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みどりのまちづくり 
公益財団法人河内長野市公園緑化協会 

写真：春風に揺れるコデマリ（寺ヶ池公園） 
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“ミモザ”。 みなさんはミモザをご存知でしょうか ?  

きっと女性の方の多くは、知っていますとか、聞いたことがあります、とお答えくださるでしょう。

それは、狭山のフランス料理店の名前であったり、カフェやブティック、美容室やケーキ屋さん

の名前であったり、さらには、洋菓子や香水、石鹸の名前であったり、園芸店やガーデンハウス、

アトリエやクリニック、ボディケアやエステサロン、ペンションの名前であったりします。女の子の

名前の時もあれば、ワンちゃんやニャンコ、うさちゃんなどペットの名前にも使われています。幼

児教室や音楽教室、セミナーハウスやサークル活動、ホテル、温泉、老人ホームなど、彼女たち

の周りにはミモザの名が冠されたものがたくさんあるからです。というのも、ミモザの言葉からは、

南欧や地中海的な、明るくて温かい、何ともいえないほんわかとしたおもむきが感じられるから

で、このようにいろんな名前に使用されており、したがって、ミモザをご存知の方も多いという訳

です。 

もちろん、園芸趣味の方なら、ミモザは、早春に黄色い花をいっぱいに咲かせるアカシアの

仲間の花木であることをご存知でしょう(写真)。フラワーアレンジメントや生け花、ドライフラワー

やブーケづくりなどに興味をお持ちの方々も同じようによくご存じの花です。早春に黄色い花を

枝いっぱいに明るく咲かせる、春を告げる花がミモザです。 

フランスでは、南部地域で２月下旬に開催されるのを始まりとして、３月下旬までの間に各地

で次々と、１週間ほどのミモザ

の花祭りが、ミモザの開花とと

もに北上しながら催され、春の

訪れを祝うそうです。また、フ

ランスやイタリアなどでは、３月

に、身近な女性に感謝を込め

てミモザの花束を贈るという習

慣があるそうで、アメリカやロシ

アでも行われているそうです。

なお、地中海沿岸地域の南欧

や近東、北アフリカの人々にと

っては、ミモザは古来よりなじ

みの深い神聖な木で、神木や

聖木として尊重され、親しまれ

ミモザの丘～寺ヶ池公園を名所に～ 

▲色鮮やかな黄色い花を咲かせるミモザ 
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てきたとのことです。 

このように親しまれているミモザですが、名前は知っていてもそれが木の名前であることや、

花が咲いている木を見たという人は意外と少ないのです。花の文化園に問い合わせたところ、

以前は大きな木があったが台風で倒れてしまった、という返答でした。鶴見緑地に問い合わせ

ても答えは同様で、やはり台風で倒れたとのこと。したがって両園共に現在は小さな苗木しかな

いとのことでした。名前はよく知られているが、あまり見かけない木、それがミモザなのです。 

その理由は、ミモザは非常に生長が早く、したがって柔らかく育ち、台風などの強風で倒れや

すい木であるからです。また、大きく育ち過ぎて、家庭園芸ではじゃまもの扱いされ、たいていは

切り倒されてしまうという木でもあります。マメ科の植物ですから、根に根瘤バクテリアを共生させ、

肥料をやらなくてもよく育ちます。この点を見込まれて、以前は、同じマメ科のネムノキ類と同様

に、広大な開発地や荒地、山火事の跡地に、もっと以前には戦争後の焦土の復旧にと、各地で

たねを播いて育てられた木です。緑化の先駆隊として植えられた時代もありましたが、いずれの

場合についても、ミモザやネムノキの下に自生の植物が育ってく

ると切り倒されてしまうという、ミモザにとっては過酷な運命の取り

組みでした。 

このような理由で、名前はよく知られているのに、あまり実物を

見たことがないというのがミモザの木です。台風が来ても倒れな

いように仕立てることを前提に、ミモザを寺ケ池公園の一角、噴水

のそばに植え付けてもらいました。多くの方がご存知の、ミモザの

実物をたくさん育てていっぱいに黄色い花を咲かせ、ミモザの丘

とするためです。きっと、地中海の気分が味わえる名所となるでしょう。 

今回は試行的に、フサアカシアとギンヨウアカシアの２種類を植え付けました。フサアカシアは、

房アカシアの意味で、ヨーロッパでは広い地域でミモザと呼ばれているものです。花房が大きい

という特徴があり、みごとな開花を呈する種類です。一方のギンヨウアカシアは、銀葉アカシアの

意味で、これもミモザと呼ばれることの多い種類です。わが国では花屋や花市場、生産農家等

でミモザといえば、フサアカシアとギンヨウアカシアの双方を指すのが通例で、花が咲いていな

いときも葉が美しいギンヨウアカシアについても今回加えて植栽しました。なお、地中海的気分

を一層強く演出しようと、オリーブも植栽しました。スペインやフランスの南部、イタリア。ギリシャ

などの、明るくて陽気で、温かい気分を味わっていただこうとの趣向からです。 

という訳で、３月中旬に、フサアカシア、ミモザ、オリーブの苗を植え付けてもらいました。いず

れも 30 本前後の数でしたが、１ヶ月を経た４月中旬、そろそろ木の生長が始まるという時期まで

に、７～８本が、折れたり、なくなったりしてしまいました。ボール遊びで折れたのでしょうか。前

途多難な状況ですが、寺ヶ池公園での名所づくりに、市民の皆様方のご支援とご協力をよろし

くお願いいたします。 

（理事長 大江正温） 
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◆協働事業のスタート 

美加の台団地のほぼ中央に位置する第 10号緑地は、美加の台小学校と中学校の間に位置

する傾斜地とその西につながる林地とで形成され、その面積は 13.87ha で、市の総合公園であ

る寺ケ池公園の開設面積（13.54ha）にほぼ匹敵する広大な緑地です。 

開発後 20 年を超える中で、傾斜地に開発当初植栽されていた松がマツクイムシの被害によ

り全滅するなど緑地としての機能が低下する一方、林地では、スギ・ヒノキが大きく成長するとと

もに住宅地の日照を阻害するなど新たな問題が発生してきました。 

このような現状が、美加の台の「まちづくり交流会」で取り上げられ、住民主体でのみどりの復

元等に取り組もうということで、昨年度の｢協働事業提案制度｣に市との協働事業として提案され、

それが採択されたことで具体的な協働事業のスタートとなりました。 

 

◆５者協議会の設立 

この事業の中心は、提案をされた美加の台連合自治会でありますが、関係する協働の担い

手として、地元地域の連合自治会植樹委員会、財産管理者の市公園緑地課、林地管理の専

門的立場での大阪府森林組合南河内支店、林地の間伐等を担当する河内長野森林ボランテ

ィア｢トモロス｣、そして主に傾斜地のみどりの復元についての専門的立場での当協会の５者によ

る協議会が設立されました。そして、このエリアでの協働事業の運営方針等の協議をしつつ、当

面は傾斜地での事業展開をしていくことが確認されました。 

 

◆まずは「育苗」から 

傾斜地での植栽は､地域の意向を集約して、高木にはサクラを､中低木にはアジサイやツツジ

を中心に緑化を図っていくことで決定し、植栽

面積が広大なことから、５年以上の長期的なス

パンでの計画的緑化を推進することとなりました。 

初年度に植栽する苗木は､大阪府による無

料提供の緑化樹を最大限活用しました。また、

それ以外は協働事業提案制度での予算による

購入となりましたが、できるだけ地域住民が愛

着を持てるよう「苗木として植栽できるものを挿

し木で地域の人に育ててもらったら」という提案

協働によるみどりづくり～美加の台でのチャレンジ～ 

▲挿し木講習会の様子 
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を受け、昨年６・７月に植樹委員会主

催の「挿し木講習会」を当協会の大

江理事長が講師となる実施しました。

この挿し木苗が、２～３年後に植栽苗

として活用できるよう期待しています。 

 

◆みどりのシンポジウムの開催 

５者協議会では､美加の台でのみ

どりづくりの協働事業を多くの開発団

地を抱える当市のモデル事業として

位置付け、広く市民に知ってもらう機

会を作るため、２月３日に「みどりのシ

ンポジウム」を開催しました。このシンポジウムでは、大阪府立大学の加我准教授の基調講演

「市民参加で緑づくり－ともに育む花と緑のまちづくり－」と各参加団体の代表者によるパネル

ディスカッションで啓発に努めました。 

 

◆サクラの植栽 

そして、本事業のとりあえずの締めくくりとして、３月 23 日に美加の台の植樹委員会をはじめ

とする５者により、120 本のサクラを傾斜地に植栽しました。このサクラの大半は大阪府の緑化樹

で、花見見物にはまだまだ年月を要することと思います。 

なお、今後の傾斜地における植栽活動

は、このようなサイクルで展開されていきま

すが、隣接の林地での計画的整備がこれか

らの課題となります。 

 

以上、美加の台における協働事業を当

協会の視点で簡単に報告しましたが、これ

からの緑化活動は、これらの協働事業を教

訓として展開していく必要があるものと考え

ていますので、引き続き当地区での当協会

の役割を最大限発揮していきたいと思いま

す。 

（公園緑化協会常務理事 山田彰男） 

▲みどりのシンポジウムにはたくさんの人たちが参加 

▲５者協働によるサクラの植栽 
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公園緑化協会の職員として、常日頃よりどのようにしたら市民の皆さんに花や緑に関心を持

っていただき、街を花と緑あふれるものにできるかが大事な課題と考えています。それを少しで

も達成すべく、ここでは、寺ヶ池公園の植物を紹介し、皆さんにもっと花と緑の魅力を再確認い

ただきたいと思います。 

今回ご紹介するのは、４月下旬から５月中旬にかけて開花する今まさに旬を迎えているヒラド

ツツジです。ヒラドツツジは、緑化用樹木として大小さまざまな公園や緑地に植えられたり、街路

樹の低木として利用されたりする最

も一般的で誰もがどこかで見たこと

のある樹木です。今さら、そんな普

通の樹木を紹介されても何の驚きも

ないし珍しくもないと指摘されるかも

しれませんが、裏を返せばそれだけ

多用されるということは実に緑化用

樹木として優れているか、とりわけこ

の河内長野市では栽培に適してい

るということが証明されていると言っ

てもいいでしょう。 

そもそもヒラドツツジは、常緑性の

低木ですが、大きく育てれば樹高２

ｍにもなります。数あるツツジ類の中で、長崎県平戸市において琉球産のケラマツツジ、日本産

のモチツツジ、キシツツジなどとの間で自然交雑が起こり、自然実生個体の中で多彩な花色の

変異が生じ、たくさんの品種が生まれたと言われています。先ほど述べました公園の植え込み

や街路樹としてよく見かける、大輪の濃い赤紫色をしたものは「大紫」という品種で、個人のお庭

でも広く利用されています。このほかにも、大紫の枝変わりで生まれた淡桃色で白覆輪の「曙」

や白花の「白妙」などがあり、大紫と混植されていることが多いです。 

ここで、栽培方法について少しだけ述べておきます。植付場所は日当たりと水はけのよいとこ

ろがよく、肥えたところでは特段肥料を与えなくてもよく育ち、ここ寺ヶ池公園でも施肥は行って

いません。もし施すなら、２月に油かす主体の窒素系肥料を寒肥として与えます。栽培するうえ

で特段の問題はないですが、剪定時期には注意が必要です。秋などに剪定すると、せっかくの

花芽を摘んでしまい、翌年花を咲かせることができなくなるので、花が終わった後できるだけ早く

いろいろな植物を知る －ＰＡＲＴ４－ 

▲初夏の公園に彩を添えるヒラドツツジ 
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剪定をするようにします。ほか

には特に気をつけることもな

く、丈夫で使い勝手がいいと

言えます。 

以上がヒラドツツジについて

ですが、大きく密に育てること

で植栽の隙間から雑草が生え

ることも少なく、景観形成にも

優れていることから、公園緑化

協会では、特定緑化推進植

物として今まで以上に多用し

ていきたいと考えています。 

（公園緑化協会 内本博樹） 

 

 

 

クスノキは、公共空間の景観木としてよく見かけるポピュラーな樹種です。丈夫で大きく育つこ

とから、公園のような広い場所での利用に適しています。 

河内長野市内で大きなクスノキといえば、市指定文化財の「吉年邸のくすのき」がまず思い当

たります。この木は、河内長野駅前のノバティながの南館の裏側にあります。バスロータリー入り

口の交差点から南西の方角に向かってすぐのところです。 

さて、今回は河内長野駅から八尾へと向かい、八尾のクスノキを訪ねました。八尾には大阪

府指定天然記念物のクスノキが３本あり、いずれも大きな木です。河内長野駅から近鉄電車で

道明寺駅へ行き、そこで近鉄道明寺線に乗り換えて柏原駅で下車。柏原駅でＪＲに乗り換えて、

ＪＲ八尾駅に到着です。 

この駅の南側には、商店や民家が密集して立ち並んでいます。この路地を歩いてすぐの所に

渋川神社があり、その境内に「渋川神社のくす」があります。この木は、境内の端で道路に接す

るように立っていますので、境内の内側からも外側からもよく見えます。外側の路地から眺めると、

周囲の生活感のある風景とあいまって、この木が街の人の生活によく馴染み、古くから親しまれ

てきたのであろうと思われます。しかし、境内から眺めるとそこは一転して静謐な空間であり、街

の人の生活感は感じられません。木の幹に注連縄が巻かれ、その前には鳥居が立てられて、

八尾のクスノキを訪ねました 

せいひつ 

し め な わ 

▲淡いピンク色が特徴的な「曙」 
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清らかで厳かな雰囲気です。同じ木でも、路地から見るのと神社境内から見るのとでは、また違

った印象を受けます。 

渋川神社から東へ住宅地を通って１時間ほど歩き、高安山が近付いてきたところで善光寺に

到着しました。ここには「善光寺のくす」があります。それほど広くない境内を覆い尽くすかのよう

に力強く枝を伸ばしています。堂々とした大木です。 

そこからさらに北へ１時間ほど歩き、山の中腹辺りで玉祖神社に着きました。参道の階段横に

「玉祖神社のくす」があります。こちらもたいへん立派な大木です。この木は、幹の低い位置で

大きく分枝していますので、幹のボリューム感は「善光寺のくす」には及びませんが、周囲の山

の景観とあいまって野性的な雰囲気が感じられます。 

八尾は、かつて綿作が盛んだったようです。享和元年（1801）に刊行された『河内名所図会』

には、次のように記されています。「名産高安木綿 此郡内の農民綿を多く作りて、夜は夜毎に

老若男女のわいためなく紡績て、女はこれを織りて商ふ。他郡に勝て幅広く、染るに色よく、着

るに強地也。是を河内木綿といふ」。明治以降に綿作が衰退し、それに代わるものとして、この

高安の地域では花卉園芸が盛んにおこなわれるようになったそうです。また、この地域は植木

屋の多い所で、玉祖神社への道中にはいくつもの植木畑がありました。 

玉祖神社からは、30 分ほど歩いて服部川駅で近鉄信貴線に乗車し、次の河内山本駅で近

鉄大阪線に乗り換えて堅下駅で下車。堅下駅から徒歩で柏原駅まで移動し、そこから近鉄道

明寺線、近鉄長野線に乗り継いで河内長野

駅に到着しました。河内長野と八尾との距離

はさほど遠くはないのですが、電車で移動す

ると何度か乗り換えがあるうえに、今回は 10

キロメートルほど歩いた疲労感ともあいまって、

小旅行のような気分でした。 

これらのような大木は、視覚的なボリュー

ム感だけでなく、一本の木がその大きさに至

った長い年月をも感じさせます。それによっ

て、雄大で重厚な雰囲気を醸し出し、周辺の

景観には歴史を感じさせるような深みが生ま

れます。 

歴史と緑に恵まれた河内長野において、

公園緑化協会は、長期的な観点で樹木を育

み、より魅力的なまちづくりを推進します。 

（公園緑化協会 黒川正健） ▲渋川神社のくす 

【参考資料】①河内名所図会（柳原書店、平成２年）②市民のための八尾の歴史（八尾市立図書館、昭和 61年） 

たまおや 

か  き 

かたしも 
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「いまから ここから」 

これは、「あいだみつおカレンダー」のスタートの 1日に記された言葉です。 

 「１年の計は元旦にあり」は、当協会にとっては「１事業年度の計は開始日の４月１日にあり」と

なり、とりわけ今年の４月１日は意義のある日となります。 

「公益法人制度改革」を受け、昨年に「公益財団法人」への衣替えの申請をし、この度、大阪

府より公益認定され、４月１日を以て登記が完了し、めでたく「公益財団法人河内長野市公園緑

化協会」として再スタートすることとなりました。まさに、「いまから、ここから」です。これも、広範な

市民の皆様の緑化推進に対するご理解とご支援の賜物であり、新たな事業を積極的に展開す

る節目の年として、身の引き締まる思いです。 

 昨年８月末の申請より認定まで約半年を要した主な要因は、大阪府下で公園緑地の維持管

理を対象事業とする法人で公益認定を受けている法人が皆無であったことや、認定を受けよう

とする公益事業の大半が河内長野市の指定管理事業や受託事業であって、協会独自の公益

事業としての位置付けの説明で、大阪府の公益認定委員会の委員さんに十分に理解してもら

えるまでかなりの調整を要したことです。 

最終的に、当協会の独自性を持つ公益として理解してもらったものは、「営利企業では取り組

めない法人の専門的知識や技術力を活かした大阪府下にあっても比較的恵まれた自然の植

生をベースとしたみどりづくり」と「協働・市民参加によるみどりづくり」の２つの大きな視点を柱と

した事業展開を、指定管理事業等をツールとして図っていくことで、それが認定の決め手になっ

たものと考えています。 

この２本柱は、平成 25 年度の事業計画には、詳細には記載していませんが、「専門的知識

等を活かしたみどりづくり」においては、３月に実施しました当協会が管理する公園・緑地等に

おける植生調査結果に基づき、優良事例等を分析し、次年度以降の管理計画に反映させ、長

期的なスパンでのエコ緑化を目指し、併せて、河内長野での生育良好な推奨植物の普及に努

めていきます。また、「協働によるみどりづくり」については、公園種別毎の利活用計画を市民参

加で策定すべく、その着手に取りかかるとともに、市民によるみどりづくりを進めるうえでのマン

パワーをボランティア養成講座等で確保すべく取り組んでいきますので、引き続きご支援をよろ

しくお願いします。                        （公園緑化協会常務理事 山田彰男） 

編集後記 

 

公益財団法人河内長野市公園緑化協会 

事務所 〒586-0094 河内長野市小山田町 674 番地の５ 

☎0721-56-1155／FAX 0721-56-2100 

E-mail；contact@kawachinagano-park.or.jp  HP；http://kawachinagano-park.or.jp/index.html 

業務時間 午前９時～午後５時 30 分（土・日・祝日と年末年始を除く） 


