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会長 小田忠文 

大阪府主催の生物多様性シンポジウムに参加しま

した。本誌 10 頁で檜田（ひわだ）さんが概要を書

いています。大阪府が話題提供した中で、「生物多

様性という言葉とその意味を知っている大阪府民

は 2割程度」だそうで、大阪府はこれを「2020 年

には 7 割にしたい」と言ってます。▲言葉という

ものは必要だから使われるもので、生物多様性と

いう言葉について兵庫県立人と自然の博物館名誉

館長の岩槻邦男さんは「里山という言葉は文献的

には万葉集にも出てくるが、1960 年代から京都大

学名誉教授の四手井綱英さん（1911- 2009）が使

いはじめた言葉だ。60 年代から里山が荒廃してき

たことで里山という言葉が必要になった。同じく

90 年台から生物多様性という言葉が必要になっ

てきた。」と語っています。▲振り返れば 1960 年

代は四日市ぜんそくや水俣病など公害の時代でし

た。環境負荷という概念がなかった時代です。農

薬、とくに DDT によって昆虫や小鳥などがいなく

なることを危惧して米国の生物学者レイチェル・

カーソンは 1962 年「沈黙の春」を著しました。こ

の作品がきっかけとなって農薬を減らす、あるい

は無農薬にする運動がはじまりました。豊岡市の

コウノトリや佐渡のトキの再生には彼らのエサと

なる小動物の復活が必須でした。▲しかし大都市

で生活していると、カエルやトンボがいなくても 

 

 

何の支障もありません。生物多様性といってもそ

れはどこか遠くのはなしで自分には無関係だと思

いがちです。すこし考えてください。私たちの食

べ物はほぼすべて動物か植物です。穀物や果実は

鳥や昆虫が花粉を運んでくれたからこそできてい

ます。衣類もヒツジや綿、麻など生き物が原料で

す。化学繊維ですら太古の植物由来だと言えます。

住まい、家具の材料のほとんどは植物です。▲こ

のように衣食住だけでも多様な生物、生態系があ

るからこそ成り立つのです。生物多様性が未来に

続いてくれないと我々の生活が成り立たなくなり

ます。つまり多様な生き物が生きていける環境の

保全が重要なのですが、現在大きく分けて４つの

危険が迫っています。▲１）ポリ袋、薬品、放射

線、殺虫剤などの化学物質や土地の開発で住めな

くなる生き物がいる。２）人口減少で焼き畑や草

刈り、畑や田んぼの維持ができず生息場所を失う

生き物がいる。３）人間が持ち込んだ外来生物に

よって絶滅する在来種がいる。４）気候変動で生

きていけない生き物がいることなど多様な生物が

存在し続けられない要因が増えています。▲自分

のからだが傷つけられたり失うと大騒ぎします。

他人を傷つけると犯罪です。しかしヒトは地球に

生きる他の生命系を傷つけることにはほぼ無関心

です。生物多様性とは早い話、自然を守ろうとい

うことで、その一番の敵は各自の無関心だといえ

るのです。 

コラム 

＜表紙の絵＞                       吹田の生きものシリーズ（２０） 

タ ケ（竹 イネ科） 
「タケ」類は、「イネ科」の植物ではあるが、発育後に茎が木質化して成長しない。種数は世界で 600 種と

も 1200 種とも云い、学説によって異なるものの日本には 150 種ないし 600 種の「タケ」があると云う。  

よく見かける「タケ」は 3～5 種程度で、殊に、「モウソウチク」は主に食用として「タケノコ」を採るのを目

的に栽培し、「ハチク」は茶道具の茶筅（ちゃせん）や茶杓（ちゃしゃく）などの材料となり、「マダケ」は「ざる」

や「竹かご」、「干し竿」、「物差し」などの生活用品や「土壁の芯材」など建築用材に、また「ホテイチク」など

は観賞用にと、それぞれの特性を生かし「竹材」として用いられ、身近な存在になっていた。ところが、今で

は「プラスチック」などが「竹材」に取って代わり、「タケ」の需要が減り「竹林」が放置されるようになった。 

「タケ」は「地下茎」を網の目のように延ばして成育域を広げ、地下茎から発芽する茎（タケノコ）は成長速

度が速く、周りの草木に競り勝って成長し成育域を占有して竹林を造る。「竹材」として「タケ」が伐採されて

いたころは、繁茂が抑制されて竹林の広がることはなかったが、「竹材」としての需要が減った今、放置され

た「タケ」は繁茂を続け、竹林域外へと成育域を広げて雑木林などに侵入し、植生の多様性を妨げるように

なっている。 

近年、里山の多様な植生が竹林の拡大によって失われることを危惧した「林野庁」は、「里山保全・侵入竹

除去・竹林整備」などと銘打って、地域毎に竹林の拡大を防ぐ活動を促すようになった。 
 （表紙の絵と文：生きもの委員 塩田 敏治） 
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自然エネルギーすいた

もっと知ってほしい！

吹田ぷくぷく市民共同発電所

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日照時間の関係で 9月は発電量が少

なかったのですが、10 月は逆に昨年

を大きく上回りました。 

ここで太陽光発電しているんだよ 

設立のしくみ、資金の流れ、今までの発電
量などのパネルを展示しました 

 
 

 
 

生活環境委員会 
・・・・・ＮＥＷＳ 

10 月 25 日（木）江坂大池地区公民館

森のクラフトが開催され生活環境委員会メンバーが

講師を務めました。今年は例年より早く開催され、

参加者は８名と少なかったのですが、

料を使って、和気あいあいと作品作りを楽しみまし

た。クリスマスに飾ったあとはちょこっと手を入れ

て正月飾りに転用もできます。手作りならではの楽

しみ方です。（スタッフ：奥田・小田・富・安田・喜田）

 
★みなさんもお仲間を誘って作ってみませんか。ご要望があれ

ばぜひ生活環境委員会までご連絡を！連絡先：事務局

 

       ― ３ ― 

ルギーすいた(SES) ニュース 

もっと知ってほしい！  

ぷくぷく市民共同発電所
 10月21日（日）、ぷくぷく市民共同発電所

のことをもっと地域の皆さんに知ってほしい

と、ぷくぷくドリーマーに近い浜屋敷で開催

された「伝統工芸＆手づくり市」でパネル展

示をしました。（前日20日にはぷくぷくも参

加しました。） 

環境会議は発電所の概要や、設立のしくみ

などのパネルを展示。訪れた多くのご近所の

みなさんにアピールしました。とても関心を

持ってくださる方がいて、うれしく思いまし

た。地域の発電所として親しんでほしいもの

です。また、生活環境委員会メンバーの協力

のもと、手作りリースや鉢植え、透かしほお

ずき、手まりなどを販売し、好評でした。 

（スタッフ：奥田、小田忠、小田信、長岡、安田、喜田）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

月は発電量が少

月は逆に昨年

森のクラフト 
江坂大池地区公民館で、館主催の

森のクラフトが開催され生活環境委員会メンバーが

今年は例年より早く開催され、

少なかったのですが、たっぷりの材

和気あいあいと作品作りを楽しみまし

クリスマスに飾ったあとはちょこっと手を入れ

て正月飾りに転用もできます。手作りならではの楽

（スタッフ：奥田・小田・富・安田・喜田） 

みなさんもお仲間を誘って作ってみませんか。ご要望があれ

連絡先：事務局 力作ぞろい。今年もいいのができました。木の実は木から

の贈り物。身近な自然を楽しみました。

生活環境委員会

   

 

 

SES 喜田久美子 

ぷくぷく市民共同発電所 
日（日）、ぷくぷく市民共同発電所

のことをもっと地域の皆さんに知ってほしい

と、ぷくぷくドリーマーに近い浜屋敷で開催

された「伝統工芸＆手づくり市」でパネル展

参

環境会議は発電所の概要や、設立のしくみ

などのパネルを展示。訪れた多くのご近所の

みなさんにアピールしました。とても関心を

いて、うれしく思いまし

地域の発電所として親しんでほしいもの

の協力

、透かしほお

 

） 

小田会長が来場者に紹介。

「あの屋根に太陽光発電が

ついています！」 

力作ぞろい。今年もいいのができました。木の実は木から

の贈り物。身近な自然を楽しみました。 

生活環境委員会 喜田久美子 
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10 月 27 日（土）、SES(自然エネルギーすいた)と学習研修委員会共催による「新しいバイオマス発電シス
テム」の講演会と見学会を開催しました。高槻バイオマス粉炭研究所の島田勇巳（しまだはやみ）さん（有

限会社紋珠取締役）のお話のあと、午後から現地を見学しました。再生可能エネルギーの普及に関心をお持
ちの村橋さんからの報告です。 

 
 
 

 

 

 

バイオマスについて             

再生可能エネルギーというと、太陽光発電、風

力発電という言葉がすぐに思い起こされます。し

かし、バイオマスには発電という言葉が直結する

わけではありません。太陽光や風力は、太陽光や

風というエネルギーが電気に換えられるという原

理に基づく仕組みです。ヒーターやポットで熱を

得る、ラジオやパソコンで情報を得る、といった

応用が最終目的です。 

これに対して、バイオマスは自然由来のエネル

ギー素材を熱に変換する（燃やす）というのが基

本的な仕組みです。したがって、バイオマスには

発電が必ずしもセットになっているわけではあり

ません。バイオマスは発電するためのものではな

く、発電もできる原理だということです。このこ

とをまずしっかりと認識しておきたいと思います。

何を当たり前のことを言っているのかと思われる

でしょうが、お許しください。 

 

デンマークやドイツとの違い         

7月22日に和田武先生の講演会「再生可能エネル

ギーの最新動向と市民の取り組み」に参加しまし

た。多くのことを教えて下さいましたが、デンマ

ークやドイツと日本との違いは、再エネについて

の取り組みの違いです。そこには、バイオマスの

存在感の違いがありま

した。木質系のバイオ

マスが広く浸透してい

て、熱利用というコス

トのかからない形を農

業・牧畜という地域産

業や生活に活かしてい

る点です。電気にこだ

わらず、冷暖房や温水

供給などにそのまま利

用するという発想がむ

しろ新鮮でした。 

今回の講演＆見学

会・島田勇巳さんの話

をこの延長でお聞きし

ました。 

 

 

 

 

 

 

未利用資源を活かす             

われわれの身近にある山、林や公園などにある

木質資源は放置されがちで、災害を招く原因のひ

とつにもなっています。私の住む箕面でも少し山

際に入ると間伐されず、荒れた山肌や雑木が手付

かずです。しかも、近隣に住宅地がせまっていま

す。昔は山にひとが入り、間伐し、燃料や畑への 

肥料として植物資源が利用されていたとのこと。

樹木の根元に光が差し込み、下草が育ち、ところ

によると松茸さえ育っていたという話も聞きます。

あまり関心をひかない竹林も資源の宝庫で、竹炭

も優良な燃料資源だと改めて認識しました。 

 

資源の利用方法も多様            

そう考えると、未利用

資源は多種多様で、資源

の利用方法も広いという

ことです。 

・主に農業分野での土壌

改良、牧畜分野での飼料

などとして 

・ボイラーで燃やしての

熱源利用 

・熱利用の応用としての

発電 

   
 

新しいバイオマス発電システム 
 

自然エネルギーすいた(SES) ニュース 

高槻バイオマス粉炭研究所 講演＆見学会に参加して------------村橋詳三（箕面市・会員） 

小さなプールのような製炭炉 

４ 
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最も重要な点は、利用方法が本当に多様だと感じ

ました。 

 

地元ということ              

島田さんが強調されていた点は、地元というこ

とです。未利用資源も多様、利用方法も多様とい

うことは、地域性が高いことを意味します。

つまり、地元にある資源をもとに、地元の産業

や、地元のひとびとに求められる利用方法が選べ

るということです。選ぶというよりも、創り出す

という言葉のほうがピッタリくると感じました。

梨の生産地では、果樹の剪定枝を資源とし、隣の

ハウス栽培での温水源として利用する。公園の草

木の剪定等を資源とし、併設されている体育館の

暖房や温水シャワーに利用する。アイデアはどん

どん湧いてくるというあんばいです。

ころか、三にも四にもなるでしょう。そして、創

り出すのは地元のひとびとということになります。

 

循環型炭化発電システム          

高槻バイオマス粉炭研究所として現在すすめら

れている循環型炭化発電システムについてその仕

組みを簡単にまとめておきます。 

システムは、大きく２つの装置(

れます。 

（１）木質資源をもとに炭を作る装置

・製炭炉で木質資源を炭にします。ポイントは炭

化温度が約800度という点です。 

・製炭炉は小さなプールのような構造で、シンプ

ルなもの。 

・炭焼き窯のようなものはいらない。

・炭化の際にでる熱を利用してお湯をつくり、温

水器に渡す。(コジェネと同じ発想

（２）炭を燃やして熱を得る装置 

・無圧式の粉炭温水器では、作った炭でお湯をわ

かす。 

・沸かした温水を暖房・ハウス栽培などで使う。

(80度という温度がポイント) 

・熱したお湯をバイナリー発電機に循環させ、発

電させる。 

＊本当のところを知りたい方は、機会があれば、

島田さんの講演＆見学をお勧めします。楽しい

一日となります。 

 

カーボンニュートラル           

バイオマスというと、燃やすとCO

問題では？とよく訊かれます。燃やして出る

は、植物の成長過程で吸収するのと同量とみな

せるので、CO2を増やすことにはならない。この

ことから、「プラスマイナスゼロ」となると考

えるので、これがカーボンニュートラル

Neutral)の意味です。石炭だって、大昔の樹木

が化石となったものなのにとお考えかもしれま

島田さん（前列右から

       ― ５ ― 

最も重要な点は、利用方法が本当に多様だと感じ

               

島田さんが強調されていた点は、地元というこ

とです。未利用資源も多様、利用方法も多様とい

うことは、地域性が高いことを意味します。 

つまり、地元にある資源をもとに、地元の産業

や、地元のひとびとに求められる利用方法が選べ

るということです。選ぶというよりも、創り出す

という言葉のほうがピッタリくると感じました。

梨の生産地では、果樹の剪定枝を資源とし、隣の

ハウス栽培での温水源として利用する。公園の草

木の剪定等を資源とし、併設されている体育館の

暖房や温水シャワーに利用する。アイデアはどん

どん湧いてくるというあんばいです。一石二鳥ど

ころか、三にも四にもなるでしょう。そして、創

り出すのは地元のひとびとということになります。 

           

高槻バイオマス粉炭研究所として現在すすめら

れている循環型炭化発電システムについてその仕

 

(働き)で構成さ

（１）木質資源をもとに炭を作る装置 

・製炭炉で木質資源を炭にします。ポイントは炭

 

・製炭炉は小さなプールのような構造で、シンプ

はいらない。 

・炭化の際にでる熱を利用してお湯をつくり、温

コジェネと同じ発想) 

 

・無圧式の粉炭温水器では、作った炭でお湯をわ

・沸かした温水を暖房・ハウス栽培などで使う。 

・熱したお湯をバイナリー発電機に循環させ、発

機会があれば、

島田さんの講演＆見学をお勧めします。楽しい

            

CO2を出すので

問題では？とよく訊かれます。燃やして出るCO2
は、植物の成長過程で吸収するのと同量とみな

を増やすことにはならない。この

ことから、「プラスマイナスゼロ」となると考

えるので、これがカーボンニュートラル(Carbon 

の意味です。石炭だって、大昔の樹木

が化石となったものなのにとお考えかもしれま

せんが、植物の成長や化石になるまでの「時間」

を考えると悩まずに済みます。島田さんもこのポ

イントを何度か説明されていました。特に、竹を

炭にすることの意味は、竹の成長が非常に速いこ

とだと強調されていました。

また、エネルギー資源として持続可能かという面

でも再生可能エネルギーの持つ意味は重要です。

和田武先生の著書にあった表現を引用させていた

だきます。「地球の歴史を１年間にすると、人類

は登場してからまだ４時間、化石資源を利用し始

めてから僅か1.5秒しか経っておらず、それでも化

石資源の半分を使ってしまった。このようなこと

が持続できるはずがない。だから再生可能エネル

ギー利用を増加させねばならない
（「飛躍するドイツの再生可能エネルギー」第

 

感想                   

日本にはまだ本当に技術力の高いバイオマスボ

イラーはなく、欧州などにも遅れているという話

も聞きます。決められた材質・サイズの木質バイ

オマス発電という枠であれば、そうなのかもしれ

ません。 

島田さんの話を聞いて感じたのは、性能で競争

力のあるボイラーのような技術ではなく、地域の

多様なニーズに合わせて自ら工夫することで、最

適なものが得られるのではないかということです。

技術的にはシンプルですが、実際にやろうとする

と工夫の余地がたくさんある柔軟性のある仕組み

を提供したいということだと理解しました。やが

て、より完成度の高いものも生まれてくる可能性

も感じました。 

このような機会に参加させていただき、すいた

市民環境会議の方々に感謝申し上げます。

島田さん（前列右から 2 人目）を囲んで 

午前中の講演会

には 15 名が参加 

後藤市長から市

の再生可能エネ

ルギー導入につ

いて挨拶をいた

だいた 

   

せんが、植物の成長や化石になるまでの「時間」

を考えると悩まずに済みます。島田さんもこのポ

イントを何度か説明されていました。特に、竹を

炭にすることの意味は、竹の成長が非常に速いこ

とだと強調されていました。 

また、エネルギー資源として持続可能かという面

でも再生可能エネルギーの持つ意味は重要です。

和田武先生の著書にあった表現を引用させていた

だきます。「地球の歴史を１年間にすると、人類

は登場してからまだ４時間、化石資源を利用し始

秒しか経っておらず、それでも化

石資源の半分を使ってしまった。このようなこと

が持続できるはずがない。だから再生可能エネル

ギー利用を増加させねばならない…」 
（「飛躍するドイツの再生可能エネルギー」第6章 2008 年） 

                    

日本にはまだ本当に技術力の高いバイオマスボ

イラーはなく、欧州などにも遅れているという話

も聞きます。決められた材質・サイズの木質バイ

オマス発電という枠であれば、そうなのかもしれ

島田さんの話を聞いて感じたのは、性能で競争

力のあるボイラーのような技術ではなく、地域の

多様なニーズに合わせて自ら工夫することで、最

適なものが得られるのではないかということです。

技術的にはシンプルですが、実際にやろうとする

と工夫の余地がたくさんある柔軟性のある仕組み

を提供したいということだと理解しました。やが

て、より完成度の高いものも生まれてくる可能性

このような機会に参加させていただき、すいた

市民環境会議の方々に感謝申し上げます。 
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 経済が停滞する中、それでも日本の街まちは変貌を続けています。そんな中でわがまち吹田も大きく

変わりつつあります。変わりゆくまち、昔の面影を残すまち、次世代へ残したいまち、わたしのお気に

入りのスポット（公園や広場、街角）、素敵なフットパス（里道などの小径、車の入れない散歩道）、気

楽に立ち寄れるサードプレイス（コミュニテイカフェなど）、多様な視点でまちをシリーズで紹介してい

きたいと思います。今号では千里山と健都に焦点をあて紹介します。 

１．変わりゆく吹田（１） 阪急千里山駅前 

 千里山団地の建替えと駅周辺交通環境改善を目指す千

里山駅周辺整備事業が市主催の 2005 年 7 月の「千里山駅

周辺まちづくり懇談会」の発足で始まり、市民・吹田市・

UR などで取組みました。2015 年 1 月に跨線橋が完成、

同 4 月に駅前商業施設 Bivi がその 3 階に千里山コミュニ

ティセンターがオープン。2016 年 9 月には駅西にあった

交番が東に移設され、駅前交通広場が完成。2018 年 3 月

には千里山佐井寺線が竣工、同 4 月には千里山駅と JR 吹

田駅北口を結び阪急バスが運行し、千里山駅前東は新しい

街に生まれ変わりました。駅東に合わせて駅西も整備され

ました。 

２．お気に入りスポット（１） 千里山第 1 噴水 

 千里山西住宅地のシンボル、放射状にのびる道路のロータリ

の中にあり、外周を木々と植栽、長い木製のベンチに囲まれた

中央に噴水があります。程よい広さで、春は満開の桜に覆われ、

夏は木々の緑に覆われたクールスポットです。近くにコンビニ、

たこ焼き屋があり、お昼時には食事をとる人がいます。夕暮れ

にはギターの練習、ときにはクラリネットの練習をする人もい 
ます。坂道の多い千里山、一息つくに絶好の休憩所、住宅開発の記念碑も建

っています。 
ときにはコンサートなど地元のイベント会場になります。毎年年末には千

里山商栄会主催で噴水に「絆のともしび」が点灯されます。（写真右上） 

３、素敵なフットパス（１） 千里山ロイヤルマンションの小径 

 第 1 回大阪都市景観賞知事賞を受賞した千里山ロイヤルマンションには、

外部の人も通行できる素敵なフットパスがあります。木々に囲まれた緑豊か

な小径です。（写真右） 

４、サードプレイス（１） 千里山コミュニティセンター コミュニティスペース 

 誰でも気軽に利用できるスペースです。当会会

報委員会は編集会議と校正会議をこの場を利用し

て行っています。週 3 回ボランティアが提供する

カフェになります。学校帰りに自習する人、コー

ヒーを飲みながら読書する人、チョットした打合

せする人、世代を超えて色々な人が集まります。 
 時にはお勧めの 1 冊を紹介し合うつながりプロ

ジェクトが開催されます。（写真右） 

＜まちなみ委員会ニュース＞  

すいたの今 まちはいろいろ （1） 
まちなみ委員 松岡要三・岡村昇二  

千里山駅東交通広場 バス停がある 
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５．変わりゆく吹田（２）JR 岸辺駅前・北大阪健康医療都市「健都」（岡村昇二） 

 吹田市と摂津市にまたがる旧国鉄の吹田操車場の操業停止の 1984 年（昭和 59）以来、跡地に「健

康・医療のまちづくり」が進められて来ましたが、30 余年が経過し「北大阪健康医療都市～愛称：健都

～」がオープンします。一足早くオープンした「緑の遊歩道」、「健都レールサイド公園」に引き続き、

11 月 17（土）には「岸辺駅北公共通路開通式」、「VIERRA 岸辺健都開業式」、「新・吹田市民病院内覧

会」がありました。12 月 1 日には吹田市民病院が開業、2019 年 7 月に国立循環器病研究センターが移

転開棟、2020 年 11 月に健都ライブラリーがオープン予定です。VIERRA 岸辺健都と新・吹田市民病院

の内覧会に参加しましたので、この 2 点について報告します。 

（１）「VIERRA(ビエラ)岸辺健都」 
 開業は 19 日（月）からですが、17 日（土）の内覧会

に行ってきました。 

 １階 フレンドマート（平和堂)などのお店と飲食店 

 2 階 クリニック 8科と調剤薬局 3店 

3～4 階 駐車場 

5 階 スポーツジム、保育園、介護デイサービス、 

屋外交流スペース 

6～９階 カンデオ ホテルズ(JR 西日本系列) 

(1 階～5階にホテルの入り口があります) 

  JR 岸辺駅 2階とこのビル 2階と連絡通路で直結され、更に市民病院 2階受付まで続いています。 

（２）新・吹田市民病院 

  手術室、検査室、入院室、リハビリ室など全館の

主要部分を約 1時間掛けて見学しました。 

 特に私が興味を持ったのは、写真の「手術支援ロボ

ット～ダヴィンチ」です。ロボットが持ったメスなど

を医師が操作することにより、正確な執刀、縫合がで

きるそうです。 

外科医の小田忠文氏（当会会長）によると、１mm

のものが８Ｋの巨大画面に何十センチの大きさに見

え、しかも手ぶれ補正機能もあり、手がふるえても大

丈夫とのこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

「すいたの今 まちはいろいろ」 皆様からの投稿も歓迎します！！ 
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生きもの委員会 平 軍二  

１．（第 1回）11/12 千里南公園・千里北公園（吹田市による現場視察） 

前号で台風 21号倒木状況のあらましを報告したが、公園・緑地など大木観察会が予想される場所につ

いて、本調査で記録した大木が現存しているかどうか、倒木調査を行うこととした。 

千里南公園では大木 70本の内、倒木は 6本で、ユーカリ

3本、ポプラ 3本であった。続いて千里北公園に移動し、

大木 30 本の範囲を調査したが、ポプラ 5本倒木していた。 

台風 21 号影響は大木だけでなく中小木も倒木・主幹折れ

が多いこと、枝折れが無数にあるなどで、昨年台風 21号を

大幅に上回る被害を眼にすることとなった。 

なお本年度、大木冊子編集に当たり、吹田市から「市民

公益活動促進補助金」を受領している。この補助金に対す

る視察があり、千里南公園～千里北公園での倒木調査を見

てもらったが、活動について理解を頂いたと思っている。 

２．(第 2回)11/13 万博公園の倒木・GPS 値チェック     

万博公園では 10 年前に購入した GPS を利用したため、

樹林内で葉に覆われた場所では、GPS 値が 2本同じ値が出

る、10m 以上離れた場所が表示されるなど、精度問題あっ

た。9月に新規 GPS を購入した所、GPS 値が一桁アップし

た 0.01 秒表示となり、グーグル空中写真で大木位置が照

合できるようになった。 

今回の倒木調査にあわせ、GPS 値に疑問のあった万博迎

賓館などを再チェックした結果、位置が正確に表示される

ようになった。しかし、調査後一年半ほど経過したことで幹周り変化があり、本調査時と大木数が一致

しない所があるなどから確認中である。何れにしても万博公園の被災は半端でなく、倒木・主幹折れ・

枝折れ等が無数にあったが、大木倒木は思いのほか少なく、数本にとどまった。 

３．(第 3回)11/21 中の島公園から旧吹田村の倒木・GPS 値チェック    

中の島公園は昨年台風 21号等でも被災したが、本年台風 21号では更に多く被災し、大木 40本の内倒

木 10本を確認、しかも、吹田市に 1本しかないクワの大木

も倒れていた。クワ以外はすべてヒマラヤスギであったが、

本調査後一年余りで 1／4相当の大木が無くなるという、大

木の生きる厳しさを再確認した。 

中の島公園の東隣、第三中学校でも大木 4本の中のポプ

ラ 2本が無くなっていたが、神崎川を渡って南側から吹く

台風の風速が強かったことを示していた。 

旧吹田村に入って、弘誓寺・浜屋敷・高浜神社御旅所・

高浜神社などで、大木 20本を確認した結果、主幹切断(弘

誓寺クスノキ)、枝切り(高浜神社クスノキ、御旅所エノキ)

などいろいろ被災していたが、倒木はなかった。 

今回の倒木・GPS 調査で気づいたことは 

①倒木の大部分は、ポプラ・ユーカリ・

ヒマラヤスギなど外来種 

②大雄院で大きく枝を広げたクスノキ

が、4 月枝切りされていて「メドゥー

サの頭？」とびっくりしたが、今回の

台風にはやむを得ない処置であること 

③GPS 値の再チェックは、測定精度が上

がったが、本調査結果との一致が難し

いことなどである。                      

生きもの委員会ニュース  台風 21 号による倒木調査 



【吹田の郷 第 120 号 2018 年】          

2018 自然史

●環境会議のテーマは大木、クイズ

11 月 17 日（土）18日（日）大阪市自然史博物

館で「2018 自然史フェスティバル」が開催され

した。これには府内外 100 を超える環境団体

か環境関連企業、博物館などが参加

表では２日間で過去最高、24,000 人の来場者数

ったとのこと。環境会議は「2017 年

報告」のテーマで出展しました。 

今年は恒例となった段ボール製の大木の幹回

りあてクイズに加え、「葉っぱで当

前クイズ」を実施。これはラミネート加工した木

の葉を見て木の名前を当てるというもの。

木の葉を 3段階に分け、特徴があって

い初級、よく似て見分けにくい中級

はなんとサクラ 7種。ほとんどの来訪者は

挑戦。うーん、うーんと言いながら多くの方が

加してくれました。葉だけで樹種を言い当てるの

はなかなか難しく、ヒントを山盛り

タ ッフも

中には

では飽き足らず

自然環境を学

たいとのことでス

タ ッフは大喜び。

ん勉強してねと景品の消しゴムを

あげました。（景品を提供いただいたＯ

ございます） 

お
か
あ
さ
ん
、
測
っ
て
み
よ
う
よ 

う
～
ん
、
何
か
な
ぁ
、
む
ず
か
し
～ 

          ― ９ ― 

自然史フェスティバル に出展
   

テーマは大木、クイズ 2つ  

日（日）大阪市自然史博物

自然史フェスティバル」が開催されま

を超える環境団体のほ

環境関連企業、博物館などが参加、事務局の発

人の来場者数だ

年大木調査中間

 

製の大木の幹回

当てよう木の名

ラミネート加工した木

を当てるというもの。35種の

あって見分けやす

中級、そして上級

来訪者は初級に

うーん、うーんと言いながら多くの方が参

葉だけで樹種を言い当てるの

山盛り出すためにス

ッフも汗だく。でも

中には初級だけ

では飽き足らず

次から次に中

級を解答して

いく凄腕の高

校生も。将来は

自然環境を学び

たいとのことでス

ッフは大喜び。たくさ

てねと景品の消しゴムをいっぱいさし

Ｏさんありがとう

●倒木調査に励ましのコメント

生きもの委員会ニュースにもあるように、いま

「倒木調査」に取り組んでいます。このことをブ

ースを訪れた植物専門の先生に話したところ、

「ベースとして 2017 年の大木調査

そ、倒木調査によってどんな樹種が倒れやすいか、

幹折れしやすいかなどが分かる。意義ある調査だ

と思います、期待しています」と言ってください

ました。体力、気力、時間との勝負で調査が進ん

でいます。どうぞ、ご参加ください。

（スタッフ：尾方、小田忠、小田信、井上、金指、

長岡、中村、平、喜田） 

 

さあて、この葉っぱは何かな？ 

Ａ：フウ（タイワンフウ） Ｂ：モミジバフウ（アメリカフウ）

Ａ Ｂ 

出展  
   理事 喜田久美子 

に励ましのコメント 

生きもの委員会ニュースにもあるように、いま

「倒木調査」に取り組んでいます。このことをブ

ースを訪れた植物専門の先生に話したところ、

年の大木調査があるからこ

そ、倒木調査によってどんな樹種が倒れやすいか、

幹折れしやすいかなどが分かる。意義ある調査だ

と思います、期待しています」と言ってください

体力、気力、時間との勝負で調査が進ん

どうぞ、ご参加ください。 

小田忠、小田信、井上、金指、高畠、

全
部
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っ
て
み
た
い
で
す
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・
・
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腕
高
校
生
登
場
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 春にお花見するよ 
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イ
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Ｂ：モミジバフウ（アメリカフウ） 
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創立１００周年記念 環農水研シンポジウム２０１８ 

『おびやかされる私たち●●にねらわれている！ ナニワの危機を生物多様性が救う？！」 に参加して 
                              会員 檜田清治（山田市場在住） 

 自然環境の学習について表題のシンポジウムの案内を頂いて聴講をしてきました。 

 「環農水研って何のこと？」ですが、さかのぼれば大正８年(1919)設立の「大阪府農事試験場」の流

れをくみ、平成 24 年に「地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所」として現在に至ります。

長い名前ですが、今年で創立 100 周年を迎えることを記念して、大阪歴史博物館で 11月 8日(木)シンポ

ジウムがありました。参加者は約 200 名でした。 

 環境変化の激しい現在において多種多様な要求があり、ここは地域に根差した試験研究機関で幅広い

研究の成果を府民に情報発信し開発した技術の普及活動をしています。 

 当日は、環農水研理事長・内山哲也様の挨拶につづき、基調講演で大阪

府立大学副学長の石井 実さん(写真右)は大阪の自然が急速に変化してい

ることについて、公園や街路樹、ため池、河川、郊外の水田そして里山で

以前からいた生物が衰退し別の生物に置き変わっていること。さらに外来

生物や野生獣の侵略、さらに深刻化する温暖化によって変化する里山など

を目の当たりにして「大阪の自然は、これでいいのか。大阪の自然のあり

方について考えましょう」と提案しました。  

 つづいて全国３名の

研究者が話題提供をし

て、後半はパネルディ

スカッションが行われ

ました。 

国連は 2011 年から

2020 年までの 10 年を

「国連生物多様性の

10年」と定めています。 

地 球 上 に は 現 在

3,000 万種ともいわれ

る多様な生きものがい

ますが、私たちの暮らしを支える中には３つの生物多様性があります。 

①生態系の多様性  ②種（しゅ）の多様性  ③遺伝子の多様性 

生物多様性という言葉は、ここ 10年位前から聞くようになりましたが、まだまだ浸透していません。 

生物多様性とは地球上の生きものたちの豊かな個性のつながりのことを指しているということです。 

今、日本の絶滅危惧種は 3,634 種（海洋生物以外）が指定されていますが、人の活動による影響が原

因で地球上の種の絶滅スピードは自然状態の 100～1,000 倍となっている様で、日本国内でも沢山の生き

ものたちが危機に瀕しています。 

 府内には本年４月に新館完成なった生物多様性を学ぶセンターが寝屋川市木屋元町にあります。 

研究内容は ①在来生物の調査・保全 

    ②外来生物の影響調査と対策 

  ③府民の安心安全を守る取り組み 

    ④生物多様性活動支援・技術支援 

などの調査研究や地域活動の支援などを行う拠点となって

います。６０名が研修可能、皆様も一度訪れて見られては

いかがでしょうか。 

＊参考：大阪府立環境農林水産総合研究所ホームページ：http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/ 
生物多様性センターホームページ：http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/biodiv/index.html 

話題提供講演 

・千葉県環境生活部 自然保護課 生物多様性ｾﾝﾀｰ 主幹 小野知樹 様 

・長野県環境保全研究所自然環境部自然資源班 須賀 丈様（北千里で生まれ‘70 万博は３歳） 

・大阪府立環境農林水産総合研究所 生物多様性ｾﾝﾀｰ センター長 上原一彦様 

パネルディスカッション 

・コーディネーター： 大阪府立大学 副学長 石井実様 

・パネリスト：・環境省 近畿地方環境事務所 野生生物課 課長 澤志泰正様（堺市出身） 

・大阪府環境農林水産部 みどり推進室 みどり企画課 総括主査 高峰光一様 

・千葉県環境生活部 自然保護課 生物多様性ｾﾝﾀｰ 主幹 小野知樹 様 

・長野県環境保全研究所 自然環境部 自然資源班長 須賀 丈 様 

・大阪府立環境農林水産総合研究所 生物多様性ｾﾝﾀｰ センター長 上原一彦様 

写真は環農水研 HP より引用 
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＜私の本棚より お勧めの 1 冊＞ 

GLENN MURCUTT（グレン・マーカット）建築作品集 

理事 長岡弘隆 
今回は、グレン・マーカットという建築家の作

品集を紹介します。私が持っているのは 1995 年

版の洋書です。また、2008 年に TOTO 出版から

日本版が出ていますので、ご覧になられるならば、

そちらの方が手に入り易いかと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************************************** 
グレン・マーカット GLENN MURCUTT 

1936 年ロンドン生まれ。オーストラリアの建築

家。1969 年シドニーに事務所開設。2002 年プリ

ツカー賞、2009 年 AIA ゴールドメダル受賞。 
(AIA: アメリカ建築家協会) 

******************************************** 
「建築界のノーベル賞」と言われているプリツ

カー賞を受賞するなどの受賞歴から分かるように、

世界的な建築家でありながら、日本では建築関係

者以外には余り知られていないと思います。2002
年当時は日本版の本が無くて、洋書を探したこと

を思い出します。日本で余り知られていないのは、

設計のほとんどを所員すら置かず一人でこなして

いること、オーストラリア以外での仕事を請けて

いないこと、などのためです。「タレント建築家」

としてのバリューがないため、日本で紹介される

機会はほとんどありません。 
彼の建築の特徴は、Ecological Functionalism

（環境機能主義）とも言われますが、オーストラ

リアの自然に寄り添った建築を、素直に、そして 

美しく造る、という所にあります。計画案を考え

るスケッチには、例えば、季節ごとの太陽高度、

風向き、緯度経度等の環境条件が書き込まれ、考

えられています。水道がないため屋根で雨水を集

めて再利用したり、通風に配慮し、窓ガラスには

日射調整のためのルーバーを設けています。当然

エアコンなんかありません。そのようにして造ら

れた建築は、どこか和風建築のような風情を持っ

ており、異国ながら郷愁を感じさせられます。 

左：①「GLENN MURCUTT works and projects」 
   Thames&Hudson(洋書),1995 
右：②「グレン・マーカットの建築」TOTO 出版,2008,\4320 

太陽高度等が書き込まれたスケッチ(①から） 

どこか日本家屋のような開放的な住宅(①から） 

まるでオブジェのように並ぶ雨水貯留タンク(②から） 
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まちなみ散策のご案内

 JR 大阪駅北「うめきた」開発、北

梅田駅開設にともなう中津高架線の

地下化などで、変わりゆく中津・豊

崎地域の改造長屋を見て廻ります。

 ①中津商店街の併用住宅（一級建築士の設計事務所）

⇒ ③翠明荘（長屋風スモールオフィス）⇒

⇒ ⑤SAORI 豊崎長屋（市大モデル：さおり織体験）

・実施日時：12 月 17 日（月）10

・散策後の昼食：大阪工業大学梅田キャンパス「

ランチタイムのメインは、和食・洋食を

中心とした 15種類以上の料理をビュッ

フェ形式で楽しめるワンプレートランチ

広々としたテラス席で、食事とともに

同キャンパスが位置する梅田の中心部の

眺望を堪能できる。 

まちなみ委員の研修として開催します

参加しませんか？  

会員限定（当日入会 OK 参加費 200

 金指までお申し出ください。 

FAX:06-6310-7333 
Mail:kanasashi@sutv.zaq.ne.jp

 ※申し込まれた方には緊急連絡用に
  金指の携帯番号をお伝えします。

 

～知床あれこれ

「冬の知床」といえば「流氷」と思い浮か

び、美しいイメージになりますが、昔は、冬

のオホーツク海を埋め尽くす流氷は、漁船が

漁に出ることができないので嫌われものでし

た。でも、今は流氷によって運ばれてくるプ

ランクトンを食べに魚が集まってくるのがわ

かり、流氷が来るのを待ちわびるようになっ

ています。流氷が少ない時は不漁だそうです。

最近は流氷を楽しむ観光が脚光を浴びていま

す。流氷を割りながら進む砕氷船に乗る、あ

るいは流氷の下にもぐるツアーもあります。

流氷の来る時期に合わせて 1月 30

の日」と北海道議会が決めました

界遺産に決まった年に流氷が来たのが

この冬は知床で流氷を体験なさいませんか？

 

＜会報委員会より＞ 

 ・幅広く会員からの情報提供(原稿

  また、取材・編集・印刷に協力願える方を募集しています。

       ― １２ ― 

案内～中津・豊崎地域：オープン長屋散策

大阪駅北「うめきた」開発、北

梅田駅開設にともなう中津高架線の

で、変わりゆく中津・豊

崎地域の改造長屋を見て廻ります。 

中津商店街の併用住宅（一級建築士の設計事務所） ⇒ ②キタの北ナガヤ（キタナガ路地庭市）

翠明荘（長屋風スモールオフィス）⇒ ④RE:Toyosaki（イラストレーターの住居）

豊崎長屋（市大モデル：さおり織体験） ⇒ ⑥豊崎長屋主屋（オープン長屋の発祥地）

10 時 阪急中津駅改札口集合 

・散策後の昼食：大阪工業大学梅田キャンパス「OIT 梅田タワー」21階「菜の花食堂」

ランチタイムのメインは、和食・洋食を 

種類以上の料理をビュッ 

フェ形式で楽しめるワンプレートランチ。 

広々としたテラス席で、食事とともに 

同キャンパスが位置する梅田の中心部の 

まちなみ委員の研修として開催します。 

200 円） 

  

kanasashi@sutv.zaq.ne.jp      
申し込まれた方には緊急連絡用に 
金指の携帯番号をお伝えします。 

 ＜改造長屋＞ 

・古くからの長屋を住居やオフィス、店舗などに改造したもの。

・長屋暮らしを楽しむ建築士やイラストレーターが自分でデザイン。

・大阪市立大学モデルの長屋「オープンナガヤ大阪」はじまりの町家もある

あれこれ～            

「冬の知床」といえば「流氷」と思い浮か

び、美しいイメージになりますが、昔は、冬

のオホーツク海を埋め尽くす流氷は、漁船が

漁に出ることができないので嫌われものでし

た。でも、今は流氷によって運ばれてくるプ

ランクトンを食べに魚が集まってくるのがわ

かり、流氷が来るのを待ちわびるようになっ

ています。流氷が少ない時は不漁だそうです。

最近は流氷を楽しむ観光が脚光を浴びていま

す。流氷を割りながら進む砕氷船に乗る、あ

るいは流氷の下にもぐるツアーもあります。

30日を「知床

の日」と北海道議会が決めました。知床が世 

界遺産に決まった年に流氷が来たのが 1月 30 日、それに合わせてさまざまなイベントをしています。

この冬は知床で流氷を体験なさいませんか？ 

原稿)を求めています。身近な話題をお寄せ下さい。

また、取材・編集・印刷に協力願える方を募集しています。(松岡要三 090

長屋散策～ 

キタの北ナガヤ（キタナガ路地庭市） 

（イラストレーターの住居） 

豊崎長屋主屋（オープン長屋の発祥地） 

階「菜の花食堂」 

古くからの長屋を住居やオフィス、店舗などに改造したもの。 

長屋暮らしを楽しむ建築士やイラストレーターが自分でデザイン。 

大阪市立大学モデルの長屋「オープンナガヤ大阪」はじまりの町家もある。 

        理事 小田信子 

日、それに合わせてさまざまなイベントをしています。

を求めています。身近な話題をお寄せ下さい。 

090-6974-1058) 

 




