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会長 小田忠文 
この一年で世の中は後戻りできない時代になった。

人と正対して目を見て話をする、困っている人に

は手を差し伸べるといった道徳教科書にあるであ

ろう行動のほとんどが好ましくないとされる時代

になってしまった。救急蘇生のマニュアルから口

対口人工呼吸が削除され「倒れている人が大人の

場合胸骨圧迫のみを行い、人工呼吸は行わないで

ください。」と改定されている。▲手洗いやマスク

をする習慣も今後数年はつづくのだろう。コロナ

の流行当初、欧米ではマスク着用に反対する運動

が起きていたが、日本ではそれほど抵抗感なく大

勢が着用していた。その文化の違いを中央大学の

山口真美教授が研究していることを先日の朝日新

聞 GLOBE が書いた。文化の違いの例としてメー

ルや SNS でよく使う顔文字の表情や感情は、日

本では目で、欧米では口で表すとのこと。▲（以

下欧米の顔文字は左を上にしてみてください。）た

とえば欧米で :)は「嬉しい」、:)))は「すごく嬉し

い！」という意味で、口の)の数を増やすことで、

嬉しさの程度を表し、口の形を反対にする

と :( は「悲しい」を意味し、:_( や :'( は「泣い

ている」となる。 :-C は「すごくがっかり」、 
>:( は「怒っている」 :-@ は「叫ぶ」、 :-0 は「驚

き」というように口の形が変化しても目の形は変

わらない。だから欧米人がマスクで口をふさぐこ

とは相手の感情がわかりにくくなるのだ。▲一方

日本の顔文字では「悲しい」(´д｀)、「嬉しい」

(ﾟ∀ﾟ)、「笑う」(( ＾∀＾ ))というように目を変化

させているのでマスクで口が見えなくてもさほど 

 
 
 
苦痛ではないのだろう。また、我々はサングラス

をした人を怖い人と思うことがあるように、欧米

で覆面（マスク）をしている人は西部劇時代から

悪者ととらえるそうだ。▲このようにコロナ騒ぎ

で海外との文化の違いも見られるなど、新しいこ

とが次々と起きている。会食の楽しみは会話なの

に黙食という新語も出てきた。緊急事態宣言下と

はいえファミリーレストランが午後 10 時には真

っ暗という景色は見たことがなかった。▲7/22 夏

休みを前に始まった GoTo トラベルは徐々に利用

者が増え、秋の紅葉シーズンで嵐山渡月橋の混雑

ぶりは尋常ではなかった。そのころから全国の感

染者数も連日、最多記録を更新し続け、政府もた

まりかねて 12/28 GoTo トラベルを中止した。大

阪ボランティア協会の早瀬昇さんが作った 10 万

人当たりの新規感染者数（以下感染者数）のグラ

フを見ると、GoTo トラベルが中止になって 2 週

間後の 1/11 をピークにして東京都の感染者数は

減少に向かった。1/8 首都圏に緊急事態宣言が発

せられた 2 週間後の 1/22 以後感染者数は下りつ

づけた。各府県の数字も同様の傾向を示している。

▲年末年始からほとんどの人がマスクをし、電車

の窓が数カ所開けられる毎日が続いている。会議

室も借りられずリモート会議が花盛りだ。一年前

に誰がこんな社会を想像しただろう。ZOOM という

WEB 会議方式が一気に広まっている。会議室の手

配がいらず、交通費も往復の時間も節約できるこ

の会議方式は消えることはないだろう。そして逆

にいかに対面でのコミュニケーションが大切なの

かを思い知ることとなった一年だった。 

コラム 

＜表紙の絵＞                         想い出の原風景シリーズ（８） 

「田起こし」と「唐鋤（からすき）」 

早春の頃、夜空を見上げた祖母が「唐鋤星（からすきぼし）が冴えている、そろそろ「田起こし」やなァ」と呟

いたこと思い出す。「唐鋤星」が「オリオン座」の三つ星であることを知ったのは、ずいぶん後ではあるが、今

でも、どう眺めても「唐鋤」の形に結びつかず、祖母に尋ねそこなったのが心残りである。 

 「田起こし」は、秋の収穫を終え、冬の間放置していた「田んぼ」を耕す、春の農作業の始まりで、ゆっくり

歩む牛馬が引っ張る「唐鋤」で田を耕すのだが、その歩みに合わせ、「唐鋤」が土を掘り起こしていたのは、

昭和 30 年代の中ごろ迄で、今では「耕運機」が取って代わり、農作業の風景も変わって「唐鋤」の姿をみるこ

とも無くなった。                      

（表紙の絵と文：生きもの委員 塩田 敏治） 
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2017 年 1月に運転開始した「吹田ぷくぷく市民共同発電所」は、おかげさまで、無事に４

周年を迎えることができました。改めてみなさまのご協力に感謝いたします。今回は 2020

年間の実績を総括し、報告します。 

１．年間発電量等 

2020 年の年間発電量等は下記の通りです。 

〔（ ）内は 2017～2019 年平均と増減値〕 

発電量 11,723kWh(12,006kWh，－283kWh) 

関西電力への売電量 2,710kWh( 2,847kWh，－137kWh) 

発電の内、自家消費量 9,013kWh( 9,159kWh，－146kWh) 

自家消費率 76.88% (  76.29% ，＋0.59% ) 

日照時間 2,149.6h (2,183.9h ，－34.3h ) 

年間の発電量としては、平均比283kWh（約2%）

の減少でした。これは、日照時間が短かったため

と考えられます。特に、夏場の 7 月の日照時間が

過去平均の半分ほどしかなく、大幅に発電量が減

少したのが大きな要因です。また、社会的には新

型コロナ禍の影響を受けた一年でしたが、自家消

費率は過去平均とほとんど変化なしでした。 

２．月毎の発電量 

月毎に見ると、右のグラフのように、夏場の落

ち込みが大きい形でした。6 月は過去平均に対し

て日照時間が－9%、発電量が－6%、7 月は同じ

く過去平均に対して日照時間が－49%、発電量が

－27%でした。2020 年 7 月は熊本県を中心に九州

や中部地方で集中豪雨が発生した月でしたが、大

阪でも日照時間の減少という形で、特異な天候で

あったことがわかります。8 月には若干盛り返し

たものの、それ以外はほぼ過去平均並みでした。

1 月は日照時間が過去平均より 22%程度短かった

ですが、発電量としては 6%程度の減少でおさま

っています。ちなみに日照時間の定義は、直達日

射量が 120W/㎡以上である時間で、気象庁による

大阪のデータを使用しています。太陽光発電一般

として、温度上昇すれば発電効率が落ちるという

ことがありますが、熱に強い CIS 太陽電池を使っ

ているためか、8 月の猛暑でも効率はあまり低下

していなかったようです。 
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２０２１年になりました。今回からグラフは２０１７年～２０２０年の過去４年間の平均値と、今年２０２１年の実績値

の比較を表すグラフとします。発電概況は以下の通りです。 

１月概況：日照時間が長かったため、発電量も対平均値約 109%と増加しました。今年も順調にスタートできまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然エネルギーすいたプロジェクト 長岡弘隆 

   
吹田ぷくぷく市民共同発電所 ２０２０年間実績報告 

自然エネルギーすいた(SES) ニュース 
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１．無くなった大木をさがす    2017 年の大木調査 PartⅢから３年 

すぎた。これまでも無くなった大木が見つかると「大木の生きる厳しさ」とし

て報告してきたが、今回は大木冊子にリストアップされている 1710 本すべ

ての現地確認を目指した。コロナ禍で密にならないため、調査は１人また

は２人で行ったが、尾方氏作成の GPS マップで位置をスマホで探すことが

できるため、調査は思いのほか順調に

進んでいる。2021.1.14 にスタートして

約 1 ヶ月、1279 本（約 75％）を確認し

た結果、「大木冊子での無くなった木 85 本が 82 本だった」★ ものの、

今回調査により無くなった木トータルは 188 本に増加した。 

１-①台風時の被災防止に伐採したと思われる大木 大木冊子

集約時点での無くなった木は、2017・2018 年と 2 年連続の台風 21 号

が大阪近郊直撃で被災した倒木・折損が多かった。その後 2019・2020

年は台風の被害はないものの、今後の台風襲来時に被災しないよう

に、予防措置で切られたと思われる大木が多かった。 

南金田町糸田川左岸堤防上の 1472 エノキ(402 ㎝)は、吹田市内の

エノキで最大、全 1710 本でも 5 番目の大木であった。この堤防周辺

の住宅地は、吹田市で最も標高が低く 2～3m の所、台風や豪雨、地

震による津波などで倒木し堤防が破損した場合、大被害が懸念される

場所で、やむを得ない処

置である。この木の上流 1471 エノキ、対岸広芝町堤防上の大

木 2 本（1162 エノキ、1163 アベマキ）も伐採された。 

阪急電車は南千里駅から北上してすぐトンネルに入るが、そ

のトンネル上にあった千里南公園 973 マツも切断された。この

マツは済生会病院との境界にあり風の通り道でもあることから、

倒木時には阪急電車（トンネル）だけでなく、済生会病院も被

災すると思われるので、伐採もやむなしの木であった。 

１-②住宅開発などで伐採された大木  吹田市の人口増が続く中、新規住宅開発などによる大木伐

採も続いている。民間住宅業者に売却された古江台弘済

院旧老人ホーム跡地では、公園予定地であり残されるとし

て冊子編集時に追加した 1710 クスノキが、公園は作られ

たものの木は伐採された。しかもこの弘済院跡地で道路

敷地にあった大木 1420・21、1423・24 エノキ・クスノキが、

住宅地との距離が近いためか伐採され、更に現老人ホー

ム敷地内でも 1437・38 キリ・アベマキが伐採された。 

また、片山町 JR 宿舎にあった 159 クスノキは大和大学

新学舎に改変中で全く面影が残っていない。 

１-③マツ枯れ・ナラ枯れなどで無くなった木     

南千里駅の南西側、桃山台千里ぎんな

ん通りのマツは 2019 年 11 月に枯れ、伐

採された。今年に入って桃山台スポーツ

グランド、千里南公園で葉が褐色になっ

た立ち枯れマツが見つかった。５年程前

から発生していたナラ枯れによるコナ

ラ・アベマキの立ち枯れ・切断や、枝切 

調査数 1279本

大木冊子(～2019.3) 82本 ★

その後(～2020.12） 51本

今回(～2021.2.15) 55本

 合計 188本

台風被災＋被災予防 103本
住宅開発など 67本
ナラ枯れ・寿命など 18本

内
訳

無
く
な

っ
た
木
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りが繰り返され葉が少なくなり枯れたと思われる岸部北 167 シダレヤナギなどもあった。 

２．生き残っていた木、再生しつつある木    

一方で、大木冊子で 85 本としていた無く

なった木が、今回の再調査で、津雲台 1035

エノキ、中の島町 1118 ヒマラヤスギ、芳野

町 1708 エノキの 3本が生存していたと分か

り、冊子当時に無くなっていた木は 82 本と

なった。 

また出口町アサヒビール迎賓館にあった

2007 年大木 567 イチョウ、2017 年調査時に

は水道工事で見当たらず、移植し保全中と聞

いていたが、今回、水道工事が終了し元の場所に植え戻す作業が実施されていた。 

更に、切られたり枯れたりして無くなった大木からのひこばえ(孫生え=切り株や木の根

元から出る若芽)の成長が確認された。 

・1997 年 183 フサアカシア（高野台千里第 4緑地）：2007 年の切株から 2016 年に確認さ

れた新芽が 5m ほど成長、更に 10m ほど離れた所にも 2020 年新芽が出ている。 

・2007 年 566 センペルセコイア(出

口町アサヒビール迎賓

館）：2016 年に雷に被災、

倒木の危険から切断され

た。切株の新芽が 3m ほど

に成長。 

・2017 年 690 クスノキ(関西大学 

博物館前)：2018 年に枯れ 

た。吹田市保護樹木 No2 に 

指定されていたこともあり、大学を挙げての回復策により、親木周囲に萌芽した

幼苗が 3m ほどに成長。 

これらの幼木が、いつの日か親木のような大木として復活してほしいものである。 

３．レッドリストの作成     

吹田市に生息する生物種（植物・昆虫類・哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類・魚類・貝

類・甲殻類）、そして生態系（貴重な生物種の多い場所）についてのレッドリスト作成

を、神戸大学名誉教授武田義明先生の指導により、3月末完成目標で集約中である。 

絶滅危惧レベルとしてＡＢＣランクを設定し、最も絶滅が危惧される重要なＡランク種

については解説文、ＢＣランク種には設定理由を記載することにしている。 

一例として、鳥類のＡランク種「キビタキ」の解説文（案）を示す。(20210224 記) 

キビタキ（ヒタキ科）  ランク  吹田市：A 
【生態系の特徴】 

 体長 13.5 ㎝とスズメより小さい夏鳥。山地の広葉樹林などに繁

殖しているが、近年平地に繁殖範囲を広げている。春の渡り時に都

市周辺の公園や緑地の樹林で観察できるが、そこが繁殖適地として

選ばれるようになったようで、平地での繁殖例が多くなっている。 

【選定理由】 

 吹田市では 2005 年高野台千里第４緑地で初めて繁殖を確認、そ

の後も万博公園などで繁殖期にさえずりが聞かれ、繁殖が確実視さ

れていたが、2014 年に幼鳥が観察された。万博公園では繁殖が継続

されており、千里北公園、紫金山公園などでの繁殖も期待される。 

 

５ 
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● 晴天に恵まれ、ごみ拾い開始！ 

2020 年 11 月 1 日、アジェンダ 21 すいたクー
ルアースウィーク関連事業として行われた「神崎
川河畔プラごみゼロアクション」に参加しました。 

江坂公園を起点に総勢 27 人が集まり、神崎川
に向かってごみ拾いの開始です。道路に落ちてい
るのは、タバコのフィルター（アセチルセルロー
スというプラスチックの一種）やビニール袋、お
菓子の袋、空き缶、ペットボトルなど。溝に家電
や大型ごみが不法投棄されているのが発見され
ました。街なかですが人眼につかないところで深
いため、容易に取り除けません。タバコの吸い殻
が多いと感じました。 

南吹田下水処理場の近く、森田化学の工場付近
から河川敷に降り、中の島公園（吹田市）を目指
して約 4 ㎞の行程を、本格的にプラごみを拾って
歩きました。除草剪定作業が行われたようで、河
川敷はきれいな状態でした。 

大吹橋付近にあったのは沢山の不法投棄のご
みの山。中身は目視したところ、カップ麺の容器
やプラ袋、空き缶や生ごみなど。もちろんごみ袋
もプラスチックです。この河川敷には野良猫に餌
をやる人がいて、そのためのプラスチック容器が
散乱しています。また、雨除けの為か傘もいたる 
ところで見かけられましたが、錆びた骨だけの元

の形を成さないものもありました。 
 ゴール近くの中の島公園付近の樹木にはワイ
ヤーで巻かれた釣り具を発見。錠前で固定してあ
り、年月が経っていて木に食い込んでいました。 
 
● ごみの分別と計量 

最終地点で集めたごみを分別し計量しました。
（次ページ 表参照）Ａエリア（江坂公園から河川敷
まで）で多いのがレジ袋を含むポリ袋 1000ｇ、飲
料ペットボトルとタバコのフィルターが 400ｇ。
Ｂエリア（河川敷）では多い順に飲料缶 1700ｇ、
プラスチックボトル 800ｇ、食品のプラスチック
容器 450ｇ、レジ袋を含むポリ袋 300ｇ、飲料ペ
ットボトル 200ｇなど。河川敷ではタバコのフィ
ルターは 50ｇでした。大型ごみの重量が多いため、
総量は 44.7 ㎏（昨年は 34.8 ㎏）で今年の方が多
い結果となりました。 

 
● 神崎川はどんな川？  

神崎川は延長 21 ㎞、淀川水系の一級河川で摂
津市一津屋に源流（淀川からの取水口）がありま
す。大阪市東淀川区相川で安威川と、淀川区加島
付近で猪名川と合流して、西淀川区で左門殿川・
中島川・西島川と分かれた後、大阪湾に流れ込み
ます。神崎川の管理は、河川が大阪府の西大阪治
水事務所で、河川敷は右岸が吹田市、左岸は大阪
市が行っています。 

樹木に錠前で括りつけられた釣り具 

生活環境委員会 
・・・・・ＮＥＷＳ 

「神崎川河畔プラごみゼロア
クション」に参加したアジェ
ンダ 21 すいた資源部会の水
川さんから、イベントや不法
投棄ごみの処理についてなど
報告をいただきました。 

アジェンダ 21 すいた・大阪ごみを考える会 水川晶子 

に参加して 

大吹橋付近の不法投棄のごみ 
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● 不法投棄の処分について 

11 月 10 日に河川敷の管理の吹田市土木部道路
室に連絡すると、18 日に現場を見に行ってくれま
した。ところが、24 日に再度確認に行くと、ごみ
はすべて無くなっていたそうです。通常は市民か
ら連絡があれば警告札を貼り、様子を見たあと、
片付けに行くそうですが、今回は警告札を貼る前
に無くなっていたそうです。連絡を受け、25 日に
自転車で見に行ってみると、やはり何もありませ
んでした。 

神崎川畔企業連絡会がアドプトリバーの協定
を結んでいるので団体事務局に聞いたところ、
「クリーンアップ作戦」は年 1 回 10 月ごろに行
っているが、コロナの影響でこの年は実施しなか
ったそうです。定期清掃以外に不法投棄を処分す
ることもないとのことでした。結局いつ、誰が持
ち去ったかはわからずじまいでしたが、ともかく
ごみが無くなったのだからよしとしましょう。 

樹木に括りつけられた釣り具については、樹木
の管理の西大阪治水事務所に吹田市から申し送
りしてくれることになりました。 
 
● 吹田市土木部道路室に尋ねてわかったこと 

神崎川右岸の河川敷は、吹田市が道路敷として
大阪府から占用していて、範囲は安威川と神崎川
の合流部から豊中市境界までの右岸で、占用料は
減免により免除されています。 

定期清掃は行っておらず、年 2 回の除草を依頼
しています。2020 年は 10 月後半に行ったそうで
す。 

 除草剪定に係る費用は年間 12,321,440 円（令
和元年度実績）で、この費用には神崎川右岸のほ
か 5 か所の除草剪定費が含まれているそうです。
除草剪定業者は作業時に、ごみ（生ごみ、缶、ペ
ットボトル、プラなど）があった場合は収集しま

す。不法投棄（大型ごみ等）と思われるものは、
警告札貼付後、市が回収します。警告札貼付後、
投棄者が撤去する場合もあるそうです。 
 
● 市内を流れる川から神崎川に出ていく 

写真は、今回のごみ拾いの範囲から少し下流の
江坂付近。吹田市内を流れる糸田川の水が神崎川
に出ていく合流地点ですが、フェンスも何もなく、
さりげなく神崎川に流れ出ていきます。 

街なかの側溝に落ちたプラごみは大雨などで
水路や小さな河川に落ち、大きな川へ流れていき
ます。そのまま海へ運ばれていくのが容易に想像
できます。自分一人ぐらいという道端へのポイ捨
てが積もり積もって大量の海ごみになるわけで
す。捨てた人には、道路の先に川があり海とつな
がっている現実が見えていないのです。 

今回ごみ拾いに参加した人は、「ポイ捨てして
はいけない」ことを身をもって感じています。ご
み拾いのイベントのような小さなアクションを
継続していくことが回り道のようですが、ひとり
ひとりの心に訴える意味で大事だと思いました。

 

2020 神崎川プラごみゼロアクション結果 

収集項目 
Ａ江坂～川 Ｂ 河川敷 

個数 量（ｇ） 個数 量（ｇ） 

ペットボトル 11 400 7 200 

ペットボトルキャップ 8 20 16 50 

プラスチックボトル 1 10 5 800 

プラスチックのふた 1 10 8 50 

飲料缶（内側はプラ） 3 10 100 1700 

食品のプラ容器 3 10 40 450 

菓子などのポリ袋 3 100 25 50 

レジ袋・ポリ袋 多数 1000 多数 300 

タバコ吸い殻・フィルター 多数 400 多数 50 

マスク 5 100 3 50 

そのほか ①  1050 ②  37900 

計（44,710ｇ）  3110  41600 

① ＣＤケース、洗車ブラシ、プラ板、牛乳パックなど 

② 靴 5、傘 15、物干し竿 5、掃除機部品、電子レンジ扉、 
看板、自転車部品、かご、ボールなど 

不法投棄のごみがなくなっていた 

神崎川合流地点 

７ 
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環境会議が動画を作りました。 

温暖化への取組みを紹介したものです。 
動画は、「適応塾」北摂編（大阪府 令和 2 年度温暖化「適応」推進事業)

で制作しました。（制作：NPO 法人イー・ビーイング） 

 

動画といっても写真や動画を組み合わせ 

たもの。(４分 29 秒) 

環境会議の取組みを「緩和」と「適応」 

にあてはめてみました。 

「緩和」と「適応」、どちらも大切な行動 

です。 

今後、この動画を活かして具体的な 

Action Plan を提案したいと考えています。 
 

動画は YouTube にアップされています｡ 

https://youtu.be/Wygs_uo6-Cg 

 

ぜひご覧ください！➡QR コード 

環境会議の温暖化への取組みを紹介した動画 を作りました！ 

温暖化×適応 Action Plan 
 

理事（「適応塾」担当） 岡本智子・小田信子・喜田久美子 

生活環境委員会 
・・・・・ＮＥＷＳ 

今年はWEB開催 

すいた環境教育フェスタ 2021 ちらし 

動画の画面から 

例年２月に開催している「すいた環境教育フェスタ」（吹

田市 主催）ですが、今年はコロナ禍のために吹田市の

HP 上での開催となりました。 

環境会議は、上記で紹介した動画 

温暖化×適応 Action Plan を出展します。 
 

３月 17 日から開催です。 

ぜひ吹田市の HP を訪ねて 

ください。➡QR コード 
 

出展するのは、12 団体。 

それぞれ３択クイズを用意して 

いるので、挑戦してみてね。 

理事 喜田久美子 

https://youtu.be/Wygs_uo6-Cg
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 SDGs（Sustainable Development Goals）を中核とする「持続可能な開発のための 2030 アジェン

ダ」は、平成 27(2015)年 9 月 25 日に、ニューヨーク・国連本部で開催された国連サミットで採択され

ました。同年 12 ⽉に採択された地球温暖化対策としての「パリ協定」と両輪になって、今、世界を⼤
きく変える道しるべとなっています。 

SDGs（持続可能な開発目標）は、社会が抱える問題を解決し、世界全体で 2030 年を⽬指して明る

い未来を作るための 17 の目標（上表参照）と 169 のターゲット

で構成されています。17 の目標のうち、すべてが直接的あるいは間

接的に環境や健康に関連しています。 
SDGs は国連で採択されたものですが、すでにビジネスの世界で

の「共通⾔語」になりつつあります。そして、これらのゴールを達

成するために、⽇本経済団体連合会や各業界団体、地⽅銀⾏、さら

に、個別の企業においても取組が広がってきています。 

吹田市も、市報すいた（2019 年 1 月号）の市長コラムで自治体

として地域で SDGｓを実践する使命があるとの決意を表明してい

ます。このような状況の中、昨年（2020 年）11 月 18 日～12 月 16
日の毎週水曜日に、吹田市政施行 80 周年記念関西大学主催事業「吹

田市×SDGs」をテーマとした 5 回の講座が Zoom によるオンライ

ンライブ配信されました。 

第 1 回 11/18 SDGs と関西大学                 関西大学政策創造学部  教授 奥 和義 
第2回 11/25 持続可能な社会に向けた吹田市の環境政策について 吹田市環境部環境政策室 主幹 丸谷友孝 

第 3回 12/02 持続可能な社会に向けた吹田市の環境政策について 関西大学経済学部    教授 良永康平 

第4回 12/09 健都から広がる健康まちづくり           関西大学環境都市工学部 教授 北詰恵一 
第 5回 12/16 持続可能な社会に向けた吹田市の環境政策について 関西大学社会学部    教授 高増 明 

吹田のトピックス 

「吹田市 と SDGｓ」について 

まちなみ委員 金指 弘 

― ９ ― 
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【講義内容】  
全 5 回の講座でしたが、ここでは吹田市に関連

した第2回と第4回の2講座について紹介します。 
 
【第 2 回】吹田市の環境政策について 
 「SDGs と環境」について、国の第五次環境基

本計画に沿って立案した吹田市第 3 次環境基本計

画をベースに、吹田市が進めている具体的な実施

内容の解説があった。 

●吹田市第 3 次環境基本計画（2020 年 2 月） 
 吹田市の環境行政バイブルであり、市の計画で

初めて SDGs と関連付けたものである。 
＜基本理念＞MOTTAINAI（もったいない） 

・使い捨てなどのライフスタイルを見直す 
・限りある資源を有効に使う 
・豊かな自然と共に生きる 

＜重点戦略＞総合的かつ分野横断的な視点 
人・組織・仕組みを「はぐくむ」ことで、 
効果的に本市の環境を「まもり」、 
さらに地球規模の変化にも「そなえる」 

＜分野別目標＞市の環境課題の解決に向けて 
・エネルギー ・資源循環 ・生活環境 
・みどり・自然共生    ・都市環境 

●地域循環共生圏の構築 
地域での SDGs の実践を目指す考え方 

「吹田市×能勢町（フレンドシップ交流）」 
街側の吹田市民が里側である能勢町の豊かな自

然資源を活用した持続的な連携活動に欠かせな

い、経済性を伴った交流 

●吹田市の具体的取組 
＜グリーン購入の推進＞ 

  環境負荷の低減に努めている企業から製品を

購入する（環境ラベルが付いた製品を購入） 
吹田市環境物品当調達方針（2020 年）では、

2030年度までにグリーン調達100%を目指して

いる。また、公共施設の電力購入で、太陽光発

電など再生可能エネルギー比率を競争入札の主

な条件とした吹田市の取り組みが、第 19 回

（2018 年）グリーン購入大賞（環境省や経産省

など後援）の行政・民間団体部門で「大賞」を

受賞した。 
＜意識の転換を促す具体的アクション例＞ 

 ・コンタクトレンズから空ケースの拠点回収 
   普段使うものからリサイクル意識向上 

 ・フードドライブ 
   フードバンクを通じて食品に困っている 

人達に提供する食品ロス削減の取り組み 
 ・アジェンダ２１すいた×SDGs 

市民、事業者、行政の三者のパートナーシ

ップ組織で、吹田市環境基本計画を実践し

ている。 
     
【第 4 回】健都から広がる健康まちづくり 
  「SDGs と健康」について、心と身体の健康

の要因を、SDGs のターゲットと関連付けて分

析し整理した解説と健都を健康まちづくりの吹

田モデルとして取組んでいる活動紹介があった。 

●SDGs と健康、そしてまちづくりへ 
｢健康日本 21｣の社会環境整備にかかわる指

標で、地域とのつながりを強化する方針が出さ

ているが、そのような方針は“健康づくり”だ

けの話ではないのでそれは“まちづくり”で対

応すべき。SDGs は色々な分野を横断的に総合

的に捉える目標を掲げており、まさに､健康は

SDGs によって取り組まれるべきもの。 

●SDGs 未来都市に関する分析 
SDGs 未来都市の対象整理で、各自治体が選

出した SDGs ターゲットから、健康関連のキー

ワードで抽出したゴールは、17 ゴールすべてに

関連し、ひとつのゴールを達成しようとすると、

他のゴールも相乗的に達成する可能性がある。    
⇒健康とまちづくりの一体的取り組みへ 

●健都から広がる健康まちづくり 
厚生労働省は「健康と外出行動」を推奨して

おり、健康まちづくりで高齢者などを中心に外

出頻度が低い人でも､気軽に外出して、安心して

楽しさを実感できる｢生活圏スペースデザイン｣

が必要だ。 
健都をフィールドとした実験(ラボ)としての

取組を経て､それを吹田モデルとして吹田市全

域に展開し､さらには北摂／全国へ提案したい。 
 
 Zoom による講義で、録画、録音、撮影等が禁

じられていたので、環境省・厚生労働省 HP、関

西大学 HP や吹田市 HP より講義内容関係の資料

を参照した。そのため、講義内容で私が印象深く

覚えている事柄を記述したので、講義内容を正確

にすべて伝えていないことをご了承ください。 

― １０ ― 
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吹田市内の街の移り変わりは激しい。当会は設立以来まちの変化を追いかけてきた。市内にある大木

の実態調査を 10 年毎に 3 回の大木調査をして冊子「吹田の古木・大木」で報告した。また 2000 年の吹

田を記録して吹田のまちをよく知ってもらおうと、吹田市に働きかけ吹田市観光マップ「あルック吹

田」を発行した。散策会などを通じてまちの変化を観察し、数年毎に「あルック吹田」を改定してきた。 

ここでは 2005 年版「あルック吹田」を見て「旧吹田村の変化」を見てみませんか。またその一例と

して、「神戸屋レストランが業務スーパー」になったことを紹介します。 

何年か前まで、吹田内本町にも当時としてはハイカラなレストランがありまし

た。「神戸屋レストラン吹田内本町店」は平成 12 年（2000 年）第 1 回吹田市都市

景観賞を受賞したレストランです。 

 神戸屋パンの経営で吹田に数店あった店舗で最後まで残った店舗でした。めず

らしいパンの数々、テイクアウトお惣菜、ケーキ類もあり、多くのお客さんの出入

りがありました。 

 近くには「重要文化財の旧仙洞御料西尾家住宅」がありその見学者や、「あルッ

ク吹田・旧吹田村コース」を散策する吹田市内外の多くの人たちに

お勧めしたレストランです。（というのは、私自身がこの 20 数年、

西尾家住宅の見学案内ボランティアや散策会のガイドをしていまし

た）。 

 数年前神戸屋の支配人の方が挨拶にこられ、「20 数年お世話にな

りましたが、この度閉店することになりました」と、大変残念そう

にお話しされたのを思い出しました。 

 灯りが消え建物が壊されて空き地になり、「何が建つのか」と思い

つつ数年がたちました。明かりが消えた夜の風景は、阪急吹田駅か

らの帰途は寂しく感じられました。 

 2020 年 11 月に業務スーパー「TAKENOKO 内本町店」が開店し賑や

かさがが戻りました。一般の人も利用できるので、ご近所の皆さん

も歓迎しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変わりゆく吹田 『旧吹田村』 

吹田市観光マップ『あルック吹田』で見る変化と 

その一例『神戸屋レストランが業務スーパーに』 

まちなみ委員 田中一子 
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令和 2 年 11 月に「桃山公園の目指すべき姿

（案）」（右図）が公表され、その後パブリッ

クコメントの募集がありました。内容は 2 月

末に明らかになるようですが、60 件ほどの意

見が集まったそうです。 

 吹田市公園みどり室のホームページによ

ると、平成 29 年度に都市公園法等が改正さ

れ、「ストック効果をより高める」、「民との連

携を加速する」、「都市公園を一層柔軟に使い

こなす」という観点を重視した各種制度の創

設・改正が行われたとのこと。 

このような中、吹田市は近年の社会潮流に

対応するとともに、都市公園等が抱える様々

な課題を解決するため、新たな時代に向けた

都市公園等の整備及び管理に係る方針を策定

することとし、「桃山公園の目指すべき姿

（案）」を策定し市民の意見を募集するとのこ

と。 

百科事典「ウィキペディア」によると公園と

は、公衆が憩いまたは遊びを楽しむために公

開された場所（区域）。従って公共性が高い団

体・組織によって供され運営されることが多

い。対象となる場所は目的に適したように整

備されるが、元々の自然状態を保つことが優

先される場合もある。 

 桃山公園のある千里ニュータウン地域は皆

さんもご存じの通り古い建物の建て替えが進

み新しい居住者も増えているエリアです。都

会に近く、みどり豊かな環境を求めてこられ

た方も多いはずです。桃山公園内にある春日大池

では 近カモの種類や生息数が増えているとのこ

と。近くの桃山台小学校の子ども達にはマラソン

大会の場所として親しまれています。近隣住民に

とってもランニングコースとして日々のリフレッ

シュの場として欠かせない場所です。 

「ハイセンスな飲食店」や「便利なコンビニ」が

わざわざ公園にある理由が、私には理解できませ

ん。「都市公園が抱える様々な課題」を解決する策

がそこにしかないのでしょうか？ 

公園とは自然を満喫できる場所であってほしい

と思う。その維持がこのままでは難しいなら、そ

の内容を開示して、行政と市民が協働して公園の

在り方を考える機会をもってほしいと切に願いま

す。どこかの企業が儲かる仕組みではなく、市 

民がつながりを持てる仕組みづくりを今一度、私

も考えてみたいと思っています。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

桃山公園の目指すべき姿（案） 

吹田市公園みどり室 

 

 

https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshi

ki/div-oboku/kouenmidori/_75484/_106928.html 

 

変わりゆく吹田 桃山公園  

吹田市が改造を計画 パブリックコメント募集で思うこと 

理事 岡本智子 
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ニューヨーク市を拠点とする非営利の環境

教育団体カフェテリア・カルチャーがニュー

ヨーク市内の公立小中学校での環境教育プロ

グラムを行っている。その活動の中で行われ

た子どもたちのマイクロプラスチックの取り

組みがこの映画の題材である。 

 

このままいくと 2050年、子どもたちが 40代

になったとき海の中のプラスチックがどのく

らいに増えているかを知ってしまった彼ら

が、プロジェクト型の学習の中で取り組んで

行く。この映画の中に出てくる図解というの

かアニメーションというのか、それはアート

の時間に作られる。グラフ化など統計的なこ

とは算数の時間に行うなど、自分たちの学び

が社会につながっている実感が持てる授業が

素晴らしく、子供時代からこんな授業があれ

ば私ももうちょっとまともに勉強しただろう

なと感じた。 

私はこの映画を小学校 4 年の子どもと見ま

した。彼が驚いていたのがニューヨークの子

ども達の給食の内容。ポテチなどスナック菓

子が登場。メニューも日本とは全然違い、使い

捨てのパッケージがゴミ箱いっぱいになる映

像も印象的でした。日本の学校の給食のごみ

ってどんなん？と聞いてみると「ふりかけ、と

かジャムの袋？後、食べ残しもあるなぁ」日本の

小学校でも残食は多いようだが、教室では見えな

いパッケージゴミは調理室にあるかもしれない。 

問題の解決策を子どもたちが議論し最終的には

市議会に訴えかける。本物の市議会に子供たちが

登場する。それを素直に受け入れる大人たち。ア

メリカってすごいかも。マイクロプラスチックの

取り組みから子供たちが民主主義を実践的に学び、

大人たちもちゃんと社会の一員として子どもたち

の意見を受け入れていくところが感動的でした。 

人口 850 万人のニューヨーク。子供の数は 1100

万人。行政を動かし学校給食のトレーが堆肥化可

能なものに変わったことは環境に大きく寄与する。 

 

 

 

この映画の舞台の小学校のある地域は市営住宅

などに住む人が多く、移民も多いエリアだそうだ。

決して裕福ではない地域。この実践的な授業は単

なる机上の学習よりも何倍も楽しく、なによりも

自分たちのこれからの社会を考え、社会を動かせ

るんだと実感でき、子供たちの学習意欲にすごく

影響したことだろう。身近な問題を自分ごとにと

らえ、社会課題を解決する子どもに見習うことが

たくさんある映画でした。 
 
下記ホームページも見てください。 

https://www.microplasticstory.org/ 

～ 私が最近みた映画より ～ 

マイクロプラスチックストーリー 僕らが作る 2050 年 
ニューヨークの小学生がプラスチック汚染解決に立ち上がる 

理事 岡本智子 
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知床は今、流氷の季節です。その知床の「しれ

とこ 100 平方メートル運動」の森では植樹後 30～

40年の密植のため暗くなった森でアカエゾマツの

間伐が始まっています。 

万博の森でも何年か前に森が暗く、次世代の樹

木が育たないためギャップ(注)を作っていたこと

を思い出しましたが、知床でも同じことが起こっ

ています。万博の森と違うところは、知床ではア

カエゾマツと同時に植えた広葉樹がエゾシカに食

べられてしまうためエゾシカが食べないアカエゾ

マツが育っているのです。 

環境省・林野庁は年々増えてきたエゾシカへの

対策をとってきた

効果で、最近は自

然に育つ広葉樹が

見られるようにな

ってきました。広

葉樹を含む多様な

樹種のある森づく

りをするためにま

ず、明るい森にし

ます。 

間伐や枝払いが

その作業です。間

伐や枝払いでできたギャップに広葉樹の苗を植え

ます。その場に応じた大小さまざまな苗を植えて

います。もちろん、幹にはネットをまいています。 

この広葉樹が大きく育ち、種を飛ばして次世代

が育つのが楽しみです。何十年も、何百年もかか

って原始の森に戻すために知床では日々様々な作

業が続きます。その作業は、地元の人々や全国か

ら応募してくるボランティアによるところが大き

な力になっています。 

しかし、2020 年度は新型コロナウィルスの大流

行でボランティアによる活動ができませんでした。

2021 年度はどのようになるか判りませんが、例年

は知床財団が春と秋にボランティアを募集します。

興味のある方は財団のホームページを見てくださ

い。 

今回の写真は知床財団と斜里町からお借りしま

した。 

知床財団：https://www.shiretoko.or.jp/ 
(注)ギャップとは自然界では台風や老木で倒木した後、そ

の木が枝を張っていたスペースが空間となってしまった

ところを言います。人為的に作ることもあります。 

 
ボランティアによる枝払い 

～ 知床あれこれ ～               
理事 小田信子 
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～ 古民家あれこれ ～ 

南部の曲家（まがりや）（旧藤原家住宅） 

千里山西 中野直衛（日本民家集落博物館ボランティア） 

 岩手県南部矢巾町の曲家・旧藤原家住宅は、母屋と大きな厩（うまや）とが台所と土間（ニワ）を

挟んで鍵（かぎ）型（L字型）に結ばれていることから曲家とよばれる。 

岩手県南部の農家は、広い平野にそれぞれの位置を占めた散村を形作り、敷地背面に防風林をも

ち独立した生活を送った姿をとどめています。昭和 39年（1964）に移築されたこの民家も、かつて

は一つ家（ひとつや）と呼ばれ、この家がぽつりと一軒建っていたという名残りを伝えています。旧

南部藩（なんぶはん）に属するこの地方は、かつての馬の産地として栄えました。 

 いろりは台所を切りこんで作られていますので、土足のまま火を囲んで家族が団欒（だんらん）で

きるようになっています。また、ここから土間ごしに厩が良くみえるので、日常生活の場からいつ

も馬の様子をみることができます。特に冬期は、母屋は煙出しがなく厩が入母屋（いりもや）になっ

ているので、いろりの暖が厩を通って屋外に出るようになっています。これらの事から、馬に対す

る家族の細やかな心遣いがみうけられます。棟は「芝棟」といわれる特徴的なもの。 

変わりゆく吹田 佐井寺西区画整理事業でどう変わる  まちなみ委員 松岡要三 

 吹田市が 2020 年作成した佐井寺西土地区画整理事業案は、右

図で示すように豊中岸部線と佐井寺片山高浜線を千里中央線と結

び、この地域の区画を整理し 2030 年完成を目指す事業。 

2 月 5 日令和 2 年度第 2 回大阪府都市計画審議会で審議委員か

らかなり強い要望や意見がでたが、原案の通り承認されたと傍聴

した市民から報告を受けた。 

 この地域は起伏が激しく緑豊か自然が残っている。残したい棚

田や農園などがある。どう変わるのか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南部の曲家 旧藤原家住宅 

注記：左記の絵も筆者の作画です。 

詳細：服部緑地 日本民家集落博物館 

   TEL:06-6862-3138 
     http://www.occh.or.jp/minka/ 
   

豊中市教育委員会社会教育課文化財担当 
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/jinken_
gakushu/bunkazai/shitei_bunkazai/yuukei/
kenzoubutsu/kentiku104.html 

 

 左上：佐井寺 4 丁目大西農園 右上：棚田  右：松が丘尾根道の農園 
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【まちなみ散策会のご案内】 
●変わりゆく吹田 ―円山町およびその周辺― ～歴史と桜のみち～ 

１．日 時 3 月 30 日（火） 10:00～12:30 雨天決行 

２．コース 阪急関大前駅北改札口前（集合）～上の川改修工事現場～円山橋～ 

喝采の丘（プラウドシーズン千里円山町）～お屋敷街～垂水神社（垂水滝）～ 

千里 円山の丘～円山中央公園～五里山（旗振り通信跡・垂水西原古墳跡）～ 

千里山神社～千里寺（解散）         ＜徒歩距離 約 5ｋｍ＞ 

3．申込み 筏(いかだ)隆臣   TEL： 090－7960－8982  FAX: 06－6384－1741 

・締 切： 3 月 23 日(火)             Ｅ-mail: t.ikada@nifty.com 

・参加費： 会員： ２００円   非会員：３００円    ＜集合時にお支払いください＞ 

 ●明智光秀の足跡をたどり、福知山へ 
1．日 時 4 月 5 日(月) 集合場所 ①9：00JR 新大阪駅 or ②8：50JR 吹田駅 雨天決行 

2．コース 福知山駅～<お城通り>～ゆらのガーデン(昼食)～福知山城(入場)～ 

郷土資料館(入館)～旧松村家住宅(府指定文化財)～明智藪～ 

<広小路商店街>御霊神社(祀神・光秀公)～福知山駅  ＜徒歩距離 約 5ｋｍ＞ 

※乗り物： JR青春キップ 18 を利用 概算費用＝4,700 円（含む、昼食代、入場・入館料） 

(往 路) ①新大阪 9.09発<新快速姫路行> 9.12大阪駅着(乗換)→ 

     ②JR吹田 8：59発＜JR京都線西明石行＞ 9：08大阪駅着（乗換）→ 

   【合流】 大阪駅 9：20発<JR丹波路快速 篠山口行> 10:28 篠山口(乗換)→ 

       篠山口 10：31発<JR福知山線 福知山行>  11：32福知山着 

 (復 路) 福知山 15：55 発<JR山陰本線 園部行>  17：12園部(乗換)→ 

       園部 17：16発<JR嵯峨野線 京都行>  17：53京都(乗換)→ 

       京都 18：14 発<JR京都線 新快速 播州赤穂行> 18：43大阪駅 

3．申込み 岡村昇二 Tel&Fax:06-6871-5216   E-mail: okamura-s@mvd.biglobe.ne.jp 
          ☆参加者には、申込受付時にどちらの駅で乗車するか確認します。 

   ・締 切： 3 月 25 日(木)  ☆会員限定(非会員は申込と同時に入会受付) 

・参加費： 200 円 ＜集合時支払 同時に JR 青春キップ代金と入場・入館料も徴収＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局よりお知らせ】 
① ２０２１年度は理事、監事の改選期につき、立候補を受け付けます。 

・任期 2021 年 6 月 19 日開催予定の通常総会終了後より 

2023 年度通常総会終了までの二年間です。 

・理事会は原則として月一回、毎月の第 3土曜日午後に行います。 

     ＜立候補受付 問い合わせ先＞ 

・立候補受付期間 ４月１日～４月１０日 

  事務局 中村小夜子 Tel： 090－8375－0647 Ｅ-mail: k-kaigi@hotmail.com.jp 

②２０２１年度通常総会を 6 月 15 日(土)に開催する予定です。 
  詳細については、後日送付します議案書にてご確認ください。 

③2021 年度会費納入のお願い 
・同封の振込用紙で振込下さい。 

・封筒の宛名ラベル(右)に記入の○○年度分までの会費が 

納入済みです。（19 年度の方は 2 年分お願いします） 

・出来れば寄付も合わせてお願いします。 

                （会員会計 小田信子） 

〒565-0851 

 吹田市内本町 

 ○丁目××―△ 

 吹 田 太 郎 様 

正会員 20 年度 

tel:090－7960－8982
mailto:t.ikada@nifty.com
mailto:okamura-s@mvd.biglobe.ne.jp



