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だけにもったいないもんね。
次の日は何もなかったよう
に会社へ出勤。まあ２回目
やから話題性もないしね。
翌日山を見てみると、前よ
り激しい。太陽光パネルが
めくれている。道まで落ち
てきた土も多い。我が家は
擁壁から３列目なので安心
だが、 列目の家はたまっ
たもんじゃないよね。７月
の時は神戸大学の教授と市
役所の方が「大丈夫、小さ
な崩れです、大した事ない」
との収束宣言でした。周り
の住民いわく「あの太陽光
発電の施設ができてからお
かしくなった。今までは雨
の後は擁壁の水抜きからいっ
ぱい水が出ていたのに出な
くなった」なんかおかしく
なった時は、以前と比べて
変わっている事のせいにす
る様だ。まあ太陽光工事の
時に、木を抜いたり、太陽
光用の杭をいっぱい打ち込
んだから、地下の水の流れ
が変わっちゃったんでしょ
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「崖くずれがソーラーパ
ネルを直撃です」
月の台風の夜に、大阪か
ら車で帰ってきたら、八丈
岩山がくずれて通行止めで
す。またー、そうなんです。
２回目の避難勧告です。あ
りゃりゃーまた姫高かいな。
「じゃあ行こか」「いや着
替えも何にも持ってないや
ん」あっれ女はこんなとき
でも家に入るつもりなんで
すね。男はすっぱり諦める
んやけど、女は考え方が違
うのね。そうやって消防の
人に怒られんようにと、裏
側から自宅へ、電気はつけ
にくいので、泥棒さん状態
です。身の回りのものをそ
ろえて、実家へ行く。まあ
お金持
ちだと
ホテル
やけど。
なんと
も寝る
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うね。業者も解かってると
思いますよ。ここまで来る
と開発を承認した姫路市の
責任？？地主の責任？？住
民が姫路市に聞いたところ、
土地の持ち主は 人位で共
有だそうです。これって非
常にまずい。全員の承認と
らんとなんもできん。また
土地の所有者は土地を貸し
て金儲けですが、太陽光発
電の事業者は地元ではなく
他府県の会社？？じゃあ誰
に言えばいいの？姫路市さ
んいわく「個人情報に当た
るのでお名前は公表できま
せん」えっ災害とか緊急時
なのにそれなん。以前から
の常識「役所の説明文には
黒マジック」ってやつです
ね。ほんでどうしてくれん
の？結果はこんな感じです。
泥が道にはみ出さないよう
に庭のお子ちゃまプールレ
ベルの対策。こんなんで土
石流からの直撃を防げるん
かなー。車が
通りにくいだ
けやん。どこ
の土木工事で
も役所が、施
工会社と責任
者の看板上げ
させてるやん。
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市の工事も、この工事はど
この部署の誰が責任者（市
長以外）かを電話番号も含
めて明記してほしいですね。
ここまでは状況を書きまし
たが、じゃあどうすればい
いの。やっぱり個人のたわ
ごとでは進みません。市会
議員さん（安室地区には１
人もいないこれは自業自得）
をたてて住民が連合で姫路
市土木事務所へ相談に行か
ないといけませんね。２度
あることは３度ある。擁壁
の山側に防砂調整池を作ら
ないとなんともならんかも
です。動かない住民と動か
ない役所の我慢比べ状態か？
みんなでそろそろ市役所へ
陳情に行ってみましょうか。
結果は乞うご期待。みなさ
ん安全な住宅地とは昔から
人が住んでるところが安全
ですよ。景色が良いからっ
て決して山の上には住まな
いほうがいいですよ。仮に
山の住宅地でも、裏山をよ
く見て谷筋は避けようね。
また谷筋に沿って縦の道は
作られるので、縦の道は危
ないって事も頭に入れとっ
てくださいね。盛土と切土
は崩れにくい切土が安全で
すよ。

必要 であります。 続いて は駐
車場 の改良で駐車 場緑化 も計
画し ています。姫 路で見 かけ
るのは岡田のＹ電気の駐車場、
芝を 植えています がほと んど
壊滅 状態。なぜこ んなこ とに
なる の。それはね 、千平 米以
上の 事業所はその 空き地 面積
の ％を 緑化しないと いけな
い義 務があるから です。 お店
を開店するためには屋上緑化・
駐車 場緑化（やり たくな い）
が必 須であります 。そし て地
面に 敷く緑化ブロ ックと いう
ものがありまして、緑化率
（ ％～ ％まで） を競って
いる 。緑化率の高 いもの は企
業に 有利ですが、 植物に は厳
しい 。つまり踏み つけら れて
しま すので芝が退 化して しま
いま す。これはう まくい かな
い法 令の見事な例 ですね 。法
令はＯＫ、しかし継続には？？？
であります。それと規制に従っ
て緑 化しても、手 入れを しな
い企 業も多いです 。雑草 がは
びこ り元の樹木は 枯れ枯 れ状
態。 かわいそうで すね。 これ
が緑化法令の現状であります。
面積 規制は緩和し て、メ ンテ
ナンス規定も入れて、
緑化緑化も賢くやら
ないとね。いまや道
路中央のグリーンベ
ルトも、人口芝とか

雑草防止シートで
あります。それほ
ど雑草って手ごわ
いんですよね。そ
んな中ベンハウス
は駐車場緑化にも
挑戦です。緑化ブ
ロックは ％緑 化を選択。 靴
のヒールが めり込んじ ゃっ た
らなんとも ならんもん ね。 次
に何を植え るか。高麗 芝は 冬
枯れます。 野芝か竜の ひげ 、
はたまた姫 イワダレソ ウ。 総
面積 平米、 緑化ブロック 千
百個、穴 が 個ずつ 、合 計
千個の穴 に竜のひげ を植 え
るなんて想 像を絶しま す。 そ
こで繁殖力 旺盛な姫イ ワダ レ
ソウの種子 まきに着目 する も
これはダメ 。何でも種 がで き
て無秩序に 繁殖するそ うな 。
よさそうで よくない。 姫イ ワ
ダレソウを 改良したク ラピ ア
に着目する 。これは繁 殖力 は
抜群だが、 種をつけな いよ う
に改良され た品種です 。但 し
個 円と高 いのでたくさ ん
買えない。 挿芽で増や して い
けば よ ろ し い 、
これ も また 延々
５年計画ですね。
皆様 も 緑化 の成
長を 見 学に 来て
くださいね。

30

3

「都会にグリーンを壁面

面を作る方
法がありま
す。この方
法は重量が
重くて大規
模な取付け
工事が必要
です。その 為非常にお 金が か
かります。 自動潅水シ ステ ム
も含めて、 イオンさん 相当 の
施設なら 平米当り 万円 く
らい掛かっ てるかな。 ベン ハ
ウスの 平米な ら 百万円 。
うっ高っー 。だから今 のと こ
ろお金持ち会社の道楽ですね。
ベンハウス もこんな金 額は 無
理なので、 壁にネット の取 付
けだけにし ました。地 面に 蔓
植物のカロライナジャスミン、
初雪カズラ 等を植えて 成長 に
任せて緑化 する。５年 はか か
りそうですが気長にがんばる。
ツタは一般 的だが植え ては 大
変です。成 長すると幹が セ
ンチにもな る。また吸 着植 物
なので根を 壁面に侵入 さて 壁
面を傷めま す。重さで ネッ ト
も滑落するか
もです。遠目
では綺麗なの
ですが、あま
りに繁殖力の
強い樹木は建
物をいためま
すので注意が

180

500

30

30

緑化と駐車場緑化」
先日 行った神戸の イオン モー
ル。 運河越しに見 える壁 面緑
化、 かっこいいで すよ。 ベン
ハウ スもやりたく て色々 調べ
てま す。まず有名 な壁面 緑化
の優 等生千里山駅 の阪急 オア
シス さんへ行って みまし た。
５年 経過の事例で す。室 内は
綺麗に手入れできていますが、
問題 は外壁の緑化 部分。 非常
に衰 退しています 。まず 西日
の強 いところは植 物が持 たな
い。 潅水システム が付い てい
るの だが、やっぱ り機械 頼り
だけでは完璧は難しそうです。
相手 は植物ですか ら気遣 いも
必要 であります。 一般的 に内
部の 緑化は観葉植 物で外 部は
南天 、ツワブキ、 ツタ、 カズ
ラ等 の山に生えて いる植 物が
無難 です。壁面緑 化の場 合、
壁面 に復数面のネ ットを 取り
付け 、そこに植生 ＰＯＴ を吊
り下 げる場合と、 水苔的 入り
の セ
ンチ角
の植生
マット
を取付
けして
緑化壁
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