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会長 小田忠文 

年末が近づき今年も流行語大賞が話題にのぼりは

じめました。2年前の 2012 年に新語・流行語大賞

でトップテンに選出された「終活（しゅうかつ）」

という言葉を最近よく見聞きするようになりまし

た。10 月にはラコルタ（吹田市立市民公益活動セ

ンター）でテーマカフェのテーマにもなっていま

した。▲終活という言葉は 2009 年に週刊朝日が

「現代終活事情」というタイトルで連載をしたこ

とから広まってきたそうです。終活とは「自分の

死後、周囲の人が困らないように、人生の最期を

迎えるにあたって行うべきこと」といった意味で

す。つい 10 年くらい前までは自分や親の葬儀の相

談しようとすると「縁起でもない」とか「まだ早

い」とか言って避けて通る気運がありました。な

ぜいま、終活なのでしょうか。▲厚労省の資料で

死亡場所の割合をみると 1970 年は自宅で亡くな

る人が 57%、病院が 33％でした。それが約 40 年後

の 2009 年には 78%の人が病院で亡くなり、自宅で

亡くなる人は 12％にまで下がってきました。万博

以前、つまり各地にニュータウンができる以前は

三世代が同居する生活がふつうで、家族や近所の

人が自宅で亡くなるのを見る機会も多く、人の死

は日常生活に常在していました。▲万博以後 40

年、核家族化が進み人は病院で死ぬようになった

ので人の死に出合う機会はほとんどなくなり「死

は自分とは関係ないもの」となってきました。そ

してさらに「死はいまわしいもの、死は避けて通 

 

 

るもの」との観念がひろまってきました。▲一方

1974 年には 202 万人が生まれ 71 万人が亡くなり

ました。亡くなる人の 2.8 倍赤ちゃんが生まれた

結果年間 130 万人も人口が増えていたのです。し

かし2012年は103万人が生まれたのに対して125

万人が亡くなり人口は減少しています。そして団

塊の世代が全員後期高齢者となる2025年には160

万人が亡くなると予測されています。1970 年代の

2倍以上の人が亡くなる時代があと10年でやって

くるのです。▲ある程度の高齢者にとって「死は

必ずやってくる生理現象」であって忌み嫌うもの

ではなく、死は受け入れるべきものだという考え

方に変わってきたのでしょう。それが昨今の終活

につながっていると考えられます。▲終活に必要

な事項はたとえば葬儀の方法、親や兄弟との思い

出や幼少期の思い出など簡単な自分史、親戚・友

人リスト、ペットがいれば飼育上の注意や獣医さ

んの名前、預貯金、生命保険など自分の財産証書

の置き場所、携帯電話や会員サービスを解約する

ための情報や暗証番号、形見分けの方法などなど

で、残された人が苦労しないように書き残してお

くものです。これをエンディングノートと呼びま

す。▲これは死のみを想定するのではなく、事故

や脳卒中で意識不明になったり失語症になること

もないとは言えず、たとえば定年退職を機会に書

き上げることが大切です。さらに若者でもいつど

んなことになるかもしれません。せめて臓器提供

の意思の有無は明らかにしておいてほしいもので

す。 

コラム 

＜表紙の絵＞                           吹田の野草シリーズ（４） 
ク ズ （マメ科）  

マメ科の多年草。秋の七草の一つ。和名の「クズ」は、奈良が「大和の国」と呼ばれていた頃の吉

野にあった国栖（くす）という所が「クズ粉」の産地だったことに由来する。 
クズの根から採れる「クズ粉」は和菓子の材料として欠かせない。漢方薬やツルの繊維で作る「葛

布」などでも知られ、古くから日々の暮しに深く関わっていた。また、地方名に「ウマノオコワ」や

「ウマノボタモチ」などがあり、牛馬の餌として知られている。幼いころ、葉の形が馬の轡（くつわ）

に似ていることから教わった名前は「クツワフジ」だった。戦時の食料難時代に学校で飼っていた「ウ

サギ」に「動物性タンパク質」として与えていだ思い出がある。 
葉が風にひるがえり白さが目立つことから別名に裏見草（うらみぐさ）がある。「裏見」を「恨み」に

掛けた和歌が平安時代に多く詠まれていると云う。蔓（つる）は、一夏で 10 メートル以上も伸びて地

面を這い、立っているモノには巻き付いて上に伸び、他の草木に覆いかぶさって成育の邪魔をする厄

介者で、植生を管理する者にとっては「恨み」になっている。 
（表紙の絵と文：生きもの委員会 塩田 敏治） 
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１．環境楽座 2014（全 6回）は好評裏に終了 

希少種を残すためにと企画した環境楽座 2014、講師６人による６回の講座(10/9～11/12)は予定通り

終了しました。トータル参加者数はスタッフを含め 193 名、平均 32 名／回と盛況でした。草原の生き

物～草原管理、そして生物多様性に関するご専門の先生からお聞きした内容は、希少種を残すためのヒ

ントが沢山あり、スタッフにも有益な勉強会となりました。詳細は会報に順次ご報告予定ですので、お

楽しみしていただきたいと思います。（４頁～7 頁に第 1 回と第 2 回を掲載） 
今回の講座を受け、希少種を守るため今後の方針を早急に検討し、下記のことなどを進めたい 
①吹田市の植物レッドリスト作成、 
②吹田市における生物多様性地域戦略作成に対する吹田市への働きかけ 

２．最近の観察会と観察会での問題点 

9 月後半～10 月に行なった現地観察会は以下の通りです。 
9/28(日)環境楽座オプショナルイベント 参加者 13 名 
9/30(火)アジェンダ２１すいた主催   参加者 30 名   
10/15(水)ＣＩハイツ管理組合主催    参加者 9 名  
10/20(月)日本野鳥の会大阪支部主催   参加者 24 名 

 このような吹田の原っぱ紹介の観察会を重ねてきた結果、観察 
路＝踏みわけ道が出来かけています。これまで絶滅原因として心配してきた盗掘に加え、今後は善意の

観察者が、アイナエのような小さな花を探してあちこち歩くことによる踏圧が、絶滅の最大課題になり

そうで、早急に対応策が必要です。 

３．大阪自然環境保全協会会報「都市と自然 463 号」2014 年 10 月号に投稿 

「都市と自然」“Tomorrow 欄”に「生物多様性の

現場から」が連載されています。筆者はそこに『吹

田の小っちゃい原っぱは希少種のふるさと』と題し

て、ヤマサギソウが 70 年ぶりに発見された経緯や、

7/24 に阿蘇や山口・広島などから来吹された西日

本草原研究グループから、「吹田の原っぱ」を価値

ある草原として認められたことを紹介しました。 

４．大阪自然史フェスティバルに展示 

11/15～16 に大阪自然史博物館で開催された大阪

自然史フェスティバルは、快晴に恵まれ公式入場者

数は２万３千人とのこと、好評裏に終了しました。 

すいた市民環境会議からは絶滅危惧種を中心とする希

少種を中心に 10 枚の写真を展示しました。以前に吹田市

立博物館で「生物多様性に配慮した庭づくり」をご講演く

ださった淡路景観園芸学校・澤田佳宏先生は、学生を連れ

て吹田の原っぱの現地を見に行きたいと言われ、上述の西

日本草原研究グループの一員として、現地を視察してくだ

さった広島県北広島町「高原の自然館」・白川勝信氏は、

吹田の原っぱの花々の写真を見て再度「素晴らしい草原で

ある」と太鼓判を押していただきました。 

今や「吹田の原っぱが全国区」になっていると感じまし

た。                            

生きもの委員会ニュース 
吹田市の希少種を残すために（第３報） 生きもの委員会 平 軍二 

すいた市民環境会議のブース 

アイエナの花 
一円玉との比較 
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◆そもそも日本に草原？ 

 草原は、北極海沿岸のツンドラ、モンゴル

のステップ、アフリカのサバンナなどのよう

に、木が育たない所、つまり雨が少なく乾い

た所、もしくは寒くて木が生えず草しか生え

ない所でできます。日本のような暖かくて雨

が多い地域は、ほっとけば森になります。で

も裸地から森になる途中の、草が生えている

タイミングは草原で、3 種類あります。 

（1）自然草原：高い山の頂上付近や海岸など

風が強かったり雪が多くて木が育たない所。 

（2）半自然草原：元は森だった場所を、人が

木だけ排除して、草刈りや野焼き、放牧をし、

森になっていく場所を途中で止めて草原にし

ている。カヤ場、採草地など。 

（3）人口草地：人が草の種を蒔き木を排除し

て草原にする場合。ゴルフ場や牧草地など。 

 日本の草原はほとんどが②。たとえば阿蘇、

秋吉台、四国の塩塚高原、岡山県蒜山高原の

ように草刈り・火入れ・放牧などで維持して

います。あとは年間何度も草刈をし草地が維 
持されている里草地といわれる場所。これも 
立派な草原で、田んぼの畔なども草原です。 
広さの定義はないと思います。広いというの 

 

 

 

 

 

はイメージですね。吹田も年 2 回の草刈で維

持される草原です。  
◆草原に迫る危機 

 野焼きは簡単に粗放的に草原を維持する技 
術。春に野焼きをすると、地上の木の冬越し 
の芽が焼け、草の冬越しの芽、越冬葉や種は 
地中にあるので燃えません。なぜ、面倒なこ

とをして草原を維持するのでしょうか。草は

大事な資源で、牛を飼うには草がいるし、ま

た草は緑肥といって肥料でした。牛１頭には

１年分の干草で 0.5ha、阿蘇の例では放牧で

１～2ha の草地が必要なのです。昔は農家に

１頭以上牛がいたのでかなりの面積の草原が

あったのです。基本的には農村の景観は居住

地と雑木林と田んぼと草地がセットであった

ということです。農耕用の牛馬の餌、田畑の

肥料、屋根葺きの材料などまさに草原の恵み

と生活が強く結びついていました。  
 ところが現代では、牛はトラクターに代わ

り、飼料は輸入された穀物に、肥料は化学肥

料に、燃料は石油石炭になり、草は不要にな

りました。昭和 30 年代（1960 年台）から現

代にかけて、草の循環が途絶えて草地がなく

なってしまったのです。1980 年頃の大阪は面

積で市街地が半分、草原は 0.5％しかない。

環境省作成の植生図から抜き出してみると、

明治・大正期には国土の 11％が草原。水田は

9％なので同等の広さだったのです。現在で

は草原は国土の１％。まとまった半自然草原

は一部の地域にしか残っていません。 
 絶滅危惧種とは、ある地域から絶滅しそう

な生き物のこと。日本には約 7,000 種類の在

来野生植物があるのですが、2012 年のレッド

リストにはそのうち 29％が掲載されていま

す。草原には絶滅危惧種が多く、面積が少な

いので、面積あたりにするとたくさんの絶滅

危惧種がいるということです。近畿でも同じ

状況で、草原をしっかり保全すれば絶滅しそ

うな生き物は守れるということです。 

 さらに、草原の文化も絶滅しそうです。阿

●第 4 期楽座のテーマは「吹田の原っぱ」 

 会場は受講生 32 人とスタッフで満席。小田会長

が「2003 年の市内の七草調査後続けてきた観察会

で、2011 年に北千里で希少種が見つかり、原っぱ

の大切さがわかってきました。今こそ吹田で生物多

様性戦略を作るために学びたいと思います」とあい

さつ。平理事が「草原の野草の植生についての若き

専門家、吹田の小っちゃな原っぱに足繁く通ってい

ただきました」と横川先生を紹介しました。 

 
 
 

第 1 回 2014 年 10 月 9 日（木） 

半自然草原ってな～に？ 
講師：横川

よこがわ

昌
まさ

史
し

さん  
大阪市立自然史博物館学芸員  

４  
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蘇では草原で摘んだ草花を盆花にする習慣が

ありましたが、1980 年頃に使われていた野草

は 57 種だったのが、2012 年に調査したとこ

ろ、約 4 分の 1 の 15 種に激減していました。

30 年間で生活スタイルが激変し、人との関わ

りが強い半自然草原の生きものや文化が絶滅

の危機ということです。  
 この厳しい状況のもと、草原の新しい価値

が注目され、（1）伝統文化の継承（2）生物の

多様性 （3）二酸化炭素の吸収（4）水源涵

養（5）癒しの空間（6）観光・地域食材（7）

環境教育の場として各地で草原保全の取り組

みが行われています。私も毎年参加する阿蘇

の野焼きボランテイア活動のほか広島県雲月

山、六甲山東お多福山など、参加者は草原の

価値を実感して、広がりをみせています。 
◆吹田の草原の面白さと意味  
 大阪では 70 年前から発見されていなかっ

たヤマサギソウが、吹田にあるという事実は

衝撃でした。1 年半、吹田の草原を調査した

ところ、1ha にも満たない範囲に 104＋α種

類の植物が生育していることがわかりました。

ほかの都市部の空き地では見たことがない、

山手のいい田んぼの畔で見られるような植生

に小躍りしました。ほかにもアイナエが発見

され、イヌセンブリ、スズサイコやキキョウ

もあって、「紛うことなき草原である」と思い

ます。吹田の草原の植物相は、（1）草原性の

在来植物（2）湿地性の在来植物（3）その他

の在来植物（4）外来植物が確認できました。  
 近畿地方の半自然草原は、（1）伊吹山にみ

る山草地（2）岩湧山のような草丈の高いカ

ヤ草地（3）淡路島の田畑やため池の畔に生

育している草丈の低い里草地 の 3 つに分け

られますが、都市部には全くと言っていいほ

ど残っていないのです。ところが、駅に近い

ニュータウン開発地のこの吹田の草原の植物

相は里草地に似ており、ヌマトラノオのよう

な湿地の植物もいくつかありびっくりしまし

た。さらに絶滅危惧種や希少種(数が少ない、

特定の場所、環境にしか生育しない)が出てき

たのです。都市部にしては帰化植物の割合も

21％と少ないのです。  
◆植生タイプが異なる多様な植物分布 

 この吹田の草原は植生タイプが大きく 4 つ

に分かれています。  
Ａ、ネザヤやススキ優占で種数が多い。（ここ

にヤマサギソウが出ます。) 

Ｂ、チガヤ優占、ウツボグサなどが多い。 

Ｃ、表土が剥げ植生が薄くアリノトウグサが

ある。  
Ｄ、水がしみだして湿地的なエチゴザサ、ノ

テンツキがある。  
 管理は年 2 回の草刈りで同じなのに、狭い

範囲に多様な植物が分布しているのです。こ

れから土壌の pH や栄養との関係を調べると

この違いの理由が判ってくるでしょう。 
 観察会で吹田の希少種でも「山に行ったら

いる」という声も聞きましたが、そのとおり

で、山でも減っているその草原性の植物が駅

から歩いて 5 分のところにあるなんてすごい

と思います。これまで研究者や行政の関係者

は、ニュータウンのこんな小さな場所にまさ

か草原の植物が生育しているとは思わず調査

で見落としていたのでしょう。  
 面白いのは、場所の視点、生態的に狭い所

に湿地帯があること、維持される社会システ

ムの視点です。里地の草地のシステムと違う

システム、行政の 40 年間にわたる草刈で生

き延びている。草を使うわけでないのに草刈

をしている、新しいタイプの草原だといえま

す。40 年以上前のニュータウン開発では、「外

に土を運ばず、外から土を運び込まない」方

針のもとで土地を改変したのですが、開発後

も草刈りが続いた場所で生き残ってきたので

す。かつて周辺に普通に広がっていた里草地

の生き証人といえるでしょう。開発されたけ

ど残っているなんて感動です。  
 しかし危機は来る。都会の草原は開発され

たら壊れてしまいます。ヤマサギソウの場所

がなくなりそうです。移植は最後の手段です。

「駅近」で、住宅地周辺に残された草原の希

少種の生育地の保護・保全について、市民の

皆さんが先述の新たな草原の価値などを参考

にして考え、それが反映されていきますよう

に願っています。一緒に考えていきましょう。 
（記録：村井弘二、まとめ:喜田久美子） 

５  
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 私は鹿児島県鹿屋市出身で、鹿屋市には上

甫木、中甫木、下甫木、外甫木という集落が

あります。この地名は全国でここだけのもの

でいわば地名の希少種です。府立大学の前は

ひとはく（兵庫県立人と自然の博物館）設立

準備室時代から７年間、環境計画研究部に在

籍しました。専門は緑地の計画・調査・設計

です。  

◆緑地の保全活用調査から 

 三田市にあるニュータウン (NT)のフラワ

ータウンにある樹林の保全活用の調査をしま

した。それが草地の保全活用にも利用できる

のではないかと考えました。  

NT はもともと森だったところを削って住

宅、公園、学校、道路などを配置して作られ

ています。周辺に緩衝緑地帯を設け中心部に

もいくつかの樹林を残しています。残された

大小 16 の孤立した樹林（以下孤立林）につ

いて面積、植物の種数、地形の様子を調査し

ました。  

当然のことながら面積が広いと植物の種数

は多く、孤立林の中に斜面、平地、湿地など

と多様な地形があると植物の種数が多くなる

傾向が見られました。そして小さな孤立林で

は植物の種数が減るとともに多年生の草本植

物が少なくなります。孤立林の面積と植物種  

 

数との関係を見ると面積が 2000 ㎡を下まわ

ると急に種数が減るのです。逆に面積が１ha

を超えると湿地性の草本が見られるようにな

ります。  

 つまり樹林の役割として種の多様性を求め

るなら面積は大きく、多様な地形を含むこと

が好ましいということがわかりました。しか

し樹林に求められることは自然の豊かさを残

すことだけではなく、人々は樹林を歩きたい、

遊びたいなど樹林をレクリエーションの場と

して使いたいという思いがあることも考慮す

る必要があります。  

このことから孤立林の保全活用のあり方に

二つの軸を設定します。種の多様性軸と人間

生活の軸です。樹林を①生き物のために何も

しない（放置型）、②多少間伐して生物多様性

を求める（疎放管理型）、③散策路を作って紅

葉や花を楽しむ（観賞型）、④明るくしてレク

リエーションに利用する（利用型）の四つに

分類すると利用と管理の関係がわかりやすく

なります。三田の NT の孤立林をこの分類に

当てはめると、図の上に来るほど自然生態系

に優しく、右に行くほど人間活動に利用され

る孤立林を示します。しかし人間にも自然生

６  

 
 
 
         

第 2回 2014年 10月 16日（木） 

 

ニュータウンにおける草地の保全 
 講師：上

かみ

甫
ほ

木
ぎ

 昭
あき

春
はる

さん  

吹田市環境審議会委員長 大阪府立大学大学院教授  
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態にも貢献しない図の左下にくるものも数か  

所ありました。NT を設計するときにはこの

ような孤立林が生まれないように考慮する必

要があります。  

この考え方を草地の整備、管理の方法にも

適用できるのではないでしょうか。草地も自  

然生態を重視する

場所から、レクリ

エーションに使う

場所まで各々の保

全、管理の方法は

異なってくること

でしょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆都市の緑地ネットワークを探る 

ひとはくの大谷 剛（おおたにたけし）先生

が「蝶の一個体追跡」という研究をなさいま

した。一匹の蝶の行動を二人がかりで朝から

晩まで三日間追跡する調査です。  

それによると蝶はビルの壁があると壁を避

けて横に飛ぶのですが、ビル壁面に植物があ

ると植物に沿って上にも行くことがわかりま

した。ビルの壁面緑化は昆虫に対して地面と  

屋上とをつなぐ作用もありそうです。また蝶

はランドマークになるような大木で長時間休

憩していることもわかりました。温度に敏感

な蝶は休憩するのに適切な温度の場所を垂直

な大木の中で選んでいるのではないでしょう

か。  

 屋上の緑化をして 10 年以上になる A ビル

(9 階 )と B ビル (10 階 )の調査をしました。A

社屋上には昆虫がたくさん来ているのに B社

の屋上に昆虫がほとんど見られなかったので

す。その理由は B 社は地上から屋上のみどり

が見えないということのようでした。昆虫は

地面近くから屋上のみどりを目視して 9 階ま

で上がってきているとしか考えられないそう

です。  

 なんばパークスの屋上は 1 階から 9 階まで

連続してみどりがつながっているビルです。

各階で蝶々（ナミアゲハ、アオスジアゲハ、

モンシロチョウ、ヤマトシジミ、イチモンジ

セセリ）の出現数を調べると平地の出現と同

じように一体化していることがわかりました。 

これらから屋上と地上部さらに周

辺の緑地との一体化を考えていく

必要性があると言えるでしょう。  

 （記録：村井弘二  

まとめ：小田忠文）  

７  

なんばパークス屋上 
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観光マップ『あルック吹田』調査会報告（７） 

旧吹田村コース、 正雀・安威川コース、片山･豊津コース 

まちなみ委員 井口しのぶ・松岡要三・金指 弘 

 10 月に実施した旧吹田村コース、正雀・安威

川コースと、延期になっていて 11 月に実施し

た片山・豊津コースについて、「あルック吹田」

2011 年版から変わっている点を中心に、ポイン

トを絞って紹介します。 

第 12 回 旧吹田村コースの調査 

10 月 2 日（木）まちなみ委員９名が参加して

ＪＲ吹田駅中央改札前から出発。 
JR 吹田駅前が

平成 24 年に大き

く変わりました。

バリアーフリーを

目的にバスターミ

ナル、タクシー乗

り場が大幅に改修

され、「さんくす広

場」も噴水がなく 
なり、平和の塔、健康の塔が移築されて愛称も「さ

んくす夢広場」になりました。 
吹田市観光センターはさんくす３番館２階に

ありますが、平成 27 年には万博公園エキスポラ

ンド跡地にできる三井アウトレット一階に移るこ

とが決定している。できれば駅前にも残してほし

いものだ。 
旭通商店街は店舗が閉店しても新しい店舗が

すぐ開店し活気がある。太陽光パネルと噴霧シス

テムが活躍している。 
建前地蔵尊跡は更地のままだ。非常に目立つ角

地、いいお店ができるといいのですが。 
浜屋敷は吹田

まち案内人の拠点。

平成２６年「まち

の駅」に登録され

た。正門と西門に

まちの駅の旗がな

びいています。（写

真右） 

常光円満寺には宿坊延命閣があり一般にも開

放。学生や会社員・市民研修合宿や昼間の会議室

の利用も可能です。 
旧吹田村界隈も古くて大きな家がなくなって

次第に新しくて狭い家がふえつつあります。（井口） 

第 13 回 正雀・安威川コース 

 10月 24日(金)まちなみ委員 5人が参加して JR
岸辺駅を出発し途中、済生会吹田病院前のレスト

ランで食事をとって、コースを 1 周して岸辺駅に

戻り解散しました。 
JR 岸辺駅の南側は明るい駅舎や地下道の入口、

公共トイレも完成して素晴らしい駅前になってい

ます。交通広場も完成間近です。 
正雀川は正雀下水処理場の閉鎖で水量がすくな

かったが、鯉が元気に泳いでいました。 
府道十三高槻線は工事中ですが、正雀川をくぐ

る地下道が 26年度中完成し、開通する予定です。 
安威川沿いの南正雀ふれあい公園、南正雀スポ

ーツグラウンド、それらの西側の南正雀吹東線緑

道と味下（ました）水路の遊歩道は樹木が育ち素晴

らしい散歩道になっています。 
安威川公園の西側に薬師堂

とその記念碑があります。今後

コースのスポットに入れたいも

のです。(写真右) 

安威川公園から岸辺駅まで

は色々な街の顔をみせます。 
上杉工業までの道は左側には緑道があって良

く整備されています。 
友の会新温泉(右写真)

は 2 階に手打ちうどんの

お店があり、色々な人の

ブログにも紹介されてい

ます。 
目俵体育館でトイレ休憩。設備の整った体育館

です。ミズノ施設サービスが管理運営しています。

当日は利用者が少なく閑散としていました。 
JR の工場群、門の標識に

は JR 西日本旅客鉄道の吹田

総合車両所と JR 日本貨物鉄

道の機関区・関西社員研修所

と記されていました。JR に

関係する企業や倉庫がほと

んどだったこの付近の景色

にも変化のきざしが見られ

ます。老人ホームも建ってい

ました。（写真右） 

大きく変わった吹田駅前 

８ 
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古い歴史を誇る天

津神社は手入れがい

きとどかないようで、

祠が今にも倒れそう

に傾いていました。

貴重な歴史の遺産と

して大切にしたいも

のです。(写真右) 
最後の訪問は大阪学院大学。見事な紅葉に感動。

この大学も食堂など市民の利用を歓迎していて、

8 号門より入校できます。(松岡) 

第 11回 片山・豊津コースの調査 

11 月 6 日（木）まちなみ委員のメンバー8人で

メイシアターをスタート。大和大学設立されたこ

とと吹田街道の上の川の遺構がなくなったことで、

今回の調査は、一部コースを変えて歩いた。 

阪急吹田駅地下道から泉殿宮、参道入り口から

吹田街道へ、アサヒビールには行かずに府道 14

号線の防災セーフティロードを確認して王林寺に

向かった。 

玉林寺は、都会の喧噪を離れた静かな趣のある

曹洞宗の寺です。玉林 

寺の北の山道のような

小径を登る。小径の右

側のアサヒビール迎賓

館敷地境界の煉瓦の壁

は趣がある。（写真右） 

山道を抜けて片山公園へ入る。紅葉がきれいだ。

絵画のグループの写生する姿や幼稚園児の一行に

出会う。いい公園だ。 

公園の東側階段を降りて片山神社に行く。公園

下の男女共同参画センターにあった平和記念資料

室は南千里の千里ニュータウンプラザ 8階に移転

しているのでこのコースから外す必要がある。 

片山神社は広い境内に朱色の本殿があり明るい

雰囲気が感じられた。参道を下り、アサヒビール

や吹田一高いメロード吹田を見ながら JR 社宅跡

を下って、吹田年金事務所前の道を登ると大和大

学の赤茶色の学舎が見えてきた。 

大和大学の運営は西大和学園で、立地条件のよい

JR 社宅跡に、本年 4月に吹田市で 6番目の大学と

して開学に至った。コースに組み入れたい大学で

ある。(写真右上) 

大和大学の構内を抜けて、片山公園の北側を通

り大阪ハリストス正教会に向かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教会では神父様より聖堂内で 30 分にわたり懇

切丁寧な説明を受けた。明治 43 年には大阪天満橋

に大阪ハリストス正教会が建立されたが、昭和 20

年に戦火で焼失した。昭和 37 年に、ここ吹田市山

手町に現在の聖堂が完成した。(写真下) 

正教会はクーポル(丸い

屋根)と十字架（ロシアンク

ロス）が特徴である。この

教会には日露戦争当時、松

山にあった捕虜収容所でな

くなった捕虜を慰霊する聖

堂にロシアの貴族が寄贈し

たイコノスタス（聖像画の 

仕切り壁）があります。神父さんから聞いた正教

会の歴史、他の宗派との違い、ロシアンクロス、

イコノスタスの話は興味深かった。 

毎週日曜日の午前 10時から聖体礼儀（主日の礼

拝）があり、誰でも参加できるとの事でした。 

清められたような気持ちになって教会を出て、

コース通りに大林組花壇寮から垂水上池公園に向

かった。 

垂水上池公園は、落ち着いた庭園のような公園

で休憩には格好の場所だった。 

上の川（かみのかわ）跡に向かうコースから外れ、

一筋東の路地を歩いた。そこの住宅地は天井川だ

った上の川跡に造成されたので、各家の玄関には

8段程の急な階段があったのが印象的だった。 

そして吹田街道に面してあった上の川遺構の跡

に建設中のマンションを確認後、豊津交番前にあ

る「糸田川・上の川改修記念碑」を見て、豊津駅

前の「糸田橋石柱」のところで解散した。 

コースの調査を終えて、JR社宅跡の大和大学や

上の川跡のマンションを確認し、まちは生きてい

るとつくづく感じた。（金指） 

９ 
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まちなみ委員会研修会報告 

西宮北口から甲子園口界隈のまちなみと歴史 
まちなみ委員 長岡弘隆 

 まちなみ委員会では、去る 10 月 31 日（金）に、阪急西宮北口から JR 甲子園口界隈にて研修会をお

こないました。まちなみ委員 11 名が参加しました。この研修会の目的は、①類似の活動を行っている

「西宮まちなみ発見クラブ」との交流（コラボレーション）、②大正及び平成の大きな都市改造によるま

ちなみの見学、③甲子園口に残る昭和初期の近代建築（甲子園会館、温山記念会館）の見学の三点でし

た。朝から夕方まで、見所いっぱいの充実した研修会でした。以下、その内容を報告いたします。

１．西宮まちなみ発見クラブについて 

 今回の研修会では「西宮まちなみ発見クラブ」

の森下真さんと小林竜子さんにご同行頂きました。

同クラブは、景観に関する情報の共有や意見交換

を通じて、西宮の美しいまちなみづくりを考える

西宮市民のクラブです。年度毎にテーマを決めて

活動を行っており、平成 26 年度で第８期になるそ

うです。人数は 30 名程度で、西宮市が事務局とし

てサポートしています。昨年度は、西宮市を 5つ

の地域に分けて景観みどころコースづくりを行い、

展示会を開催したとのことです。今年度はより積

極的に情報発信を行っていく予定とのことで、今

回の企画（当会とのコラボ）もその一環です。 

 活動の詳細は、http://urx.nu/dXnJ に載って

います。そこにある「西宮まちなみ発見クラブ通

信」はデザイナーでもある小林さんが編集されて

いて、かなりの力作です。 

左：森下さんの説明を聞きながら西宮北口を歩く 

右：西宮北口の地図前で小林さんの説明を聞く 

２．西宮北口のまちなみ 

 平成 7年 1月 17 日未明に発生した阪神・淡路大

震災が各所に甚大な被害をもたらしたことは、20

年になろうとする現在でも未だ記憶に残っていま

すが、この震災を契機として、それ以前から計画

のあった西宮北口駅周辺の再開発が一気に進むこ

とになりました。研修会当日は 10 時に西宮北口駅

に集合し、1時間半程度で駅南側の兵庫県立芸術

文化センター、プレラ西宮、甲南大学西宮キャン

パス、阪急西宮ガーデンズ、西宮敬愛会病院等を

巡り歩きました。 

平成 12 年完成のプレラ西宮に関しては、当時の

設計担当者でもあった森下さんから、淡いピンク

色の外壁はさくら通りに因んだ色調で地域のテー

マカラーになっていること、当時はサイン規制が

厳しく小さな看板しか認められなかったが現在は

商業活動に考慮して少し緩くなってきていること

等を伺いました。 

左：平成 17年完成の兵庫県立芸術文化センターと広場 

右：平成 12年完成のプレラ西宮 

 阪急西宮ガーデンズは、阪急西宮スタジアム跡

に平成 20 年に完成したショッピングセンターで

す。５階のギャラリーには以前の西宮球場や西宮

北口駅のジオラマが展示されています。神戸線と

今津線の平面交差が再現されています。この 20

年間の街の変化がよくわかります。（写真下） 

 屋上はしっかりと緑化された公園のような憩い

の空間で(写真右下)、その一角には旧スタジアムの

ホームベースがあっ 

た地点に、歴史の記

憶として五角形が床

に表示されています。 

 

１０ 
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その他、甲南大学西宮キャンパス、西宮敬愛会

病院など、どの建物も景観に配慮された上質な建

物で、電柱のない通りと、少し色づき始めた街路

樹が建物にマッチしていて、さすが関西の住みた

い街 No.1 だと感心しました。 

左：甲南大学西宮キャンパス 右：西宮敬愛会病院 

 今では、震災の傷跡はほとんど見当たらないで

すが、途中名神高速道路高架下で、震災当時の落

橋した状態と見比べ、当時に思いを馳せました。 

左：震災当時の落橋した名神高速道路  右：現在 

３．旧枝川の廃川と甲子園地区のまちづくり 

 昼前に西宮北口から甲

子園口方面へ歩いて移動

しました。途中、ＪＲ線

の下をくぐる高さが低い

「マンボウ」トンネルを

地元の方が利用されてい

たことが印象的でした。 

 西宮北口周辺が平成の都市改造とすれば、甲子

園界隈は大正の都市改造と言えます。武庫川の支

流であった枝川を治水のために埋めて大正 12年

に廃止し、その土地を売却することにより、河川

改修を行い国道２号線を整備しました。土地を購

入した阪神電気鉄道は大

正 13 年に甲子園大運動

場を開設しました。これ

により三角洲であった鳴

尾一帯は住宅地及び行楽

地に生まれ変わります。

現在でも道端に枝川橋の

石標が残っており、これ

を見学して午前の部を終

了しました。 

４．武庫川女子大学甲子園会館 

 午後からは建物見学でした。甲子園会館は昭和

5年に甲子園ホテルとして建てられました。設計

は、帝国ホテルを設計した有名な米国建築家 F.L.

ライトの愛弟子、遠藤 新です。現在は、武庫川女

子大学が所有し、主に建築系学生・院生の教室と

して実際に利用しています。左右対称を守り、細

部にまで意匠を凝らした建物は、今なお強烈な存

在感を放ち、圧巻です。2時間弱、大学の方の案

内で堪能致しました。この建物は国の登録有形文

化財となっています。 

左：正面外観 右：玄関前での集合写真 

５．松山大学温山記念会館 

 温山記念会館は昭和 3年に松山大学の創立者の

一人である新田長次郎氏が邸宅として建てたもの

です。設計は愛媛県庁舎も設計した建築家、木子

七郎です。新田氏は、動力伝動ベルトの会社で財

を成した方で、この洋館も一見すると素朴ながら、

よく見れば手間がかかった細工が至る所にある、

趣味の好い建物でした。現在は、松山から来られ

た学生たちの宿舎として利用されています。また

ＮＨＫの朝のドラマ「まっさん」で、家主の邸宅

として登場しています。全くタイムリーな見学で

した。この建物も国の登録有形文化財となってい

ます。 

左：外観 右：内部（居間） 

６．最後に 

 JR 甲子園口駅にて夕方 5 時頃に解散しました。

大規模な都市改造は失敗することも多いと思いま

すが、2度に渡り立派に成功している西宮の事例

は参考になることも多かったように思います。 

 最後に、西宮まちなみ発見クラブの森下真さん、

小林竜子さんには大変お世話になりました。この

場を借りて御礼申し上げます。 

「マンボウ」トンネル 
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今年の夏もなんか変な感じだった・・・唐突に

来た感のある秋は温度差が大きく、紅葉はきれい

らしい。冬・・・は？ とにかく、準備はしてお

くに越したことはない、と考え補助金制度＊があ

ったエコガラスをとりつけた。これで窓からの冷

気はシャットアウトできそうだ。残るは玄関から

入り込む冷気が気になる。玄関前の廊下に、今年

もカーテンをつけることにしよう。カーテンを突

っ張り棒でぶら下げるだけの簡単なことで、入っ

てくる冷気を随分カットできる。 
 あとは・・・コタツの敷物を厚手にし 2 枚、上

掛けは毛布と布団で 2 枚、その上から洗濯し易い

薄い上かけ 1 枚と例年通り。 
 リビングは・・・冬場の日差しは貴重な熱源。

日差しのある日中はカーテンを開け部屋に暖かい

日差しをいっぱい入れよう。日が落ちきる前に、

カーテンを閉じ部屋の暖気が少しでも逃げないよ

うにする。カーテンは厚手の物が断熱効果も高い。

エコガラスとの相乗効果はとても楽しみ。 
 あと、準備できることは・・・今年も環境省は

ウォームビズを勧めている。夏のクールビズの冬

バージョンで、エアコンの設定温度を 20 度に下

げ、服装を暖かく、働きやすいものにして快適さ

を求めている。具体的には上着の内側にベストや

ニットを着たり、ひざ掛けや厚手の靴下などを使

おう。 
 今年は服装などに加え、ウォームシェアなるも

のも提唱されている。これは、個々に使われる暖

房や照明などのエネルギーを人が集まることで、

シェアし、有効に使おうと言うもの。同じ屋根の

下で別々の部屋で過ごすより、一つの照明のもと

で過ごす。人が集まる場所へ出かけるのもいい。

それぞれが自分の好みの場所へ行くことでシェア

できる。講演会だったり、図書館だったり、また

百貨店やスーパー、映画館に行くのもいい。近く

の公民館の催しへの参加は地域力の側面も期待で

きる。 
 効果的に身体が温まる食事をすることでも省

エネできる。シチューや鍋物。身体を温める食材

を使えばなお良い。皆で集まって鍋をつつきなが

ら談笑なんて、すごく省エネ！ 

 
 
 

 我が家は今年の冬も暖房はコタツで、食事は鍋

で乗り切ろうと思う。日中、一人になる時は図書

館へ行くか、近くの大型商業施設に行ってみよう。

エコガラスを取り付けたこともあり、この冬どれ

くらい省エネできるかほんと楽しみになっている。 
 ちなみに、冷房より暖房の方が１℃の差のエネ

ルギー量が大きい。また、冷房の必要な期間より

暖房の必要な期間の方が、1.4～1.5 倍ほど長いと

言われている。冬場の省エネ効果は大きく、温暖

化防止への貢献度も大きい。 

環境省 HP( http://funtoshare.env.go.jp/warmbiz/)を

ごらんください。WARMBIZ＋ONE としてキャンペーン中で

す。全国各地の鍋のレシピも紹介されていますよ。 

＊平成26年度既築住宅・建築物における高性能建材導

入促進事業。一般社団法人 環境共創イニシアチブが公

的資金により戸建や集合住宅など既築住宅等の省エネ

改修を促し、省エネを推進するため、省エネルギー性

能の高い高性能建材を用いた改修を行う者に補助金を

交付した。補助率は補助対象費用の1／3以内で1戸あた

り上限 150万円。2014年は5月に公募され終了した。次

年度の予定についての情報は得ていません。 

生きもの委員会 観察会のご案内 

万博公園で木の実と鳥を楽しむ 
木の実や、木の実に集まる小鳥を観察します 

日 時：2015年 1月 20 日(火)9：30～12：00 頃  

集 合：9:30万博公園自然文化園中央口 

参加費：会員 200 円、非会員 300 円 

（他に万博公園入園料 250 円が必要) 

申込み：カラー資料を準備しますので、 

参加され方は下記まで連絡ください。 

平(ひら)軍二 携 帯  090-6901-1425   

Ｅメール g-hira＠nifty.com 
 




