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会長 小田忠文 

2021 年はずっと緊急事態宣言状態だったよう

な感じで、オリンピックですら記憶が薄らいでい

る。当会の活動を振り返ると、3 年越しで吹田市

内のレッドリストを作成したことが今年の大きな

実績だった。レッドリストに基づいた観察会を数

回企画したが緊急事態でほぼ全滅だった。まちな

み委員会も生活環境委員会も大勢を集めておこな

う事業はほとんどできず、こぢんまりとしたイベ

ントを数回開けたただけだった。ようやく秋にな

って当会の全部署が関係する環境楽座を開催でき

た。そしてオンラインで講座を開くことなどコロ

ナ以前には考えもつかなかった新しい時代を実感

した。オリンピックの途中から第 5波が全国を襲

い、救急車の行く先が決まらない人やかったり、

結局自宅待機という状態で亡くなる人まで出た。

▲コロナではないが、亡くなったといえば 20 年

間おつきあいしている動物写真家の小原 玲さん

が 11月、網走の病院で静かに息を引き取られた。

第 5 波で新規感染者が 2 万人を超えていた 9 月、

小原さんから「体調不良の原因はとんでもないも

のでした。肺がんステージ 4、リンパ腺転移、肝

臓転移が見つかりました。現在遺伝子検査の結果

待ちで、まだ使える抗がん剤は決まっていません。」

というメールを頂いた。彼は今年 2 月、体重が

100kgを超したのでダイエットをして 8月までに

10kg 減量したのに夏バテを経験。血液検査の結果

は貧血と肝機能障害だった。そして 9月、網走の

病院でがんの診断を受けたのだった。私が 10 月

に知床へ植樹祭に行くことを知らせたところ「網 

 

走で入院中なので知床に行けなくてすみません。

入院直前は何もできないくらい弱まりかけていた

のですが、入院して好転しています。」と返事をも

らい安心したが、それが最後の通信となった。ま

だ 60歳という若さなので残念でならない。（頁に

塩田さんの追悼文があります。）▲1984 年に始ま

った新語・流行語大賞は恒例行事になった。昨年

の「三蜜」とか「アベノマスク、アマビエ、オン

ライン」などは時代を反映した流行語だった。今

年の「リアル二刀流・ショータイム」は納得だが、

「本当に流行った言葉を選んだのか？」などとあ

ちこちで批判されることも恒例になっている。今

年はオリンピックがらみの語が入賞しているが、

過去の入賞では 1996 年有森裕子の「自分で自分

をほめたい」や 2004 年北島康介の「チョー気持

ちいい」など選手の発言が流行語になったのだが、

今年はアナウンサーや解説者の言葉だと聞く。ち

ょっと違和感がある。コロナで動けなかった 1年

だけに「自宅療養、副反応、変異株」のどれかが

入ってもよかったのではないだろうか。「SDGｓ」

もだが、すくなくとも「ワクチン」は入れたほう

が賞の品格が上がったと思う。▲ワクチン接種率

が 2割に達しない国が多いなか、先進国が 3 回目

の接種をしても途上国で変異株が増産されている

状態では流行の沈静化はむつかしいだろう。気候

変動やパンデミックなど全地球規模の問題に自国

の損得だけを考えていては結局解決を遠ざけるこ

とになるだろう。オミクロン株の発見で在外国日

本人の再入国を禁止した政府の要請はひどかった。

彼らを帰国させ施設で数日管理する方法があった

のにもかかわらずである。政府の仕事は日本人の

生命を守ることのはず。朝令暮改となってよかっ

たのだが、この決定をした政府の人権感覚に恐ろ

しさを感じた。 

コラム 

＜表紙の絵＞                        想い出の原風景シリーズ（１１） 

「稲刈り」 

「田植え」を行ってから約四ヵ月。秋の彼岸のころになると、夏の間、青々としていた「田んぼ」

は、「こがね色」となって収穫の時期を迎える。「稲刈り」は、早春の「田起こし」で始めた野外での

農作業の終わりではあるが、「米」になるまで、「収穫」は終わらない。 

「稲刈り」で始まった、「収穫」は、一株一株刈り取った稲を、束ねて「稲木」につるして天日干し

にし。「雑穀」して「籾」にしてから擂り「玄米」にして、やっと「収穫作業」が終わるだが、今で

は、「稲刈り」も田植えと同様に機械化され、「コンバイン」と呼ぶ「刈り取り機」により、刈ると同

時に「籾」にして、「天日干し」を「乾燥炉」に代えて干し、それを擂って「玄米」にしている。            

（表紙の絵と文：生きもの委員 塩田 敏治） 
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国際環境経済研究所理事の竹内純子さんによれば※、「再エネ普及のために消費者は何が

できるのか？」の答えは 「コスト負担です」ということだ。また、「再エネ普及のため

に企業は何ができるのか？」の答えも 同じく「コスト負担です」。再エネ普及や脱炭素

といった環境テーマに対する解決策のメインステージは既に技術論ではなく、平等な費用

負担の方法をいかに社会合意していくかという社会的・政治的ステージに来ています。（も

ちろん、今後も技術的な進歩は必要であるけれど。）ならば、炭素排出に対する費用負担

方法であるカーボンプライシングについて知っておくことが重要になってきます。 

参考:環境省 HP(https://www.env.go.jp/earth/ondanka/cp/index.html) 

                      ※：https://note.com/u3innovations note 05/17、05/18 付記事

カーボンプライシングの類型 

カーボンプライシングには、大まかに下記の 5

つの類型があります。この中では、今後炭素税に

関する世論形成がどうなっていくかが注目点と思

います。排出量取引は欧州が先行している感があ

ります。 

①炭素税 

燃料・電気の利用に対して、その量に比例し

た課税を行うことで、炭素に価格を付ける。 

②(国内)排出量取引 

企業ごとに排出量の上限を決め、上限を超過

する企業と下回る企業との間で「排出量」を

売買する仕組み。炭素の価格は「排出量」の

需要と供給によって決まる。 

③クレジット取引 

CO2削減価値を証書化し、取引を行うもの。

日本政府では非化石価値取引、Jクレジット

制度、JCM(二国間クレジット制度)等が運用

されている他、民間セクターにおいてもクレ

ジット取引を実施。 

④国際機関による市場メカニズム 

国際海事機関(IMO)では炭素税形式を念頭に

検討中。国際民間航空機関(ICAO)では排出量

取引形式で実施。 

⑤インターナル・カーボンプライシング 

企業が独自に自社の CO2排出に対し、価格

付け、投資判断などに活用。 

今後、継続的に勉強していきたいと思います。 

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

８～１０月の発電概況は以下の通りです。夏の長雨にも負けず、元気に稼働中です。 

８月概況：前３年間平均値に対して、日照時間は約 67%と大幅に短く、その影響により発電量は約 76%でした。

９月概況：日照時間は対平均値約86%、発電量は同94%でほぼ平均並みでした。１０月概況：日照時間は対平均

値約 131%、発電量は同 114%で平均を上回りました。今年の１～１０月累計で、日照時間は平年の約 107%に対

して発電量は約 96%となっています。発電量の多い 5月、8月の日照時間が短かったのが影響しています。 

自然エネルギーすいたプロジェクト 長岡弘隆 

    
      

  
      

  

  カーボンプライシングについて 

自然エネルギーすいた(SES) ニュース 
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１． 「レッドリストすいた 2021」の今後について （9/6 ZOOM 会議）  
武田先生の呼びかけで、「レッドリストすいた 2021」以降の改定に向けた活動について、打ち合わせを行った。 

①2021のランク付けに変動がないかどうか、新しく確認された種を含め、緯度経度を確認する。 

②特定外来種の状況など、ブラックストについて、策定を検討する。 

 次回レッドリスト改定時にＡランクとし新規登録の候補、マムシ

グサの仲間「コウライテンナンショウ」が千里第４緑地で発見され、

11月までの変化を写真で記録したので紹介する。 

 4/30 原美智恵さんにより発見された花は雄株であったが、そ

の後、5/16 尾方義雄氏により竹垣の裏側に雌株があるとわかっ

た。雄株は早くに枯れてしまったが、雌株３株のうち１株は１１月

に枯れ始めたが、その経緯を写真の通りである。なお、種名は

来年花の季節に、武田先生が再確認される予定である。 
  

２．イヌセンブリの個体数 
楽座で現地観察会を開催した

「青山台法面」に生息している大

阪府絶滅危惧４種が、絶滅しない

よう個体数変化に留意してきた。 

ヤマサギソウ・スズサイコは多年

草で花株・葉株が見えるので、個

体数調査を行っていないが、絶滅

の心配はないと思っている。 

アイナエは一年草であるが、昨

年は 100 株以上を確認しており、

今年も環境楽座下見・本番で、か

なりの株数を確認した。  

唯一の心配種はイヌセンブリ、一年草のため生育個所が年々変化すること、過去の調査結果では 2013 年 216

株→2014 年 192 株→2015 年 74 株と漸減状

態にある中、2016 年以降調査できなかったこ

と、今年に入って環境楽座下見・本番におい

てもトータル 20数株しか確認できなかった。 

そこで、個体数が確認しやすい花の季節

10/11調査を行った結果 59株を確認すること

ができた。更に 10/16 に再度調査した結果、

24株追加の 83株が現存していた。 

他に花の咲いていない株もあると思われるの      

↑囲いをした群生地              ↑群生        で、イヌセンブリ群生個所(約 5mX10m)をビニー

ル紐で囲いをし、その範囲は草刈りをしないで種子を実らせたいことを、10/18 吹田市道路室に説明し、イヌセン

ブリ群生地を草刈りから外すことをお願いした。この結果、草刈りは 10/27 に実施されたが囲いをした範囲は残さ

れた。イヌセンブリの種子が多数実るはずであり、来年・再来年の株数増加を期待したい 

３．イヌセンブリ群生ヶ所に哺乳動物の糞 
10/2、10/10、10/17 と環境楽座及びイヌセンブリ調査等で「青山台法面」を歩いたが、上記イヌセンブリ群生

地周辺に哺乳動物の糞と思われる落し物があり、その数が増えていたことから、小室巧氏・武田先生などに写真

を見ていただいた。外観から糞の中身も変化していたが、この周辺に住んでいると思われるタヌキ・ハクビシン・ア

ライグマなどは同じような糞なので、断定できないとのことであった。 
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吹田市の委託で「すいたの自然」を調査

中のプレック研究所上田雅子氏を、小室

氏より紹介いただき 10/31 に現地を見て

いただいた。糞の内容物が 

10/10 ドングリ→10/17カキノキ→ 

10/29カキノキ・ギンナン→10/31(不明) 

と変化していたのは、哺乳動物の食材変

化を表しており、興味深い。 

しかも、10/17 の糞はイヌセンブリの花の

根元にあった。 

上田氏からも動物名は不明とのことで、

吹田市と相談し｢無人自動カメラ｣を設置し、

夜間に訪れる落とし主を確認することを検

討したいとのことであった。 

４．万博公園のクゲヌマラン群生地の草刈り(11/10 実施) 
万博公園のクゲヌマランなどのラン科

植物については、昨年万博公園運営審

議会緑整備部会において審議されてい

る。クゲヌマランについては、①現群生

地で保全すること、②播種により増殖対

策検討を許可された。今年に入って万

博公園への入場禁止、開園後も立ち入

り禁止区域設定されていて、管理できな

かった。 

そこでクゲヌマラン播種個所は、現在

も立ち入り区域となっているため、管理

作業は 1 年スキップすることにした。一

方、東の広場東側（モノレール公園東

口側）のクゲヌマラン群生地は、草丈が

１ｍ以上になっている所もあり、このまま

では数年で絶滅の恐れがあった。 

大阪府万博事務所に草刈りを申し入

れたが、①予算がない、②入園者の目

に触れる所でない、ことから草刈りされな

いことがわかった。この群生地は入園者

が通行を気にすることなく自由に出入り

できるので、すいた市民環境会議が自

主的に草刈りをすることの許可を得て、

11/10 に４人の方の協力により、草刈りを

実施した。 

草刈り場所は計４か所、広い所は 10m

Ｘ10m、狭い所でも 5mx5m 程度あり、作

業は難渋し予定時間を大幅に超えた。

しかもアレチヌスビトハギが予想以上に多く、実が全身にくっついたことで、その除去にも時間がかかった。  

今回の草刈りにより、来年は４か所の草刈り地で、150 株ほど花を咲かせると思われるので、2022 年 4 月下旬

にクゲヌマラン観察会を企画し、協力していただいた方を含め、多数の方に満開のクゲヌマランの花を楽しんで

いただきたいと思っている。      

５ 



5年ぶりに再開した環境楽座、今年度は神戸大学

名誉教授武田義明先生による「すいたの生物多様

性」（講座編）（観察会編）でスタートした。第１回講座

編はコロナ禍のもと、会議室の入場人員が半数に抑

えられていることから、すいた市民環境会議としては

初めて、リモート併用講座として開催した。 

・・・・・・・・・・・ 

武田先生の講演は、生物多様性基本法の解説に

始まり、生物多様性の価値、そして生物多様性の

危機と総括的な説明の後、吹田市内の現状に入っ

た。吹田市の環境として、公園・緑地・森林、法

面・畦畔・水田・ため池、更には道路・石垣に至

るまで、様々な環境に生物が住んでいることを写

真で紹介された。 

また吹田市での生物多様性危機の事例として、

林にモウソウチクが広がったときに、生育する植

物種数が減少する調査結果も報告された。 

さらに、吹田市の生物多様性を守るきっかけと

なるよう、市内で絶滅が危惧されている生態系や

動植物など 207 種をリストアップし、「レッドリ

ストすいた 2021」としてまとめたことを紹介され

た。

講師：武田義明さん（神戸大学名誉教授） 

環境楽座2021・・・・・ 

すいたの生物多様性 
第１回 講座編 2021.9.26(日)ラコルタ 

今日からはじめるエコアクション 

生物多様性の４つの危機 

 
1.人間活動や開発による危機 
 
2.人間活動の縮小による危機 
 
3.人間による持ち込まれたもの 
による危機 
 

4.温暖化による危機 

武田先生 P 

モウソウチクの密度が上がるにつれ 

出現種数が減っていく 

千里ニュータウンの緑地の変遷 



吹田市に今も残っている貴重な生態系・動植物

を守るためには、「生物多様性吹田市戦略」が必要

であることから、早急に策定するよう、吹田市長

や環境部長に対し働きかけていくことが必要で

あるとして、講義の締めくくりとされた。 

・・・・・・・・・・ 

今回、リモート併用で開催したが、参加者は会

場 20 名、リモート 7 名であった。後日、リモー

トの録画画像を見たが、会場で見聞すると同様に

明瞭で、リモート講座は大成功だった。 

今回の講座に参加された方は、全域が市街化区

域に指定されている吹田市にまだ貴重な動植物

が生育していることを知り、今の環境を次世代に

残したいと意識されたことだろう。その思いを持

ち続けていただくことが、「すいたの生物多様性」

を守る第一歩になるのだと思う。 

（報告：学習研修委員会 平 軍二） 

吹田レッドリスト 生態系 Aランク 

今回の講座は 

YouTube で限定公開して

います。 

環境会議のＨＰから 

ごらんください。 

異なる緑地環境には異なる生物が生息する。緑地

が繋がる距離にあることで多様な生物が入ってく

る。緑地をネットワーク化することが必要。 

 

生態系 A とは、自然性が高いか人工的であっても、絶滅

危惧種を多く含む生態系。「レッドリストすいた 2021」

では上記、青山台法面、山田西水田、第 4緑地、紫金山

公園、第 2緑地、万博記念公園のほか佐竹台法面、糸田

川下流の 8カ所を選定している。 



 「レッドリストすいた 2021」で生態

系 A ランクとした「青山台法面」での現

地観察会、コロナ大阪モデルが 10 月か

ら緑信号となったこともあり、31 名の

参加者があり、３グループに分かれて出

発した。（１班：武田先生、２班：尾方さ

ん・有川さん、3 班：平） 

青山台法面（幅 10m×長さ 850m）に

は、大阪府レッドリストでの絶滅危惧種

4 種が生育しているが、ヤマサギソウは

季節的に見られないものの、イヌセンブ

リ・アイナエは花、そしてスズサイコの

実も観察してもらうことができた。 

4 種以外にも「レッドリストすいた

2021」で A ランク種としたコケオトギ

リなど、コース内に 50 種以上の花が咲

いていたので、参加して下さった方は、

名誉の勲章（アレチヌスビトハギの実）

付きで、楽しんでいただいたと思われ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境楽座2021・・・・・ 

すいたの生物多様性 
第 2 回 観察会編 2021.10.2(土)北千里 

今日からはじめるエコアクション 

講師：武田義明さん（神戸大学名誉教授） 

上：イヌセンブリ 

下：アイナエ 

北千里駅から北上 

最北端高台の傾斜地を経て南下 

千里北公園入口付近でまとめ・解散 

2時間 30分のコース 

参加者全員集合 

全員マスク姿の記念写真 

（ヤマサギソウ群生地で） 

今日のコース 青山台 法面「レッドリストすいた2021」生態系（A） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート 9/26講座 10/2観察会 

良かった点 

・他市から来ましたので、吹田市

のことがわかってよかったです。 

・吹田市全体の様子がわかりよ

かった。 

（北千里あたりしかみていないの

で） 

・アイナエとイヌセンブリの花を見ることができました。スズサイコの実は思ったよ

りも立派なものでした。あちらこちらにワレモコウの花が咲いていました。花は上

から順に咲くとのこと。驚きがいっぱいあり、ありがとうございました。 

・希少種をしっかり見ることができ、よかったです。こんな町中にとびっくりです。

大切に保存していければいいですね。 

・ひとりで見ることができなかった植物を見ることができて、本当に勉強になりま

した。環境のよいこの草原を大切に残していく大事さと痛感しました。こういう機

会を設けていただきありがとうございました。 

・アイナエ、オガルカヤ、イヌセンブリが見られてラッキーでした。 

生物多様性

への思い 

・「レッドリストすいた 2021」を作

られました。今後は吹田市が生

物多様性について前進させる番

でしょうか。吹田市は本気で取り

組んでほしいと思います。 

・希少種を大切にされているだけ

でなく、多様性に取り組まれてい

るのでうれしいです。 

・入会しようと思っています。 

・どんどん緑が少なくなっていく中で貴重な植物の存在を調査し残していくのは、

今生きている私たちの仕事・責任だと思いました。 

・植物だけでなく虫も鳥も関連しているのでもっと学習したいと思います。 

（報告：2班参加者Ｍ） 

 

第１回講座と今回の観察会を含めたアンケートをお願いしたもの

の、終了時間間際で時間がなく、書いてくださった方は少なかった。

なお、後日いただいたメールには、アレチヌスビトハギ付着への対

応がなかったことなど、苦言を頂戴したので、今後に生かしたい。 

（報告：学習研修委員会 平 軍二） 

2 班のメンバーは、尾

方さんより、今年はア

イナエの確認ができな

かったこと、2011 年の

ヤマザキソウの発見

からこれまでの希少

種の確認状況につい

て説明を受け、草が繁

る生息地を観察した。 

 

資料を開いて、有川さんと、ワレモ

コウやオガルカヤ、イヌコウジュ、コ

ケオトギリなど、種名を確認したり、

土の湿り度を手に感じたりして、生

息地の状況を話し合った。 

 

平さんの説明を受けながら草を手に取って調べる

3班のメンバー。 

 

多種多様な植物と昆虫が生息し

ていた「チガヤ草原」は住宅地へ

と改変が進む。 

アレチヌスビトハギやアメリカセンダ
ングサ、くっつくと厄介。今回はＫさん
がウェットティシュをくださって大助
かり！ほかにも、乾いたティッシュの
方が取れるとか、捨ててもよければ軍
手やタオル、ペットボトルに窓あけて
という説も。お試しあれ！○キ 

出発前、平軍二さんは四季

折々の「青山台チガヤ草原」

の写真（2012年から 19年）を

北千里駅の広場に並べ、当

時の様子を語った。参加者 30

人は写真の 1枚、1枚を見くら

べた。 



 

 

 

◆はじめに 

８月に公表された気候変動に関する

政府間パネル（IPCC）第 6 次評価報告

書では「人間活動が温暖化させてきた

ことは疑う余地がない」と再確認され

ました。私たちの住む地球の年度ごと

の気象の移り変わり、世界中で進行す

る異常気象の経過（気象庁 HP）を眺め

ました。この講座が開催された 10月も

暖かい秋の最中でした。（参加者 13人） 

◆意見交流 

“ゼロ・カーボン・アクション” 

菅前首相は、原子力推進、グリーン

投資などの手段で「2050年までに脱炭

素社会実現」を表明しましたが、これ

でいいのかと問いかけ、「ゼロカーボ

ン・アクション・ビンゴ」をしながら各

テーブルで意見交流をしました。参加

者のみなさん、なかなかの実践者ぞろ

い。「私なにもできてないわ～」という

方も小さな実践をお話くださいまし

た！ 小さなことからコツコツと、大事

ですね。  

 

 

環境楽座2021・・・・・ 今日からはじめるエコアクション 

2021.10.17(日)ラコルタ 

第3 回 わたしからはじめる 
サスティナブルなくらし 

～環境家計簿をはじめよう～ 

講師：生活環境委員会 

世界の年ごとの異常気象 

異常気象とは、一般に、過去に経験

した現象から大きく外れた現象で、

人が一生の間にまれにしか経験しな

い現象をいう。気象庁では、原則と

して「ある場所（地域）・ある時期

（週・月・季節）において 30 年間に 1

回以下の頻度で発生する現象」を異

常気象としている。（気象庁の HP か

ら） 

2011 年には高温による異常気象が

2 であったが、2020 年は 11 となり、

発生数が増大、範囲も拡大してい

る。気象災害の発生数も多くなって

いる。 

2011年 

2020年 



◆「環境家計簿」 

 これまで生活環境委員会で実践していた「環境

家計簿」の紹介をしました。実践者の西川さんか

ら、ムダなエネルギー使用（消費）などに気づき、

家庭からできることへつなげてきた事例をお聞

きしました。「大阪府 環境家計簿」で検索すると

Excelの環境家計簿（右図）がダウンロードできま

す。エネルギー使用の見える化で意識が変わって

いきます。 

◆実践例 エコクッキング・保温調理から 

 エネルギー消費を減らす調理方法を学びまし

た。なんとなく長く煮ればおいしくなると思って

いた私には目からうろこでした！！ 保温調理、

衝撃的でした。 

◆保温調理と加熱したじゃがいもの食べ比べ 

 じゃがいも 6個に水 800㎖を加え、沸騰まで（8

分）加熱し、沸騰後も 20分加熱し続けたものと、

沸騰直後に加温をやめて20分間保温したじゃがい

もの食べ比べ（官能評価）をしました。 

保温調理は省エネ効果もあり、煮込み料理など

に向くとあって、紹介レシピ「ひと鍋でつくるゆ

で豚と野菜スープ」「作り置きできる鶏むね肉の

ハム」を配布しました。 

 

 ファシリテーターをさせていただいた私が一

番学びがあった気がしています。この講座をする

にあたって WEB 上にあるサイトでいろいろとデ

ータを見つけましたが、各行政、政府機関、関連

団体それぞれが環境問題をデータ化し、啓発サイ

トを作成しています。しかし今大事なのは啓発の

次のアクションだと思っています。ひとりひとり

がエコアクションを実践し、できれば隣の人と、

そしてそのまた隣へと一緒にアクションし、広く

普及していくことが大事だなと思える講座でし

た。ご参加の皆さんありがとうございました。 

（報告：生活環境委員会 岡本智子） 

（記録：村井弘二） 

食べくらべ（官能評価 2点比較） 
P（保温調理）→Q（通し加熱）の順で食べた場合と
Q→P へと食べた場合、下記 6 項目それぞれの評価
をする。 
1.見た目（煮崩れ程度）が好ましい方 
2.串を刺して固い方 
3.食べたとき固さが好ましい方 
4.食感（ホクホク感）が好ましい方 
5.食べて風味を感じる方 
6.総合して好ましい方 
結果：串を刺して固いと思う方は P（保温調理）が
Q（通し加熱）より多く、食感では Qが P を上回っ
た。（＊＊N＝13 人）他は差がなかった。 
（＊＊は 1%の危険率で有意な差が認められた場
合を示す記号) 
結果評価：今回の方法で、じゃがいも調理（茹でる、
皮つき、丸のまま）する場合、保温調理する方法は
食味的な観点からも調理効果、省エネ効果があると
いえる。 
所感：根菜を茹でる方法として保温調理は有効性が
高いといえるので、煮物など加熱時間のかかる調理
や煮崩れさせたくない調理、いわゆるコトコトと煮
て味をしみこませたい調理の場合効果を発揮する。
省エネ効果もあるので、ぜひアクションに！ 

（官能評価 生活環境委員会 安田直子） 

●保温調理 

沸騰した後、鍋をバスタオ

ル、新聞紙（1日分）、キル

トなどに 30分ていど包む。

鍋の中身は 80℃で持続。煮

崩れせず、味が浸みている。

ガスや電気などの使用量を

抑えた調理法。 



 

当会では、2018年 10月 27日にも高槻バイオチャ

ーエネルギー研究所（当時は高槻バイオマス粉炭研

究所）を見学しています。その時は、島田所長に、粉

炭を利用したバイオマス発電について講演していた

だき、引き続いて現地の製炭所を見学しました。 

その後約 3 年の間に、炭（炭素）を巡る社会状況

は一変し、また、島田所長の方でも従来の固定型製

炭炉に加えて、可動型製炭炉の開発など、多方面に

わたる新たな取り組みをされています。最新の状況

をこの眼で拝見し、お話をうかがって知識をアップデ

ートし、バイオエネルギーと炭素に関する環境課題

を考え直す機会として、この見学会を企画しました。 

・・・・・・・・・・ 

◆平炉による粉炭製造の現状 
島田所長は研究所設立後、「炭」をテーマに、

様々な社会貢献できる仕組み創りに取り組んで
こられました。 

従来からある平炉では、今も継続して様々な植

物の炭化作業をされています。見学した日は竹炭

を製炭した直後の状態でした。作り方としてはま

ず下層にもみ殻等で種火を起こし、十分な火力が

出たらその上に竹を投入、さらに上からもみ殻を

かぶせ、蒸し焼き状態にします。島田所長からは、

基本的事項として「燃焼」と「炭化」の違い等を

お話しいただきました。 

◆新しい「密閉式パッケージ型製炭炉」 

平炉によって様々なノウハウを蓄積したのち、

次は移動できる製炭炉の開発に取り組まれ、概ね 

 

 

形になった状況です。この新しい製炭炉の特徴と

しては①密閉式であるため火の調整が簡易であ

る②トラックに載せて運ぶことができるので、資

源発生場所の近くで炭化作業ができる③工業製

品なので量産が可能④平炉は「施設」だが、これ

は「製品」なので、リース対応が可能になる、と

いったことが挙げられます。特に④は意外な視点

でしたが、これにより企業や行政が格段に参画し

やすくなるという話でした。既に 4 か所に納入済

みとのことでした。 

仕組みとしては、鉄の籠のような物の下段に燃

焼材となる木くず等、上段に炭化する農業残渣等

を入れ、火をつけ鋼製カバーを被せます。下部に

ある空気口で空気を調整し、頃良い所で空気口を

塞いで蒸し焼きにすれば炭の完成。当然、高温の

燃焼ガスは煙突のついた二次燃焼機に送られ、発

講師：島⽥ 勇⺒さん 

環境楽座2021・・・・・ 

第４回 知っておきたい炭と 

バイオエネルギー 

今日からはじめるエコアクション 

2021.11.21(日)高槻市大字田能 

（見学会） 

平炉式製炭炉（見えているのは上層のもみ殻炭）               密閉式パッケージ型製炭炉 

（⾼槻バイオチャーエネルギー研究所 所長） 

大学卒業後、住宅メーカー、企画デザイン会社、

工業環境デザイン会社勤務を経て、2003 年に独

立して有限会社設立。2011 年地域への社会貢献

を目指して大阪市立大学都市経済政策分野に入

学。入学 2 か月後に中山間地域産業振興調査のゼ

ミ旅行で島根県の山本粉炭工業の山本社長と出

会う。2012 年高槻市環境審議委員に就任。2013

年 3 月大阪市立大学都市経済政策分野修士修了。

2013 年高槻バイオマス粉炭研究所（後に高槻バ

イオチャーエネルギー研究所と改称）を設立。 



電や温水利用が可能。「小さくても良いので、地域

で展開するのが大事」という島田所長の想いを正

に具現化した物でした。 

◆「炭」もいろいろ、適材適所 

「炭」にも色々な種類があり、例えば「備長炭」

を消臭材として下足入れに入れるのは間違って

いるとのこと。「備長炭」は燃焼材として高い密度

で作られており、消臭剤としてはもっとスカスカ

な竹炭などが適しているそうです。その他、色々

な炭の適材適所に関する話を聞くことができま

した。当日は、食用に適さないサツマイモや栗の

イガ等、そのままでは廃棄物になってしまうよう

な残渣を炭化したものを拝見しました。炭のこと

を「こいつら」とまるで友達のように話す島田所

長の語り口に引き込まれ、炭に対する深い愛情を

感じました。 

◆更なる挑戦として 

さらに、最近は海洋汚染対策の一環として、プ

ラスチックの炭化にも取り組んでいるとのこと。

プラスチックと一言で言っても色々な種類があ

り、最初に選別のしやすいペットボトル(PET)の

炭化に取り組んでいて、既に技術的には成功して

いるそうです。筆者は素人なので「その炭化した

プラスチックを土中に埋めれば、カーボンニュー

トラル問題は解決するのでは」と聞いてみたとこ

ろ、その費用をどう捻出するかが課題と。使い道

の開拓やカーボンプライシング等の費用捻出方

法により、今後カーボンニュートラル問題の解決

策になり得る大きな事業になるかもしれないと

感じました。 

・・・・・・・・・・ 

参加者による感想の一部を紹介します。 

・脱炭素化に向けた取組としてとても勉強になりました。今ま

でのご苦労談に大変感銘を受けました。カーボンニュート

ラルへの算定に何とか取入れられれば良いと思います。 

・脱炭素問題が世界で議論されているが、大変感銘したと同

時に大きな希望の光を見た気持ちがしました。 

・地球環境を考えていろいろ研究されていて炭の多様性に感

激した。これが実際に使われていく方向へ進めなければ

ならないし、SDGsの取組を広めなければと思う。 

・地域資源⇒循環型地産地消として、炭についての活用方法

を色々知り、ためになりました。 

・エネルギーを取り出すため

には連続して素材を供給す

るルールがないと成立しない。

だれがどうやってつくるか、ま

た残渣を供給できる組織づく

りが必要と感じた。 

（報告：SES部会  

長岡弘隆） 

 

密閉式製炭炉の鉄の籠 籠を覆う鋼製カバーはリフトで持ち上げる 

左：サツマイモの炭 右：栗のイガの炭 

参加者は 15 人 

熱心に見学し 

マスクをはずして 

記念撮影 
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 小原さん、早過ぎます。享年 60歳なんて、短すぎます！「人生 100年」が囁かれていますのに、

どうして、急いで逝ったんですか。お聞きしたいことが山ほどありましたのに！只々、残念です。 

●「ヒメボタル」の「縁」 

小原さんとの出会いは「ヒメボタル」との「縁」でした。ヒメボタルの「発光風景」を写して戴

くために、吹田に来て頂いたのが始まりで、その後は、各地で行われた「ヒメボタルサミット」に

参加して、出会いがある度に、「ご無沙汰しています」、「お変わりございませんでしたか」と声を

掛け合い、近況についての四方山ばなしは、まるで旧友と再会した「同窓会」のようでしたネ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●小原さんから頂いた名刺 

私は、今、小原さんから戴いた「アザラ

シの赤ちゃん」の写真の名刺を手に、「天安

門事件」や「ソマリヤ難民」など、幾つか

の事件で、スクープをモノにした、かつて

の「報道カメラマン」が、何故、このよう

な優しい動物の姿を撮る「動物写真家」に

転向したのか、その経緯について、ジック

リと聞いてみたいとの思いが、叶わぬモノ

になってしまって悔やんでおります。 

 

●小原さんとの思い出 

吹田での「ヒメボタル」に係る「催し」の展示には、小原さんに撮って頂いた「発光風景」の写

真を、必ずと云っていいほどに使っていますが、あの写真は、撮影場所を選び、機材を運び込み、

撮影準備を整えて、発光が最も盛んになるまで待って、写し終えたのが 23 時を過ぎたころでした

ネ。 

今宵の宿は？と、お尋ねしたら「帰ります」とのこと。「えっ、これからお帰りですか？」とび

っくりして問い返す私に「名古屋まで、ひとっ走りですよ」と、いとも簡単にお答えになって、走

り去る車をお見送りしました。 

後日、届いた「発光風景」の写真は、闇夜に薄っすら浮かぶ雑木や竹を背景に、無数の発光が写

り、見事なものでした。お礼の電話で「版権」などについてお伺いしたら「どうぞご自由にお使い

下さい」とのこと、お言葉に甘えて、自由に使っております。 

いま、改めてお礼を申し上げると共に、写真には「動物写真家：小原 玲氏」と添え書きしてい

ますのを、「故小原 玲氏」と書き改めたくありません。私の想いの中に止めておくためにです。 

＜追悼＞動物写真家 小原玲さんを思う  
理事 塩田 敏治  

吹田市は団地の中に緑地が残されていて、その緑地のあちこちにヒメボタルが残っています。こ

の日も多くの住民がホタルを見に来ていました。 

住民の有志がホタル調査を 10 年にわたって続けているため、ホタルの活動の様子が非常に細かく

記録されています。今年は現在何匹見れているかの情報が公開されています。こういった活動は

非常に大変ですが、10 年の継続によって貴重なデーターが蓄積され、いい資料になることでしょ

う。ホタルとともにホタルを愛する人たちの文化が伝え残ると思います。 

（小原玲さんの 2007 年 5 月 28 日のブログより抜粋） 
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～ 古民家あれこれ ～ 

小豆島（旧吉田）の農村歌舞伎舞台 

    千里山西 中野直衛     

（日本民家集落博物館ボランティア） 

   

小豆島では、江戸時代から明治時代にかけて農村歌舞伎が盛んでした。 

図示の歌舞伎舞台は、昭和 38年 3月に、香川県小豆島の北東端の旧内海町吉田(現小豆島町） 

から民家集落博物館に移築されてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

往時、同島には 30以上の歌舞伎舞台があり、主に神社の境内に建てられていました。 

そこで秋祭りや収穫後に村人たちの手による地芝居が上演されました。 

それらは神社の奉納芝居であるとともに、村人たちの娯楽でもあり、ワリゴウという 

弁当箱を持ち寄り楽しみながら芝居を見物しました。 

この舞台には改築時の棟札が残されており、安政 6年(1859年)の年号が記されています。 

その建物構造は寄棟造りの平屋で、大きさは間ロ 5間、奥行 3.5 間、 屋根は主に茅葺で 

舞台前面は瓦葺です。 公演時には舞台左手に花道が取り付けられました。 

同右手には三味線演奏などの楽人のチョボ席があります。 

同博物館への移築復元時には、ここで「絵本太功記十段目」が再現されました。 

なお、現在同島では、小豆島町中山集落(10月)と土庄町肥土山集落(5月) の 2箇所で、 

保存会により伝統的な農村歌舞伎が維持されています。 

府指定民俗文化財 小豆島の農村歌舞伎舞台 

所在地：日本民家集落博物館（豊中市服部緑地 1-2） 

注記：上記の絵も筆者の作画です。 

詳細：豊中市社会教育課豊中ホームページの「有形民俗文化財」で参照下さい。 

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/jinken_gakushu/bunkazai/shitei_bunkazai

/minzoku/yuukei/yuukei101.html 
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2016 年からはじめた江坂大池地区公

民館での講座、２年ぶりに開催で

きました。まだコロナ対策は怠

らず、参加人数は例年の半分

の 10 人に。それでも久しぶ

りのリアル開催がうれしい。

ゆったりと自由に、自然からの贈

り物でクラフトを楽しみました。 

（報告：生活環境委員会 喜田久美子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度も、豊かな環境を次世代に引き継ぎ、わたしたち一人ひとりが環境問題に理解と関心を

深めるために「すいた環境教育フェスタ 2022」（主催：吹田市）を開催します。 

コロナ対策のため、今回も WEB上のオンラインイベント。 

公開時期は 2022年 2月～3月頃の予定。 

内容は、参加団体（現在 13団体）がそれぞれ作成した PDFや動画、オンライン講演会など。 

当会は PDFで、今春 3月に作成した『レッドリストすいた 2021』や、 

9月から開始した「環境楽座」の紹介をする予定です。 

クイズラリーもあります！ 

来年になったら、環境会議の HPで案内いたしますので、ぜひごらんくださいね。 

例年のとおり、クイズラリーもありますので、ぜひごらんください。 

理事：喜田久美子 

11/14森のクラフト講座開催・・・江坂大池地区公民館 

まちなみ散策会のお知らせ 
令和 4年の春から、まちなみ散策会を予定しています。（コロナ禍が心配ですが…） 

吹田市の都市計画室が、今年「第 4回吹田市景観まちづくり賞」を実施しました。 

この賞は、吹田らしい魅力的な景観を創出している建築物又は工作物、屋外広告物、敷
しき

際
ぎわ

、 

まちなみ、より良い環境づくりのための活動など、景観まちづくりに対する市民意識を高め 

る目的で実施されています。 

  当会も、第 3回（2009年度）の「はぐくみ部門（活動部門）」で受賞しています。 

「あルック吹田」、「吹田の古木・大木」など、市民が実際に歩いた目線で収集した景観や自然 

といった様々な情報を掲載していると評価されました。 

まちなみ委員会では、初心に戻り「景観まちづくり賞」の対象となった物件の現状を視察する 

散策会を実施する予定です。今後、「吹田の郷」で案内をしますので奮ってご参加ください。 

すいた市民環境会議 「環境楽座 2021」 開催中 
今年度は、下記の講座を開催しています（申込みは、下記メールか Peatix で） 

第 1 回～第 4 回 ＜ 実施済み＞ 

第 5 回 12/12(日) 海を守ろう！プラスチックごみの今 オンライン（ZOOM） 

第 6 回 2022/1/29(土) 福島発 再生可能エネルギーの今 オンライン（ZOOM） 

主 催：NPO 法⼈すいた市⺠環境会議 

問合せ：事務局 中村 TEL：090-8375-0647 E-mail： k-kaigi@hotmail.co.jp 

まちなみ委員会：金指弘 


