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会長 小田忠文 

この夏は人類が月に着陸してから 50 年でした。

アポロ 11 号で月の周回軌道に入り、そこで分離

した月着陸船イーグル号が日本時間 1969 年 7 月

21 日午前 5 時過ぎ月に着陸しました。アームスト

ロング船長が月面に立ち、あの有名な「小さな一

歩」の発言をしたのはお昼前でした。つづいてオ

ルドリンさんも月面に立ち、約 2 時間 15 分の間

に 20kg あまりの月の物質を集めたそうです。日

本では早朝からテレビの生中継を見た人も多かっ

たでしょう。朝から外に出て月を探した人もいた

かもしれません。あの日は上弦の月で午前中の日

本では月を見ることはできず、アメリカでは夕方

の南東の空に半月が肉眼で見える時間帯でした。

▲私は中学高校時代から月に関して二つの疑問を

かかえていました。一つは「なぜ満月は球体に見

えず、お盆のような平面なのか」ということでし

た。この疑問にはアポロが持帰った月の石や砂が

回答してくれました。月の表面はレゴリス

（regolith）と総称される細かな粉で覆われてい

ます。浜辺の砂の 1/3 ほどの大きさだそうです。

このレゴリスは光を乱反射する性質があります。

乱反射とは届いた光をすべての方向に反射するこ

とです。▲わかりやすく言えば、宴会場にあるミ

ラーボールみたいなものです。ミラーボールに当

たった光は表面の小さな鏡によってあらゆる方向

に反射され、自分の方にはそのうちの一つの鏡か 

 

らの反射光が届きます。月面全体にミラーボール

があると考えると、月の中央から地球に届く反射

光も周辺部からのものも、地球に向いた一つの鏡

で反射された同じ強さの光が届くことになります。

つまり月の周辺部でも明るさが同じなため月は球

体に見えないのです。▲しかし皆既月食のときの

赤銅色になった月がお盆のようではなく、球体に

見えるのを見たことがありますか。地球の影の中

に入った満月には波長の長い赤色しか届きません。

赤色は乱反射しにくい性質があるので、ミラーボ

ールは無視され、月の周辺に届いた赤い光は、乱

反射することなくそのまま月の向こう側に進み、

こちら側に戻ってこないので周辺が暗く見えます。

そのため球体に見えるのだと私は考えています。

次の皆既月食は2021年5月26日夜8時ころです。

晴れるといいですね。▲二つ目の疑問はいつもう

さぎが餅つきしているように「なぜ月面は同じ面

を地球に向けてるのか」でした。この疑問には

2007 年に日本が打ち上げた月周回衛星「かぐや」

が答えてくれました。「かぐや」が月の重力を測定

した結果、月の重心が球体の中心からずれていて、

地球に近い側にあるためだとわかりました。起き

上がりこぼしのように重たい面が地球に向いてい

るのです。同じ原理で火星の衛星フォボスとダイ

モス、土星のタイタン、木星の 4 大衛星などはす

べて公転と自転の周期が同じになっています。疑

問が解消したところで、まもなく 9 月 13 日が中

秋の名月です。 

コラム 

＜表紙の絵＞                         想い出の原風景シリーズ（２） 

かまど（へっつい） 
「かまど」ってなーに？ と孫に聞かれて説明するのに一苦労した。「かまど」は「絵」に書いて説

明をし、燃やす「焚き木」などは「キャンプフャイヤ」で使う「薪」で理解したものの、土間のな

い家屋しか知らない孫たちは「かまど」の設置場所について納得できない様子に、家屋の構造まで

説明するハメとなった。 
 かつての日本の家屋の殆どは、玄関の土間が「かまど」や「流し」などのある炊事場を通り裏口

へと通じていて、煙突などに「火の用心」や「火の要心」の短冊が張ってあったものだが、そんな

構造の家屋は今は無い。 
 「間口」より「奥行き」の長い「うなぎの寝床」と呼ばれている京都の町屋でも玄関の土間は「へ

っつい」さん（「へつい」とも云う）と呼ぶ「かまど」がある土間を通り裏口へと通じていたそんな

叔母の住まいを思い出す。 
 （表紙の絵と文：生きもの委員 塩田 敏治） 



     オオキンケイギクの駆除活動 

 6月 5日（水）府営千里高野台住宅 B62~70棟付

近の駐車場で特定外来生物オオキンケイギクの駆除

を実施しました。 

実施までのいきさつ 

 ここは以前からオオキンケイギクが広範囲に繁茂

しており、近隣地区、特にヒメボタルが生息する第

4 緑地などへ広がることが懸念されていました。ま

た、4 月上旬に吹田市環境政策室が「市民団体等が

行う特定外来生物の防除について」という規則を定

め、駆除活動で出たごみを事業課が処理してくれる

との情報を得ました。そこで「特定外来種から吹田

の自然を守る会」の武田義明先生と相談のうえ、高

野台で実施することとしたのです。 

実施にあたっては、住宅の管理センターや自治会

の了解を得ることや、住民の方々への広報、市役所

との書類のやりとりなど、準備と調整に時間がかか

りました。 

実施主体はアジェンダ 21すいた自然部会が担い、

上記の守る会のほか環境会議、NPO法人すいた環境

学習協会、NPO法人吹田みどりの会、吹田自然観察

会、6団体の共催としました。 

ごみ袋 68個の成果 

当日は各団体や近隣、市から 25 人が参加。自治

会の方も見守っています。オオキンケイギクは駐車

場の法面、緑地帯すべてに広がっています。武田先

生のお話のあと、さっそく取りかかります。大きく

育っているので根も深く、力を込めて抜くと手のひ

らほどの隙間ができます。その周りに幼苗が生えて

いて、それも抜かねばなりません。あっという間に

ごみ袋がいっぱいに。もし、オオキンケイギクがな

かったらこれらの空隙に紫のウツボグサ（左下写真）

など在来の植物がもっと育っていたかもしれません。 

１時間 30 分後、事業課のパッカー車が到着。後

片付けをしてごみ袋を集積場所に運び、事業課の方

がてきぱきとパッカー車に積み込み作業終了。見渡

せば、駆除できたのは駐車場の

面積の 60％ぐらいでしょうか。

奥のフェンス内などはほとんど

手付かず、多くの幼苗も取り残

しています。建替えの予定など

も考慮しつつ、来年もまた挑戦

したいと思いました。 

（理事・アジェンダ 21すいた自然部会）喜田久美子 

生活環境委員会 
・・・・・ＮＥＷＳ 

Before 駆除前 5/22       After 駆除後 6/5 

力を込めて抜く。抜いても抜いてもまだまだなかなか… 

ごみ袋 68 個 がんばりました！ 後ろの法面もきれいに 
おつかれさまでした！ 

パ
ッ
カ
ー
車
に
積
み
込
ん
で
終
了 
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昨年秋にもお世話になりました高槻バイオチャーエネルギー研究所（旧高槻バイオマス

粉炭研究所）の島田勇巳さんのセミナーに行ってきました。その内容を報告します。

 

◇安満遺跡公園について 

少し横道にそれますが、会場となった安満遺跡

公園について。場所は、阪急高槻市駅から京都方

面に線路沿いに徒歩で約 10 分程度行った所の、

線路沿い北側のエリアにあります。元々、京大農

場があった辺り一帯で、地下に弥生時代の遺跡が

あったため、開発されずに残っていたようです。

今年の 3 月に西側部分が一次開園し、2021 年に

全面開園の予定です。 

現在オープンしている所には、レストランがあ

ったり、ボーネルンドという子供玩具の会社によ

る有料の遊び場があったり、テントによる市民の

ショップが出ていたり等、現代風の都市型公園に

なっており、子供連れの家族がたくさん来園して

いました。その公園内にあるガラス張りの建物の

一角にある多目的室がセミナーの会場でした。 

 

会場となった公園内の建物 

◇セミナーの内容について 

以前と変わらず、島田さんのバイタリティ溢れ

るお話は、面白さ満載でした。 

初めての方のために島田さんの活動内容を簡単

にご紹介します。間伐材、剪定材、もみ殻等は廃

棄すると厄介な「ゴミ」になってしまいますが、

上手に利用すればエネルギー源等の「資源」とす

ることができます。島

田さんは、「無動力炭

化平炉」という小さめ

のプールのような形

をした製炭炉を使っ

て、様々な木質資源を

炭に変え、それをエネ

ルギー源や土壌改良

材等の様々な形で利用する方法を開発し、ひいて

は荒れ放題になっている森林等の環境問題解決に

役立てようと日々奮闘されている方です。昨年の

見学会の様子は、下記の当会ブ

ログをご参照ください。 

http://sskk97.blog73.fc2.co

m/blog-entry-1127.html 

新しい話題としては、 

・久宝寺公園や服部緑地公園等、大阪府管轄の大

型公園で平炉製炭所建設を計画中。府道並木の伐

採枝も集まってくるので、継続的に製炭が可能。

園内施設の温水利用や周辺宅地との離隔も考慮し

て、製炭炉設置には最適の場所である。 

・新型ボイラーを試作中。温度的にはバイナリー

発電に供給できる温度を達成済み。今後、燃料炭

の供給方法簡易化など更なる改良を検討中。 

・炭を利用した蓄電の研究もスタート。炭で発電

して、炭で蓄電できれば素晴らしい。 等々。 

高槻バイオチャーエネルギー研究所の、更なる

発展、活躍に大いに期待いたします。 

◇なぜ「炭」なのか 

この高槻の取り組みが、普通のバイオマス発電

と違うのは、生の木質資源をそのまま燃焼させる

のではなく、いったん「炭」という状態にして利

講演中の島田勇巳さん 

自然エネルギーすいたプロジェクト 長岡弘隆 

   
バイオ炭についての環境セミナーに行ってきました！ 

自然エネルギーすいた(SES) ニュース 

2019 年 5 月 25 日（土）13:30～15:30  「地元を活かすエネルギーセミナー」 

講師 (有)紋珠 代表 島田勇巳さん  場所 安満遺跡公園パークセンター多目的室 



【吹田の郷 第 124 号 2019 年 9 月】      

用するところにある訳ですが、なぜ「炭」

を考えてみたいと思います。 

＜普通のバイオマス発電のイメージ＞

 

 

 

＜炭を利用したバイオマス発電のイメージ

 

 

 

 

 

 

 

炭を利用する場合のメリットとしては

・生の木質資源に対して、炭は重量・容積

ため、運搬が容易。 

・炭は腐朽しないので保管が容易。 

・炭は不純物が少なく、有害な燃焼ガスが

・炭は燃やす以外に、多孔質材料としての

して、土壌改良等の多用途に利用できる

～～～～～～～～～～～～～～

グラフは７月までの吹田ぷくぷく

市民共同発電所における、年間累

積発電量も示したグラフ（右図上）

と発電量と日照時間との関係を示

すグラフ（右図下）です。 

５～７月の概況は以下の通り。 

５月：発電量は昨年の約１割増。

日照時間は昨年の約３割増。 

６月：発電量、日照時間とも昨

年並み。 

７月：発電量は昨年の約２割減。

日照時間は昨年の約 4.5 割減。 

７月は天候がよくなかったようで

すが、日照時間通りの結果となっ

ていますので、機器としては順調で

す。７月末の段階で今年の累計発

電量は、昨年の８％減程度で推移

しています。昨年は、９月の台風シ

ーズンに日照時間が落ち込んで、

発電量も下がりましたが、今年はど

うなるでしょうか。夏本番の発電量

増加にも期待して、引き続き見守

っていきたいと思います。 

発電所 

木質資源 燃焼 

灰 

熱エネルギー

発電所 

製炭所 

木質資源 
炭 

蒸焼 

炭 燃焼 

灰 

熱 排

熱エネルギー

運搬・保管 
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用するところにある訳ですが、なぜ「炭」なのか

＞ 

のイメージ＞ 

メリットとしては、 

容積が小さくなる

 

ガスが出にくい。 

としての特性を利用

できる。 

・製炭所と発電所を分離することによって

適材適所で設置できる。 

・古来、日本では炭の利用に

積されており、一つの文化となっている

一方、デメリットは、一言でいえばコストとい

うことでしょうが、森林等の環境保全や地域の雇

用創出も含めたトータルコストで考えれば、将来

性は十分だと思います。 

また、私たちの吹田市のように、

排気ガスを発生する施設の設置が難しい地域にと

っては、「炭」を媒介にした製炭所と発電所の分

離は、再生可能エネルギー

上で一考に値すると思います。

近年、小規模木質バイオマス発電

格の高さ等から注目を集めています。しかし一

で、ヤシ殻等を海外から輸入し、それを燃焼して

発電を行うケースもあり、

では方向を間違えます。日本は森林国

その国土の大半を占める森林を有効に活用

環境の保全と、国際的な競争力

すことが必要なのではないでしょうか

エネルギー 

排ガス 

多用途 

利用 

排ガス 

エネルギー 

   

することによって、それぞれの

関する様々な知恵が蓄

となっている。 

一方、デメリットは、一言でいえばコストとい

森林等の環境保全や地域の雇

用創出も含めたトータルコストで考えれば、将来

 

吹田市のように、市街地のため

発生する施設の設置が難しい地域にと

っては、「炭」を媒介にした製炭所と発電所の分

エネルギー利用の選択肢を拡げる

と思います。 

小規模木質バイオマス発電は FIT 買取価

から注目を集めています。しかし一方

で、ヤシ殻等を海外から輸入し、それを燃焼して

、目先の経済効率一辺倒

日本は森林国ですので、

その国土の大半を占める森林を有効に活用しつつ、

と、国際的な競争力確保の両立を目指

すことが必要なのではないでしょうか。



   グレタ・トゥーンベリの言葉 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

本誌 123号にグレタ・トゥーンベリさんの紹介記

事がありました。広く世界中の関心を集めている

"Fridays for Future"についてもご存知の方も多い

と思います。少し角度を変えて感じたことを書かせ

ていただきます。 

グレタの生の声を聴いてみよう 

6月、私の加入している生協で「気候変動問題の

いまの状況と私たちに何ができるか」というテーマ

で講演会を主催いたしました。この中でも、グレタ

さんの行動と高校・大学生達のアクションなどが紹

介されました。講演会では、昨年 10月にポーラン

ドで行われた COP24での録画スピーチをみんなで

見ました。一般には「スクールストライキ」などの

彼女の行動に焦点をあてた報道や取り上げ方が多い

ように思いますが、もっと知ってほしいと思うのは

彼女の生(なま)のスピーチです。これは、インター

ネットさえあればユーチューブ等で、誰でも何時で

も見ることができます。私のおすすめは、TEDカン

ファレンスでのグレタです。YouTubeから「グレタ 

TED」で検索すると見つかります。

（ https://www.youtube.com/watch?v=B88uhHdehpg ） 

カーボンバジェット 

また、2019年 1月の世界経済フォーラム(ダボス

会議)で、企業家をはじめとする世界のリーダーたち

に語りました。「気候変動の危機は一度も本当に危

機として扱われたことはなかったから、みんな毎日

の生活にどれほどまでの影響をもたらすものか気が

ついていない。カーボンバジェットなんてものがあ

ることを知っていないし、残っているのがどれほど

少ないかもわかっていない。こんな状況は、います

ぐ変わらなくてはならない。」「カーボンバジェッ

トをすごい勢いで使い果たしつつあることを知って

もらい、理解してもらうほど大切なことはない。カ

ーボンバジェットこそ私たちの世界の通貨に、現在

と未来の経済の本当の中心にならなければならな

い。」（翻訳文出所：自然エネルギー財団 『脱炭素

社会へのエネルギー戦略の提案』より抜粋） 

カーボンバジェットとは、気温上昇をあるレベル

までに抑えようとする場合、温室効果ガスの累積排

出量（過去の排出量＋これからの排出量）の上限が

決まるということを意味します。過去の排出量は推

計されているため、気温上昇を何度までに抑えたい

かを決めれば、今後、どれくらい温室効果ガスを排

出してもよいかを計算できるということになります。

（出所：国立環境研究所HPより） 

グレタの声の意味は？ 

グレタの声は科学者の声だと理解したほうが分か

りやすい気がします。けっして、大人への異議申し

立てや、世界の政治・社会や、企業のリーダー達、

知ろうとしない大人たちへの感情的な訴え、不安・

怒りというものではないでしょう。自分に出来るこ

とはやろうという善意だけでは納得できないのだと

感じます。 

グレタ達を納得させられる答えは、科学的な目標

とそのための実現可能な行動の保証だと思います。

(参考: 明日香 壽川 『ひとりぼっちの抵抗が世界を

変えた − スウェーデンの 16歳の環境活動家』

https://www.energy-democracy.jp/2636 ) 

（会員）村橋詳三
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気候変動とエネルギー問題に関心を持ち、加入している生

協で活動を続ける村橋さんに寄稿していただきました。 

 



具体策？ 例えば、ドイツの脱炭素の方針 

もちろん具体策を私などが申し上げるまでもあり

ません。ただ、私のイメージでは「ドイツの脱炭素

に向けての目標と計画、そして着実な結果の積み重

ね」のような感じです。どういうことかというと、

ドイツ政府として CO2排出を90年比で 2018年に

は 30%削減、2020年前半には 40%削減、2030年に

は 55%削減、2040 年には 70%削減、2050 年には

80-95%削減ということで、2050 年には 100%に近

く削減できている計画です。そのとき、グレタは 47

歳となっています。 

つまり、毎年毎年目標を達成するためにやるべき

ことをやるということに尽きると感じます。計画を

達成するには、何をどのように、どれだけ減らして

いくか明示する。ドイツが明示している大きな流れ

としては、例えば 2022年には原発稼働を終わらせ、

2038 年には石炭火力をやめるというようなわかり

やすいマイルストーンもあります。どの発電所をい

つ閉鎖するかなどを計画して、微修正していく。こ

のような当たり前の計画性・具体策こそがグレタを

納得させられる唯一のものだと思えるのです。 

もちろん、実世界のことなので、法的・経済的・ 

社会的な見直しや財政的な処置なども逐次見直され 

るでしょう。電気だけでなく、建物や交通部門での

対応も同時に進められているようです。衰退する産

業と雇用の問題も並行して解決することになります。 

再び、カーボンバジェット 

カーボンバジェットの話に戻ると、グレタにとっ

ては既に科学的に明らかになり、解決方法もわかっ

ているのに何故やらないのかという素朴な疑問です。

排出できる温室効果ガスはどのくらいが上限かが計

算できているのに。カーボンバジェットという言葉

まで作っているのに・・・。 

さいごに、やはり日本のことに戻ってきてしまい

ます。グレタの言葉がもっとも向かっている先は、

われわれなんだと思わざるを得ません。ちなみに、

日本の目標は 2030年に 2013年度比で 26%削減、

2050 年で 80%削減とされているだけ。計画の精緻

さと先手ですすめているように見えるドイツと比べ

て手遅れ感が歴然です。 

図：ドイツの温室効果ガス排出量削減目標と推移 (単位：100万トン/CO2換算) 

（出所：ドレスデン情報ファイル https://www.de-info.net/）一部加筆 



 

     

 
  

＜はじめに＞ 

7月 15日（祝）、アジェンダ 21すいた定時総会

（千里山コミュニティセンター）において、中井

八千代氏（容器包装の３Ｒを進める全国ネットワ

ーク副運営委員長・写真）を講師として「海洋プラ

スチック緊急対策‼消費者・事業者・国にできるこ

とは？」というタイトルの講演会が開催されまし

た。この場をお借りして、内容をご報告します。 

 

＜自己紹介＞ 

私自身は昨年会員になったホヤホヤで、はじめ

ましての方が多いかと思いますので、少しだけ自

己紹介をします。３年前まで銀行系シンクタンク

に 25年間あまり所属しており、主に環境・エネル

ギー分野で、国や自治体の調査研究や計画づくり

などを行っていました。その後退職した後は、フ

リーランスとして同じような環境リサーチ業を行

うとともに、妻の水彩画制作・教室のサポートや、

築 100 年になる我が家古民家の保全・活用などを

平行して行っています。リサーチ業は、現在気候

変動適応策の調査研究が主な業務ですが、今回の

テーマのような循環型社会に関わる業務や、生物

多様性に関わる業務も対象としています。 

 

＜講演会の概要＞ 

●増加するプラスチックごみ 

プラスチックごみは、2015年現在、1950年に比

べて約 200倍に増加し、食料品や化粧品容器など、

毎年 800 万ｔが海に流れ込んでいます。１人あた

りのプラスチックごみ排出量について、日本は世

界２位（アメリカが１位）という状況です。 

●持続可能な循環社会の３原則 

環境経済学者ハーマン・デイリーの 3 原則とし

て、以下のような項目が挙げられています。 

・再生可能資源の利用速度≦供給源の再生速度 

・再生不可能な資源の消費≦代替資源の開発 

・汚染物質が排出する速度≦汚染物質の浄化速度 

●ごみに関わる歴史 

 

プラスチックごみの増加を受け、1995年に容器

包装リサイクル法が制定されました。ただ、その

翌年から小型ペットボトルの製造が解禁となり、

プラスチックごみの焼却によるダイオキシン排出

などが大きな社会問題となりました。 

2001 年に循環型社会形成推進基本法が制定さ

れ、拡大生産者責任や優先順位（発生抑制≧再使

用≧再生利用≧熱回収≧適正処分）などが盛り込

まれました。その後、個別リサイクル法が次々に

制定され、それら家電や自動車などにおける法律

には、生産者責任の考え方が反映されました。容

器包装においては、近年の海洋プラスチックごみ

問題の深刻化も受け、2019年のＧ20開催で「プラ

スチック資源循環戦略」が出されました。 

●プラスチックごみのリサイクルについて 

リサイクル自体は事業者の管轄ですが、前工程

の回収や選別は自治体が行っていて、80％以上の

コストは税金で賄われています。リサイクルはポ

イ捨て防止の観点からも望ましい方法ですが、現

法律下においては、焼却する方が経済的に有利で

あり、プラスチック容器リサイクルの完全実施自

治体は全国で約７割にとどまっています。 

●マイクロプラスチック汚染 

海洋プラスチックごみ問題が深刻化しています

が、中でも小さなプラスチック（マイクロプラス

チック）が大きな問題になっています。マイクロ

プラスチックが海に流れると、小さい動物が食べ

て、それが食物連鎖で大きい動物にも移行して、

全体に広がっていく訳です。マイクロプラスチッ

クは大きく２種類あり、１つは、洗顔剤や歯磨き

粉などに含まれるマイクロビーズ（一次的）、もう

１つは、プランターなど大きなプラスチックが破

片などに細かくなったもの（二次的）です。 

●プラスチックごみの海洋への打ち寄せ 

プラスチックごみが海洋に打ち寄せられる光景

は全国で見られます。また、日本海側のごみはア

ジアから漂流されてきたものが多いですが、太平

洋側のごみは日本で排出されたものが多いです。 

例えば、レジ袋はクラゲと間違えられて、アホ

ウドリやウミガメに食べられます。また、プラス

チックは海中に存在する有害物質（ＰＣＢ等）を

生活環境委員会 
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～アジェンダ 21すいた講演会 

「海洋プラスチック緊急対策‼ 消費者・事業者・国にできることは？」を聴講して～ 

 （会員）永井克治 



吸着することが知られており、魚のはらわたや貝

類などに凝縮してしまいます。 

このままだと 2050年には、海のプラスチック量

が魚の量を上回るという計算もされています。 

 

 

 

●なぜ、海にプラスチックごみが行くのか 

自動販売機のごみ箱からペットボトル容器があ

ふれる、バーベキューや花見などでの屋外ごみが

放置される、たばこのフィルターがポイ捨てされ

るなどの理由で、最終海に流れ着いていきます。 

また、ペットボトル自体を減らすには、マイボ

トルを持ち歩くことや、冷水器を広く設置するこ

となどの方法が有効と考えられています。 

●国内の自治体や、海外の国・企業などでは 

東京都、横浜市、鎌倉市、大阪市など、国内の各

自治体で、ごみの持ち帰り、レジ袋使用禁止、マイ

はし推奨などの取組が行われ始めています。 

先進的な国として、カナダや欧州では、2021年

までに、ストロー、トレイ、食器、レジ袋など 10

種のプラスチック使用を禁止にしました。また、

先進的な海外企業として、コカ・コーラは包装材

100％リサイクル、IKEAは商品も含めてプラスチッ

クを禁止するなどの取組を始めています。 

●プラスチックごみを減らす仕組みの必要性 

日本でレジ袋の有料化が決まりましたが、世界

全体は「レジ袋禁止」の流れになっています。日本

でもその流れに乗っていく必要があります。 

また、リターナルびんを増やし、デポジット制

度の導入が求められます（カナダでは実施済）。 

さらに、容器包装リサイクル法を抜本的に改正

し、欧州で普及しているサーキュラーズエコノミ

ー（注）の概念の導入も求められます。 

●最近の日本の動きと我々の提案 

2018年に開催されたＧ７サミットで、アメリカ

と日本だけ「海洋プラスチック憲章」に署名せず、

各国からのブーイングを受けました。その後今年

６月大阪で開催されたＧ20では、幹事国として「プ

ラスチック資源循環戦略」や「大阪ブルー・オーシ

ャン・ビジョン」が提出されました。 

 

ただ、期限が遠い将来であることや、リサイク

ルに熱回収が含まれていることなど不完全な内容

が多く、それらのことについて政府にいろいろ提

案しましたが、ほとんど採用されませんでした。 

●まとめ 

高度成長で日本は物質的には豊かになりました

が、大量生産・大量消費・大量廃棄のサイクルとな

った結果、深刻なごみ問題が発生しました。 

特にリデュースやリユースが遅れており、容器

包装リサイクル法を２Ｒ促進法にするなどして、

散乱ごみの全廃を進めることが求められます。 

さらに、聴講者の方々には、「海ごみ対策地域リ

ーダー」になってもらい、率先的な行動や、他の

方々に活動を広める取組を望みます。 

 

＜聴講しての所感＞ 

最近、よく耳にするプラスチックごみ問題の理

解が大変深まりました。ただ、リサイクルの問題

と海洋ごみ・散乱ごみの問題や、身近な問題と法

改正まで必要な難しい問題、必ず解決が必要な問

題と解決の優先順位が低いと思われる問題（例え

ばプラスチックごみの熱回収はリサイクルではな

いという見解）などが混在していたので、自分な

りに整理してみる必要があると思いました。 

リデュースやリユースは、循環型社会の形成に

も、散乱ごみの削減にも共通して重要ですが、リ

サイクルの問題と海洋ごみの問題は、解決の糸口

が大きく違うと思います。リサイクルの問題は、

法体系や事業者の責任など社会システム自体の変

革が必要な時間のかかる問題だと思いますが、海

洋ごみ・散乱ごみの問題は、消費者一人ひとりの

意識の積み重ねでも、まだまだ大幅に改善できる

余地があるような気がしました。 

私もできることから行いたいと思います。家の

前の側溝には、ポイ捨てされたペットボトルや、

空容器が入ったコンビニのレジ袋が本当に多いで

すが、おそらくそれを見てさらにポイ捨てしやす

い雰囲気になっているのだと思います。私自身、

外で発生したごみは持ち帰る、少なくとも所定の

ごみ箱に入れる、あるいはマイボトルを持ち歩く

などの取組を行いつつ、家の前の側溝の掃除をこ

まめにして、「ここはごみ箱ではない」という雰囲

気を出せるようにできればと思います。 

 
（注）サーキュラーズエコノミー：製品・部品・資源を

最大限に活用し、それらを消費することなく永続的に再

生・再利用し続けるビジネスモデル 

 

河口付近に大量に集まるプラスチック容器包装材（荒川） 
容器包装の 3Ｒを進める全国ネットワークパンフから 
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今回の第 2回大木観察会は万博公園で 7月 9日(火)に開催されました。雨予報がありましたが、幸い

雨は降らず心地よい風のなか、総員 14名で倒木を中心に見て歩きました。 

大木調査後から久し振りにお会いする方もおられ、調査で踏み入れた大木の場所がなつかしく、当時

の記憶がよみがえる観察会となりました。また、万博公園内でも、まだ踏み入れたことの無い場所にも

平さんに案内いただき大変興味深く、楽しい観察会でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生きもの委員会ニュース  冊子『すいたの大木 2017』完成記念 

第２回大木観察会・万博公園    金指 弘 

昨年 9月の台風 21号で太陽の塔を見守る

メタセコイアの内 3 本が倒れたり、幹折れ

したので撤去されていました。 

（写真左） 

集合場所の万博中央口から自然文化圏に入ってすぐ目の前に太陽の塔があります。 

その手前の広場で早くも倒木の実態を目のあたりにしました。 

チューリップの花園を通り抜けた広場で、 

倒木し伐採され残った切り株を確認（写真上） 

イサム・ノグチの噴水遺

構のある夢の池の東側

にあった木が伐採され

バーベキュー広場の一

部になっていました。 

（写真左） 

2018 年 5 月 2019 年 6 月 

丸枠内が 

観察で歩いた地域 

西大路の東側で見た 

根元から倒れて伐採 

された切り株 

（写真左） 

昨年の台風 21 号の 

猛威を改めて感じ 

ました。 
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今回の観察会では大木だけでなく、その他の植

物についても観察をしました。 

万博に自生しているラン科植物5種の内の3種、

花が咲いているコクランとタシロラン、種子が実

っているギンランも見せていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アメリカオニアザミ（写真右） 

外来生物法で要注意外来生物 

に指定されている。 

太陽の塔のそばで観察したも 

のですが、観察会終了してから、 

尾方さんが駆除されました。 

全部で、35株ありその内 3 株に 

種がついていたそうです。 

長い距離の観察会だったにもかかわらず、関心

を持って楽しく過ごせたのも、大木観察と共にや

っかいな外来生物や貴重なランの説明をして頂い

たお陰と思います。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生息場所はマル秘 

のコクラン 

（写真上・右） 

自然観察館の南の

タシロラン 

（写真上・右） 

2016年に標本を平さん、尾方さんが採集し 

(万博公園の採集許可を取得)大阪市立自然史博物

館に寄贈されました。（写真上：タシロラン） 

 

 

吹田の古木・大木 VOL.Ⅲ 

・冊 子：A5 版 120㌻（うちカラー59㌻） 

 ・マップ：A3 版(表:カラーマップ 裏:大木図鑑) 

1 冊 700円（マップ付）送料 200円  

●郵便振替番号：００９８０・３・２８８４５ 

●問い合わせは「すいた市民環境会議」事務局へ 

メール：k-kaigi@hotmail.co.jp 
電 話：090-8375-0647（中村） 

花の時期が終わったギンランの実（写真上） 

７月１日朝日新聞朝刊(大阪版)に載りました。 

（朝日新聞デジタルより抜粋） 

＜お知らせ＞ 

●大木観察会・第３回千里南公園 

 日時：2019 年 10月 1 日(火) 9:30～12:00 

 集合場所：千里南公園・牛ヶ首池南側入口付近 

 参加費：会員 200円、非会員 300 円 

  大木冊子を持参下さい。当日マップ付 700円で購入可 

 担当：平 軍二他 大木調査者 

カラー資料作成のため参加希望者は平まで連絡ください 

   ﾒｰﾙ：g-hira@nifty.com  携帯：090-6901-1425 

●ラコルタギャラリー展示（千里ニュータウンプラザ 6 階） 

 展示期間：2019 年 11月 26日(火)～12月 8日(日） 

 展示テーマ：「吹田の古木・大木」 

すいた市民環境会議では 2017 年に吹田市内の大木調査 

を行った結果を、冊子とマップに集約しました。 
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まちなみ研修散策会のご案内 （２）  

      「JR 吹田駅発～ぐるっと大回り～JR 南吹田駅」 

「大回り」とは、JRに設けられた『大都市近郊区間の乗車特例』のことです。簡単に言うと、大都市

近郊区間内でルールを守れば、乗車した駅から目的駅まで「一筆書きで大回り」しても最短距離の運

賃で乗車できる、つまり「初乗り切符で長距離の旅ができる」ということなのです。 

  ・日  時：令和元年 11月 11日（月）8:30集合  雨天決行 

  ・集合場所：JR 吹田駅 高槻・京都方面（3 番ホーム エスカレーター付近）8:38 発に乗車 

＜半日コース＞  

JR 吹田駅 8:38 ～(JR 京都線)～8:56 高槻 9:00(新快速に乗換え)～9:35 草津 9:47～(草津線)～ 

～10:31 柘植 10:42～(関西線)～11:34 加茂 11:45 ～ 

～(大和路線)～12:30 久宝寺 12:41～(おおさか東線)～ 

～ 13:12JR 南吹田駅       

＜費用見込み＞ 

 ・参加費：200 円 別途交通費（160 円）が必要  

＜申し込み＞ 

・締切 11 月 9 日（キャンセルは 11/10 まで可) 

・申込み先：当日のガイド 金指弘（かなさし） 

（090-6054-1767 ショートメール) 

☆会員限定です。 

（非会員の方は、申込みと同時に入会受け付けします） 

まちなみ研修散策会のご案内 （１）  

      「明智光秀の亀山城跡と城下町を巡る」 

 明智光秀が天正5年(1557年)に丹波攻略の拠点として築いた丹

波亀山城、豊臣・徳川時代も軍事的・経済的に重要な拠点でした。

明治初頭に廃城となりましたが、その後大本教本部となり良く管

理されています。旧城下町昔ながら町家や寺院が点在しています。

丹波と京都を結ぶ旧京都鉄道を施設した地元の名士田中源太郎の

旧邸（現がんこ楽々荘写真右）の庭園を見学、食事をとります。 

  ・日時：令和元年 10月 22日（火・祝）即位礼の日 雨天決行 

  ・集合：JR 京都駅 嵯峨野線 亀岡・園部方面(32 番ホーム) 9:32 発に乗車 ⇒着 9:59 亀岡駅 

＜見学コース＞ 

亀岡駅 →南郷公園 →大本教本部(ミュージアム) →城跡見学 →「がんこ」で食事と見学 

町並み散策 →町家カフェ →古世親水公園 →亀岡市文化資料館 →亀岡駅 

＜費用見込み＞ 

 ・参加費：200 円 別途交通費・入館料・食事代が必要  

  （JR 吹田～亀岡往復 1940円、昼食 2000円程度、文化資料館 210円。） 

 ＜申し込み＞ 

・締切 9 月 30 日(月) (予約確保のため) キャンセルは 10/14 まで可 

  ・申込み先：当日のガイド 岡村昇二(090-4034-5926 ショートメール) 

  ☆会員限定です。（非会員の方は、申込みと同時に入会受け付けします） 
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日本民家集落博物館は飛騨白川の民家（写真下）

など日本各地の代表的な民家を移築復元し、関連

民具と合わせて展示するために 1956 年(昭和 31
年)に日本で最初に設置された野外博物館です。

北は岩手県「南部の曲家」から南は鹿児島県「奄

美大島高倉」まで 12 件の民家を集めています。

いずれの民家も江戸時代に建設され、昭和 30 年

代まで人々が生活を営んでおられたものです。各

民家には、その土地の自然を生かし、調和を図り

ながら生活を営んでいた人々の知恵が伺えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
江戸時代の農山村の古民家の暮らしは、自然環

境と共生する循環型社会です。日本民家集落博物

館の古民家を参考に江戸時代のエコのイメージ

の一端を紹介し、今日の暮しへの参考にしていた

だければと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
江戸時代の農村の茅葺の家の暮らしは、田畑で

米麦、雑穀、野菜などの作物を収穫し、水は井戸

や川を利用し、熱源は囲炉裏でたきぎを燃やして

得ていた。動力源は人力のほか、牛馬の助けや水

力、風力である。囲炉裏の煙が民家の柱、桁，梁

茅屋根を丈夫にした。囲炉裏の木灰は、人や牛馬

の糞尿、草、枯葉、古い茅などと共に作物の肥料

として、土に還り、作物の栄養源となる。 
また、衣料は綿、麻、クズなどの植物繊維や、

カイコの糸を利用して作られた。身の回りの色々

な生活道具類も木、竹、草を原材料として多くが

作られた。このように江戸時代の暮らしは、太陽

エネルギーを元とする再生可能な植物を原料に

利用することが中心で、ゴミを出さない環境にや

さしい省資源・循環型のエコの暮らしでした。 

それは山紫水明の自然環境を映す日本の原風

景であり、「環境文化」として学ぶべきことを教

えてくれます。 

自然との 調和保ち 生かしつつ 
  エコに溢れる 民家の暮し 

古民家の 暮しと営み 知恵に満つ 
  自然と共に まあるく回るだ 

日本民家集落博物館 古民家の暮し 

～伝えたい・学びたい エコな暮し～ 
投稿 千里山西 中野直衛 (民家集落博物館 ボランティア) 
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江戸時代には巡礼が流行となり、各地で大小

さまざまな巡礼地があり、四国の 88 ヶ所霊場を

巡礼することを「遍路」といい、巡礼者を「お

遍路さん」と呼び今日まで 1200 年 続いています。 

四国では、88 ヶ所巡礼シリーズとして、『四

国酒蔵 88 ヶ所巡礼』、『四国温泉 88 ヶ所巡

礼』、『四国堰堤 88 ヶ所巡礼』など酒蔵や温泉

と堰提と地域のお御輿が盛んに企画され、観光

に一役かっています。 

西の高野山と言われてい

る 66 番札所の雲辺寺（うん

ぺんじ 観音寺市）に詣でた帰

路に訪れた『四国堰堤 88 ヶ

所巡礼』の 71 番堰提札所

『豊稔池ダム』は、景観的

にも学術的にも他に類を見

ない貴重なダムとして現在

でも高く評価されています。 

平成 18 年に国の重要文化財として登録され、90

年近く経過した今日まで現役で稼働する日本最

古のダム遺産を私は旧冬に見学してきました。 

「嫁にやるなよ大野原の里へ。夜も夜伽（よと

ぎ）のない里ぞ」と山奥の山村に伝わる民話は、

昼も夜もなく水の確保に奔走しなければならな

かった様子を物語っています。 

この山村の溜池築造は住民の悲願で、このダ

ムの工事が始まったのはまだ日本で堤防築造技

術が石積みや土塁が主流だった大正 15 年に、随

所に斬新な設計を取り入れ、わが国初のコンク

リートを使った石積みマルチプルアーチダムで、

堰堤壁にはサイフォンを仕込んで、豪雨時に貯

水位が満水近くになると自然に放水する仕組み

を取り入れ、無人管理が可能となっています。 

県営事業で地元の受益農家を中心に構成され

た作業班の労苦により、わずか 3 年 8 ヶ月の間

に、堤長 128ｍ、堤高 30ｍの石積みダムが昭和 5

年に完成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊稔池ダムは土守

堰堤築造の中で当時

としてはダム建築の

最新のコンクリート

技術、マルチプルア

ーチ構造を採用して、 

中世ヨーロッパの古城を偲ばせる偉容と風格を漂

わせています。 

毎年 7 月中旬から下旬に行われる地上 30ｍの堰

堤から轟音とともに迸（ほとばし）る豪快な水しぶ

きのショーは、讃岐路の 500ha へ本格的な田植え

シーズンを告げるのです。今も堂々とそびえ立ち、

四国巡礼の骨休めの一服にお立ち寄りになる価値

が十分にあるとお勧めのスポットです。 

ちなみに『四国酒蔵 88 ヶ所巡礼』76 番札所の

今村酒造合資会社は明治 19 年創業で 133 年を迎

える老舗の酒蔵で清酒「豊稔」を生産、愛媛酒

蔵観光バスツアーコースに組み込まれている左

党には堪らない巡礼地でもある。 

また『四国温泉 88 ヶ所巡礼』に関して言えば、

香川県でも珍しく冬場になると雪が積もる讃岐

山脈の最高峰 1059 メートルの竜王山と大川山の

奥山峡にある 78 番札所の「琴南（ことなみ）温泉

エピアみかど」（廃館となった讃岐最古と言われた秘

湯・番外札所「美霞洞（みかど）温泉」を引き継ぐ）は

巡礼で疲れた身体を癒すお勧めの温泉です。               

 

四国堰堤８８ヶ所巡礼７1 番「豊稔池ダム」 
まちなみ委員 鶴田岑生 

瀬
戸
内
海 
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「めっちゃ跳ぶで。壁にぶつかると死ぬけどな」表紙でそう叫ぶのはマダラカマドウマ。 
カマドウマとは昔、竈があったころに台所にいたらしいバッタの仲間、翅

がなく、後ろ足のバネの力はすごいらしい。文中でしゃべる生きものたち。

「たぶん一番嫌われていると思うわ。でもな、3 億年以上昔の石炭紀時代

からあんまり形変えてないの知っているやろ。」とおしゃべりするのはクロ

ゴキブリ。「息の CO2 なんかに反応してつい近づいてしまうんや、耳元で

ブーンて悪いな、」とアカイエカがつぶやいている。 
屋外編もあってヤモリやツバメ・マダニからアライグマまで登場する楽し

い図鑑である。生きものの気持ちになったらきっとこう言うだろうなと昆

虫博士の著者がつぶやく、そのクロゴキブリ・カマドウマ・アカイエカの

絵がすばらしい。クモの絵など「あ、これは見たくない！」と閉じたけど、

次はどんな虫だろう…、とまた次をめくってしまう。 
そんな面白さがいっぱいで、小学生にはピッタリの図鑑である。勿論大人

用に、それぞれの対応方法が記してあるのでお母さんがた、読まなくても

いいから、お子さんに内容を教えてもらって欲しい。虫好きの子なら読み

たくなる本である。 
著者紹介：1973 年から大阪府保健所で環境衛生を担当、2001 年～ 2017 年まで池田の

昆虫館で館長をされ、2017 年より特定非営利活動法人昆虫科学教育館館長を

されている。NHK ラジオのこども科学電話相談にも出演。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

～ 知床あれこれ ～     理事 小田信子 

「知床 100 ㎡運動」とは、知床半島のオホーツク海側中央部にある台地に大正から昭和の戦後に農業を

目指し開拓に入った人々が気候の厳しさのため離農した跡地を斜里町が買い取り、原生林に戻そうと、

1977 年から始めたナショナルトラスト運動のことです。この運動を支える人を育てる意味を含めて、運

動に参加した人たちの子どもを対象にして毎年「知床自然教室」を開き今年 40 回を迎えました。離農

地の一部を利用してテントを張って 1 週間を過ごします。 
生活環境は水道も、電気もありません。勿論トイレもなし。洗剤、

石鹸、歯磨き粉、化粧品も厳禁です。ヒグマの生息地の中なので寝る

ためのテントは電気柵で囲まれています。この電気柵の中に食品の持

ち込みは厳禁、クマを誘い込む可能性があるためです。炊事はテント

から 200～300ｍ離れた場所に穴を掘って作る竈（かまど）を使います。

食事は竈付近にタープという日よけテントを設けてその下でしますが、

食べ残すことは厳禁です。川の水を沸かして食事に使い、生水を飲む 
ことも厳禁です。テントやタープテントから 400ｍ離れた場所に食料車を置き、食事の度に食品の運搬

が必要です。使用後の鍋や食器、箸はトイレットペーパで拭いてきれいにして、匂がしないようにケー

スに入れ、300ｍ離れた木に吊るします。生ごみプラごみなどは別の車内に保管します。さて、トイレ

は竈より深く、70cm 以上穴を掘り、木を渡します。利用するたびに横に積んである掘った土をかけて

おきます。 
移動するときはヒグマに「生息地にお邪魔していますよ！通りますから注意してください！」との心

を込めて大声で「ホーイ！ホーイ！」と声をかけていきます。 
そんな生活の最後、別れを惜しみ子どものなかには大泣きをする人が続出しました。そんな体験を

見守り役として参加したこの夏、いつもより黒く日焼けして帰阪しました。 

 

＜私の本棚より お勧めの 1 冊＞ 

「家の中のすごい生きもの図鑑」 山と渓谷社 
久留飛 克明（くるび かつあき）著  村林 タカノブ 絵   

生活環境委員会 小田信子  
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～ 寄付のお礼 ～            会員会計 小田信子 

今回もたくさんの方々に寄付をいただきました。みなさまのご支援に心よりお礼申し上げます。 

匿名を含め69名です。2017 年の大木調査の折にお世話になった垂水神社さまからも頂戴いたしま 

した。金額は 5～10 万円の大金を含め 290,431 円になりました。  

尚、冊子購入時にお釣りを寄付していただいた方は、会計処理能力上、匿名で扱いました。お許し 

ください。心苦しいのですが、さらなるご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 

                              (８月９日現在・順不同)    

熱田 克子   有川 佳代子 石田 道子  伊藤 昌一  井上 衣子  今岡 良充 

岩溪 恭子   上田 万吉  大倉 由美子 大橋 文江  岡崎 強一  尾方 義雄 

岡田 篤司   奥田 倫子  金指 弘   金子 誠一  河谷 蓁   喜田 久美子  

木下 宏子   木下 嘉清  木村 雄次郎 草野 弘靖  後藤 紘海  下村 敬三   

須賀井 やすみ 瀬屋 好治  高木 千鶴  詫間 隆    田中 隆三  垂水神社    

茶園 征也   富 淑子   西川 厳穂  西川 整子  原 美智枝  彦坂 利久    

平 軍二    平田 敏   檜田 清治  藤井 勝二  松岡 要三  村井 弘二   

村橋 詳三   米田 廣光        計 44 名  匿名 23 名  合計 67 名 

親子自然観察会・ワークショップ 

教えてカマキリ先生～セミくんの困りごと～ 

温暖化の影響が身近な自然にどう影響している

のか。千里南公園での自然観察と公園で集めた材

料でジオラマ「虫と一緒の世界」を作ってみよう。 

・日時：2019 年 10 月 26 日（土）10 時～12 時 

・場所：吹田市立市民公益活動センターラコルタ 

・講師：昆虫科学研究センター 渡部 宏さん、 

昆虫科学教育館 久留飛 克明さん 

・対象者：小学生親子 10 組 

（就学前のきょうだいの参加 OK）、 

環境教育に興味のある方 若干名 

・申込み：NPO 法人イー・ビーイング 

 TEL 06-6614-1731 
 MAIL adapt@e-being.jp 

神崎川河畔プラごみゼロアクション 

～海洋プラスチックごみをへらそう～ 

吹田市の神崎川河畔を歩きながらプラスチックご

みを収集し私たちの生活と海洋プラスチック問題を

考えるイベントを開催します。(雨天中止) 

・日 時：2019 年 10 月 5 日(土)  9：30～11：30 

・コース：集合 9時 30 分 江坂公園 北西角（階段

噴水前）～河川敷ウォーク（ごみ収集）～

大幸薬品付近（ごみ集積場所・解散） 
・対象者：会員・一般市民 

・持ち物：軍手 あれば ごみ用トング 

・参加費：資料代・保険代等として 200 円 

・主 催：すいた市民環境会議＆アジェンダ 21 すいた 

・申込み：中村小夜子 電話：090-8375-0647 
メール：k-kaigi@hotmail.co.jp 

 今年も大木調査結果を発表します 

大阪自然史フェスティバル 2019 

中学高校の生物部からシニアまで、誰もが自然

を活動の発表の場で、学び楽しみます。例年１００団

体が出展しており、会期２日間で２万人が来場す

る、一大イベントです。すいた市民環境会議は大木

調査結果を発表します。  

・開催日：19 年 11 月 16 日（土）17 日（日） 

午前 9時 30 分〜午後 4時 30 分 

・会 場：大阪市立自然史博物館 

（大阪メトロ御堂筋線長居駅、JR 阪和線長居駅） 

・詳細：ホームページ参照 

http://www.omnh.net/whatsnew/2019/06/201
9111617_731.html 

京都大学の芦生研究林ツアー 
一泊二日南丹市美山にある研究林を専属ガイド

と共に散策するツアーです。 

・日程：11 月 3日(日)～4日(祝) (一泊二日) 

・募集人数：24 名 

・宿泊場所：芦生山の家 

・交通手段：貸切バス(詳細は参加者に別途連絡) 

・参加費：22,000 円～24,000 円(参加人数により変動)ます

(1 泊 2 食、昼弁当、専属ガイド料, バス代) 

・申込み：9月 7日(土)より先着順受付  

    中村小夜子 電話：090-8375-0647 
メール：k-kaigi@hotmail.co.jp 

見学会・講演会・イベントの案内 お誘い合わせのうえ参加下さい 




