は 5/21~26)に一般公開されます。岸

一小学校前地下道の子どもたちが描いた大壁画

（トンネルアート 

写真右､５年かけて

2013 年完成）と共に、

楽しいスポットに

なりそうです。 

吹田操車場に食い込んでいた墓地（珍しい六観

音・六地蔵がある）が 50m ほど北東に移転し地

下道に隣接した場所に整備されました。 
吉志部神社の本殿・拝殿が 2011 年落成しまし

た。(写真右) 
グループで

まちを歩くと、

出会いや発見

もありました。 
天津神社で

は地元の人か

ら話を聞いた

り、岸部中では大きな民家の庭を拝見させていた

だいたり、願成寺前の民家の屋根の大国さん（写真

下左）、恵比寿さん、鐘馗（しょうき）さんに巡り合

ったり、壁の人影にであったりしました(写真下)。 
 
 
 
 
 
 
 
大光寺で 

記念写真 

 
 
 
 
 

第 4回 南千里コースの調査 

4 月 25 日（金）、新緑と花、好天気に恵まれた

中、11 人でコースを検証しました。とても快適な

時間を過ごしました。駅周辺は第 91 号（2014 年

2 月）で紹介したように大きく変わりましたが、

その他はあまり変わりなく、自然豊かなすばらし

い散策コースです。千里ニュータウンプラザの 2
階の千里ニュータ

ウン情報館に立ち

寄り、竹見台の高

層住宅団地を通り

抜け（写真左）、千

里南公園へ。 

観光マップ『あルック吹田』調査会報告（3） 

第 3～5 回 岸部・南千里・佐井寺 コース 

まちなみ委員 古谷啓伸・岡村昇二・加藤篤齋・松岡要三  

写真左：高架通路、写真右：吹田貨物ターミナル駅 

 

写真左：線路際の遊歩道、写真右：国循建設予定地 
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あとは「あルック吹

田」のコースにした

がって、あやめ橋で

阪急のトンネル、千

里高校を見て、高町

池から千里緑地を歩 
きました。     ヒメボタルの看板前で記念写真 

海老池の池畔は地元の NPO「吹田みどりの会」

が竹を伐採し、新しく木を植え整備しています。

明るくなり、眺めもよくなりました（写真下右）。ま

たこの辺りのモミジの並木は高く成長しトンネル

になっています。美しさに、みんながカメラを向

けました。愛称を付けて「もみじの名所」にした

いものです（写真下左）。 
 

 
 

 

 

このコースでは緑が育ち、各所で団地の再生が

おこなわれ、今も素晴らしいまちとして発展して

います。菩提池東のスターハウスは是非残したい

ものです。改訂に際しては、総合科学科・国際文

化科のある千里高校、佐竹台の旧留学生会館跡地

にできた関西大学南千里国際プラザ（写真下）、佐

竹台 6丁目の千里緑地（木材チップを敷き歩道を 

整備）、佐竹台近隣センター

のコミュニティスペース

「さたけん家」などを紹介

したい。 

 

第 5回 佐井寺コースの調査         

5 月 1 日(木)、9 名が参加して阪急千里山駅東改

札前を出発。 千里山団地は建て替えられ、昔の

面影はない。 
 
 
 
 
 
 
 

「あルック吹田」のコースにそって、千里山・佐

井寺図書館、河田新池、佐井寺への尾根道を歩く。

茅葺の民家、愛宕神社、共同井戸跡、佐井の清水

碑を確かめ進む。新しい家もあるが、民家の家々

には花が咲き誇り、坂のある細い路地などまだま

だ昔の里の風景がのこる桃源郷である。さらに伊

射奈岐神社へと歩をすすめると鎮守の森がな

い！ 神社の石段をのぼる。周りの木々は低い位

置で幹も枝も切払われており切り口はまだ新しい。

境内からの見通

しは格段に良く

なっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
佐井寺ではお寺では も古い建物である護摩堂

の屋根の修理がおこなわれていた。くり抜き水路

入口跡には新しい

説明板が建てられ

ていた。入口跡は

駐車場になってい

るが貴重な史跡。

住民の力で史跡公

園にならないもの

か。コースの後半部分も大きな変化はなく、途中

コースの道沿いにあるファミリーレストラン「ガ

スト」で昼食を摂る。これがまた、この調査会の

楽しみの一つである。午前中の出来事を話し合い

ながら、約 1 時間の楽しいひと時を過ごす。午後

２時前に千里山駅近くで解散した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後の予定（９：３０集合 小雨決行） 

第 7回 6/05（木) 江坂コース  江坂駅北改札前 

第 8回 6/27（金）垂水コース 豊津駅改札前 

第 9回 7/03（木）神崎川コース 江坂駅北改札前 

・参加費 会員無料 非会員 200 円 

・申込先 松岡 要三 FAX 06-6384-8168 

          携帯 090-6974-1058 

E-mail matsuokayh3@sutv.zaq.ne.jp 

3 月から戻り入居が 

始まった UR の賃貸住宅 

宅地転用のために売却され
た河田新池。コナラの大木
があるみどりのかたまりは
残したいものだ。 
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第１回「災害と自然の復元」 

講師：栗本修滋さん 

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 

◆ニュースで現象はよく聞いている深層崩壊につい

て、いろいろな内容があることを知った。原因につい

ては初めて聞くことも多かったので面白かった。鹿の

被害で自然復旧がさまたげられていることを聞き、思

っている以上のことが起こっているのだと知った。 
◆よく山地に行き、今までは何も考えないで見ていま

したが、今後は地形、植林なども見たいと思います。 
◆治山の技術勉強になりました。手入れをしなければ

山は守れないこと。場合によっては樹木がない方がよ

いこともあること、目からうろこでした。大規模な土

木工事よりもこまめな管理という点、その通りかと思

いました（なかなか難しい所ですが）。 
◆豪雨による土石流、土砂災害が多発する中での講座

で勉強になった。 
◆災害の発生しやすい所をおしえていただき参考に

なりました。また、山の手入れが大切であることを理

解できました。 

第２回「農業は環境を破壊する？」 

講師：佐藤洋一郎さん 

総合地球環境学研究所副所長 教授 

◆人間が環境を作り変えるようになったというのは、

私たち人間のおごり。物事の本質は複雑で、多方面か

ら物事をみないといけないと思います。 
◆世の中･･･歴史はくりかえす。環境でも歴史はくり

かえす。 
◆私は農業や林業が自然破壊から国土を守ると思い

ます。 
◆タクラマカン砂漠が2億年前は海であったことや

遺跡が見つかったなど、いろいろなお話し、難しかっ

たがおどろいた。大阪府河内木綿が栄えたのは島畠が

洪水にあい、浸水、乾燥、綿栽培の繰り返しでできた。

昨年昔の木綿工場を見学したので興味深く聞いた。 
 
 
 

 第３回「日本の自然観と環境観」 

講師：中牧弘允さん 

吹田市立博物館館長 国立民族学博物館名誉教授 

◆いろいろなカレンダーを見せていただき、興味深か

ったです。ダジャレもよかったです。 

◆自然暦には夢のあるロマン、雪形、旧暦と自然暦の

二種類ある。現代はほとんど新暦を使用している。そ

れぞれの国によって使い分けている。いろいろのカレ

ンダーを見ておもしろかった。 
◆私の生活からは全然知らないことで面白かった。民

族学という学問に初めて接したので何とも表現しよ

うがない。歴史学とか民族学とは現在の私たちの生活

との関係で見て考える学問と考えられた。（現在の生

活にどのように活かされているか）。自然との共存が

重要ということ、理解できた。 
◆暦の起源について説明を聞いたが、むずかしい内容

の話で理解しかねた。しかしこのような話は聞くチャ

ンスがなく、世界にそれぞれ目的をもった暦があると

いうことを知り勉強になった。 
◆雪形は自然造形美であり見てみたくなりました。 
自然暦を興味をもって聞きました。 
◆自然暦、旧暦を知ることで自然と生活とのかかわり

が楽しく理解できた。旧暦をもう少し見直して活用す

るとよいと思いました。 

 
 

 

◆ほのぼの心あたたまる話に感動。アザラシの赤ちゃ 
んの話は童話を聞いているようで楽しかった。自然が

好きだという気持ちを持ちつづけることを孫に伝え

る工夫をしたい。人間は一度明るくした所を再び暗く

することはできない。これが人間の弱み、自然破壊の

根源という話、すごく印象的でした。 
◆ゲンジボタルやヘイケボタル、ヒメボタルと生息す

る場所が一緒だと思っていたが違いがあるのがわか

った。写真がとてもよかった。360度のオーロラは美

しかった。流氷が少なくなり、今から 40 年後にはな

くなるという計算。環境のことを考えさせられた。 

環境楽座２０１３ 

参加者アンケートから 

３回目となった２０１３年度の環境楽座は、 

好評のうちに終了しました。 

毎回の参加者アンケートから一部をご紹介します。 

今年度も環境楽座の企画が始まっています。 

ご期待ください。 

第４回「レンズを通して見た環境問題」 
講師:小原 玲さん 

動物写真家 
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◆自然を好きな子供が多くなるとよいですね。光害の影

響にも興味を持ちました。 
◆貴重な写真をみせてもらい感激しました。今後自然を

見る目が変わってくるように思えるし、注意して見たい。 
自然との共生―どう考えたらよいのかむずかしい。 
◆自然と人間が共生すると温暖化は解決できると思 
う。人間は温暖化に順応していくしかないと考える。 

第５回「大阪湾の生き物と環境」 

講師：田中広樹さん 

海遊館 学芸員 

◆非常におもしろかったです。来年時期を見て大阪湾

に一度行ってみたいですね。 
◆大阪湾にこれだけの場所と魚、貝、カニ類がいると

は思いませんでした。楽しい講座でした。一度海の観

察会にも参加してみたいです。 
◆生き物は知らないものがほとんどであった。チリメ

ンモンスターもおもしろかった。 
◆アユが神崎川をのぼっていて、吹田にアユがいるの

を初めて知った。 
◆バーチャルツアーで城ケ崎海岸と長松海岸、せんな

ん里海公園、男里川河口干潟などにいる様々な生き物

の様子をビデオや動画が見られて面白かった。はじめ

て見る生き物もあり、田中先生のお話しも分かりやす

くて非常によかった。小学生でも自然観察の機会があ

れば、興味を持つと思います。大阪湾の悪口は言いま

せん。水、環境を大切にしようと思います。 
◆海に自然が戻ってきていることは喜ばしいことで

す。大阪湾が魚の宝庫になるのはすばらしい。 
◆大変面白く拝聴しました。久しぶりに心に温かみを

受けなごみました。 

第６回「飽食から崩食の時代の今」 

講師：安田直子さん 

千里金蘭大学 名誉教授 

◆豊かな日本に暮らしている幸せをかみしめながら、

一食一食これから大切に食していきたいと思いまし

た。 
◆私たちの口に入る前、生産、流通の段階で食品が廃

棄されていることにシヨックを受けました。 
◆一番大切なことは、自らの食の量と質を知ることだ

と思う。飽食、過食、好き嫌いなど、食べ物に対する

感謝が薄れていることが今は問題。和食が今注目され

るのは作る人の心、食材への感謝、無駄にしないとい

うこだわりが日本の食にあったからだと思う。 
◆子供の頃の食生活を振り返ってみると現在は多種

多様なものを必要以上に食べているような気がしま

す。反省させられた。現在、お米中心の生活ですが、

更に自給率アップに協力したいと思います。 
現代の食について見直すことを考えさせられました。 
◆食のことについて、歴史から輸入依存、飽食、食育

など盛りたくさんで勉強になりました。興味をもって

終始聞くことができました。 
◆「食の歴史からこれまで」に考えさせられることが

多かったです。 
◆食べ残し食品の廃棄の多さにびっくりした。私が出

来ることは無駄を無くし、燃えやすくするために生ゴ

ミの水切りをしています。今日学んだことで自分ので

きることをしたいと思います。 
◆今は、無駄をしないことが大切である。食事は暮ら

しの中心である。大切にしたい食文化の伝承（次世代

に伝える）。生涯を通じて自らに実践的な食育を。 

 
「○Ｅ センスさんぽ」について 

◆ボダイジュ、オガタマ、センペルセコイヤの木を

初めて見られて良かった。吹田砂堆を中心に街が広

がっていったことも知りました。 
◆それぞれ良い所は沢山ありました（歴史遺産）。 
旧吹田村にはまだまだ良いところがあると聞きまし

た。特に旧西尾住宅はゆっくり見学したい。楽しく

散策しました。 

「環境楽座」全般について 

◆環境との関連性（因果）をもっと解読して欲しい。

◆今年で3年目、今さら勉強するつもりはさらさら

ないが、面白いから受けさせて頂いています。講師

の幅の広さもいい。来年もバラエティーに富んだ講

座をお願いします。医と健康の話も聞いてみたい。 

アンケートにお答えいただきありがとうございました。 
まとめ：理事 喜田久美子 
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定義

********
大阪府に当初から無かった
とされていた種（記載なし）

ヤマサギソウ

絶滅　Extinct　（EX）
大阪府内ではすでに絶滅
したと考えられる種

84種 アイナエ 86種

絶滅危惧Ⅰ類
Critically Endangered+Endangered　(CR+EN)

大阪府内において絶滅の
危機に瀕している種

125種 162種
ヤマサギソウ
アイナエ

絶滅危惧Ⅱ類　Vulnerable　（VU）
大阪府内において絶滅の
危険が増大している種

60種
イヌセンブリ
スズサイコ

85種
イヌセンブリ
スズサイコ
キキョウ

準絶滅危惧　Near Threatened   (NT)
大阪府内において存続基
盤が脆弱な種

89種 キキョウ 92種

　　情報不足　　Data Deficient  (DD)
評価するだけの情報が不
足している種

47種 23種

合計 405種 448種

カテゴリー レッドデータブック　(RDB2000) レッドリスト　(RL2014）

吹田市版レッドリストの作成を  生きもの委員会  平 軍二 

１．大阪府レッドデータブック 2000＆レッドリスト 2014 

千里ニュータウンの住戸間の空き地や河川・道路・公園などの傾

斜地にある「ちっちゃい草原」で発見されたヤマサギソウなど５種

の野草が、吹田市のみならず大阪府でも絶滅危惧種であることを前

号で紹介した。  
絶滅危惧種の基準となったのは、大阪府が府内に生息生育する野

生動植物の保全保護の資料として 2000 年に集約した「大阪府にお

ける保護上重要な野生生物（大阪府レッドデータブック２０００）」

（以下 RDB2000 と略称）であった。 
その後の研究の進展、生物多様性をめぐる認識の変化、府内の野

生動植物の生息環境の変化などを加味した RDB2000 の改訂版とし

て、大阪府レッドリスト２０１４（以下 RL2014 と略称）が本年３

月に公表された。 
レッドデータブックは、「絶滅のおそれのある野生生物の名称（学名、和名等現地名）とカテゴリー」

の他に、「府内の標本記録地、生息環境、生存に対する脅威」など、より詳細な情報が盛り込まれてい

る。一方レッドリストは、「絶滅のおそれのある野生生物の名称とカテゴリー」の最低限の情報のみを

リストするものであり、レッドデータブックよりも短期間で作成することができることから、今回の発

表となったものである。 
RL2014 の対象とした分類群及び分野は、1.哺乳類、2.鳥類、3.爬虫類、4.両生類、5.汽水・淡水魚

類、6.昆虫類、7.クモ類、8.陸生貝類、9.淡水産貝類、10．海岸生物（無脊椎動物及び藻類）、11．そ

の他淡水産無脊椎動物、12．維管束（いかんそく）植物（*）、13．コケ植物、14．菌類、15．地形・地質、

16．生態系、と多岐にわたっている。そこで今回、生きもの委員会が主として活動している維管束植物

の野草について報告する。（＊維管束植物 コケ類や藻類をのぞいた陸生植物、木々や草） 

２．吹田の希少植物５種の RDB2000・RL2014 でのカテゴリー区分 

レッドデーターブック・レッドリストでは絶滅危険性の高さをカテゴリーといい、大阪府の RDB2000
及び RL2014 では下表のように定義される。前号に報告した吹田市の希少種５種についての RDB2000 
から RL2014 への変化と、各カテゴリーに記載された種数を併記した。RDB2000 では 405 種がリスト

アップされていたが、RL2014 は 448 種と絶滅危惧種が増えている。 
吹田の希少種では、大阪府に存在しないとされ RDB2000 に記載されていなかったヤマサギソウが、

RL2014 において

絶滅危惧Ⅰ類にリ

ストアップされた

のは、吹田市内で発

見されたことによ

る。また絶滅したと

されていたアイナ

エが絶滅危惧Ⅰ類

にランクダウンし

たのは、吹田市内で
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確認された上、交野市にある大阪市大私市植物園でも生息している 
ことがわかったことによる。 

３．吹田市版レッドリスト作成へ 

市全域が都市計画上の「市街化区域」に指定されている吹田市に

おいて、大阪府 RL2014 での絶滅危惧種が５種も生息していること

は稀有なことであり、これらの希少種がいつまでも生育し続けるよ

う、保全・保護活動の必要がある。 
吹田市は生物多様性基本法において地方公共団体の努力義務と

されている「生物多様性地域戦略」が策定されていないが、希少種

を絶滅から守るには生物多様性地域戦略が不可欠である。吹田市内

に絶滅危惧のある希少種が生育していることをアピールした「吹田

市レッドリスト」を作成することが、生物多様性戦略策定への後押

しになると思われる。吹田市には大阪自然環境保全協会に委託調査

した「すいたの自然 2011」があり、市内の生き物に関する基本デ

ータが集約されているので、これをベースに新しく見つかった希少種情報を加味した吹田市レッドリス

トを、多数の関係者の協力を得ながら作成したいと思っている。 

４．希少種ヤマサギソウ～キキョウの写真       

吹田の希少種は花の時期がさまざまで、いつでも観察できるわけではないので、花と幼苗を写真で紹

介する。ヤマサギソウは草の緑の中で咲く緑の花、アイナエは直径２～３mm しかない小さい花、スズサ

イコは夜しか咲かない花なであるなど、見つけにくいことから、いままで人に知られず生きてきたと思

われる。 

一方キキョウは美しく誰にもわ

かる花であるが、雑草中心の草むら

で１株、２株のキキョウが咲いてい

ても、気づく方が少なかったと思わ

れる。初めて知った時、１株だった

キキョウが、今では周辺に広がり数

株に増えている。道路際でもあり住

民が植えた株との疑念が残ってい

るものの、10 年以上生き残ってい

るので、今では自然界のキキョウと

しても良いかな、と思っている。 
年に２回草刈されることで維持

されてきた空き地に生き残ってき

た野草の花々、その中での優等生は

今号の表紙絵に描かれたウツボグ

サである。ウツボグサは吹田市で生

息範囲を広げ、千里ニュータウン内

を中心に 10 数ヶ所の群生地があり、

6月初旬になると紫色に染まる原っ

ぱを演出している。  
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 すいた市民環境会議は 2003 年から 2005 年にかけて市内の野草を調べ、「吹田の野草マップ」を作成

ました。その結果をもとに毎年野草観察をしています。 
3 月 18 日(火)に北千里で野草観察会をしました。千里ニュータウンの空き地は年 2 回草刈りされるこ

とで、チガヤ草原が広がっています。まだ春浅く、この日にはロゼット・幼苗を中心に野草を 50 種ほ

ど観察しました。 
阪急延伸線予定地は集合写真のように今は何もないように見えます。しかし、6 月はチガヤ草原、11

月はメリケンカルカヤ草原です。3 月はチガヤ草原に咲くウツボグサ・ミヤコグサ・カナビキソウのロ

ゼット・幼苗がありました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
吹田の野草マップは当会のホームページで見れます。 
http://www3.big.or.jp/~sskk/yasou/index.html 

 
 

 

 

生きもの委員会「植物観察会」 

北千里で春の野草観察会 
生きもの委員会 平 軍二  

次回 植物観察会 チガヤ草原とウツボグサ 
年２回草刈されることで維持されてきたチガヤ草原、その主役はウツボグサである。ミヤコグサ・

カナビキソウ・ニガナ・アリノトウグサなど、里地・里山では田んぼの畦畔・池の堤防など日当たり

の良い草地に咲く花々が咲いているので楽しみたい。 
尚、配布資料に野草の花のカラー写真を入れる予定。資料準備しますので、 
参加ご希望の方、平まで（電話 or メールで）ご一報ください。 

開催日：2014年 6月4日（水）  集 合：9:00阪急千里線北千里駅 

解 散：12:00頃 国立循環器病研究センター付近の予定   持ち物：吹田の野草マップ、野草図鑑 

参加費：会員200円、非会員300円  

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

ウツボグサ        ネジバナ       アリノトウグサ      ヘラオオバコ 

チチコグサ       カナビキソウ      ヒメジョオン      ヘラヒメジョン 

スズメノヤリ        ツクシ 
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 吹田市片山町にあるＪＲ西日本の社宅跡地の活

用が注目されていましたが、本年４月に大和（や

まと）大学が開学しました。2万 3000 平方メート

ルの土地に、進学校として知られている奈良県河

合町の西大和学園中学・高校を運営する学校法人

西大和学園（田野瀬太樹理事長）が設立した吹田

市内５番目の４年制の大学です。ＪＲ吹田駅から

徒歩約５分と好立地に恵まれています。 

5 月 14 日(水)､小田会長はじめ理事とまちなみ

委員 17名が見学しました。正門左の厚生棟にある

食堂の一角で渉外広報本部の松本伸司本部長から

説明を受けたのち学舎を案内していただきました。 

教育学部(初等幼児教育専攻・国語・数学・英語

教育専攻)と保健医療学部(看護科、総合リハビリ

学科（理学・作業・言語聴覚専攻）)があります。

小学校と中高(国語・数学・英語)に教員免許課程

がそろうのは西日本の私学ではじめてのことだそ

うです。 
 松本本部長からは、「教育」は私たちの得意分野

です。これまでの経験とノウハウを十二分に活か

して、独自の教育学部をつくりあげようと考えて

います。また、「保健医療」に関しても、白鳳女子

短期大学での経験とノウハウを活かし、３年制で

の実践教育を４年制にスケールアップし国家資

格・免許を持つスペシャリストを育てるためによ

り充実した学びを提供していこうと考えています。

「教育」と「保健医療」は、これからの日本社会

において、非常に重要で、優秀な人材が求められ

る分野です。少子高齢化が進む日本において、い 

かに若い力を育てるか、いかに高齢

者の健康と命を守るか、今後ますま

す社会から求められる。この２学部

で確かな実績を残し、近い将来、総

合大学へと発展させようと考えてい

ますと抱負をのべられました。 

発足早々の大和大学では、教育学

部 152 名と保健医療学部 220 名の合

計 372 名の第１期新入生を迎えての

２学部体制でスタートし、４回生ま

で揃うと 1700 名の計画だそうです。  

建物は厚生棟、管理棟、教育棟の

3 棟からできていて教育棟の最上階

(7 階)からの見晴らしはバツグン。

北摂の山並みから大阪市内はもちろ 

関西大学や千里中央のタワーマンションが見える 

ん紀泉高原まで見えます。真っさらの施設は照明

器具は全て LED の節電対策をしているほか 300 人

収容の平面大講義室には天井から、後ろで 講義を

受ける学生にも好評の大型モニター6 台が備えら

れ至れり尽くせりの最新の設備が見学者の目に留

まりました。中でも、芸術家庭科室や地域・在宅

看護学実習室、小児・母性看護実習室、理学療法・

機能訓練室などは、最新の高額設備を備え総合病

院と比べてそん色ないものであった。 

保健医療学部の教材はかなりの初期投資がなさ

れています。設立認可のために設備は先に揃ろえ

る必要があるそうで、教室、設備がまだまだ遊ん

でいました。図書室も順次充実していくそうです 
6 年後の吹田操車場跡地に 国立循環器病研究セ

ンターと吹田市民病院が移転新築のあかつきには、

吹田地区は関西の医療関係発信基地を担うことを

期待されており今から注目されています。 

ちなみに、大学名の「大和」は、日本を象徴す

る「大和（やまと）」に由来している。 

管理棟の前で記念写真の後、学食で昼食をいた

だいた。若い元気な学生に出逢った見学会でした。 

変わりゆく吹田のまちなみ（その５） 片山地区 

新設の大和大学キャンパスを訪問 

まちなみ委員 鶴田岑生  
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第 1５回 通常総会のご案内 

日 時：6月 7日(土) 午後２時～16 時 30 分 (懇親会 午後 5時～7時 30 分)   

場 所：メイシアター第 1会議室 
第１部 議案審議（総会資料を参照下さい）          

第２部 講演と意見交換（午後 3時 15 分～4時 30 分） 

  講師と演題：竹嶋秀人（吹田市危機管理室 参事） 

            『吹田市の防災・減災』 

・懇親会は、場所を移動して｢ボンズ」でおこないます。（会費 4,000 円程度 要予約） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

・会員の方には「総会資料」と「総会出欠返信はがき（裏面はアンケート）」を同封してい

ます。返信はがきは 6月 8日必着でお願いします。 

・アンケートへの協力もお願いします。 

・委員会活動の充実のためには、新しい委員を必要としています。 

より多くの方の参加を期待しています 

・問合せ先：事務局 中村小夜子 TEL 090-8375-0647  FAX 06-6386-9491 

【吹田のトピックス】 

紫金山みどりの会が『ナラ枯れ』に対策処置 

紫金山公園のカシ、シイ、ナラ

類に住みついたカシノナガキク

イムシが運ぶ「ナラ菌」によって

公園内で最大のコナラの大木（幹

回り 247cm）が昨年枯れてきまし

た(写真右)。最大のコナラをはじ

め、ナラ枯れした木々が 3 月から

順次伐採されました。（写真下） 
 
 

 

 

 

 

  

伐採後の木は燻蒸して木の中にいるカシノナガキクイムシを殺虫しています。 
（写真下 ビニールシートにくるんで燻蒸）          （文責 理事・塩田敏治） 


