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No.101

みどり まちづくりの
平成22年6月 財団法人河内長野市公園緑化協会

【写真】寺ヶ池公園の花菖蒲園

6月上旬から中旬にかけてハナショウブとアジサイの花を楽しめます。この花菖蒲

園は谷筋のような地形にあり、東西両側から樹木が迫ってくるように感じますが、寺

ヶ池に面している北側に視界が広がるため、変化のある景観となってます。
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みどりといきものをはぐくむまちづくり

みなさんこんにちは。昨年より当協会の理事長役をお受けいたしております大江と

申します。よろしくお願いいたします。

私は、長年、花の栽培研究に携わってまいりました。草花や花木、庭木や鉢物、花

壇苗のほか、緑化樹や山野草、薬草なども研究の対象としておりましたので、植物の

種類や栽培につきましてはある程度承知しているつもりではございますが、公園の整

備や緑化推進といった事業的なものあるいは行政的なことに関してはまったくの素人

です。したがいまして私が多少得意とします花やみどりをテーマとする取組にかたよ

るわけではございますが、今後、いくつかの試行を提案させていただき、協会や市の

ＰＲ、市民の皆様方の生活空間の快適化に寄与いたしたく存じておりますので、今後

ともよろしくおつきあいいただけますようお願い申し上げます。

さて、河内長野市内の公園や緑化の推進方向につきましては、市内の住民であり花

や緑化に興味をもつ私としても以前より多少は思い悩んでまいりました。しかし、市

域の大部分が山野であって、自然があふれ、フィトンチットやマイナスイオンにも恵

まれているといわれる河内長野で、どのようなコンセプトをもって緑化を推進してい

けばよいのでしょう。もちろん行政効果のあがる取組でなければなりません。何か河

内長野ならではの特色のある緑化方策はないものか、私の得意とする花やみどりの分

野からのアプローチはないものか、と考えてまいりました。

そこで、みなさん。ある晴れた日の昼下がり、難波からの急行に乗って河内長野ま

で帰って来るとしましょう。車内はがらがら。先頭車両のいちばん前に座り、こども

のように線路と街の景色を見ております。

高島屋、難波パークスなどのビルが立ち並ぶ大都会難波を出ると、ビルまたビル、

家また家の、建物ばかりが目に入る都会の景色が続きます。大和川を渡るとき水とみ

どりが目に入ったのはつかのま、堺東に着くと大きなビルがたくさん並びここも大都

会です。そしてさらに南下して、萩原天神を過ぎたあたりから車窓に田畑が少しずつ

見えるようになって、北野田を過ぎると低い山も見えはじめてきます。滝谷あたりか

らは田園風景が遠く近くに広がるようになり、そして、千代田を過ぎると車窓は山間

部に入るという気配に変わってきます。もうすぐ河内長野の駅という手前のカーブで

目の前に山が現われます。河内長野は田舎だなあと思いきや、駅に着くと駅前は立派

な都会です。

河内長野で降りずにそのまま電車に乗って行ったとすれば、三日市、美加の台あた

りには丘陵地に広大な住宅地が広がり、都会の波が押し寄せていることを感じます。

そして、千早口、天見までへ行くと景色は一変し、山里の風景へとかわります。やが

て電車は紀見峠のトンネルに入り、大阪府とはおさらばです。

そうです。難波から紀見峠まで電車に乗れば、大都会から山間地までの景色を味わ

うことができます。都会の景色は難波から離れるほどしだいに減ってきますが河内長

野にも及んでいます。大都会の波がひしひしと近隣に及び、小都会を形成して行く。

建物、道路、景観、文化などあらゆるものに大都会の波が押し寄せています。
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公園緑化協会の関与する公園や街路、緑地などの整備や、緑化の推進についても流

れは同じです。整備する年代が異なったり、お金のかけかたが異なったり、土地が広

いか狭いか、公園や緑地の周りには何があるかなどの要素が加わって、大阪とは違っ

た公園や緑化の推進とはなりますが、基本的には都会地の整備の延長線上のものとい

えます。これでは小都会で行なう公園緑化事業に独自の特色を発揮することはなかな

か難しいといえましょう。河内長野ならではの特色のある緑化方策はないものかと先

に述べましたが、私は、特色のある植物の種類などを植えることで既存の緑地に少し

手を加えるという、安上がりであまり労力のいらない方法を採って、河内長野ならで

はの緑化を形成していきたいものだと考えています。

そこでつぎに、紀見峠から電車に乗って難波まで行く場合の車窓の景色を思い浮べ

てみましょう。詳しく申し上げる必要もないことですが、結果は簡単、自然が、みど

りが、田園風景がしだいに減って、建物ばかりの街になっていきます。誰もが憧れる

自然が、みどりが、田園風景が都会地ではほとんどなくなってしまうのです。したが

って、自然やみどり、田園風景を醸し出す緑化を進めれば、河内長野で実現すること

は容易です。自然を再生するといえばおこがましいので、みどりと申しておきましょ

う。できれば、昆虫や小動物も生育するようなみどりです。

みどりと生きものを育む緑化を、自然がいっぱいの河内長野でまず展開して、マニ

ュアルを作成する。つぎに、河内長野から難波に至る各所の公園や街路、緑地等に合

った形に改変しながら、都会地での緑化を指導する。さらにはこれを大阪府内外に広

く波及させていく、というのはいかがでしょう。 「みどりといきものをはぐくむま

ちづくり」の推進役を河内長野が担っていきたいものだと考えております。

このような取組は、河内長野が大阪府の端、和歌山県との県境に位置し、この県境

が山だからできる取組です。河内長野は自然がいっぱいです、と胸を張って言えるか

ら取り組めるのです。ふるさと植物、ふるさと生きものもたくさん生育しています。

生駒山のように裾野や斜面は住宅地、その上は花木の植栽という山では訴える力があ

りません。千早赤阪村や能勢町のような都市化がほとんど進んでいないところで行な

っても、都市部の参考にはならないと判断されるでしょう。山の神、岩湧山、滝畑と

いう山深い所と、千代田から三日市に至る都市化が進行している地域が併存する河内

長野で行なってこそ、訴える力が生まれてきます。県境の、山野の多い小都会で行な

うことによって、都市部に波及できるのです。寺ヶ池公園を中心に市内の公園、緑地

等の植栽を再度見つめなおして、なかには少しの改変を加えて、これをネットワーク

化して、 「みどりといきものをはぐくむまちづくり」の推進母体として再構築でき

ればと考えております。河内長野の土地柄を生かして、自然にあふれるまちづくりの

輪を広げたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

なお、具体的な取組方法や成果等につきましては、次号よりの本誌で順次紹介する

予定をしております。また、本稿では、自然、みどりなどといったあいまいな表現を

多数用いました。また、あえて論理の飛躍も行ないました。が、この点につきまして

も後日本誌で検討を加えながら、自然やみどりに対する興味や理解を深めていただき

たく存じております。いずれにいたしましても、今後ともよろしくおつきあいいただ

けますようお願いいたします。 （理事長 大江正温）
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かわちながの公園探求

はじめまして、私は財団法人河内長野市公園緑化協会の上野と申します。平成8年

から公園緑化協会に勤めまして約15年間公園管理に携わってきました。この度、私に

も何か記事を提出するよう命じられ 「この文才のない私に何を書けと？」と困惑し、

ておりましたが、じゃあ、この際、普段の公園管理で思ったことや感じたことを個人

的な見解で記事にしようと思っております。

まず、初回はもちろん河内長野市唯一の総合公園「寺ヶ池公園」を探求しました。

来週くらいから梅雨が本番になると聞き、急いで寺ヶ池公園内をカメラ片手にあっち

にウロウロ、こっちにウロウロ。

寺ヶ池公園内の花菖蒲園に行くと、ハナショウブが5～6分咲きで、その横でアジサ

イがかなり咲いてました。このアジサイは数年前に公園緑化協会が植栽したもので、

年々大きくなってきており、数年後にはハナショウブとアジサイの名所になるかなと

密かに期待しております。

ハナショウブも2年前の夏、うだるような暑さの中、職員総出で株分けをした記憶

が鮮明によみがえり、背中に寒気を感じてしまいました。そうです、かなりの重労働

なんです。ドロドロになるんです。詳しいことは、またの機会に話しますが、この花

菖蒲園はあまり環境が良くなくてハナショウブにとっては過酷な生育環境なんです。

そんな環境でハナショウブが咲いてるのは公園緑化協会の努力の賜物と自画自賛して

おります。

これからも年々見事にハナショウブとアジサイが咲き乱れることでしょう。みなさ

んも花菖蒲園に足を運んでいただいてハナショウブとアジサイを鑑賞していただけた

らと思います。その時に、できれば、ハナショウブでもなく、周りに咲き乱れるアジ

サイでもなく、花菖蒲園の片隅でひっそりと咲いているヤマアジサイに注目していた

だきく思います。このヤマアジサイは今から約8年前に植栽したもので、花菖蒲園横

の寺ヶ池水路の桜の木の下に植栽されており、よく見ないと見落としてしまうほどの

アジサイです。

（公園緑化協会 上野匠）

【写真】ハナショウブ 【写真】ヤマアジサイ
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地域施設の緑化

当協会は、市役所に代わって、たくさんの人が生活する住宅地でデッドスペースと

なっている場所に積極的に花や木を植えたり、植えてもらったりし、また、みなさん

が快適にご利用できるよう適正な公園の管理を行いつつ、公園の大切さや緑の重要性

をご理解いただくことを目的に事業を行っています。

そこで、これら目的の一つを達成するため、当協会では地域施設の緑化に取り組ん

でいます。具体的に申しますと、当協会の事務所があります寺ヶ池公園内の一画にビ

ニール温室を設け、そこで約８千株の花苗を種から生産しています。

そして、市内の公共あるいは民間の施設で、花を植えることで不特定多数の人の目

に触れ、特に緑化効果があると期待されるところに年２回にわたり無償で提供してい

ます。お花を植えたあとの維持管理については、各施設の施設管理者にお願いするこ

とで町の緑化にご協力いただいています。

現段階では、単に花苗を提供することで緑化を推進していますが、いずれは人材の

提供すなわち花壇の維持管理を担う緑化ボランティアをも当協会で養成し、各施設と

の連携のもと町の緑化に貢献できればと考えております。

（公園緑化協会 内本博樹）

【写真】写真は提

供した花苗が植え

られた花壇です。

色鮮やかなケイト

ウと涼しげなアゲ

ラタムの組み合わ

せになってます。

この花壇は河内長

野ガス株式会社さ

んが手入れされて

ます。

■花苗提供施設（順不同）

市立林業総合センター モリ工業(株) 河内長野警察署 市立ふれあい考古舘

河内長野市消防署 (株)三菱東京UFJ銀行河内長野支店 市立青少年活動セン

ター 市立福祉センター「錦渓園」 河内長野ガス(株) 大阪千代田短期大学付

属幼稚園 河内長野千代田郵便局 河内長野緑ヶ丘郵便局 河内長野美加の台

郵便局 河内長野市営斎場 市立長野中学校 市立郷土資料館 千代田公民

館 天野公民館 天見公民館 三日市公民舘 加賀田公民館 川上公民舘

高向公民館 南花台公民館 市立保健センター 市立千代田台保育所 市立

汐ノ宮保育所 市立体育舘 あやたホール おおさかちよだ保育園
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活動レポート

■植木市
4月17日（土 、18日（日）に寺ヶ池公園で植木市を開催しました。両日とも気持）

の良い天候に恵まれ、多くの方にご来場いただきました。会場にはツツジ、ハナミズ

キ、モミジなどお庭に植えやすい植木がたくさん並べられ、来場者は植木屋さんに話

を聞くなど、熱心に品定めしてました。

■出張教室
5月1日（土）に市内の楠翠台で園芸教室を開催し、受講された皆さんと一緒に春か

ら夏へ向けての寄せ植えを作りました。寄せ植えは、流行りのオリーブを中心に、イ

ソトマ、マリーゴールドという夏の花と、ワイヤープランツ、バコパなどの清涼感の

。 。 、ある葉物を添えました 植木鉢は欧風の素焼き鉢を使用してます 受講者の皆さんは

植え方の説明を聞いた後、手際良く鉢に植え付け、思い思いの寄せ植えを完成させま

した。

（公園緑化協会 黒川正健）
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イベント情報

■噴水ライトアップ
寺ヶ池公園の噴水が夏の夜

にライトアップされます。期

間は7月と8月の二ヶ月間で、

時間は午後7時30分から午後9

時までです。この期間中は噴

水前の公園駐車場が午後9時30

。分まで延長して開場されます

。夕涼みにぜひお越しください

※天候によりライトアップを

中止する場合がありますので

ご了承ください。

■音楽イベント
寺ヶ池公園で夏の野外ライブを開催します。昨年の野外ライブでは7組のアマチュ

アバンドが出演し、ロック、レゲエ、フォークソングなどが熱演されました。今年も

昨年と同様の規模での野外ライブの開催を予定してます。

昨年の様子を少しご紹介いたしますと、まず、昼過ぎの暑い時間にパワフルでエネ

ルギッシュなステージで始まり、次に、暑い時間を過ぎて少し涼しくなる頃から夕陽

の沈む頃まではフォークソングのステージとなり、さらに辺りが薄暗くなる頃にはラ

イトに照らされたステージでソウルフルでファンキーなナンバーが続き、午後7時15

分ごろに終演となりました。

今年の野外ライブは8月22日（日）の開催を予定してます。時刻等の詳細は未定で

すが、決まりましたら広報、ホームページなどでお知らせいたします。

【写真】写真は昨年の音楽イベントの様子です。寺ヶ池公園の噴水の広場にトラック

ステージを設置しました。多くの方に楽しんでいただけました。

（公園緑化協会 黒川正健）
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編集後記

平成7年に設立された（財）河内長野市公園緑化協会は、河内長野市の緑化推進団

、 、 、体として 市内公共施設等への花苗提供 植木市等の花と緑に関するイベントの開催

緑化教室の開催等による緑化意識の啓発普及に努めるとともに、市の総合公園である

寺ケ池公園や開発団地内を中心とした街区公園等の維持管理を、指定管理者等として

担ってきました。

市民の皆さんの身近なところで活動している当協会ではありますが、その存在を含

めあまり知られていないのが実情だと思います。そこで、少しでもこのような情報誌

を活用して、情報提供に努めていきたいと思っています。

、「 」 、今回 みどりといきものをはぐくむまちづくり を担当して頂いた大江理事長は

（社）日本家庭園芸普及協会の技術顧問という肩書を持たれ、その他の記事を担当し

た当協会の設立時からのプロパー職員であります3人の係長は、造園施工管理技士の

資格や樹木医の資格を有し、その専門的知識を活用して、公園緑地の植物樹木や遊具

などの維持管理や市民からの相談に対応するなど、まさにプロ集団として精進してい

るところです。

今季号は当協会の活動の一端などを紹介させて頂き、少しでも市民の皆さんの目に

触れることで、当協会を知っていただき、又、公園へ足を運んでいただければと思っ

ています。

来季号（9月の予定）では、大江理事長の「蝶の舞うまちづくり」などを予定して

おります。

（公園緑化協会常務理事 山田彰男）

財団法人河内長野市公園緑化協会
事務所（住所）大阪府河内長野市小山田町674番地の5 （郵便番号）586-0094

（電話）0721－56－1155 （ファクシミリ）0721－56－2100

（電子メール）knkoen-1@triton.ocn.ne.jp

（ホームページ）http://www1.ocn.ne.jp/~knkoen/

（業務時間）午前9時～午後5時30分（土日祝、年末年始を除く）


