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会長 小田忠文 
法律の改正により 2016 年 4 月から家庭向け電力

小売りが全面自由化され、私たちは関西電力以外

の会社から電力を買えるようになります。そこで

今年の環境楽座は電力を学んでいます。12 月 12
日には飯田哲也さんのお話があります。参加して

損はないとオススメします。環境にまつわること

を学ぼうと始めた環境楽座は今年が５年目です。

▲２年目に講師をしていただいた梶田真章さんは

京都の法然院で住職をなさっています。法然院は

銀閣寺の南約 300ｍにある浄土真宗のお寺です。

梶田さんは住職になった 20 才台から環境問題に

熱心で、自然体験ができる場としてお寺の境内を

解放して子ども対象の「森の子クラブ」、大人対象

の「法然院 森の教室」「法然院 夜の森の教室」を

開催されています。さらに法然院森のセンターと

して、「共生き堂」と名付けた施設を建てました。

その屋根に市民発電所の「おひさま発電所 1 号機」

としてソーラーパネルを設置したことは、10 年前

に当会が「吹田をソーラータウンに」と運動した

とき先輩例として紹介しました。▲法然院 森の教

室が 30 周年を迎え、先日祝賀会に招待されまし

た。当日の記念講演で写真家の今森光彦さんが「子

どもたちと森」と題してご自分の活動をお話なさ

いました。今森さんは里山に生きる野生動植物と

人とのかかわりを撮影されて、なくなっていく里

山の自然を見てこられました。その体験から自然

体験をさせるために自宅の横に森を作って、子ど  
     

 
 

もたちに昆虫採集を体験させる活動を主宰されて

います。▲今森さんのお話を聞いて、生態系が豊

かで、自然の素晴らしさを感じる心を養うことの

できる場として彼の理想の森は伊勢神宮の森であ

り、法然院の森でもあると思いました。一方、私

の住む吹田はどうだろうとも思いました。大文字

山につづく法然院の森には到底及ばなくとも、こ

どもたちが接することができる身近な自然として、

紫金山公園や千里北公園があります。自然度はや

や落ちますが千里南公園、桃山公園、江坂公園、

片山公園、中の島公園などもあります。入れませ

んがニュータウンを囲む千里緑地もあります。▲

そのうち紫金山公園と千里北公園、そして千里緑

地にはまだまだ多様な生きものが残っています。

その代表のヒメボタルは生息地域を含めて吹田市

の天然記念物に指定されています。しかしヒメボ

タルの発光する時期には年々見学者が増え、近年

は湿地帯に入って撮影する人が増えています。ま

た、少年たちがボヤ騒ぎを起こしたりしています。

これでは現在吹田市内でなんとか保たれている生

きものの多様性も今後が不安です。さらに北千里

で見つかった希少な草花の保全も心配です。▲何

年もの間に担当職員が変わり、議員が変わり、市

長が変わっても吹田市として市内に残された貴重

な動植物とその環境を後の世代に引き継いでいく

には、これら生きものに特化した何らかの法令が

必要です。そのために生物多様性地域戦略の吹田

市版を一刻も早く作ることが大切だと考えます。 
 

コラム 

＜表紙の絵＞                            吹田の花木シリーズ（１） 
サザンカ（山茶花） 

「サザンカ」はツバキ科の花木で日本の固有種。「サザンカ」は「ツバキ」と共に、花の少ない時期に咲く

花木として愛でられ、120 種余の園芸品種があり、ツバキは 500 種余の園芸品種があると云う。晩秋に咲く

「サザンカ」で近づく冬を知り、早春に咲く「ツバキ」で春の訪れを知る。この 2 種は、花も葉もよく似ている

が「サザンカ」はやや小ぶりで、葉柄、小枝、主脈に毛があり、花弁はバラバラに散る。「ツバキ」は「雄シベ」

が筒状まま花弁と共にゴソッと抜け落ちる。 

光沢のある濃いミドリの葉が茂り、赤や白の花をつけた「サザンカ」は、古くから庭木や屋敷林に植えら

れ、ミドリの少ない季節に彩りを添えるが、日本の代表的な毒蛾である「チャドクガ」の幼虫(毛虫)が「サザ

ンカ」の葉を食餌にしている。幼虫、成虫ともに有毒な毛（毒針毛―どくしんもう）を持ち、触れると皮膚炎を

発生させる。風に運ばれた毛が触れると被害に遭うこともあり、駆除の対象になっている。千里第４緑地で

も発生し、市が駆除のため幼虫のついている「サザンカ」と、その周りの「サザンカ」を全て伐採した。駆除

の方法としては、少々荒っぽく、過剰な手段のようでもあるが、今では、その切り株から育った「ひこばえ」

(新芽のこと)が赤い花を付けている。         （表紙の絵と文：生きもの委員会 塩田 敏治） 
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関大の授業「環境と社会」 新しい教科書ができました 
「ヒト社会と環境」－ヒトは環境とどのように向き合ってきたか－ 

 当会では、さまざまな団体との協働を大切に活動してきました。2009

年から始まった関西大学での共通教養科目の授業「環境と社会」でのリ

レー講義もその一つ。理事の小田・喜田は学生たちが自分の身の回りの

環境問題に気付き行動することをテーマとして、当会の活動を紹介して

きました。 

 9月、新しい教科書を作成しました。タイトルは『ヒト社会と環境』。

2009年作成の『地球環境問題の基礎と社会活動』の続編にあたります。

今回は環境とヒト社会との間の相互作用を歴史的経緯を含めて論じて

います。チョウの種類の変化から身近な自然を理解する、統計

資料から日本のエネルギー政策を考察する、エコライフ度チェ

ック、エコクッキング体験など、身近な事例から環境学の面白

さを学ぶことができます。 

 第２章「植生と環境」は当会顧問の武田義明さん（神戸大学

名誉教授）が担当し、人間の活動が植物環境に及ぼした影響や

生物多様性の基本と地域戦略策定の意義を論じています。理事

の小田・喜田は前回の教科書を改訂した形で、吹田の草原と希

少種などについて加筆しました。 

 教科書として作成したものですが、基本事項から今日の環境

問題を理解し市民活動に役立つ内容が多く含まれています。ぜ

ひご一読ください。 

申込み先：090－6606－ 6620（喜田）定価の 20%引き 送料別  

定 価：3,024 円（2,800 円＋税） 
著者名：吉田宗弘 編著 

出版社：古今書院 
Ｂ５版 134 ページ 
表紙にヤマサギソウが！ 

 
第 1 章 吉田宗弘  
 ヒト社会は環境にどのような影響を与えてきたか 
 環境とは／生物による環境改変／森林伐採・塩害・乾燥化／工業 
 化による健康被害／地球環境問題／温暖化   
第 2 章 武田義明 
 植生と環境 
 植生と環境要因／日本の植生／植生遷移／生物多様性／人間に 
 よって作り出された植生 ほか 
第 3 章 吉田宗弘 
 ヒトと小動物：ヒトの活動によるチョウの分布の変化 
 大学キャンパスでの調査から／チョウの生活史／温暖化の影響 
 ／衰退する草原のチョウ／年に適応したチョウ ほか 
第 4 章 木庭元晴  
 戦後日本の一次エネルギーの経験的消費と今後期待される倫理 
 産業革命から現代まで／世界のエネルギー利用と経済 
 ／戦後 70 年の日本の経済発展とエネルギー利用／世界での日本 
 の位置／ドイツの脱原発の倫理 
第 5 章 竹下 賢  
 地球環境保護条約と国内環境法 
 法制と課題／国内法による具体化 
第 6 章 小田信子・喜田久美子  
 環境の世紀を生きる市民の役割 
 市民の環境保護活動／NPO 法人すいた市民環境会議／市民の役割 

ヒト社会と環境 目次 

喜田久美子（生活環境委員会） 生活環境委員会 
    ・・・・・ＮＮＥＥＷＷＳＳ  

●活動報告・・・・・・・・ 
森のクラフト 10/18（日） 

 吹田こども・夢・未来協会の依頼で、

自然探検隊の子どもたち対象の森のクラ

フトをしました。会場は男女共同参画セン

ター（デュオ）。 

いつもながら子どもた

ちの発想には脱帽。針

金を丸めて作ったばね

でハスの上の木の実

が踊っています。⇒ 
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●電気を選ぶ時代のしくみを知ろう 

 新設された千里山コミュニティーセンター

に 30 人の受講者が集まりました。小田会長

が「2016 年 4 月からは、私たち自身が関電

以外から電気を選べるようになります。電気

には色がついていないので電源が原発なのか

太陽光なのかわからない。電気を選ぶ時代を

目前にして、新しいしくみを知っておくこと

が大切であると講座を企画しました」と述べ、

第 5 期環境楽座をスタートしました。  
   ・・・・・・・・・・・・・・・・  
●サスティナブルな社会を 

 電気の供給と調整を行う「（株）生活クラ

ブエナジー」は、生活協同組合の「生活クラ

ブ生協」（全国の 32 の生協と連合会）が出資

金を出し 2014 年 10 月に設立しました。  
 生活クラブは「サスティナブルな社会」（継

続できる社会）を目指しています。そのため

暮らしに不可欠な FEC(Food・Energy・Care)
自給圏の活動に取り組んでいます。素性の明

らかな食べものの共同購入のほか、組合員ど

うしのたすけあい、子育てや介護など地域の

ケア、さらに風車や太陽光発電などによる再

生エネルギーの創出や、環境に負荷をかけな

い供給事業などです。これは東日本大震災以

前から始めていました。  
 福島原発事故をきっかけに、再生可能エネ

ルギーの普及政策や電気事業の自由化に向け

た法整備が進み、新電力会社の設立が可能に

なったのを背景にして、自然エネルギーが生  
みだす電気の共同購入を進め、原発のない社

会づくりを目指して新電力会社を設立したの

です。「エネルギー7 原則」を作り、高度経済

成長で豊かになった中で、私たちがなくした

ものを問い返し、エシカルコンシューマー（倫

理的な消費者）になることを宣言しています。 
●豊かさの中でなくしたもの 

 百万年前から人類が使ってきたエネルギー

使用量のうちほとんどはここ 100 年足らずで

消費しています。大量にエネルギーを使って

我々は何を得たのでしょう。「時間」を得たの

です。同じ時間でできることが昔より増えた  

 
 

ということです。ものがあってあたりまえの

現在、質だけではなく時間を早くすることで

利益が上がる社会になったのです。物質的な

経済自体では投資をしてもほとんど儲からな

いので、世界中で必要なお金の 3 倍 4 倍が回

るバーチャルな金融経済になっています。東

証では新システムを導入しましたが、100 万

分の１のクリックの世界で売買されるのです。 
 食べものの世界も知らないうちにそうなっ

ています。長い仕込み期間を必要とする醤油

ですが、醸造に 1 年かけては儲からないので

某メーカーでは 3 ヶ月で作られます。醤油の

風味も味もしますが発酵はしていないでしょ

う。生育に歳月がかかるトリやブタ、ウシな

どの畜産物が本来の生態と切り離され、短期

間で生育させるために独占的な企業による育

種改良、ゲノム操作、遺伝子組換えが行われ

ているのです。  
 思い出してください。林業は子のために木

を植えてきましたが、その林業が第一次産業

で真っ先につぶされました。時間がかかるも

のは切り捨てられています。TPP はまさに

「今がよければ良い」としており、地球規模

での先食いが金融経済のもとでさらに進行し

ています。  
●原発は「未来へのつけ社会」の代表 

 資源の大量消費社会は「楽しみの先食い社

会」、さらに現代は「未来へのつけ社会」です。

その代表が原発です。福島原発事故で原子炉

が廃炉を考慮せずに造られているのが明らか

 
 

生活クラブのエネルギー７原則 

①省エネルギーを柱とします。 
②原発のない社会、Co2 を減らせる社会をつくります。 

 ③地域への貢献と自然環境に配慮した発電事業をす 
   すめます。 
 ④電気の価格や送配電のしくみを明らかにします。 
 ⑤生活クラブの提携産地との連携を深め、エネルギー 
   の自給率を高めます。 
 ⑥エシカルコンシューマーとして、再生可能エネルギ 
  ーによる電気を積極的に共同購入します。 
⑦生産から廃棄までトータルに責任を持ちます。  

第 1 回 201５年 9 月 30 日（水） 

新電力設立の意味としくみ 
講師：石川

いしかわ

雅
まさ

可
か

年
ね

さん  
㈱生活クラブエナジー取締役  

第 5 期 電気を選ぶ時代 
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になりました。廃炉には 40 兆円かかるとい

われますが誰が支払うのでしょう。また人間

の安全性を考慮した廃炉作業ができるのでし

ょうか。廃炉の後にも 200～300 年を要する

放射能管理が待っていますが誰が管理できる

のでしょう。これを企業が行えるのでしょう

か。諸問題が何ら明らかにされていない、そ

ういうものを私たちは作ってしまったのです。 
●使用を控えることを使命に 
 中国やアメリカでは再生可能エネルギーは

原発や化石燃料によるエネルギーに匹敵する

規模です。ドイツは脱原発を決め化石燃料を

使っているので CO2 排出量が上がっていま

すが、長期的にみると下がるだろうといわれ

ています。電気料金は上がりましたが、脱原

発への動きを止める方向にはいっていません。

日本でも今夏のピーク電力を支えたのは再生

可能エネルギーであり、原発 10 基分はでき

ているとの試算があります。しかし政府、行

政、産業界は原発再稼働に向かっています。

生活クラブエナジーはまだ採算が合っていま

せんが活動を進めていきます。たくさんの電

気使用が目的ではなく、まず第一に使用を控

えることを使命としています。  
●電力自由化のしくみ 

 2016 年には電力の小売り自由化、2018 年

～20 年には送配電部門が法的分離されます。 
今後は電気をつくる発電事業者、送電と検針

を担う送配電事業者、供給と自給調整をする

小売電気事業者ができます。小売事業者は需

要家（利用者）へ電力を安定供給するために

送配電会社へ託送料を支払います。供給と需

要のバランスが崩れた場合、既存電力会社に

よるバックアップがとられ、小売事業者には

ペナルティーが科せられるしくみです。  
 再生可能エネルギーの個定買い取り制度と

の関係では、私たちが太陽光発電を 1kW あ

たり 40 円で買い取った場合、関電エリアで

は回避可能原価（注）11.86 円との差額 28.14
円が税金で補填される仕組みです。この原資

がみんなで負担している賦課金です。電気料

金が高くなっているといわれますが、ガソリ

ン税と同じでインフラ整備に使われています。 
 小売り自由化に向け、小売事業者と契約で

きるように家庭の電気メーターに番号が割り

振られます。購入先を切り替えるには、需要

家が購入したい小売事業者へスイッチング

（業者の変更）を申込みます。小売事業者が

広域機関との電力使用量情報や託送手続きな

どを行い、供給が開始されます。 （下図） 

 販売をする際に電源構成の表示をする案が

検討されていますが、再生可能エネルギーが

優位であるなどと記載してはならないといわ

れています。表示すらできなくなるところだ

ったので消費者が選べる手段として一歩前進

ですが確定ではありません。電源表示は義務

ではないので大手はしないでしょう。  
 さらに電気を直接売るのではなく電力会社

の媒介や取次、代理契約する事業もよしとさ

れています。マンション一括受電モデル、需

要家代理モデルなどが検討され、さまざまな

事業体が本体事業と関連させたサービスをつ

けて電気事業に参入してくるでしょう。2016
年 2 月頃から電気を選ぶ条件が提示されます。

私たちはその前にこの制度の知識を得て決め

ていかなければなりません。  
●生き方と関わる選択 

 時代は大きく変わってきています。市民の

力でエネルギーを選べる社会を作っていきた

いと思います。私たちには負の遺産を残さな

い行動が求められています。電気を選ぶこと

は私たちの生き方と大きく関わっています。

あなたは再生可能なグリーン

電力を選びますか？それとも

価格や他のサービスの充実を

選びますか？    
（記録：村井弘二、  
      報告 :喜田久美子）  
 
注：電気事業者が他者から電力を購

入することにより、自ら発電所を建

設・運営した場合に生じる費用を回

避できたと考えたとき、建設・運営

にかかったであろうコスト。 

あなたは再生可能なグリーン電力を選びますか？  

５  
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 宝塚市で 3 つの太陽光市民発電所を運営す

る非営利型㈱宝塚すみれ発電社長井上保子さ

んは、市民主導の再生可能エネルギーのまち

づくりに取り組んでいます。井上さんはエネ

ルギーの地産地消を目指す自らの経験から自

然エネルギーと人とのつながりの深さと広が

りを語りました。  
・・・・・・・・・・・・・・・・  

●「原発は要らない！」活動のはじまり   
 私の活動の原点は大学の授業で先生が教室

の電灯を消して「無駄な電気は使わないよう

に。私は原発に反対している」とおっしゃっ

たこと。当時、夢のエネルギーと称されてい

る原発にも暗い部分があること知りました。  
1979 年のスリーマイル島原発事故をきっか

けに宝塚の市民が 1981 年に「原発の危険性

を考える宝塚の会」を立ち上げ、私も 1985
年からかかわっています。2011 年に福島で原

発の事故が起きてしまった反省から、再生可

能エネルギーに重点を置いた活動をするよう

にしました。  
●市と力を合わせて自力で発電所 1 号をつくる 
 震災直後の 2011 年 6 月に宝塚市長に「子

供たちの未来のために、再生可能エネルギー

によるまちづくり」を要望し、市議会へ請願

しました。請願は採択され、宝塚市は翌年度

に新エネルギー推進課を創設しました。  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 それに応じるように私たちは 2012 年 5 月

に NPO 法人「新エネルギーをすすめる宝塚

の会」を設立し、推進課が行う講演会の開催、

参加呼びかけなどに協力し、定期的な懇談会

開くことで仲間が広がりました。2012 年 7
月に固定価格買取制度（FIT）の後押しもあ

って行政の補助金に頼らず出資者による宝塚

市初の市民発電所として宝塚市北部西谷地域  
の耕作放棄地に宝塚すみれ発電所 1 号を完成

させました。  
 完成した 1 号の売電による収益を含めた管

理運営を目的に「合同会社宝塚すみれ発電所」

を 2013 年 5 月に設立し、今までの NPO 法人

は再生可能エネルギーの普及啓発活動を担う

ことにして、役割を分けました。合同会社は

12 月に非営利型株式会社に組織変更を行い、

会社の目的が収益ではなく社会貢献であるこ

とを明確にしました。  
 1 号にかかった費用は 315 万円でしたが規

模を拡大した 2 号は 1800 万円必要でした。

出資者だけの金額では足らないので、銀行と

交渉して 1 千万円の融資を受けました。そし

て住宅地に隣接したお寺の境内に 47.88ｋW
容量で 2 号を作りました。  
●広報活動 

 この流れを多くの人に知ってもらうため市

内の甲子園大学が 2013 年 9 月宝塚市と包括

連携協定を結んだ記念シンポジウムに呼ばれ

たので講演しました。そのご縁で 2014 年 10
月には私たちと宝塚市と大学の共催で「これ

からの食と農とエネルギーを繋げていく」と

いうシンポジウムを開きました。学生食堂で

開いたワークショップで学生は「先生以外の

 
 

第 5 期 電気を選ぶ時代 

第 2 回 201５年 10 月 7 日（水） 

再生可能エネルギーで 
まちづくり 講師：井上

いのうえ

保子
や す こ

さん  
㈱宝塚すみれ発電社長  

宝塚すみれ発電所第３号 2015 年 3 月 6 日設置 

宝塚市山手台地区 45.36kW 
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大人と話をすることができた｣とおおいに喜

んでいました。このようにしていくことが普

及啓発活動になると実感しました。  
 このほかの普及啓発活動も NPO が担当し

ています。おもに 2 号発電所の見学会をして、

役所や医療生協、共同購入組織、脱原発を目

指す首長会議、食を学ぶ学生、研究者や市民

団体、エネルギー経済を学ぶ学生たちなどが

こられて、力強く感じています。さらにエネ

ルギーカフェを市内各地で開いています。自

転車をこいで人力で発電したり、ソーラーク

ッカーや木質燃料で料理するなど「エネルギ

ーと食」の紹介をしています。  
●資金調達  
 3 号は「1000 万円まで 20 年間無利子で貸

し付ける」という兵庫県の制度と宝塚市の再

生可能エネルギー基金からの助成を受け、市

民からは「宝塚すみれハート 2015」という一

口 5 万円の無配当ファンドを募集して資金を

調達しました。ファンドは 500 万円の募集に

600 万円が集まりました。出資者は｢出させて

くれてありがとう｣と言ってくれました。出資

者は自分たちのお金で発電所ができれば、売

電益でお金が戻り、自分のお金が目に見える

場所で役立っているのが実感できます。この

仕組みが市民発電所の大きな流れです。こう

して 3 号が宝塚市の市有地にできました。三

つの発電所のすべてに停電時に地域住民が電

気を使えるように非常用コンセントを用意し

ています。別途、県民まちなみ緑化事業を利

用し、パネルの周辺に植樹をして、見た目に

優しい「緑の発電所」にしています。  
●条例制定で宝塚市の意思表示 

 行政は 1 号を建てたことを広報誌に大きく

掲載してくれ、その後も適時掲載してくれま

した。このように補助金以外にシンポジウム

を開いて啓発することなど行政ができる応援

はたくさんあります。しかし市の職員も議員

も市長もが数年で入れ代わるため、宝塚市と

しての方向性を示す意味での条例制定を求め

ました。  
 2014 年 6 月に宝塚市は「再生可能エネル

ギーの利用の促進に関する基本条例」を制定

しました。この条例は行政としての市と市民、

事業者などとの役割、関係など協働の進め方

を定め、「この条例を守るも育てていくのも市

民の仕事」としています。市民の代表である

議員の勉強も大切。今後この条例を磨き上げ

ていかなくてはいけません。  
●ソーラーシェアリングと地域の活性 

 農水省は今後の農業のモデルとして千葉県

でソーラーシェアリングを始めました。農地

の上にパネルを設けて発電することで不作の

ときも農家を救えるというもの。これを参考

にして今年 9 月に宝塚市にもソーラーシェア

リングの畑が一つできました。  
35 歳の新規就農者が来ました。私がソーラ

ーシェアリングに期待するのは市民農園に来

る人は農業に関心があり、彼らがソーラーシ

ェアリングを見て｢こういう農業もあるのだ｣

と思えばその中から新しい就農者が生まれる

かもしれないからです。これから宝塚市の市

民農園でこれを広げたいのですが、各種法律

が邪魔をしています。実現したら全国初の市

民農園でのソーラーシェアリングとなります。 
 私たちが山川海を守ることは一次産業その

ものを守ることです。再生可能エネルギーを

使って農村がきちんと動き始めるとそれは都

市部の人にとっても強い味方になります。自

分たちの食べ物を守ることになるのだから。

そこまで考えて私は再生可能エネルギーを進

めていきたいのです。  

勇気と元気がでる市民がつくった 3 つの市民発電所 

（記録：村井弘二 報告：小田忠文） 

７  



吹田の希少種 2015 年秋        生きもの委員会 平 軍二 

 ヤマサギソウが見つかって以後「吹田の原っぱ」と略称してきた阪急延伸予定地跡周辺に生育してい

る吹田の希少種（大阪府絶滅危惧種）の現状を報告する。 

１．市民・学生対象の観察会報告   

１－１  吹田の希少種の９月 (当会主催) 15/9/22 

「吹田の原っぱ」で秋の希少種を見る観察会は参加者に非会員

が多かったことから、「ほぼ全域が造成された千里ニュータウンで、

大阪府絶滅危惧植物が４種も残ったのは、年２回この原っぱの草

刈りが継続され、チガヤ草原が維持されたことによる」との説明

からスタートした。 

原っぱに入って先ずはアイナエ探し、全員が２～３㎜の花を見つけたあと、スズサイコの実、イヌセ

ンブリの新葉、そしてツリガネニンジンの花などを観察した。千里北公園に入って希少種が生育する「吹

田の原っぱ」との違いを確認した後、ツリガネニンジン群生地をバックの全員集合写真で終了した。 

１－２ 千里金蘭大学学生への観察会 15/10/21   

学生へは春のヤマサギソウに続く観察会、草アレルギーで草原

に入れない学生がいたため、草原を満喫してもらうことは出来な

かったが、アイナエ・イヌセンブリの花は見てもらった。 

２．希少種調査   

２－１ スズサイコ調査 15/8/26 トータル 400株以上を確認 
 スズサイコ群生地に「幅 10m×奥行 30m」のコドラートを設置し、

約 200 株をカウントした。コドラート以外にも広く生育しているの

で、スズサイコのトータル株数は 400 株以上と予想され、絶滅の心

配はないことを確認し、以下の状況もわかった。 
①７月の草刈後、最も早く芽を出す野草はスズサイコで、1 ヶ月余

りで花が咲き始めていた。 
②後から芽を出したクズは、近くで一番背の高い草のスズサイコに

巻き付き、倒されているスズサイコが多かった。 
③これまで、花に比べ実の数が少ないことを懸念していたが、昨年の種

子からと思われる幼苗群生地があり、株数増につながっていた。 

２－２ イヌセンブリ調査 15/10/22  74株を確認 
 イヌセンブリは一昨年 90 株、昨年 60 株の群生地があり、両年とも

トータル 200 株以上確認していた。今年は両年の群生地に芽生えず、絶
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滅かと思ったほどであったが、昨年の群生地から少し離れた湿地の周りに花が見つかった。最終的に 74
株を確認、何とか絶滅は免れたものと思われる。 
 ヤマサギソウ・スズサイコの多年草と違い、二年草のイヌセンブリは同じ位置に生育しないが、前年

成育した株の周辺にほとんどない理由は何故かわからなかった。今回湿地周辺に株数が多く、土壌水分

影響が予想されるので、生育地全域で水分調査を行い、今後は生育と水分の関係を調査したい。 

３．「吹田の原っぱ」（阪急延伸予定地跡）の売却について 
 「吹田の原っぱ」は大阪府有地部分と吹田市有地部分があり、年２回草刈りされ、チガヤ草原となっ

て 40 年以上経過している。府有地部分の売却広告がでたことを 7 月号で報告した。入札結果は７月末

に公表され、国循前が 8.8 億円、マクド南側が 8.0 億円で決定した。 

 しかしその後、マクド南側の契約がキャンセルされたのか、10 月 30 日再度の売却公告があり、12
月上旬に結果が公表される予定である。 
「吹田の原っぱ」に住宅が立ち並ぶと、ウツボグサ・ミヤコグサを楽しんだ夏のチガヤ草原、秋のメ

リケンカルカヤ草原、そして草原のバックに国立循環器病研究センターを望む景観は見られなくなる。 
唯一の救いは、大阪府絶滅危惧種４種の生育地が青山台住宅地との間の傾斜地など吹田市所有地であ

り、絶滅は免れたことである。アイナエは、売却地境界の近くに生育する株が多いので、工事の影響、

更には住宅が建った後の日照影響など、経緯を良く確認していきたい。   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
次回観察会の予定 「吹田の原っぱ」のロゼット・幼苗 

売却された「吹田の原っぱ」、調査や観察で歩けるのは今年限りと予

想されるので、野草のロゼット・幼苗、そして草の実を観察する。 
ロゼットとは秋に芽生えた苗が、冬の厳しい寒さに耐え、風雪をしの

ぎ、太陽光を無駄なく受けるよう、地表に葉を平らに並べた幼苗の姿で

ある。春になるとロゼットの真ん中から茎を立ち上げ、花を咲かせる。 
日 時： 12 月 21 日（月）9:30～12:00 頃    
集 合： 阪急北千里駅改札口   
解 散： 千里北公園・蓮間池付近の予定 

持ち物： 筆記具、あればロゼット＆幼苗図鑑、ルーペ。 
参加費： 会員 200 円、非会員 300 円  
申込先： 平 軍二（電話 090-6901-1425 メール g-hira@nifty.com ）   
尚、カラー資料を準備するため、必ず連絡ください。 
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100号では当会設立前後のことを、101号では「吹

田の郷」創刊号（1997 年 6 月）から 10 号(1999 年

5 月)までの設立後 2 年間の当会の歩みを紹介しま

た。 
今号では 11 号（1999 年 7 月）から 21 号（2001

年 3 月）まで、当会が特定非営利活動法人（NPO
法人）の認証を取得し NPO法人すいた市民環境会

となるまでの活動を紹介します。 
この期間は専門委員会を立ち上げ、数々の事業、

イベントをこなし、活動しています。 

１．事務局と専門委員会の充実 

 学習・研修、生きもの調査、組織・財政、大木散

策みち運営、会報紙の各委員会を 98 年度に結成し

たことを前号でも紹介しましたが、99 年には３つ

の委員会を立ち上げ、現在の委員会がこの時期にそ

ろいました。17号(2000 年 8 月)では事務局と各委

員会のメンバーが紹介されています。 

①事務局（7名）②学習研修委員会（7名）③生きも

の調査委員会（5名）④大木委員会（6名）⑤会報委

員会（9名）⑥まちなみ委員会（16名）⑦釈迦ヶ池東

ビオトープ委員会（8名）⑧生活環境委員会（8名） 

２．大木委員会の活動 

 前号で紹介した散策会「大木と吹田の散策みち」

を 2000年 3 月の第 13回で全コース終了しました。

2000年 11月から始めた「大木に名札付け」を 2001

年 2月完了して、委員会を解散しました。 

３．学習研修委員会の活動 

 前号で紹介した市民向け自然環境講座を市と当

会が協力、1998年から 2000年の 3年間にわたって

計 4回開催。また 1999年 4月から 2000年 3月まで

北千里公民館で環境問題連続講座を開催し市民へ

の環境問題の啓発と会員の拡大につなげました。 

2000 年 6 月、三田市の兵庫県立人と自然の博物

館、小学校、キリンビールのビオトープを見学。8

月にはジャスコ南千里店で講座を開催。12 月には

日本環境学会関西支部大会で当会会員 8 名が参加

し、吹田市での 7つの事例を発表しました。 

４、生きもの調査委員会の活動 

 吹田市の委託を受けて、市内の４公園～千里北公

園・紫金山公園・片山公園・中の島公園の生きもの

調査をおこないました。参加者（親子歓迎）を募り、

2000年 10月から、鳥、昆虫（チョウ・トンボ・甲

虫・セミ・バッタなど）、植物（樹木・草本・雑草・

植栽など）を調査した。調査結果をマップ化、イラ

ストも入れ、5つ折りのカラーリーフレット(2枚セ

ット、紫金山公園・片山公園編と千里北公園・中の

島公園編)を 1000 部作成し、2001 年 3 月に成果物

として吹田市に納入しました。 

５．まちなみ委員会の活動 

 「吹田を美しく住みたいまちに。一緒に考えませ

んか」と呼び掛け 1999年 10月に発会しました。 

2000 年は 20 世紀最後の年、また市制 60 周年で

第 1回都市景観賞の表彰や道路の愛称決定、観光マ

ップの製作が予定されていたので、2000 年度事業

目的を「2000 年の吹田のまちを記録し、残したい

吹田の原風景、広げたい・育てたい景観などを集め

てマップにする。吹田市のまちづくりの諸施策に参

画し、提言する。」として、毎月の定例会議、まち

なみウオッチングを開催しました。 

6月に吹田市から観光マップ製作事業を受託、役

割分担を明確にして体制を整え、ピッチを上げて取

組みました。吹田市観光マップの愛称を「あルック

吹田」と命名し、12の散策コースを掲載した A4版

全 32頁のマップを製作、2001年 3月に吹田市へ１

万部納入しました。 

マップ完成と旧山田村のまちなみの景観賞受賞

を記念して、同 3月に第 1回「あルック吹田」散策

会「旧山田村コース」を実施しました。 

６．釈迦ヶ池東ビオトープ委員会の活動 

 1999年 10月、紫金山公園にある釈迦ヶ池の東側

に水田跡地があり、借りることができるので、ビオ

トープを作ろうと「植物の好きな人、昆虫の好きな

人」に呼び掛け委員会を立ち上げました。「メダカ

の田んぼ」と命名して月 2回日曜日 9:30から、田

んぼ、ため池、水路、あぜ道を作り、お米作り、生

きもの調査、観察会開催などをおこないました。 

 2000 年 12 月 12 日(火)には「メダカの田んぼ」

のスイタクワイ掘りと料理が関西テレビで放映さ

れました。その翌日には佐井寺中学校の選択授業で

20人の生徒がクワイ掘りに参加しました。 

７．生活環境委員会の活動 

 生活環境問題について市へ提言をしていました

たが「市民としてできることから始めよう」と呼び

かけ 2000 年 3 月に委員会を立ち上げました。6 月

に、「吹田環境教育フェアー2000」でゴミ減量につ

いてのワークショップを実施。それをふまえ、委員

会で討議して、9月に「吹田市のごみ減量基本計画」

を提案しました。 

８．NPO法人化への取組み 

1999年 11月から 4回、会報に NPO講座を連載し

会員への PRを実施。2000年 5月の総会で NPO法人

取得に向かって準備することが決定され、作業班を

作り検討を重ね、11 月に NPO 法人設立説明会、臨

時総会、NPO法人設立総会を開催と大阪府へ NPO 法 

会報「吹田の郷」から読み解く～当会の歩み（その 3） 

会報委員会 松岡要三 

（次ページへ続く） 



 

変わりゆく吹田のまちなみ（その 10） 

吹田市立サッカースタジアム・エキスポシテイの誕生と 

地元自治会が整備した『山田上街角ふれあい公園』の誕生 

        まちなみ委員  岡﨑強一 

 万博記念公園に市立サッカースタジアムとエキスポ・シティがオープンしました。吹田市と万博記念

公園の新しい顔の誕生です。私も大きな期待を抱いて見学しました。 

 また、すいた市民環境会議まちなみ委員会では、吹田市観光マップ「あルック吹田」の改訂に向けて

取組み中ですが、自治会が山田東4丁目で整備を進める公園が大きな話題になり、何回か取材に訪れ

、素晴らしい公園になっていることに感激しました。 

 サッカースタジアムやエキスポ・シティはマスコミで大々的に報道されているので、ここでは山田コ

ースにある新しい公園「山田上（やまだかみ）街角ふれあい公園」について紹介します。 

 山田上街角ふれあい公園は、旧三島郡山田村村

長津中作治氏のご遺族・ご親族が地元の皆様に喜

んでいただける施設として活用してもらうために

と、邸宅の跡地を山田上自治会にご寄付されたも

ので、今年 5 月 25 日に完成しました。山田上自治

会はご寄付のご趣意に沿うべく会議を重ね、①防

災②健康③スポーツの三つのコンセンプトにまと

め、自治会の費用で、㈱JAS 設計（吹田市樫切山）

に設計を、工事を㈱住研に委託しました。 

 計画の主旨・目的及び概要は下記のとおりです。 

 そして、敷地を次の３つのゾーンに分けて整備

して、地域に親しまれる素晴らしい公園になりま

した。 

 

 

 

 

 

 

①エントランスゾーン：村長邸跡を示す石碑、 

あずまや、手動井戸ポンプ、水飲み場、時計

塔、公園名表示銘板など。 

②公園ゾーン：見晴らしの丘、芝生広場、ウォー

キングパス（足つぼロード）、健康遊具、ベ

ンチ，災害用カマドベンチ、水飲み場、列柱

状の照明灯など。 

③多目的広場ゾーン：防災倉庫とトイレ、ゴミ置

き場（兼自転車置場）、多目的広場（グラウ

ンド）など。 

 最後に、取材に快く対応して頂いた山田上自治

会関係各位に感謝申し上げます。 

    
 
 
 

現在、我が国は超高齢化社会が著しく進展し、

人々の関心も健康・環境・安心安全生活にシフトし

ています。 

このことは、1995年 1月17日の「阪神淡路大震

災」及び 2011 年 3月 11 日の「東日本大震災」によ

り、我々の心に強く記憶されたところです。 

このような状況の下、山田上の住宅地の中に残

された貴重なオープンスペース「旧津中邸跡地（

約500坪）において、山田上を含む周辺地域の幅

広い年齢層～子供からお年寄りまでが快適に安

心して遊べ、楽しく交流して憩い・集え、また防災

や健康・スポーツに役立つ公園・広場を創出するこ

とが当計画の目的です。 

山田村村長津中作治邸跡と 

刻まれた石碑 

見晴らしの丘のシンボル

ツリーはクロガネモチ 
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人認定申請をおこなった。2001年2月に認定授与式

があり、3月には登記完了し、法人としての第1回

理事会を開催、5月に第2回NPO法人すいた市民環境

会議総会を開催した。 

９．市への提言・提案・要望 

 1999年9月に「地球温暖化対策推進法への対応」

について質問書提出。10月に「吹田操車場跡貨物

ターミナル駅」について質問・要望・提言を市長

に提出。11月に「ヒメボタルの天然記念物とその

周辺緑地の保全」を市長・議長に要望。 

その他、2000年には、ホームページの開設、

鹿児島市民環境会議発足準備会に招かれ、当会

の活動を紹介しました。以上のように活発な活

動で、会員数が飛躍的に増加し、2001年4月1日

時点で個人会員236人、法人会員8団体、「行動

する環境会議」を創りあげていました。 
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 私は、「吹田まち案内人」の一人として、神崎川

クルーズのガイド役で乗船しました。この日の話

の一部を本紙上で再現し、神崎川周辺を紹介しま

す。とくに 近の変化に力点を置いて述べます。 
「すいたオータム フェスタ」の一環として 10

月 17 日（土）、18 日（日）に神崎川クルーズが催

されました。コースは下図の通りで一周 30 分間

でした。 
朝 10時の第 1便から午後 3時 30分の第 7便ま

で、各便 40 名の定員で運航されました。 
船が船着場をスタートして、まず上流に向かい、

吹田大橋の下をくぐります。この橋は昭和 11 年 2
月に造られたので、間もなく築後 80 年になりま

す。吹田市を貫く幹線・府道大阪高槻京都線を支

える重要な橋です。 
吹田大橋の上流にロープで吊り下げた形の高浜

橋があります。この界隈は「白砂青松」の風光明

媚な場所と古い和歌に詠まれています。地域の歴

史をもとに、松の葉をイメージして、橋の欄干や

さくがデザインされています。 
橋の北詰にラッパのマークでお馴染みの大幸薬

品の工場があります。本社は 近大阪市内に移転

し、本社社屋も撤去され、工場が残るのみです。 
南詰に厚焼き玉子や寿司材料を製造販売する

「せんにち」が見えます。元は「千日」の看板が

あり、社名は「千日総本社」でしたが、企業買収

されてひらがな表示に変わりました。 
船はここで Uターンして、下流に向います。次

の大きな変化は阪急千里線の鉄橋です。現在の鉄

橋のすぐ上流に仮設の立派な鉄橋が出来上がって

います。これは下新庄駅の高架化工事に伴い、現

在の鉄橋を付け替えるまでの仮橋です。現在の古

い鉄橋のレンガ造りの橋脚は明治 9 年に鉄道省に

より敷設された大阪～京都間の路線を阪急が譲り

受けたものです。 
 
 
 
 
 

他の国鉄路線は車両の大型化に伴って鉄橋が更

新されているので、奇跡的に残ったこのレンガ造

橋脚は稀少な鉄道遺跡です。しかし、阪急の新鉄

橋建造のために近く撤去の運命にあります。 
船はさらに下り城東貨物線の鉄橋をくぐった後

に Uターンして戻り道になります。この貨物線も

大きな変化の中にあります。すなわち、外環状線

と言われる「おおさか東線」として旅客車線化の

工事が進められています。新線は新大阪駅をスタ

ートして神崎川を北に越えた地点から急カーブで

東に進み、南吹田の新駅を過ぎてから南にまがっ

て、この神崎川を渡って放出駅に至ります。放出

から先は既に営業中で、八尾市久宝寺駅で関西本

線に合流しています。 
新線の鉄橋は貨物線鉄橋の下流側にほゞ完成し

ています。新線の開通予定は 3 年後の平成 30 年

度末とのことですから、JRの新駅が開業すると

吹田市は更に交通の便が良くなることでしょう。 
以上、当日のガイド内容のうち、 近変化して

いる部分を中心に説明しました。 
 
    
 

 
 
 

神崎川クルーズを案内して 

まちなみ委員 岡村昇二 ( 吹田まち案内人) 

お知らせ 2015 年２月１１日(木・祝) 『すいた環境教育フェスタ』です！ 

場所：メイシアター  10 時～16 時 当会も出展します！ 




