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会長 小田忠文 
 昨年秋の環境楽座で電気の小売り自由化に関連

することを勉強しました。第一回の（株）生活ク

ラブエナジー取締役・石川さんと第二回の(株)宝
塚すみれ発電社長・井上さんはお二人とも福島第

一原発事故（以下 3.11）をきっかけに再生可能エ

ネルギーの普及政策などの法整備が進んだことを

受け、新電力会社を立上げたお話でした。第四回

の名古屋大学大学院・丸山さんは「市民主体のエ

ネルギー政策とまちおこし」と題して市民が全国

各地で風力や太陽光発電所を作っている実情とド

イツの地域発電のお話でした。▲第三回はパナホ

ーム(株)・中村さんで、国の方針が従来型の作っ

ては壊すという家づくりから長持ちして、自宅で

使うエネルギーを自宅で作る方向にあること。そ

のためには熱を逃がさない家作りの時代になった

こと、さらに街全体で省エネ、創エネしていくス

マートタウンの説明を聞きました。第五回の認定

NPO 法人環境エネルギー政策研究所・飯田さん

は世界の自然エネルギーの現状などお話になりこ

の号（8 頁）で紹介しましたが、紙面が足りなか

ったのでここで追記します。▲この 10 年間で世

界の自然エネルギー、特に風力と太陽光発電の伸

びは驚異的で、なかでも北欧とドイツの動きは日

本とはまったく違いました。それは 1970 年代に

起きた石油危機を迎え、北欧やドイツは悩みなが

らも脱原発、自然エネルギーに向かったのに対し、

日本は原発神話の迷路に入り込んでしまった結果、 
 

 
30 年で両者に大きな差ができました。1980 年の

ドイツでは日本の９電力と同様２つの電力会社が

独占的に電気を供給していました。しかし 30 年

たった 2012 年には 6500 基の風力発電と 1000 基

のコジェネレーションの発電所ができています。

▲このように環境先進国では原発や化石燃料から

自然エネルギーへとシフトしただけでなく、大規

模中央独占型から小規模地域分散型へと大きく変

化しました。コジェネレーションではごみ、剪定

木などを材料として発電のみならず給湯、地域暖

房もできるのです。日本でも 3.11 以後、地域でエ

ネルギーを作ろうという動きが始まりました。地

域を巻き込んで大規模に活動しているご当地電気

協会や市民電力連絡会があわせて約 200の地域で

生まれ、地域でのエネルギー自立を目指して動い

ています。3.11 の大きな厄災のなかの大きな希望

です。（以上追記）▲今年 4 月から始まる電力の

小売り自由化に向けてガス、石油、携帯電話、コ

ンビニ、ケーブルテレビ、旅行など多くの業種が

消費者の囲い込みをはじめています。しかし料金

プランがわかりにくかったり、2 年以内に解約す

ると違約金を取られたり、多く電力を使ったら割

引が大きくなったり、原子力が何割、石油が何割

など原料の表示義務がなかったりのようです。こ

れでは低炭素社会に逆行し、消費者サービスの低

下だったりします。自由化で大切なのは、安くな

るかどうかではなく、何から作られた電気なのか

を選ぶ自覚と責任を消費者側がもつことでしょう。

私はじっくり様子を見て次世代に何を残すかを基

準にして契約することにします。  

コラム 

＜表紙の絵＞                            吹田の花木シリーズ（２） 
ジンチョウゲ（沈丁花） 

「ジンチョウゲ」は常緑の低木で「チンチョウゲ」とも言われる。原産地は中国。室町時代に渡来し、「ク

チナシ」や「キンモクセイ」と共に、いい香りを放つ「３香木」の一つとして知られている。枝先で「手まり

状」に集まった花を開くが、「花弁」は無く、外側が紅紫色で内側が白い「ガク」を十字型に開く。また、

花に「雄しべ」と「雌しべ」があるものの、果実を結ぶ株が希であることから「雌雄異株」と思われてい

たこともあった。 

 いい香りに誘われて、花の小枝を手折ろうものなら、木部は折れても樹皮が丈夫で引きちぎるのに苦

労し、丈夫な繊維の樹皮を持つ「ミツマタ」や「ガンビ」（和紙の原料）と同じ仲間であることを知る。遠く

まで芳香を漂わせることから「七里香」の別名があるが、春の彼岸も過ぎ、夜気が緩むころ、厠（かわや）に

立ち小窓を開けると「ジンチョウゲ」が臭って来たことを思い出す。厠が水洗でないころは、汚物の「汲

取口」の付近に芳香剤として「３香木」を植え、消臭剤にしていたが、下水処理の技術が進み、水洗となっ

た今では「汲取口」が死語となり、薬品の芳香剤が香りを放つ。 

（表紙の絵と文：生きもの委員会 塩田 敏治） 
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まちなみ委員会研修会報告 

立命館大学大阪いばらきキャンパスと茨木市街見学 

まちなみ委員 長岡弘隆 
 お隣の茨木市では、昨年 4 月に立命館大学の新キャンパスが開学しました。まちなみ委員会では昨年

10 月 30 日に同キャンパスを含めた茨木の新旧のまちなみを見学しました。参加は 11 名でした。

１．立命館大学大阪いばらきキャンパス 

 立命館大学大阪いばらぎキャンパス（略称 OIC）

は、経営学、政策科学、総合心理学（総合心理学

部は 2016年 4月開設予定）を研究する在学生約

6,000人規模のキャンパスです。敷地面積約 10万

㎡、建物の延床面積約 11万㎡の規模です。見学は

大学事務局の方にご案内いただきました。 

 まず初めにビデオとパンフレットにてガイダン

スを受けました。キャンパスの配置は、南北に「学

びの軸」、東西に「市民交流軸」を設定し、４つの

ゾーンに分かれています。 

 

キャンパス配置図 

 市街地整備ゾーンのＢ棟には、レストラン、図

書館、各種ホールなどがあり、まるでショッピン

グセンターのようです。 大 80万冊対応の図書館

は登録すれば一般の方でも利用でき、また、各種

ホールも一般利用が可能で、見学当日もイベント

ホールでは市民の方が展示会を行っていました。 

 校舎であるＡ棟では、明るくカラフルな環境の

中で学生達が楽しそうに談笑している様子がうか

がえました。昇りだけですが校舎内にエスカレー 

ターがあり、ちょっ

と贅沢過ぎると思い

ました。 

 公園ゾーンは茨木

市の岩倉公園です。

立命館大学キャンパ 

スに合わせて整備され、遊具や健康遊具、防災公

園として災害時に対応した各種設備があります。 

 昼食は、見学後にＣ棟にあるカフェテリア形式

の学食でいただきました。好きなものを取ってレ

ジで精算するのですが、レシートにきっちりと栄

養バランスが表示されているのが驚きでした。    

 今回は、地域開放型の新しい大学キャンパス像

を知ることが出来ました。（下記ホームページ参照） 
http://www.ritsumei.ac.jp/community_affiliatio
ns/ibaraki/ 
 

 

 

 

 

２．茨木神社から茨木城跡周辺 

 OIC見学後に徒歩で茨木川跡に沿って、茨木市

街地を見学しました。茨木神社は延喜式にもある

古くからの神社ですが、戦国時代に現在の地に奉

遷されたものです。同じく戦国時代にできた茨木

城の跡である茨木小学校には、復元された櫓門が

校門として使われています。気分が現代から一気

に戦国時代へと切り替わりました。 

３．大阪国際メディア図書館 

 以前見学した宝塚メディア図書館（吹田の郷 2013

年 8 月号に見学記掲載）が茨木小学校北東の上泉町に、

大阪国際メディア図書館として移転しています。

写真関係や様々な展示会カタログが並ぶ新しい図

書館を訪問し、中川理事様にお話をうかがいまし

た。資料だけでなく、写真表現大学などの様々な

講座やエキスポシティでのエリア放送のお話など

を聞くことが出来ました。 

Ａ棟階段教室にて 

Ａ棟屋上にて 



 

 

 

 

 

 

●日本の住宅事情の変化 
人口が減少し、高齢化が進んだ時代を反映し

て新築住宅着工戸数は史上 高の 191 万戸だっ

た 1973 年度に比べ 2014 年度は 88 万余戸と大

きく減少しました。住宅の平均寿命がアメリカ

で 66.6年、イギリスで 80.6年であるのに対し、

日本では 34.9 年と著しく短く、しかも建物の資

産価値はすぐになくなります。 

この差は、建物の耐久性の違いというよりも、

新築偏重の日本の住宅事情に起因しています。

まだ十分に使える住宅を、短い年月で使い捨て

にしてしまうのは、経済的にも環境的にもとて

も無駄なことです。しかも日本の住宅は 2014
年時点で 7.5 戸に 1 戸の 800 万戸は空き家なの

です。これからは、今ある住宅を長く大切に活

用していくことが求められる時代です。 
建築した年がわかっている約 4,700 万戸の

うち、震度 6 強以上の地震で倒れない新基準の

住宅は 70％で、30％は震度 5 の地震には耐え

るという旧基準のもので、その内約 870 万戸は

震度 6 強以上の耐震改修工事が未施行です。こ

れからは、今ある住宅を長く大切に活用してい

くことが求められる時代です。 

●日本の住宅政策の変化 
このような状況のもと国は 2000 年に住宅品

質確保促進法を作って新築住宅に対して量よ

り質を重視するようにして、住宅の性能を評価 

 
 
 
 
 
 
 

し評価する制度を設けました。 
つづいて 2006 年には住宅生活基本法を施行

し「新築から既存住宅を」という考えで今まで

のように新しい建物を「作っては壊す」住政策

から住宅の長寿化と中古市場の活性化を促進す

ることにしました。 

 そして 2009 年には長期優良住宅普及促進

法を施行して、良質な住宅を建てて長く大切に

使っていくことで資産価値を低下させず、建替

えのための国民の負担を軽減し、より豊かで、

環境に優しい暮らしへの転換を図っています。 

そのためにはストック住宅と呼ばれる建築済

みの中古住宅を耐震、省エネ、バリアフリー化

などのリフォームやリノベーションすることが

必要です。 
 英語で「リフォーム reform」は、「悪い状態

からの改良」を意味し、外装の塗り直しや、キ

ッチンの設備の変更、壁紙の張り替えなど老朽

化した建物を新築の状態に戻すことを言います。

一方、「リノベーション renovation」は、「革新、

刷新、修復」を意味し、リフォームがマイナス

の状態のものをゼロの状態に戻すという意味合

いに対して、リノベーションはプラスαで新た

な機能や価値を向上させることを意味します。

このように適切な改修工事を行ない、性能を向

上させたり、価値を高めることで長く大切に使

える良質なストック住宅を次世代へ継承してい

けるのです。 

●住宅と環境問題  
一方、環境面に目をやると全国で 1990 年か

らの 13 年間の CO2 排出量は産業部門（工場）

では厳しい基準が設けられたため減少しました

が、業務部門（事務所）と家庭部門は約 60%増

となっていて増加が止まらない状態にあります。

これはテレビ、冷蔵庫、エアコン、電子レンジ、

照明などの家電の急速な普及が大きく影響して

第 5 期 環境楽座 電気を選ぶ時代 

第３回 ２０１５年１０月１４日（水） 

未来志向の家づくり街づくり 
                      講師 中村 裕 さん 

             パナホーム(株)  上席理事 品質・環境本部長 
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います。2006 年の各家庭で使用するエネルギー

は 1965 年の 2.3 倍になりました。  

そこで国は 2003 年にエネルギー基本計画を

策定し、業務・家庭部門での省エネルギー強化

を求めています。住宅建設に関しては 2020 年

までに標準的な新築住宅で ZEH（ネット・ゼ

ロ・エネルギーハウス）、すなわち太陽光エネル

ギーだけで生活できる住宅を標準とすることが

政府の方針となりました。そして政府は 2030

年までに全ての住まいに HEMS を設置すること

を目指し、補助金などの施策を行っています。

HEMS とは「Home Energy Management System（ホ

ーム エネルギー マネジメント システム）」の

略でヘムスと発音します。電気やガスなどの使

用量をモニター画面などで「見える化」したり、

家電機器を「自動制御」することで家庭で使う

エネルギーを節約する管理システムです。HEMS

はこれからの住宅の標準装備となっていきます。 

さらに巨大地震を筆頭に自然災害が頻発する

昨今、“住まいの力で居住者を守る”家づくり、

街づくりが大きな課題となってきました。 

●環境に対応した家づくり 
このように住宅を取り巻く環境は１）市場面

では人口減少、高齢社会、世帯人数減少があり、

２）顧客の意識は災害に対する備え、エネルギ

ー問題への不安、PM2.5 対策のように健康志向

があります。そして３）国策として再生可能エ

ネルギーの活用促進、ZEH の普及促進、2030
年までに全世帯に HEMS を普及させ、健康長

寿社会の実現取組みが必要という状況です。そ

こで住宅メーカーは市場規模が縮小する中で、

より高い「くらしの価値」を創出することが求

められ、スマートを基軸とした高品質な住宅の

普及を目指さなければなりません。 
スマートハウスとは、IT（情報技術）を使っ

て家庭内のエネルギー消費が 適に制御された

住宅を意味し具体的には、太陽光発電システム

や蓄電池などのエネルギー機器、家電、住宅機

器などをコントロールし、エネルギーマネジメ

ントを行うことで、CO2 排出の削減を実現する

省エネ住宅のことを指します。 

さらにこの考えを街全体に広げたものをスマ

ートシティと呼びます。それは IT や環境技術

などの先端技術を駆使して街全体の電力の有効

利用を図ることで、省資源化を徹底した環境配

慮型都市のことです。再生可能エネルギーの効

率的な利用を可能にするスマートグリッド（次

世代送電網）、電気自動車を基軸とした交通シス

テム、蓄電池や省エネ家電などによる都市シス

テムを総合的に組み合わせた街づくりがはじま

っています。スマートグリッドとは、電力の流

れを複数の太陽光発電などの供給側と需要側と

の両方から制御し、 適化できる送電網のこと

です。 

●これからの住宅 

 住宅メーカーはこれら住宅を取り巻く環境に

適合した住宅を供給するために構造体が暴風雨

や地震災害に強く、断熱性が高く、PM2.5 のよ

うな有害物質の侵入をフィルターで防御し、外

壁は雨で自然に洗浄されるような住宅を建設し

ています。さらに室内はシックハウス対策を考

慮した各種接着剤を使用し、宅内居室間の温度

差が引き起こすヒートショックを防ぐ工夫もさ

れています。 
 スマートタウンの戸建て住宅では屋根に太陽

光パネルを乗せるだけでなく、太陽光パネルで

屋根を作っているものもあります。そして戸建

てと同様にマンションの専有部分にも HEMS
とリチウムイオン蓄電池を採用し、マンション

共有部分には太陽光発電システムが設置されて

います。 
 スマートタウンでは過去の事例の反省から何

年かたつと人がいなくなるようなことがないよ

うなまちづくりを考えています。すなわち住民

が世代交代していくなかでも街の資産が維持さ

れるように 100 年の単位で管理するプログラム

が考えられています。 

（記録：村井弘二、まとめ:小田忠文） 
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丸山康司さんの研究テーマは、環境保全に伴

う社会的摩擦や利害対立をゆるく解決する方法。

宝塚市や東京都八丈町のエネルギー政策策定に

協力し、青森県鯵ケ沢町の市民風車に取り組む

NPO 法人の理事長でもあります。 
・・・・・・・・・・・・・・ 

●市民風車が先導して地域に拡がるメリット 

2003 年、青森県鯵ケ沢町の市民風車「わんず」

の設立に関わりました。一般市民から建設資金

を集め、利益を出資者に還元するやり方です。

地域により多くのメリットがあるように心がけ

たので、「わんず」は地元からの出資割合が 4
割～5 割と全国一。出資者の中には風車を記念

碑のように思って訪ねて来る人も多いので、白

神山地のガイドツアーや、農産物の販売など都

会との交流を意識的にやってきました。中には、

風車へ 100 万円出資し配当３万円の農家が、交

流によって直接販売の道筋ができ、売上げが年

２千万になっている例があります。 
また出資者に配当からの寄付を呼び掛けて、

市民・NPO・町によるパートナーシップ型まち

づくり基金となりました。環境保全活動や農業

振興などに使われています。伝統のわら細工を

民泊の際の体験講座としたり、地元食材を使っ

たフランス料理を開発したり、ゆるいところで

は観光のために案山子を並べたり、トライアス

ロン大会をしたり。出資したくてもできない人

を含め地元に利益があるようにしたわけです。 
私は大学の教員でもあるので学生を連れて現

場に行くのですが、その結果、都会育ちの学生

による「みんなの田畑」という取り組みが始ま

りました。学生が青森で農作業の実習を行い、

収穫して学園祭で売る。その中には青森県庁に

就職して農家さんと結婚した人がいて、県の職

員からこれが一番の成果といわれました。 
●大阪府の再生可能エネルギー自給率全国46位 

大阪府の再生可能エネルギー自給率は１％で

全国 46 位。ただ太陽光発電の供給密度（面積あ

たりの導入量）は全国１。大勢の人が関心を持

ち屋根につけて頑張っている。しかしエネルギ 

ーを外部に依存するということは、価格や供給 

   

 

力、災害対応の点で脆弱であるということ。自 

然エネルギーは地域が自立する手段です。 

●市民ができること 

エネルギー事業は今のところ独占事業で、市

民は単なる消費者に位置付けられてきました。

政府統計によると日本全体の CO2 の排出量の

20％が家庭で出しているとされていますが、発

電所や自家用車から排出された CO2 を組み入

れているためで、実際は家庭から直接排出して

いるのは 5％。今まで消費者としてできること

は極めて限られていたということです。これか

らは電気の生産者としてできることがあると思

います。「自家発電」「新電力（特定供給会社）

への資金提供、経営参加、運営参加」「地域電力

会社の運営」などです。 

●自給により安全な社会生活を目指すドイツ 

新電力に出資するときに大事で難しい問題が

あります。ドイツの事例ですが、農家が自分の

土地に風車を建てるとか、地域が所有している

風車が、回っている時間は電気代が安くなると

いうしくみだと反対が少ないわけです。その事

業がその影響を受ける人とどのような関係があ

るかによって、同じインパクトを被害と感じる

か感じないか違ってくるということです。再生

可能エネルギーならなんでもいいというわけで

なく、「コミュニティパワー」という考え方が推

奨されています。世界風力エネルギー協会が規

定しているもので、「地域が主体となって作り」、

「地域が議決権を持ち」、「利益が地域に分配さ

れる」取り組みのことです。 
 ドイツの再生可能エネルギーの 8 割～9 割に

地域の人が関わっています。地域の人が所有し

ているほか、リースしたり、出資したりしてい

ます。なぜ個人の所有が進むかというと、あく

まで自分目線だから。「100％再生可能エネルギ

ー地域」というプロジェクトへの参加動機を問

うと、1 位が雇用創出で、5 番目にやっと気候

変動への対応が出てくる。水と食べ物とエネル

ギーが自給できればこの町は大丈夫というので

   
 
第４回 2015 年 10 月 21 日（水） 

第 5 期 環境楽座 電気を選ぶ時代 

講師：丸山
まるやま

康司
や す し

さん   
名古屋大学大学院環境学研究科准教授  

市民主体のエネルギー政策と 

まちおこし 
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す。また化石燃料に依存して国際政治に翻弄さ

れるのを避けたい、また大企業に支配されるの

が嫌だと考えています。 
ドイツでは今、民間企業に売却されたエネル

ギー供給企業の持ち分を買い戻すなど電力事業

の再公営化が行われています。ベルリンエネル

ギー会議は「エネルギー供給は地域住民の生存

基盤であり、利益の追求に関心がある大企業に

委ねるべきでなく、社会に帰属すべきである」

と主張し、さらに、100％エコロジカルなエネ

ルギーの実現」「事業利益が地域にとどまる」「エ

ネルギー供給事業を民主的に制御する」「エネル

ギー消費の削減」を掲げています。 
●都市と地方の「互恵関係」への取り組み 

生活クラブ生協は、産地や事業所に太陽光発

電や風車を設置し、その電気を組合員や生産者

に供給する事業を始めようとしています。生産

者や産地など立地地域にメリットがあるように

「対等互恵」を掲げ、産地と消費者との交流イ

ベントや、地酒の取り扱い、特産品の開発をし

ています。食べ物だけでなく電気でも産地と消

費地との双方向的な関係作りが生まれるのが電

力自由化の一つの意味だと思います。電気は皆

が使うもの。今までなかったつながりを作り出

す手段として面白いと思います。市民も電気の

生産者として、いろんな人達の豊かさを同時に

実現することができるはずです。 
●自治体の地域メリットへの取り組み 

再生可能エネルギーは原子力発電と比べて厄

介なごみが出ないのは大きなメリット。またい

つか燃料は枯渇するので、再生可能エネルギー

100%しかないでしょう。そこに至るためには地

域にメリットがあることが大事。特に少子高齢

化問題を抱えている自治体ほど、再エネ事業を

生かすと効果が大きく、直接的効果としては雇

用の創出や産業の活性化。青森では自動車整備

会社が風車の維持管理をしています。間接的効

果としては地域の問題解決に役立つこと。山村

地域で農業用水路に小水力発電を作ったら事業

者が水路の掃除をしてくれるとか、またバイオ

マス発電の薪の配達が独居世帯の見守りになる。

これが地域の人たちにとって、エネルギー事業

の波及効果、メリットになるのです。 
●自治体の役割 

エネルギー問題に関して、自治体の役割は２

つ。一つはエネルギーの大きな需要家として何

ができるか考えること。自治体は地域での最大

のエネルギー消費者なので、省エネしたり再生

可能エネルギーを調達したりすることが地域へ

の大きなインパクトとなるのです。 
もう一つはルールです。各地域が苦しいのは

地域にとって望ましい事業のありかたが定義で

きていないから。各地で再生可能エネルギー条

例が作られています。ラディカルにやっている

のが長野県飯田市。地域環境権を設定して支援

するのが自治体の役割と位置づけています。地

域環境権とは、地域の自然環境、自然資源を使

って地域の人たちが生き続ける権利です。 
宝塚市はわりとゆるくやりました。再生可能

エネルギーは地域の資源なので、地域の受益に

配慮しましょうと決めました。これがないと基

本的に誰でも設置できて利益を持ち出すことが

可能なのです。合意形成も、法的な規制しかな

いと事業者側にお願いするしかなくなるので、

合意は義務だと明文化したのです。 
●社会的合意に向けて 

 エネルギー問題は複雑です。用途、機能、資

源も技術もリスクも多様、個と全体、世代間の

利害、経済力の格差など社会構造との関係も複

雑です。すべての条件を満たすエネルギーはあ

りませんが、再生可能エネルギーは超長期かつ

社会全体でみればメリットのほうがはるかに大

きい。ただしローカルにみてどのくらいメリッ

トがあるかはやりかた次第。地域によって重き

を置くところも違いプロジェクトの数だけ正解

があるということです。メリットを増やしてリ

スクを減らしていく、社会的合意を得るように

バランスをとることです。自然エネルギーが地

域に根付くには、付加価値を増やすこと。また

敵を倒すより味方を増やすほうが簡単です。悩

んだときがチャンス。相手が腑に落ちるポイン

トをつかむことです。女性と若い人が大事。突

き進むだけだと反発も得やすいけれどたじろい

でもだめ。ゆるゆる進んでいくことが大事です。 
（記録：村井弘二、まとめ:喜田久美子） 

地域密着型の必要性と可能性 私たちに何ができるのか 

宝塚市再生可能エネルギー条例骨子 
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飯田さんは下記の結論を述べてから本論に

入りました。 

「1992 年リオの地球サミットで提唱された

Think Globally、Act Locally という取組みが

日本各地で起きています。地域ごとの取組みが

世界中に広がっていくことが世界を変えていく

のです」と。  

●設備容量の話（最大出力の値） 

世界全体で各年に増えた風力、太陽光、原子

力の設備容量を見ると 10 年前の風力発電は

5,000 万 kW でしたが 2013 年一年間で 5,000
万 kW、すなわち原発 50 基分が増えました。太

陽光発電は 10 年前に 260 万 kW だったものが

2013年 1年で原発 41基分 4100万 kWが増え、

累積では 1 億 8 千万 kW と原発の半分にまでに

達しました。そして 2017 年に太陽光発電容量

は原発に追いつくと予測されます。 

世界が驚異的に変化していたとき日本は、

2006 年に原子力立国計画を立てて発電に占め

る原発の割合を 30%だったものを 2030 年まで

に 50%にする。そのために原発をさらに 20 基

作るという国家戦略を決めていました。その 5
年後に起きたのが福島第一原発事故でした。 

事故を受け 2012 年 9 月に野田内閣が 2030
年代までに原発ゼロにすると閣議決定しました。

しかしその後安倍内閣がことごとくその方針を 

 
 
 
 
 
 
 
 

塗り替えつつあります。 
世界の自然エネルギーへの開発投資額は 10

年前が 4 兆円。それが昨年は 36 兆円です。こ

れは石油、石炭、天然ガス、原子力のすべてに

費やされた開発投資額よりも多いのです。すな

わち自然エネルギーへの投資額も 10 年で大き

く変わってきました。 
 

●総発電量 

原発１基で 100 万 kW というのは 大出力で

あって通常米国の原発は 大出力の 90%、日本

では 50～60％の出力で稼動されています。風力

発電は 大出力の平均 25%、太陽光発電は平均

12%の出力です。原発が始まってからの 50 年間

の発電量を比較すると、50 年前の自然エネルギ

ーはほぼすべて水力発電でした。1990 年から

2000 年頃に太陽光、風力、水力、地熱、バイオ

マスなどの自然エネルギーと原子力発電量はほ

ぼ並んでいました。 

ところが世界での原発は 2000 年頃から峠を

迎え、2011 年の福島原発事故（以下では 3.11
で表す）以前から発電量は下りはじめていまし

た。この 10 年で自然エネルギーのうち太陽光

と風力発電量が飛躍的に増えた結果、発電量は 

第 5 期 環境楽座 電気を選ぶ時代 

第５回 ２０１５年１２月１２日（土） 

第 4 の革命 これからの市民の選択と行動 
                  講師 飯田 哲也 さん 

      認定 NPO 法人 環境エネルギー政策研究所所長 
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自然エネルギーが 5000TW（テラワット)、原発

が 2500TW と自然エネルギーの発電量が原発

の 2 倍なってきました。（TW＝百万 MW＝十億

kW）  
 

●電気料金 

太陽光発電の価格は年ごとに低くなっていく

のに対し、関電の価格は毎年値上げしているの

で、関電から電気を買うより屋根に太陽光発電

装置をつけるほうが安くなる日はすぐそこまで

来ています。蓄電池が安くなり性能が上がれば

関電と縁を切ることが可能となるでしょう。関

電の利益は企業からが 10%で家庭からが 90%
を占めているので、家庭が電力会社と縁を切っ

ていくと電力会社の屋台骨がゆらいできます。 
小規模分散型の発電は大したことがないと思

われていましたが、ドイツではすでに地殻変動

がおきています。2000 年は電力の 6%が自然エ

ネルギーでしたが、2010 年には 3 倍近い 17%
になり 2015 年は当初の 5 倍の 30%を突破しま

した。このため 2000 年に 19 基あった原発を 2
基減らした状態で 3.11 を迎え、メルケル首相は

一週間で 8 基を停止し廃炉を決めました。残り

も 2020 年までに閉鎖する方針です。原発と自

然エネルギーが完全に入れ替わるのです。 
 
●自然エネルギー：見方の変化 

昔は高価だと思われた自然エネルギーはすで

に安いものになっています。量的にも当てにな

らないと思われていましたが、ドイツで 30%、

デンマークで 60%を占めるようになり、さらに

デンマーク、スコットランド、ハワイ州は自然

エネルギー100%の目標を掲げています。 

この 10 年でエネルギーの状況は大きく変わ

りました。ひとつはコストが下がったこと。も

うひとつは多くの人が関わる分散化と地域自立

化でした。 
電気は買うものから自分で作るものという認

識に変わりつつあります。発電量が不安定だと

いわれましたが、電力システムの組み合わせで

全く問題がないという共通認識になってきてい

ます。日本でも大切なのは地域所有だという考

えで 3.11 以後、宝塚市をはじめ全国で大小あわ

せて 200 くらいのご当地発電所ができました。 
ウランや化石燃料は有限な資源です。しかも

化石燃料は地球温暖化や大気汚染の問題を含ん

でいます。さらに資源を巡る争いを引き起こし

ています。 
太陽光はどこにでもあるので化石燃料のよう

に誰かに独占されるものではなく、そこから自

分たちで電気を作る権利もあるし、地域のため

にもなりしかも環境にやさしい。 
今後石油、石炭、天然ガスの火力発電所の増

え方は減っていくでしょう。それに対し自然エ

ネルギーの発電所はますます増えていき、今後

新たな発電所は自然エネルギーのものになって

いきます。これが世界の大きな流れです。 
 

●時代の曲がり角 

3.11 は間違いなく日本人全体の意識を変え

た事故でした。これが明治維新、敗戦に続く日

本近代史における第３の転換点だと思います。 
明治維新は 1853 年ペリー来航を契機に 1868

年まで 15 年を要しました。尊皇攘夷の熱い盛

り上がりがあり、それに対して守旧側の締めつ

けとして井伊直弼の弾圧、安政の大獄がありま

した。太平洋戦争は 1945 年の敗戦までには

1931 年満洲事変から 14 年かかりました。  
近代史での 3 番目の大きな変革となる再生可

能エネルギーの時代を迎えるのにも 3.11 から

それくらいの時間がかかるのかもしれません。

変革に対抗して、いまは安政の大獄に似た安倍

の大獄の時期だと言えましょう。しかし確実に

再生可能エネルギーの時代はやってきます。で

も待っていては来ないでしょう。動かねば・・・・ 

（記録：村井弘二 まとめ：小田忠文） 

 
 

 

あなたは再生可能なグリーン電力を選びますか？ 
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【吹田の郷 第 102 号 2015 年 12 月】      ― １０ ― 

前号（第 102 号）では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した。 
今号では第22号（2001年6月）から第29号(2003

年 5 月)まで、NPO法人すいた市民環境会議として

の初年度と 2年度の活動を紹介します。 
当会の発展期で非常に多彩な活動をしています。

委員会別に活動を紹介します。 

１．学習研修委員会の活動 

 前年度に引きつづき2001年 5月から10月まで北

千里公民館で環境問題連続講座を６回開催しまし

た。千里の歴史に詳しい人を招いて「みんなで語ろ

う～ニュータウンの今昔・環境の変化」や「ゴミに

ついて語ろう～家庭のゴミ有料か、無料か」などの

講座もおこなわれました。 

 「紫金山風土記の丘」整備事業の参考にと、2001

年 5月に「近つ飛鳥風土記の丘」バスツアー。原子

力発電について事前学習会を実施したうえで、2001

年 11 月に関西電力のバスツアーで、美浜原子力発

電所を見学。ジャスコ南千里店との共催で 2002 年

3 月に京都梅小路公園ビオトープ「いのちの森」、

2003 年 3 月に「兵庫県立有馬富士公園」見学バス

ツアーを実施しました。 

 大阪府の「環境保全に対する意識啓発推進事業」

を受託し、「楽しく学んで得する環境講座」を 2002

年 11月から2003年 1月まで4回の講座を開設しま

した。 

２．生きもの調査委員会の活動 

 吹田市から委託を受けて 2001 年 7 月より市内の

街路樹を調査。成果物として 2001 年 3月に吹田市

の街路樹マップを納入しています。 

 2002年 8月から 2003年 3月に吹田版「春の七草・

秋の七草」調査を実施。7草に限定せず吹田春の草

15種、夏の草 7種、秋の草 15種を選定 203年 3月

に試食会開催。次年度も継続調査しています。 

 社叢（しゃそう）学会（理事長 上田正昭さん）の

委託を受けて 2002年 11月から 2003年 1月に市内

の愛宕社 8社、神社 12社の「鎮守の森」調査を実

施、報告書を提出しています。 

３．まちなみ委員会の活動 

 前号で紹介した吹田市観光マップ「あルック吹田」 

の 12 コースの散策会を毎月実施、2002 年 10 月に

全コース終了。引き続き 2週目を継続実施。参加者

から「吹田市にこんなところがあったの」との驚き

の声が多く聞かれた。 

 2001 年 5 月に富田林寺内町見学と交流会。景観

賞を受賞した旧山田村の山田東地区自治会役員と

2001 年 7月に交流会。2002年 7月千に里丘の企業

用地跡マンション見学会を実施しています。 

 また、2002 年 8 月大阪市都島区のまちづくりワ

ークショップで「あルック吹田」制作経緯を紹介。 

４．ビオトープ委員会紫金山メダカの田んぼ活動 

 前号で紹介したように 1999年 10月以来、継続し

て、お米作りと吹田クワイの栽培がつづけられてい

ます。晴天が続く夏にどうして田んぼに水を引くか

も体験しました。カメムシやスズメの被害で収量が

芳しくありません。農家の苦労、自然との付き合い

を体験して学んでいました。 

５．生活環境委員会の活動 

 市民自身がライフスタイルを環境配慮型に変え

ていく環境マネジメントが必要なことから、2001

年 7月から「環境家計簿」に取組み、2001年 11月

から 1 年間を第 1期として市民に呼びかけ、「環境

家計簿」取組んでいただいた。その中間時点で「誰

でもできる家計簿」の著者・本間都さんをお呼びし

交流会「みんながんばってる会」を開催、最終的に

は 19名に提出いただいた。 

 2002 年 11 月から 2 期目がスタート。（財）イオ

ン環境財団から助成を受けたので、スタートに合わ

せ、「私たちにもできる環境マネージメント講座～

新しいライフスタイルの提案・・・グリーンコンシ

ューマーになろう」を開催しています。 

 2002 年 6 月のすいた環境教育フェアではこの環

境マネジメントをパネル展示しました。 

吹田市が取組む「エコ・オフィスプラン」に要望

と提案書、「ISO14001」について質問書を 2001年 9

月に提出し、10月に回答を得ています。 

６．会報委員会 

 連載記事「吹田市の鳥」は第 27号の第 23回で終

了。NPO法人が次々誕生しているので、他の NPO法

人の紹介をしています。第 22 号で「サポートハウ

ス・親の会」、第 23号で「とよなか市民環境会議」、

第 24号で「冒険こどもクラブ」、25号で「野火」（太

鼓演奏民舞集団）。その他に「法人会員の紹介」、「あ

ルック吹田・番外編～私の好きなスポット」、「いい

でしょこのまち」などが連載されています。 

８．提言活動 

 千里丘のキツネの生息環境の保全、吹田貨物ター

ミナル駅に関する件、箕面市小野原地区の北千里公

園との境界近くの緑地の保全について要望・提案を

おこなっています。 

会報「吹田の郷」から読み解く 当会の歩み（その４） 

会報委員 松岡要三 



 

変わりゆく吹田のまちなみ（1１） 

吹田の企業は今 
        まちなみ委員  松岡要三 

 企業を取り巻く環境も時代の変化に対応して大きく変わっています。それに伴って企業も変化

しています。本号では吹田の企業の変化を取り上げてみました。 

１．ダスキンがミュージアムを開設 

昨年10月1日に吹田市芳野町のミスタードーナ

ツカレッジの 1 階２階を改装してダスキンミュー

ジアムがオープンしました。 
 １階がミスドミュージアム。ドーナツづくりを

体験できるキッチンもあります。 
 ２階がおそうじ館でダスキンの宣伝だけでな

く、おそうじ文化の歴史、道具の数々の展示もあ

ります。 
 
 
 
 
 

 ミュージアム玄関前      ロビーの展示 
  開館時間：10:00～16:00（入館は 15:30まで） 

  休館日：月曜日（月曜日が祝日の時は祝日の翌日） 

  問合せ：０６－６８２１－５０００ 

 

２．ファミリーマートが 2階を市民に開放 

 地域と共に生きる～企業の社会貢献活動は地域

住民にとって大変ありがたい。NPO 法人市民ネッ

トすいたとファミリーマ―との提携により、JR吹

田駅近く栄通り商店街にあるファミリーマート 2

階の「イートインスペース」を「市民カフェ」と

して市民ネットすいた（略称 CNS）を窓口として

昨年11月30日から利用できるようになりました。 

名づけて CNSサテライト「栄えるカフェ IN吹田」。 

学生からシニア層まで気軽に利用できるコミュ

ニティスペースです。普段は少人数なら自由に利

用できます。毎月第 3水曜日 18:30からは「コミ

亭居酒屋」としてオープンし、多様な市民ボラン

ティアが交流を深めています。 

 

 

 

 

 

 

 

コミ亭居酒屋 

当会の会員の顔も多数みられます。 

３．吹田から出ていく企業 

①大幸薬品 本社・工場を移転 

 神崎川畔高浜橋近くラッパのマークでお馴染

みだった本社と工場でしたが、2014年 3月に本社

が大阪市西区へ移転し、工場も京都府相楽郡精華

町への移転が進められています。 

 跡地の活用については報道されていないが、職

住接近、バランスのとれた街づくりのために職場

を提供できる工場や施設を期待したい。 

②㈱DIC 吹田工場を売却 

 岸部南の吹田工場は 2012 年に閉鎖されていた

が 2015年 2月に売却、完全に撤退した。敷地面積

は 22000㎡。跡地が注目されていたが後述する物

流施設になります。 

③日本生命 吹田コーポレイトスポーツ拠点 

 多数の実業団の名選手を生んできた円山町の日

生グランドの閉鎖がきまり、貝塚市のユニチカ（元

日紡）跡地へ移転します。日生の跡地は野村不動

産が買い上げ、戸建て住宅が建設される予定です。 

４．吹田へ進出する企業など 

①理化学研究所 生命システム研究センター 

古江台の大阪大学バイオ関連多目的研究施設、

神戸市、横浜市の 3ヶ所に分散している研究室を

2015年 4月から吹田市に集約。大阪大学からその

研究施設を譲り受け、隣接する大阪バイオサイエ

ンス研究所(大阪市の補助金で運営）の解散にとも

ないその研究所を譲り受け、更に土地を大阪市か

ら譲り受けました。10 月 27 日に開所記念式典を

おこない新たなスタートを切りました。 

1 月 4 日の吹田市の新年懇親会で後藤市長の挨

拶の中に、このセンターからノーベル賞級の研究

成果を期待していますとの言葉がありました。 

②沢井製薬 開発センター 

 ジェネリック医薬品の大手・沢井製薬が 2015

年 8月広芝町に 10階建ての開発センターを開設。 

③グローバル・ロジスティック・アプロアーズ 

 DIC 吹田工場跡地に地上 4 階建て延べ床面積

165,000㎡の大規模物流施設を建設、2017年竣工

予定です。地域の交通にどういった影響があるか

懸念されています。 
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  吹田の生物多様性保全に向けて       

生きもの委員会 平 軍二 

すいた市民環境会議ではここ５年間、吹田市内で見つかったヤマサギソウを中心とする４種の大阪

府絶滅危惧種、そして草原に生息する日本在来種を守るための保護・保全策を進めてきた。一方、日

本に昔からあった在来種を守るためには、特定外来種と呼ばれている外来種の脅威を取り除くことも

必要である。 
ここ数年、自然環境を守る活動の中で「生物多様性の保全」の必要性が叫ばれ、堺市など市町村レ

ベルでも生物多様性戦略を制定している。 
本稿では「生物多様性の保全」の視点で、吹田市での活動の現状などを報告し考えてみたい。 

１．「特定外来植物から吹田の自然を守る会」の活動 

 吹田市では神戸大学名誉教授武田義明先生の提唱により、昨年６月に「特定外来植物から吹田の自

然を守る会」をスタートさせ、ナルトサワギク・オオキンケイギクの除去活動を行った。 
特定外来生物とは「海外起源の外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及

ぼすもの、又は及ぼすおそれがある種」のことで、魚類のオオクチバス・ブルーギル等が良く知られ

ている。植物では 13 種が特定外来生物として指定されているが、吹田市で目につくのは「ナルトサ

ワギク」と「オオキンケイギク」である。 

１）ＪＲ岸辺駅北口 ロータリーに群生するナルトサワギク駆除 

ナルトサワギクは家畜が食べると中

毒症状を起こすとして、特定外来生物に

指定された。吹田市では家畜に被害が出

る心配はないと思われるが、各地で草原

一面に蔓延している状況が写真で報告

されている。 

JR 岸辺駅北口は 2012 年に新設された

ばかりであるが、2013年ロータリー内に

ナルトサワギクが１株見つかった。気づ

かぬうちに分布を拡大しており、2015年

に 100株以上となったので、第 1回目の

外来種駆除活動を行った。８月 30 日に

幼苗を含めすべての株を除去したが、本

年に入って状況を確認した所、除去した

ロータリー内には残っていないが、周辺

に国立循環器病研究センターや吹田市民病院の建設予定内に、

ナルトサワギクが生育しているのが、歩道から見えた。病院建

設で空き地が無くなるとナルトサワギクは消滅すると思われ

るが、次はどこに種子を飛ばして生育するのか、この周辺を見

張っていきたい。 

2）千里第 5緑地のオオキンケイギク駆除 

外来種駆除第２弾として、11 月 29 日（日）千里第５緑地の

オオキンケイギク駆除を行なった。 

オオキンケイギクは黄色の花が美しく、ワイルドフラワー緑

化に有効な植物として利用されてきた経緯もあり、各地に群生

ており、外来生物に指定されていることが認識されず、花壇 

生きもの委員会ニュース 
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に育てられていることもある。千里ニュータウンの公共空地は年２回草刈りされるが、オオキンケイ

ギクがニュータウンに適応しているらしくあちこちに群生しており、勢力を拡大するとともに、元々

あったウツボグサ・ワレモコウなどの在来種が追い出される傾向がみられる。希少種が生育している

吹田の原っぱには侵入させないよう、早めに対応していきたい。 

２．北千里「吹田の原っぱ」の在来種を、吹田市立博物館前の草地に引っ越し 

「吹田の原っぱ」北千里阪急電車延伸線予定地跡

（大阪府有地）が民間住宅開発業者に売却され、今年

度中に住宅建設が始まる予定である。旧大阪府有地に

絶滅危惧種はないものの、年２回草刈りで育まれて来

たウツボグサなど在来種の野草が多い。武田義明先生

の提案で 12月 20日、大阪府有地にある野草の一部を、

吹田市立博物館前の草地に移植することにした。   
引っ越した植物はメガルカヤ、オガルカヤ、ウツボ

グサ、ワレモコウ、ハギ、ツリガネニンジンなどで、

美しい花もあるので、新天地で花の咲く日を楽しみに見守りたい。 

３．アサヒビールの大木 セコイアメスギ伐採 

話題は異なるが、アサヒビール迎賓館前に背の高い木が２

本、常緑樹セコイアメスギ（別名センペルセコイア）と落葉

樹メタセコイアが夫婦杉のごとく並んでいた。セコイアメス

ギは、2007年調査時に幹周り 246㎝で大木にランクインし、

並んでいたメタセコイアは幹周り 180 ㎝台で、大木に達して

いなかった。 
そのセコイアメスギが昨年末伐採されたことが新年に入

って分かった。伐採理由をアサヒビールに確認した所、昨年

8 月 8 日の雷の直撃を受けたためとわかった。落雷により樹

の表皮が大きく剥げ落ちたものの、その後葉が枯れ落ちる様

子も見られないので、造園業者と問題ないと判断していたが、

念のため樹木医に診断してもらった所、落雷で数千度の高熱

が幹を貫通しており、倒木の恐れありと診断され、安全面か

ら 12 月下旬に伐採したとのことであった。  
セコイアメスギの株は高さ 50㎝ほどで残されていたので、

1 月 18 日に切り口の年輪を数えた所 50 余年であった。 

大木調査第１回から 19 年、第 2 回から 9 年となり、大木

が生き続ける厳しさをあちこちで見てきたが、木を大事にさ

れているアサヒビールでの事故だけに 1本残ったメタセコイ

アが落葉樹でもあり今の季節は寂しい感じがする。 
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４．生物多様性に関するフォーラム・シンポジウムでの報告 

１）「つなげよう、支えよう森里川海」ミニフォーラム in吹田 

 1 月 20 日大阪大学で環境省主催「つなげよう、支えよう森里川海」ミニフォーラム in 吹田があり、

私は『吹田の自然と市民活動』と題し、千里ニュータウンの草地から大阪府絶滅危惧種が見つかった

ことなど、すいた市民環境会議や吹田野鳥の会の調査で分かったいろんな生き物が生息していること

を報告しました。 
２）「第３回草地生態系シンポジウム」  

１月 23 日大阪府環境情報プラザ（大阪市・森ノ宮）において大阪自然環境保全協会主催草地生態

系シンポジウムが開催され、ヤマサギソウなど「吹田の希少種」について報告した。 
シンポジウムの最後に、グループに分かれての話し合いがあり、助言者として出席されていた武田

義明先生、夏原由博先生（名古屋大学教授）から、大阪府・兵庫県、名古屋市などでの生物多様性地

域戦略についてお聞きしたので、生物多様性吹田市戦略を策定する場合の参考としたい。 

５．吹田の生物多様性を守るために 

全域が市街化区域である吹田市でこれらの生き物が守られるためには、「生物多様性吹田市戦略」

の策定が必要であり、今年は吹田市に働きかけるとともに、基礎資料となる「吹田市レッドデータブ

ック」作成のデータ集めをスタートさせたい。    
 

 

吹田市立博物館 第４回 観梅会のご案内 
                                                       まちなみ委員 岡﨑強一 

      素敵なお話や詩吟・箏の音を聞き梅を愛でながらお茶でくつろぎませんか！ 

・日 時：３月６日（日）１３時～１５時３０分 雨天決行  参加費 無料 

      ・場 所：吹田市立博物館 ２階講座室と３階ひさし下＆芝生広場     

・主 催：吹田市立博物館  ・共 催：紫金山みどりの会 

      ・問合せ：吹田市立博物館 電話：０６－６３３８－５５００  

【第１部】梅と自然についてのお話・梅にまつわる詩吟・お琴演奏    13:00～14:30 

    ①梅と日本文化      吹田市立博物館 中牧館長  

    ②身近に生えてる外来植物 紫金山みどりの会 会長 武田義明さん 

    ③吟詠             関西吟詩 哲皚会 岸部支部   谷崎奘皚さんほか  

    ④お箏 演奏             古谷満理（西山田）さんほか 

【第２部】博物館の梅林散策とおもてなし             14:30～15：30 
・こぶ茶(\100)&抹茶(\200)の（お菓子付き） 

    同時開催：体験学習「縄ない機で縄をつくろう！」 子ども･親子･三世代歓迎 

雨で中止となった観察会の再開 「吹田の原っぱ」のロゼット・幼苗 

売却された北千里の「吹田の原っぱ」、調査や観察で歩けるのは年度内限りと予想される。今冬は例年より暖か

い正月だったので、「ロゼット・幼苗」と「つぼみ・花」が同時に楽しめる種が多いと思われる。 

ロゼットとは冬の厳しい寒さに耐えるため、風雪をしのぎ、太陽光

を無駄なく受けるよう写真右のように大地に伏して葉を広げる幼苗

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： 2 月 25 日（木）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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「あった会すいた」  設立準備会にご参加を！ 
理事 喜田久美子 

記 

と き：2016 年 2 月 13 日（土）15：00～17：00 

ところ：ラコルタ 会議室 1 

（阪急「南千里駅」すぐ 千里ニュータウンプラザ6階 吹田市立市民公益活動センター） 

お問い合わせ：NPO 法人すいた市民環境会議 電話 090－6606－6620（喜田） 

すいた市民環境会議は 2015 年の環境楽座テーマを「電気を選ぶ時代」としました。 

この学びの機会を経て、吹田にも市民の力で自然エネルギーによる電気を生み出せないか

と考えました。皆さんとともに、考え行動するために、まずは、集まって話しませんか。 

市民が電力をつくり出すことは大変なことです。でも、動かなければ何も始まりません。 

何ができるだろうか、こんなことをしたい、と話し合うことから、思いを分かち合うこと

から始めましょう。 

吹田市に市民電力を創出するために考え行動する会「あった会すいた」（仮称）を立ち

上げましょう。下記「設立準備会」にご参加ください。 

吹田は太陽の塔のあるまち、この吹田をソーラータウンに・・・。 

1 億 3000 万人の自然エネルギー  

飯田哲也（著）出版社: 講談社 

定価：1,200円（税別） 
帯の謳い文句がいい。「やさしくて、やす

らかで、ゆたかな未来へ。原子力に替わる

エネルギーを探そう、急ぎ、かつ慎重に、

そして大胆に。太陽光、風力、水力、地熱、

潮力、バイオマス、スマートグリッドを組

み合わせて、100%自然エネルギーの実現に

向かおう。」実現に向けて必要な言葉がち

りばめられている。事業を進めてゆくとき

に、話し合ってゆくときに、きっとこれら

の言葉が生きるだろう。再生可能エネルギ

ーと低エネルギー生活のやさしい教科書。 

楽座第 5 回目の講師 
飯田さんご紹介の本です。 
私たちが電気を選択するとき、 
これからの暮らしを考えるとき、 
これからの活動を進めるとき、 
きっと力を与えて 
くれるでしょう。 

コミュニティパワー 

エネルギーで地域を豊かにする 
飯田哲也＋環境エネルギー政策研究

所（編著）出版社:学芸出版社 

定価：2200円（税別） 
地域でエネルギー事業を立ち上げるた

めに必要なこと、仲間の広げ方、事業

主体の立ち上げ方、お金の回し方など

が、実践例とイラストで解説してある。

市民と行政、事業者とのコラボの方法

など具体的。さて、どんな方法でやっ

ていこうかと考えるときに。 

風の島へようこそ 

くりかえしつかえる 

エネルギー 
アラン ドラモンド（著） 

松村由利子（訳）出版社:福音館書店 

定価：1300円（税別） 
舞台は風がとっても強いデンマークのサムス

島。自分たちが使うエネルギーを自分たちで

作るまでを実話をもとに描いている。子ども

たち、孫たちとともに、ゆっくり読みたい、

夢を語れる絵本。 
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読み終わった後、自然や生き物も含めた環境保

護の大切さや、環境に関わる吹田市民の方々の活

動を知り、生き物たちと共存する街づくりをして

いたことに共感しました。 

吹田市は、1960年代から始まった千里ニュータ

ウンの造成、1970年の万国博覧会の開催など、住

宅地の開発や鉄道・道路の交通網が急速に整備さ

れました。このことは、人々に快適な暮らしをも

たらした反面、生き物の生育環境の破壊や自然環

境の著しい変化をもたらせました。 

本書は、吹田市の生活介護施設「ぷくぷく」の

機関紙「まねき猫通信」で連載した「吹田の生き

物や自然」の原稿 50回分（2012年 5月連載終了）

を、改めて校正し一冊の本にまとめたものです。 

取り上げている内容を分類すると、植物（樹木

16、野草 10）、菌類 1、昆虫類 9、魚類 2、両生類

1、爬虫(はちゅう)類 2、鳥類 6、哺乳(ほにゅう）類

3の計 50種です。 

環境変化を前にした都市に住む人たちが、 身近

な自然環境と生き物たちを守り育てる取り組みを

はじめた環境活動記録としてまとめられています。 

著者は生物や自然のことを専門的に学んでいな

いと言っていますが、著者自身の体験と学習から

の解説で大変わかりやすい内容になっています。 

自然や生き物に対して愛情をもって接している

のが感じられます。具体的な例を挙げて、吹田の

歴史や自然度合いもわかるように解説しています。 

例えば、セミの種類や樹木の種類によって、その

生育地の自然環境（土壌など）、その育成地の歴史

についての解説がされているので興味深く、楽し

く読むことができます。 

 一番気に入った解説は、生き物の呼び名につい

て、漢字表記で説明するその呼び名の由来でした。

漢字表記があると成る程と理解できます。 

また、自然保護活動の具体的な紹介もあり、本

書を読んで、その活動に参加したくなる読者も出

てくるのではないかと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著者は、1973 年関西大学工学部を卒業後、吹田

市で中学校の理科の教師として教鞭をとるかたわ

ら、公益社団法人・大阪自然環境保全協会の理事

を 20年近く務められています。 

吹田市の自然環境や生き物についての調査や保

全活動を「吹田自然観察会」、「吹田野鳥の会」、「す

いた市民環境会議」、「吹田ヒメボタルの会」、「吹

田クワイの会」などの仲間とされています。 

 

吹田を舞台にした自然環境保護について、一緒

に考え、活動したくなる本です。吹田の自然観察

のバイブルと言っても過言ではありません。 

吹田市のみなさんや自然環境活動に関心のある

方々に吹田の自然環境や環境保全活動の一端を知

ってもらいたいと思い、お勧めの一冊として紹介

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜私の本棚より お勧めの一冊＞ 

「街なかの自然」～大阪吹田の生き物たち～ 

著者 高畠耕一郎                まちなみ委員 金指 弘 

著 者：高畠耕一郎 

発 行：(株)アットワークス 2015年 12月 

本体価格：1,300円 

 

  投稿記事を募集しています ！ 

私の好きな素敵なスポット  まちが変わりました  お勧めの 1 冊  などなど  

 立派な記事でなくてもニュースも歓迎     会報委員（記者・編集・印刷・お手伝い）も募集              

 会報委員会 松岡要三（メール:matsuokayh3＠sutv.zaq.ne.jp  FAX:06-6384-8168 ） 




