
2050年の大阪市のめざすまちの姿
「生物多様性の恵みを感じるまち」

大阪府立大学・生命環境科学研究科
平井 規央



十三付近の河川敷



十三付近の河川敷



十三付近の河川敷



ジャコウアゲハ
（参考映像）



ウマノスズクサの移植
（淀川河川事務所）



ジャコウアゲハの幼虫



幼虫を安全な場所に



ウマノスズクサの根を移植



世界の生物多様性が過去50年で68％減少
（WWF発表）

人間が今の生活を維持するためには
地球1.6個分の自然資源が必要

グリーンリカバリーの推進



環境省ウェブサイトより
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/initiatives/files/2012-2020/02_gaiyo.pdf



愛知目標

環境省ウェブサイトより
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/zu/h24/html/hj12010404.html



環境省ウェブサイトより
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/initiatives4/files/03_point.pdf



しかし、

2020年の最終評価では、
愛知目標の20項目のうち、

14項目は達成できず
6項目が一部達成にとどまった。



今日のキーワード

・クラウドソーシング

・ビオトープ

・グリーンリカバリー



・クラウドソーシング

市民参加のデータ収集

シチズンサイエンティスト
（市民科学者）の育成

データベース構築

科学研究への貢献



伊丹市の取り組み

・生物多様性支援拠点：伊丹市昆虫館

伊丹市昆虫館運営協議会

・「生物多様性いたみ戦略」（2014年）

生物多様性交流フェスティ
バル等開催

http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMI
N/MIDORI/SEIBUTU_TAYO/FESTIVAL.html



・「伊丹生きものマイスター講座」

さまざまな分野の専門家を講師
に、伊丹の自然について広く学
ぶ機会を提供するとともに、学
校教育とも連携し生物多様性の
普及啓発に努めている

伊丹市の取り組み

http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/MI
DORI/SEIBUTU_TAYO/1480998010914.html





・小学校生物多様性副読本

市内の小学校3～6年生を対象に
生物多様性の普及・啓発

伊丹市の取り組み

http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/MI
DORI/SEIBUTU_TAYO/1480998010914.html



・生物多様性・堺戦略（2013年）

堺市の取り組み

戦略1▶生態系の保全・再生・創造と継承

戦略2▶生態系ネットワークに配慮した
まちづくりの推進

戦略3▶普及啓発・環境教育の推進

戦略4▶生物多様性に寄与するくらし方の
推進



・生物多様性・堺戦略（2013年）

堺市の取り組み

・堺エコロジー大学

・堺生物多様性センター

http://www.sakai-ecodai.jp/about.php



堺市の取り組み

・堺生物多様性センター

「堺いきもの情報館」

ウェブサイト→

http://www.sakai-ikimono.jp/



堺市の取り組み

・堺生物多様性センター

「堺いきもの情報館」

生き物発見報告

市民参加のモニタリング

http://www.sakai-ikimono.jp/



堺市の取り組み

http://www.sakai-ikimono.jp/



ビオトープ
大阪府立大学の場合





周囲の環境

都市域にあり、多種の樹木が
植栽され、ため池や実験圃場な
どがある。

ため池や実験圃場などもある。

ため池 実験圃場



府大の圃場に小さな池を造成

面積約30㎡、深さ約10cm
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1999年5月上旬に大阪府立大学実験圃場に造成した池で1999年5月から2001年12
月までに確認された水生昆虫の種数の累積増加曲線．馬場他（2002）より
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大阪府大の水生昆虫大阪府大の水生昆虫 圃場につくった水域で確認された昆虫類



企業ビオトープ池の例（パナソニック）

水域部分の面積約90 m2，水深約30 cm 
31



7年後



ビオトープで産卵する
クロスジギンヤンマ

チョウトンボ モノサシトンボ アオモンイトトンボ

ショウジョウトンボ オオシオカラトンボ アキアカネ ウスバキトンボ

クロスジギンヤンマ幼虫 チョウトンボ幼虫 モノサシトンボ幼虫 フタバカゲロウの一種

ハイイロゲンゴロウ

ヒメミズカマキリマツモムシヒメアメンボミズカメムシ

2009-2011年大阪府立大学生命環境科学研究科の調査による



（2013～2014）

大阪府、堺市、
大阪府大
パナソニック

・図鑑の作成

・小学生の実習

・食草の植栽

ちょうのまちプロジェクト





ちょうのまちプロジェクト



大阪城公園の生物

植物 540 種
被子植物 438種、裸子植物 16種
シダ植物 31種、蘚苔類 55種

動物 704 種
哺乳類 3種、爬虫類4種、両生類 1種、鳥類 119種、魚類 10種、
エビ類 1種、昆虫類 440種、クモ類 126種

哺乳類：アブラコウモリ、タイワンリス、ヌートリア
爬虫類：イシガメ、ミシシッピアカミミガメ、クサガメ、スッポン
両生類：ウシガエル
魚 類：ウナギ、コイ、フナ類、ナマズ、カムルチー、オオクチバス、ブルーギル、

チチブ、ウキゴリ
エビ類：テナガエビ
昆虫類：チョウ26種、ガ49種、スズメバチ6種、トンボ13種、セミ5種など

（追手門学院、2008年「いのちの城・大阪城公園の生きもの」より）

都心にありながら、1200種以上の野生生物
が確認されている。
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・敷地面積：約1500 m2

・地上6階、地下1階

・約1000 m2の植栽

大阪ガス実験集合住宅 NEXT21



ホソヒラタアブ

ホソヒメヒラタアブ

ヒメカメノコテントウ幼虫

クサカゲロウの一種

ゴマダラチョウ
幼虫（左）、成虫

（右）

テングチョウ

エノキワタアブラム
シ

アリ類

エノキ

幼虫が葉を食べる

葉から
汁を吸う

アブラム
シを食べ
る

甘露に
集まる

大阪ガス実験集合住宅 NEXT21



• 計94種の無脊椎動物（うち昆虫81種）を確認

昆虫81種のうち

・上町台地（232種）との共通種：42.0%（34種）

・大阪城公園（432種）との共通種：43.2%（35種）

周辺の緑地との生態系ネットワークを形成し

生物多様性の向上に寄与している

大阪ガス実験集合住宅 NEXT21







コロナ危機で停滞した社会を、気候
変動を抑え、生態系を守りながら立
て直すという考え方

グリーンリカバリー



コロナ危機で停滞した社会を、気候変動を抑え、生態系を守りながら立て直す

・航空機の短距離便の減少や、より二酸化炭素排出量の少ない燃料の使用

・燃料を持続可能な資源から調達することを

・石油・ガス事業について、メタンを中心とする温室効果ガスの排出量を減らす

・太陽光発電設備等に助成金

など

経済回復と同時に気候変動解決に取り組む

地球温暖化対策や国連のSDGs（持続可能な開発目標）を同時に実現

グリーンリカバリー

国際エネルギー機関（IEA）が2020年6月18日に『Sustainable 
Recovery：持続可能なリカバリー（経済復興）』報告書を発表



今日のキーワード まとめ

・クラウドソーシング
市民参加によるデータ収集

・ビオトープ
生息場所の確保、ネットワークの強化

・グリーンリカバリー
気候変動を抑えた経済回復


