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「そだちのもと」の単用による植物栽培「そだちのもと」の単用による植物栽培「そだちのもと」の単用による植物栽培「そだちのもと」の単用による植物栽培

河内長野市公園緑化協会では、市内の緑化や園芸を推進する手立ての一つとして、公

「 」 、園や緑地の緑化管理で発生した剪定枝葉よりリサイクル堆肥 そだちのもと を製造し

販売しています。安価なこともあって人気商品となっていますが、購入された皆さん方

は、これをどのようにお使いいただいておられるのでしょうか。

「そだちのもと」は、一般的にバーク堆肥と呼ばれる種類の堆肥で、土壌改良資材と

して、庭や花壇、あるいは畑や田んぼの土をよくするためにすきこんで使用するもので

す。さらに、プランターや鉢の土に混ぜるなど、土に混ぜて土をよくするという使い方

が普通ですが、私は土と混ぜるのが面倒なので 「そだちのもと」だけでたいていのも、

のを育てています。

たねを播くときは、育苗箱に「そだちのもと」を入れ、平らにしてから、たねをパラ

パラと播きます。粗いたねを播いたときは覆土として「そだちのもと」を被せます。生

えてきた苗は、小さな黒色ビニールポットに 本づつ植え替えますが、この時も「そ1

だちのもと」だけで植えます。コスモス、マリーゴールド、ジニア、ナデシコ類など一

般的な草花類のほか、ネギやタマネギ、ハクサイ、キャベツ、シシトウなどの野菜類の

。 、 、 、育苗にも使用しています たねが大きくて苗も大きく育つような ヒマワリ アサガオ

スイカやキュウリ、ゴーヤ、ヘチマやヒョウタンなどは、小さなビニールポットに「そ

だちのもと」を入れ、１鉢に１粒づつ播きます。山で採ってきたマユミやサネカズラ、

ノブドウなどの果実は、秋に播きます。家で育てているテンダイウヤクの果実は、秋の

終わり頃、実を集めてビニール袋に入れ、外側からもんで果実をつぶし、次に水洗いし

て果肉を洗い流したのち、すぐに播きつけます。センリョウやマンリョウ、ハナミズキ

なども同様です。

コマツナ、チンゲンサイ、ハツカダイコン、ミズナや 日ハクサイなど小型の野菜60

類は、プランターに「そだちのもと」を入れ、これに播きます。プランターの上面近く

まで「そだちのもと」を入れ、平らにしたのち、１ くらいの深さの溝を掘り、すじcm

まきとしてたねをまきます。苗が生えそろったら、数を減らします。コマツナでは１０

本、チンゲンサイなら５本、赤白ハツカダイコンや白いハツカダイコンでは１０本、６

０日ハクサイでは３本程度としますが、赤丸ハツカダイコンやミズナは間引きをせず、

大きくなったものから順番に収穫します。

ビニールポットで育てた花や野菜の苗は 「そだちのもと」をすき混んだ庭や花壇、、

畑などに植えますが、プランターに「そだちのもと」を入れてここで育てるのも容易で

す。購入した苗も含めて、トマト、ナス、キュウリ、ゴーヤ、ヒョウタンなど大きく育

つものは１本植えとします。栽培期間が長いので、プランターの中にある「そだちのも

と」が分解して量が減ってきますので、表土が下がってくれば新しい「そだちのもと」

を足します。

挿し木繁殖で発根した草花や樹木類も、小さなビニールポットに植え替えます。この

時も「そだちのもと」を用いて植えますが、挿し木に使用した鹿沼土やパーライト、砂

なども適当に「そだちのもと」に混ぜてしまい、古土が発生しないようにします。キク
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やミヤコワスレなどいろんな草花類、ミント類やチェリーセージ、アメシストセージな

どのハーブ類、アジサイやウツギ、バラやブッドレアなどの花木類、そして、サツキや

ヒラド、シャクナゲなども「そだちのもと」で育てています。変わったところでは、な

んじゃもんじゃの木、テンダイウヤク、大実マンリョウなども「そだちのもと」で育て

ています。

というわけで、私はいろいろな草花や花木を「そだちのもと」を栽培用土として育て

ています。このような「そだちのもと」を単用とした栽培では、栽培用土を選ぶのに悩

んだり、いろんな土を混合する必要がなく、手間の要らないところが最大の利点です。

さらに 「そだちのもと」には少しの肥料分が含まれていますので、たねを播いたとき、

には発芽後の初期肥料として効き、苗を移植した場合にも根がしっかりと張るまでの養

、 。 、分として働きますので あわてて肥料をやらなくてもよいという利点があります また

栽培している間に土が減ってくれば 「そだちのもと」を上から足すだけでよいという、

手軽さもあります。使用済みの土は、庭や花壇などにすきこんだり、樹木の根元におい

。 、「 」 、て雑草の発生を防止します なお そだちのもと は時期によって入手が困難なため

ホームセンターで購入したいろいろなバーク堆肥も使っていますが、いずれも大きな問

題は生じていません。

しかし、このようなバーク堆肥の単用による栽培には欠点もあります。一つは堆肥の

性状や理化学性にはばらつきがあることです。堆肥づくりの原料とした樹木などはいつ

も同じ種類の樹木ではありません。また、発酵過程を経て堆肥を製造するのですが、発

酵の進行や熟成度合いは季節によって異なります。発酵促進剤を入れるか否かによって

も性状が変化します。堆肥を使用する場合にはこのようにあいまいさをもった資材であ

ることを念頭に、上手に活用することが大切だといえます。

もう一つの難点は、バーク堆肥の中にカブトムシやカミキリムシ、カナブンやハナム

グリなどの幼虫が住んでいて、育てている花や野菜、樹木類の根を食害して生長不良や

枯死を招く場合があることです。草花類を育て終わった用土を鉢から出すと、底に幼虫

がたくさんいたなどという経験を持っておられる方も多いでしょう。対策としては、購

入した堆肥の袋の上を開けて、雨のかからない場所に置いておくと上から順に乾いてく

るので、乾いた部分から順に使うようにすることです。袋の口を開けておくと、中の幼

虫は湿った部分に移動しますので、しだいに袋の底に集まります。堆肥が底にわずかと

なった時に、堆肥を出して広げてみて、幼虫がいなければ使い、幼虫がおれば堆肥ごと

処分しましょう。親虫が堆肥に卵を産み付けるのは夏季ですが、購入した堆肥はいつ製

造されたものかはわかりませんので、絶えず注意してください。

このように「そだちのもと」は、使い方によっては便利な資材です。古い鉢土を捨て

る場所がないというのが園芸趣味の悩みの一つですが、最後は腐ってなくなってしまう

「そだちのもと」は本当にエコな資材です。よいものなので を兼ねて使い方を紹介PR

しましたが、皆様方の使い慣れたバーク堆肥でこのような方法を一度お試しいただき、

植物の栽培を一層楽しんでください。

（ ）理事長 大江正温
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オアシス屑の栽培用土としての利用についてオアシス屑の栽培用土としての利用についてオアシス屑の栽培用土としての利用についてオアシス屑の栽培用土としての利用について

はじめにはじめにはじめにはじめに

オアシスは、フラワーアレンジメントなどに多用される切り花保持給水材です。海綿の

ように多孔質ですが固形で、花屋さんで贈り物やお見舞い用として花束を買うと、オアシ

スを基部につけてアルミ箔でくるんでくれます。 月の中旬、このオアシスの屑をいただ9

。 、 、 。きました 製造過程で のこぎりで切った時に発生するおがくずで 捨てられるものです

栽培テストの方法栽培テストの方法栽培テストの方法栽培テストの方法

早速、用土としての利用を考えて、栽培テストを開始しました。協会では去年、竹粉や

竹炭を用いた栽培テストを行い、本誌でも報告しましたが、テストの要領は同様です。

９月18日にテストを開始しました。まず、直径10.5 の黒いビニールポット 個に川cm 10

砂を入れ、コマツナのたねをぱらぱらと約20粒ずつ播いて覆土をしたのち、ポットを 個2

ずつに分けて、肥料 エコロング424 をやらない鉢 、および、2.5 、5 、15 、25ｇを与( ) (0g) g g g

える鉢を設け、これらを対照区としました。

次に、鉢にオアシス屑を入れ、対照区と同じ要領でたねをまき、肥料を与えた 鉢を作10

り、オアシス屑 区としました。さらに、オアシス屑と川砂を１ １の割合で混合した100% :

オアシス屑 区や、 区、 区、 区を作りました。50% 25% 10% 5%

このように調整した鉢は、協会のビニールハウスの棚に並べ、毎日２回、霧状に自動灌

水しました。６日後には発芽した苗を間引きして各鉢10本に減らし、10日後には各鉢５本

ずつとしました。なお、害虫の発生を防止する目的で、たねまき時と３週間後の２回、オ

ルトラン粒剤を各鉢に ずつ撒きました。そして、生長したコマツナの葉の長さや重さ0.3g

を 月６日に測定しました。右の写真はこの11

時の全体風景で順調な生育を示しています。

ところで、コマツナは、近年ではどこでも売

られていますが、以前は関西圏ではマイナーな

野菜でした。そんな野菜を栽培テストに使った

のは、農林水産省に肥料の製造や販売を登録す

る時に、コマツナを使った栽培テスト 植害試験(

今回のテストの方法とは異なります の実施結果)

を添付することが義務付けられており、堆肥な

どの特殊肥料の製造や販売を届出する場合にもコマツナの栽培テスト結果をつけておくこ

とが推奨されているからです。

なお、コマツナは、 などの生産者団体とスーパー等の流通業界によって、販売するもJA

のは24 以上の草丈のものと定められており、農業技術指針や栽培技術資料にも記載されcm

ています。24 以上であれば実用性があるという訳で、この大きさに育てることができたcm

栽培用土と肥料の量の組み合わせには実用性があるということになります。単に大きく育

つか、小さくしか育たないかといったテストではなく、実用性を伴った効果があるか否か

を調べるテストであることをご理解ください。



- 5 -

結果と利用性の判定結果と利用性の判定結果と利用性の判定結果と利用性の判定

以下、テストの結果を見ながら、オアシス屑の利用性を考えてみましょう。

まず、このページの写真に示しました対照区 川砂用土 の生長状況をご覧ください。左端( )

の鉢が肥料をやらなかったもので、ほとんど育っていません。その右側は の肥料をや2.5g

ったもので生長はかなり良好となりましたが、葉が細いようです。その右側は のもので5g

さらに大きく育っていますがやはり葉が細いようです。その右側は 区で、生長がもっ15g

ともよくて、葉の幅も広く、大きく育っています。なお、右端の 区のものは葉の幅は25g

大きいのですが葉の長さが短いものが多いようでした。

-1 2 (0% )次に表 、 では、測定結果を数字で表しました。川砂のみを栽培用土とした区 区

を見ると、表 １の草丈では肥料を増加するに従ってコマツナの背丈は増加するが、 区- 25g

、 。では生長が悪くなるという傾向が見られ 表 の生体重でもこのような傾向が見られます-2

このようにコマツナの生長に差異が生じたのは、そのように育ってくれるように与える

肥料の量を変えて栽培したからで、計画通りの結果です。テスト中に灌水装置が故障した

り、害虫が大発生したり、異常な気象条件に遭

遇したりなど不測の事態がなかったからで、今

回の栽培テストは順調に進行し、生育が普通に

推移した証拠となります。普通に育っているも

のが、栽培条件を変えるとどのように変わるか

を調べなければ意味がないからです。

-1 cm次に、表 内の太字の数字は、草丈が24

以上となったものです。売れるものが育った区

実用性のある用土と施肥量の組み合わせの区

で、推奨できる使い方といえるものです。

対照区 区 では ポット区でこれが達成されていますが、これも予定通りの結果で(0% ) 15g/

。 、す コマツナをはじめとする軟弱野菜の栽培農家では砂の多い畑で栽培することが普通で

砂だけで売り物が育つということは何ら不思議なことではないからです。

( cm 24cm )表 １ 草丈測定結果表 １ 草丈測定結果表 １ 草丈測定結果表 １ 草丈測定結果---- 数値は草丈を で示す。太字は 以上に育ったもの

(g/ )試験区 施肥量 ポット

0 2.5 5 15 25

30.0 33.3 28.230.0 33.3 28.230.0 33.3 28.230.0 33.3 28.2オ 100% 13.2 23.5

29.3 34.6 42.2 37.629.3 34.6 42.2 37.629.3 34.6 42.2 37.629.3 34.6 42.2 37.6ア 50 19.1

25 14.8 23.1シ 27.7 31.4 36.027.7 31.4 36.027.7 31.4 36.027.7 31.4 36.0

10 8.3 21.3 22.8 18.7ス 28.028.028.028.0

5 5.6 19.5 22.5 19.7 14.6屑

0 6.0 14.1 20.1 18.126.326.326.326.3
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( g )表 生体重測定結果表 生体重測定結果表 生体重測定結果表 生体重測定結果-2-2-2-2 数値は生体重を で示す

(g/ )試験区 施肥量 ポット

0 2.5 5 15 25

100% 1.9 8.2 14.7 14.4 13.0オ

50 5.0 15.1 19.6 23.8 16.6ア

25 2.1 11.6 15.4 15.4 10.5シ

10 0.7 8.0 11.4 6.4 4.6ス

5 0.3 7.3 9.4 7.5 4.0屑

0 0.3 6.3 8.9 10.8 3.8

太字の数字に注目して他の試験区を見ると、対照区では か所しかなかった太字部分が、1

、 、 、オアシス屑の 区では か所に 区では か所に 区では か所に増えており100% 3 50% 4 25% 3

区に か所あります。これらの区の混合比率と施肥量の組み合わせが実用的であると10% 1

いうことで、全体的に判断するとオアシス屑は川砂と比較するとかなりに優秀な土として

利用できるものであることが判ります。そして、それらの数字を詳しく見ると、オアシス

屑を混合したものの中では 混合区の生長が最もよく、次に施肥量が少なくてもよく育50%

。つという傾向が見られる 区が使いやすいといえます25%

オアシス屑がこのように優秀な用土材料であるなら、

区ではなぜもっと大きく育たなかったのでしょう100%

か。その原因はオアシス屑の吸水性が良すぎることにあ

りそうです。右の写真はコマツナの発芽直後に撮影した

もので、右側の 列がオアシス屑 区の発芽状況で、2 100%

その左の 区や、写真には写っていないほかの試験区50%

のもののようにはすんなりとは伸びていません。発芽や

幼苗の生長が遅れており、オアシス屑に吸水された水が

停滞し、酸素不足に陥ったものと考えられました。

このようにオアシス屑には植物生長のためのマイナス

面もあるのです。それに対する対策は簡単で、希釈して

使用することです。オアシス屑を で使用せずに他の100%

用土と混合して使用する方法ですが、 や と少量を混合した試験区ではオアシス屑添10% 5%

加の効果は見られず、 や に希釈して使用するのが良いことが判りました。50% 25%

これらの結果、オアシス屑は、栽培用土に 混合して使用すると生長促進を招50%~25%

、 、 、くことができ したがって 従来と同じ大きさで収穫する場合には栽培期間を短縮したり

施肥量を軽減できるという効果を招き、大きなものを収穫したいのであれば従来以上の施

肥を行うことによって相乗的に大きな収穫物が得られるなど、栽培の目的に合わせて使用

することにより、多方面への利用が可能である資材であることが明らかとなりました。

（理事長 大江正温）
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無鄰菴庭園を訪ねました
む り ん あ ん

京都東山の麓の南禅寺は鎌倉時代の開山と伝えられる由緒ある禅寺です。観光スポット

としては三門、枯山水庭園、水路閣が見どころとなっています。この水路閣は明治時代の

建造物で、橋脚の上に水路を載せています。そのアーチ形の橋脚に煉瓦造りという西洋的

なデザインと、古刹という日本的な空間との間にミスマッチが生じ、そこにおもしろい景

観を作り出しています。

山の斜面に設けられた水路から水路閣へ勢いよく水が流れ込み、さらに下流へと流れて

ゆきます。水路閣から上流へ少し歩いたところで二本の水路が合流しており、その横に緩

やかな斜面を下るようにして鉄道のレールのようなものが敷設されています。このレール

のようなものは、かつて水路に舟が往来していた時に使われていたインクラインという施

設です。水路を進んできた舟はここで台車に載せられて、一旦水路から上げられます。台

車は舟を載せたまま陸上のレールに沿って移動し、レールの先の水路で舟を水路へ降ろし

ます。そうすることで、高低差の強いこの区間を、舟は荷を積んだままで移動することが

できるのです。

この水路閣を含む一連の水路は琵琶湖疏水と呼ばれています。琵琶湖から流れてきた水

がこのインクライン付近で分岐し、北へは哲学の道から高野川方面へ、西へは平安神宮前

から鴨川へ、さらに鴨川沿いを伏見方面へと流れてゆきます。この琵琶湖疏水は明治時代

にたいへんな苦労をかけて建設され、以来、その水は灌漑や水運に利用されて京都の発展

を支え続け、現在でも京都の上水や水力発電などに利用されています。

この疏水の水は無鄰菴にも流れ込んでいます。無鄰菴は、かつて明治時代に内閣総理大

臣を務めたことのある山縣有朋の別荘でした。ちょうどインクラインを下り切った所に船

溜があり、無鄰菴はその船溜と道を挟んで隣接しています。この無鄰菴の庭園は明治時代

に造られたもので、それまでの伝統的な日本庭園には見られない様式であるとして、ある

いは西洋的な手法を取り入れたものとして、日本庭園の歴史をたどる上での重要な庭園と

されています。

表門から無鄰菴に入るとすぐに母屋があり、右手に茶室と洋館が見えます。敷地はそれ

ほど広くはありませんので、母屋からは庭園をほぼ一望できます。正面には芝生の広場と

緩やかな水の流れが広がっています。そこには高さを感じさせる木はなく、低木も庭石も

高さを低く抑えられており、さらに、地面の起伏がほとんどなく、水の流れも浅いため、

開放的で穏やかな雰囲気があります。その周囲の高さのある生垣が周辺の街並みを遮蔽し

ていますが、正面の生垣の奥には遠くの山並みを望むことができますので、それほど広く

ない敷地でありながら自然の広がりを感じさせるものとなっています。全体的な印象とし

ては、盆栽的な造り込みによって深い自然を表

現しようとするものではなく、過剰な造り込み

を感じさせない素朴で身近な自然が表れていま

す。これが自然風景的あるいは西洋的と評され

る所以なのでしょう。当時としては新しい感覚

であったに違いありません。

明治という時代は庭園文化にとっても変化の

時代でした。無鄰菴という静かな庭園に時代の

。 （ ）流れを感じます 公園緑化協会 黒川正健
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いろいろな植物を知る－PART3－

読者の皆様、今年もよろしくお願い致します。

こちらでは前々号より寺ヶ池公園の植物を紹介してきましたが、今回は第３弾という

ことで、この寺ヶ池公園では今はもう花も終わっていますが、冬に咲く花の定番（勝手

） 。な思いこみかもしれませんが にもなりました皇帝ダリアについて書きたいと思います

皇帝ダリアは、メキシコから中米原産のキク科ダリア属の宿根草（園芸分類上は球根

植物）で、茎が木質化し竹状になることから、別名を木立ダリアと言ったり、ツリーダ

リアとも呼ばれています。草丈が生育環境により３～５ｍにも達し、その名にふさわし

いまさにダリアの王様と言えます。しかし、なぜ王様ダリアではなく、皇帝ダリアと呼

ばれるのでしょう？謎です。興味のある方はぜひ調べてください。

さて、皇帝ダリアは淡いピンク色の大きさ約20㎝ほどの花を咲かせますが、日が短く

ならないと花芽ができない短日性植物です。すなわち、午後５時以降に光が当たると、

花が咲きにくくなります。同じ性質の植物にカランコエやポインセチア（厳密に言うと

花ではない ）がありますが、これら植物は近くに街路灯や電灯がある場合は、要注意。

です。日が短くならないと花が咲かないことから、皇帝ダリアの開花時期は一般的に11

月下旬から12月上旬までとなっていますが、ここ寺ヶ池公園では11月中旬頃から順次咲

き出して12月上旬まで咲いています。

いったん植えつけると、生長後は塊根ができ、それは非常に大きく堅いので、他の植

物の近くには植えない方がいいでしょう。殖やし方としては、株分けか挿し木かどちら

、 、かですが 前述したとおり塊根が非常に堅いことと掘り出すのに手間がかかることから

挿し木の方がやりやすいと言えます。挿し木方法についてはいろいろなやり方があり、

ここでは誌面の都合上省略させていただきます。

ところで、今や寺ヶ池公園には欠かすことのできない存在となりました皇帝ダリアで

、 、 。すが いつどのようにやってきたかと申しますと 何を隠そう私が持ち込んだものです

確か今から９年ほど前に、当協会の講習会等でお世話になっていました園芸研究家の先

生にいただいたもので、当時としては今ほどポピュラーではなく、まだまだ未知の植物

でした。当時の園芸好きのスタッフが大事な１年目を枯らすことなく丁寧に管理し、翌

年に挿し木で更新し、毎年徐々に殖やしていき今に至っています。毎年、必ず挿し穂が

できるので、その挿し穂を市民の皆様にも提供しており、どんどん市内に皇帝ダリアが

増えていっています。皆様もぜひ、皇帝ダリアを育ててください。

（公園緑化協会 内本博樹）
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かわちながの公園探求かわちながの公園探求かわちながの公園探求かわちながの公園探求

みなさんこんにちは （財）河内長野市公園緑化協会の上野です。、

平成２４年度の寺ヶ池公園の冬の風物詩イルミネーションも無事終了することが出来

ました。これはひとえに近隣住民のみなさんのご協力の賜と感謝しております。この場

をお借りしまして御礼申しあげます。

さて、今回の公園探求では、美加の台地区の公園・緑地をご紹介致します。

美加の台地区では、公園が１０公園・緑地が１０緑地あります。その中でも、第１公

園・第２公園については、河内長野市で代表となる公園といえます。

面積が第１公園約１４，０００㎡、第２公

園が１６，０００㎡ あり都市公園としては、

市内最大級の大きさとなります。公園内には

駐車場もあり、グラウンド、ゲートボール場

（第２公園 、四 阿などの休憩施設、トイレ）
あずまや

などの便益施設も充実しています。また、第

１公園には各種遊具が配置されており、特に

ローラーすべり台は市内ではめずらしく、ま

た滑降距離も長いので、多くの子どもさんに

人気の遊具です。近隣だけではなく、お車で

遊びに来られている方も少なくありません。 【写真】美加の台第１公園

第２公園は遊具はありませんが、広いグラウンドがあり、土日などは地域の野球クラ

ブやサッカークラブの練習場となっております。

また、これは美加の台地域の公園すべてに当てはまりますが、園内に多くの樹木が植

栽されており、四季折々の花が咲いていて、みなさんを楽しませております。それに加

え、美加の台地域を取り囲むように緑地があり、これらの緑地にも桜や平戸ツツジが整

備されており春にはたくさんの花が咲きみだれています。

また、美加の台の中央部分に美加の台第１０緑地があり、住宅街の真ん中にある緑地

として大変珍しく、また大変貴重な緑地部であると思います。面積は市内最大で約１４

０，０００㎡あり、その中に自然樹林地の部分と人工的に整備された緑地部分にわかれ

ております。

しかし、人工的に整備された緑地部は開発当初、松を植栽されており将来は美しい松

林を形成していく予定でしたが、松くい虫の被害（ﾏﾂﾉﾏﾀﾞﾗｶﾐｷﾘ）にあい、そのほとん

どの松が枯損してしまい無惨な状態になっております。

そこで、その状況を重く見た地元住民の方から緑地を再生しようと声があがり、今年

度より地域住民で結成された美加の台植樹委員会・美加の台第１０緑地で活動している

ボランティア団体・大阪府森林組合・河内長野市そして財団法人河内長野市公園緑化協

会が協力し、緑地の再生プロジェクトが始まりました。

買ってきた植木を緑地に植えるより、まず自分たちで植える樹木を育てようと挿し木
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、 、 。 、講習会を実施したりして 今 苗から植木を育てているところです またこの３月には

この緑地に様々な樹木を協働で植栽していく予定です。

これから、この緑地がどのように変化していくのか、みなさんにも感心をもっていた

だけて、我が町もという声があがっていただければ、公園協会として、その声を実現で

。 （ ）きるよう協力していきます 公園緑化協会 管理室 上野匠

編集後記編集後記編集後記編集後記

１年前の編集後記に 「今年は当協会にとって大きな節目の年になります 」と記載、 。

しました。

「公益法人制度改革」を受け、今年の１１月末日までに一定の申請手続きを経なけれ

ば、法人自体解散したものとみなされるということで、当協会も、来事業年度からの公

益財団法人への衣替えを目指し、昨年８月末にその申請をし、現在、主務官庁でありま

す大阪府での審査に付されているところです。

当協会の事業の大半は、市からの指定管理事業等の受託事業で構成されるため、それ

を協会独自の公益事業としてどのように展開しているかの説明（ストーリー）が、大阪

府の公益認定委員会（５人の学識経験者等で構成）の委員さんに理解してもらえるかが

焦点となっているところです。

そのためには、今までの維持管理中心の事業展開だけではなしに、それらをツールと

して、当協会の専門性を発揮した「みどり」をキーワードとした「まちづくり」を主体

的に担いつつ、当協会が一元的に管理する公園・緑地等をフィールドとして、地域住民

との協働による事業展開へと大きく軸足をシフトしていくことが求められています。

現在、大阪府下での当協会と同様の法人で、公益法人化を目指しているのは、当協会

以外では１法人だけで、大半が一般財団法人化となりそうです （大阪府公園協会も昨。

年４月に一般財団法人へ移行済み ）。

、 、 、そんな中にあって 公益財団法人化にこだわっているのは 単なる営利を目的とせず

緑化推進という大きな公益目的を実現していくという当法人の使命をまずは追求してい

くという姿勢であると考えています。

今年は、その初年度として、当協会の主体性・独自性を発揮できる事業展開を意識的

に創り出していけるよう取り組んでいきますので、よろしくご支援のほどお願い申し上

げます。

（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財団法人河内長野市公園緑化協会財団法人河内長野市公園緑化協会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）contact@kawachinagano-park.or.jp

（ホームページ）http://kawachinagano-park.or.jp/index.html

（業務時間）午前9時～午後5時30分（土日祝、年末年始を除く）


