なぜ大切：生物多様性

吹田の自然を守るために
できること

生

生物の多様性には、
３つのレベルの多様性があります。

生物多様性を守るために

光合成
二酸化炭素の吸収
酸素の供給

燃料

●生態系の多様性
自然には、森林、里山里地、河川、
湿地、干潟、サンゴ礁など、
いろいろなタイプが
あります。

●種の多様性

吹田のヒメウズ

動物や昆虫・植物から
微生物にいたるまで、
いろいろな
生き物がいます。

●遺伝子の多様性

アジェンダ 21 すいた自然部会

同じ種の中でも
異なる遺伝子を持つことにより、
形や模様、生態などに
多様な個性を持っています。

監修：武田義明 （神戸大学名誉教授）

■ 地産地消に努めよう

●自然観察会開催

水や空気や食べ物がどこから来る
のかを考え、地元でとれた旬のも
のを味わおう。

●フォーラム開催

■ 身近な自然にふれよう

水
洪水を防ぐ

食料

自然
木材・衣服・薬

生物の多様性を守るために、
こんな市民活動をしています。

浄化作用
保水

アジェンダ２１すいた自然部会など

■ 伝えよう

●特定外来種の駆除活動
レクリエーション

いろいろな生物が、同じ種であっても
異なる遺伝子を持つことで個性を持ち、
直接・間接的につながり、支えあって生
きています。
私たち人間も同じ生物で あり、たくさ
んの生物とつながり、支えられて、初め
て生きていけるのです。
私たちは食料、繊維、医薬品な ど多
様性の恵みを受け取って暮らし、生活を
支えています。
生物多様性を失うことは、命と生活を
失うことにつながります。私たちには、未
来に向けて多様性を守り、持続的に利
用していく責任があります。

自然についてよく知るために自然
の中に出かけよう。

自然の中で感じたことを、話し合お
う、伝えよう。

「未来への預かり物
すいたの自然ってなんだろう」
アジェンダ２１すいた自然部会

●調査活動

■ 参加してつながろう
吹
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の
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る
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ら

観察、調査、保全、再生活動に参
加してみよう。

■ 環境のために選んで買おう
エコラベルなどがついた、環境にや
さしい商品を買おう。
（環境省、ＭＹ行動宣言から）
編 集：アジェンダ 21 すいた自然部会
事務局：吹田市役所環境部環境政策室内
連絡先：06-6384-1782
http://www.ag21suita.org
発 行：２０１８年３月

田んぼの生き物調査、希少種調査、大木調査、
モニタリング 1000 里山調査など
NPO 法人すいた市民環境会議
吹田生物多様性保全の会
吹田自然観察会
NPO 法人すいた環境学習協会など

吹田の残したい自然

吹田の緑のうつりかわり
吹田市は宅地化が進み、緑が減ってしまいました。
●1956 年

●1995 年

紫金山公園 ３月 コバノミツバツツジが咲く

北千里にあった
チガヤの原っぱ
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●定期的な管理

佐井寺の田んぼ ４月 レンゲがいっぱい

吹田市は、標高 100m 以下の丘
陵地が多くを占めていて、古くから
開発されてきたため、1960 年代ま
では里山と田畑がモザイク状に分
布していました。

現在は宅地化が進み、緑被率は
26.1%。里山や田畑など自然性の高
い場所が、わずかに残っ ているに
過ぎません。
地図作成：西山田ヒメボタルの会

ヤマサギソウ

スズサイコ

イヌセンブリ

●貴重な樹林や水田

●残された草地

●草地で希少種発見

千里第１、２、４ 緑地、千里丘上
公園、千里丘稲荷公園、紫金山公
園などには、コナラを中心とする比
較的良好な樹林が残っています。
また佐井寺、岸部、千里山、春日
などにはまだ多くの水田があります。

その他、造成された後にで きた
団地や道路の法面には、チガヤな
ど在来の草原性の植物が生える草
地があります。

特に北千里の草地では、大阪府
で絶滅したと思われて いたヤマ サ
ギソウが 70 年ぶりに再発見され、
またアイナエ、スズサイコ、イヌセン
ブリなどの希少種も生育しています。

いま残されている貴重な自然も、
開発によってどんどん少なくなって
きています。特に私有地の自然は
規制できずに減っていくばかりです。
これらの環境は人が管理するこ
とで成り立っているので、貴重だか
らといって手を着けずにいると、生
物 多 様 性 の乏 しい林 や群 落 に 変
わっていきます。保全するためには
定期的な管理が必要です。

こうやって駆除しよう：特定外来植物

なにが問題：外来種
●外来種とは

●外来種問題とは

人間の活動によって意図的または非
意図的に運び込まれた本来その地に
いなかった生物のことをいいます。自然
に分布を拡大した生物は含まれませ
ん。

外来種は 2000 種を超えます
が、これら全てが悪いわけではな
く、野外に定着し、人に害を与え
たり、農業に被害を与えたり、生
態系に大きな影響をもたらす種
が問題となります。

特定外来生物とは、外来生物の中で特

●遺伝子を攪乱する

魚類ではブルーギルやブラックバス
が在来魚を食べ駆逐してしまったり（捕
食）、植物ではオオキンケイギクが繁殖
し、在来植物の生育の場を奪ったりして
（競合）、生態系を撹乱しています。

タイリクバラタナゴが在来のニッポン
バラタナゴと交雑したり、オオカワヂシ
ャが在来のカワヂシャと 交雑したりし
て、雑種を作り遺伝子撹乱を起こして
います。

【捕食】在来種を食べる

【競合】在来種の生息・生
育環境 を奪ったり、餌の
奪い合いをしたりする

②花が咲いている場合は、
できるだけ早く、根ごと掘り起こし、

来生物法に基づき環境省が指定し、 栽

根ごと抜き取り、

種が飛び散らないように

培・保管・運搬・譲渡・野外への放出等が

ポリ袋に入れて、

ポリ袋に入れて、

禁止されたものです。

生ごみとして

生ごみとして出し

●植物の場合

出しましょう。

ましょう。

植物の場合も、植えたり、人にあげたり
してはいけません。
吹田市では、オオキンケイギク、ナルト
サワギクなどが繁殖して在来種の存続に
被害を与えています。
駆除するための最も有効な方法は、種

【遺伝子攪乱】近縁の
在来種と交雑して雑
種をつくる

子ができるまでに根ごと抜き取ることで
す。
庭先に生えている場合はご自身で駆
除をお願いします。

意図的導入：ペット、園芸、緑化、食用、毛
皮の利用、生物農薬など
非意図的導入：舟のバラスト水に混じって侵
入してきたもの、輸入した木材や土･砂など
に混入してきたもの、飛行機や船などに隠
れて入ってきたものなど

①花が咲く前に、
幼苗を見つけて

かく らん

●生態系を攪乱する

●植物の駆除の方法

に生態系への被害が認められるとして外

農林水産物を食べる

かく らん

日本では明治以降に
海外から 入って きた 生物をさ し ま す
が、必ずしも定義がはっきりしている
わけではありません。江戸時代に導
入されたモウソウチクも外来種として
扱われることがあります。

●特定外来生物とは

人をかんだり、
刺したりする

施設や公園、道路、河川敷などに生え
ている場合は、管理者と相談しながら駆

吹田ではウツボグサなどの
生育する草地にオオキンケイギク
が入り込んでいる

除を進めましょう。

●駆除のポイント
種ができ、飛散する前に
駆除することが大切です。
刈り取っても残った根から
すぐに再生してしまいます。
根から抜き取りましょう。
残された根や土中の種子
から再生するので、なくな
るまで数年にわたって抜き
取りを行うことが必要です。

外来種被害予防 原則
➊ 入れない
悪影響を及ぼすおそれのある外来種を
自然分布域から非分布域へ入れない

➋ 捨てない
飼育・栽培している外来種を
適切に管理し捨てない

➌ 拡げない
すでに野外にいる外来種を
他地域に拡げない （環境省 HP から）

吹田の主な特定外来植物
●オオキンケイギク

●ナルトサワギク

花

北アメリカ原産ですが、1980 年代に

マダガスカル原産のキク科

緑化植物として日本に導入され、各地

の多年草で、日本では鳴門市

に広がっています。

で初めて発見されました。

キク科の多年草で、高さ 30cm～70cm

高さ 30cm～70cm で､茎の

になり、5 月から 6 月にかけて 5cm～7cm

先に直径 2cm の黄色い花をつ

の黄色の大きな花を咲かせます。
冬はロゼット状（地面に接して円形に

ロゼット状に広がった単葉

複葉

オオバコ科の多年草です。
高さ 30～100cm で，春から夏にかけ
て葉の脇から花軸を伸ばし、直径 5mm
の淡紫色の花を穂状につけます。
葉は軸に対して向かい合ってつき、

咲かせています。
葉は幅 1～1.5cm で長さ 3～

で一枚（単葉）ですが、茎が伸びてくると

10cm となり、縁がギザギザで

大きく切れ込みます。（複葉状）

す。

●オオカワヂシャ
ヨーロッパおよびアジア北部原産の

けます。暖かければ年中花を

葉を広げた姿）になり葉は幅 2cm 程度

吹田市では各地に群生しています。

花

幅 3～4cm、長さ 5～10cm で、縁には細

在来のカワヂ シャと交雑を起こ
生長した株

し、遺伝子撹乱をおこします。

種子には綿毛があるので、

カワヂシャよりも大型で、花の色

風でかなり遠くまで飛びます。

オオキンケイギクによく
似たキバナコスモス。
背が高く花は秋に咲く
ので区別できます。

も濃い。

花や葉、茎には毒があり，

吹田市内の河川に多く見られ、

牧草などに入って家畜が食べ

水田などの湿った場所にも生育し

ると中毒を起こします。

ていることがあります。

吹田市内で は徐々に分布
が広がっています。
群生のようす

花

かいギザギザがあります。

水辺に生育している
群生のようす

