
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真：ヒラドツツジと蜜を吸うミツバチ（寺ヶ池公園） 
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平成 26 年５月 
Ｎ ｏ ． １ ４ ２ 

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 
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就任のごあいさつ 

 

初めまして。私は、平成２６年４月から常務理事に就任いたしました宮川祐

次郎でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  公園緑化協会は、平成７年５月に緑の総合的な一元管理の実現を図るため

に設立され、昨年４月には公益財団法人の認定をいただきました。そして、都

市緑化推進および公園、緑地、街路樹等を管理する事業を通じて、市民のみ

なさんが潤いと安らぎを実感できる緑豊かな環境共生都市の実現に寄与する

ことを法人の目的としています。この目的を達成するため、従来の管理主体の

事業展開から「協会の専門的知識や技術力を活かし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

柱とした新たな事業展開を図っています。 

  平成２６年度は、公益財団法人の２年目として、また来年に迎える２０周年

の大きな節目につなげる新たな進展への契機となる年度と位置付けしていま

す。 

  今後は、これまでに増して市民のみなさんに親しまれる公園づくりに鋭意努

力してまいりますので、一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。 
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前回は、市内における公園緑地の管理について、環境・生態・経済を柱とするエコ緑化技術

の取り組みについて述べました。そこで次は、環境・生態・経済の各要素に基づいた緑化管理

技術について、順次詳しく述べていかねばなりません。しかし、それでは今年のこの欄はエコ緑

化技術の説明だけで終わってしまいます。このままエコ緑化技術について１年間説明を続ける

のがよいのか、はたまた、他の話題を提供しようかと迷っていましたが、よく考えてみますと、環

境・生態・経済の各要素に対するエコ緑化技術の取り組み方法は、環境にやさしい、自然にや

さしい、仕事や費用にやさしいと、いずれも「やさしい」ことがエコなのです。そこで、人にやさし

い緑化管理があってもよいだろうと考え、今回はこの点について述べてみたいと思います。 

ところで、エコ緑化技術は緑化管理のための技術ですが、人にやさしいことをエコとは言いま

せんので、人にやさしい緑化管理はエコ緑化技術には含まれません。人にやさしい緑化管理は、

エコ緑化技術を用いて完成する緑化植物の管理状態、すなわち姿で、公園や緑地に来られる

人々が休憩したり活動したりしやすいように配慮した緑化植物の種類や配置、大きさ、形状など

です。公園緑地の緑化植物は、単に元気に育っているとか、景観形成効果が高いとかというの

はもちろんのこと、公園緑地に来られる人たちにやさしい緑化植物でなくてはなりません。そして、

このような人にやさしい公園緑地づくりを念頭に、エコ緑化技術を駆使して、緑化植物の育成や

管理をしようというわけです。と言いましても、現在、公園緑地に来られる人たちは実に多種多

様な目的をもって来られます。そこで、そもそも公園とはどのような場所だったか、などといったこ

とに少しだけ触れてみましょう。 

公園緑地と庭園は混同されやすいのですが、庭園

は古くエジプト、ローマの時代から作られていました。

わが国でも、奈良、平安の古い時代からありました。し

かし、そのような庭園で憩うことができたのは、王侯貴

族などごく一部の上流階級の人々でした。その後、時

代を経て上級武士が加わりましたが、庶民の生活とは

まったくかけ離れた存在のものでした。書物によれば、

庶民のための公園が最初に設けられたのは、産業革

命時代のイギリスで、狐狩りや兎狩りのための王室の

庭園を市民に開放したものでした。アパートに住む労

働者に憩いの場を提供したもので、現在のハイド・パ

ーク（ロンドン）がその場所だそうです。 

人にやさしい緑化管理 

▲ロンドン中心部にあるハイド・パーク 
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わが国では、江戸時代に、東京の飛鳥山にあった幕府の御廟の木戸を昼間だけ開け、この

緑地を庶民のための憩いの場としたのが始まりだそうです。長屋に住んでいた庶民や下級武士、

商人などにとって、春は弁当を持って花見、夏は涼しい木陰で憩い、秋はもみじ狩りと、公園で

の憩いは、年に数回のかけがえのない行楽の一つだったことでしょう。その情景は、古典落語な

どからも窺い知ることができます。 

このように、公園緑地は、庶民のための憩いの場所として公的に設けられ、花見や緑陰、もみ

じ狩りなどの場として利用されてきたものですが、現在では、公園での憩いの中身が実に多種

多様なものとなっています。 

当初から続いて来た花見や緑陰、もみじ狩りなどはもちろんのこと、幼児の公園デビューや砂

場や遊具での遊び、かけっこやかくれんぼ、すべり台、さらには縄跳びやボール遊び、鉄棒、ジ

ャングルジム、ブランコ、野球やサッカー遊びなどなどがあるほか、犬の散歩などにも来られます。

また、ウオーキングやジョギング、ラジオ体操、太極拳、ゲートボールなどの健康維持活動も盛

んです。さらに、バードウオッチングをはじめとする動植物の観察や絵画、俳句、詩吟、音楽を

楽しむ人たちもやって来ます。若い男女にとっては、デートの場でもあるようです。 

このように、多種多様な目的をもって公園に来られる人たちに対して、公園側はいろいろな準

備をしておかねばなりません。緑化樹について言えば、たとえば公園デビューに対しては、幼

児用の遊具や小さな広場に加えて、こどもを見守るお母さんたちがくつろいでおしゃべりできる

場所が近くに必要です。そう考えると、遊具などの近くの東南から南西側に大きな木があって、

その下に芝生やベンチがあればよいのです。夏は涼しく冬は暖かいように、よく育つ落葉樹を

植えておくのが好適でしょう。また、かくれんぼには、太い幹の木やいくつかの茂みが必要です。

そのほか、見通しがよい場所の大きな木の下や、茂みを背にした場所は気分が落ち着くそうで、

奥さん方のおしゃべりはもちろん、弁当を食べたりする場所にもなります。散歩やジョギングのた

めには公園内の道路に凹凸がないのはもちろんのこと、緑化植物の横枝が通路まで出張って

いるというのもよくないでしょう。 

もちろん、公園緑地の設置時にはそれぞれの公園緑地の位置づけや利用の目的はあったの

でしょう。しかし、年が経つと、施設が老朽化したり、緑化植物が大きくなったり枯れたりして、公

園緑地の様子にも変化が生じます。また、人々

の生活様式の変化、興味や楽しみ方の変化、

そして、憩いの形の変化も生じてきます。子ど

もが減って高齢者ばかりが公園を利用している

とか、子どもが外で遊ばなくなったなど、公園

の利用者や利用の形態は、年月を経ると変化

します。 

先日、テレビを見ていると、東京の一部地域

では公園デビューの言葉が死語化しつつある
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と放送されていました。子育て支援センターなどの施設が充実した結果、快適な室内の空間で

親子共に過ごせるようになったからだそうです。そして、このような状況は他の地域にも広がりつ

つある、というものでした。公園デビューの言葉は、一時流行っただけのものとなってしまいそう

で、時代の趨勢の早いことに驚きました。そして、同じような意味で、野球場やテニス場、ゲート

ボール場などのスポーツ施設や、フィットネスクラブなどの体力づくり施設も充実されてきました

ので、公園の利用形態にも変化が生じることは当然のことでしょう。 

そこで、時代の背景に沿った公園の充実をということになるのですが、公園というものは、余

程に大規模なものの場合は別として、中小規模の公園の場合、一つの公園にいろいろな施設

を設けると、それぞれの施設の規模が小さくなってしまって利用者が満足せず、リピーターが減

ってしまうそうです。かといって、規模は小さいが特色を持った公園にすると、市内一円や市外

からの来客が集まるようになり、近所の人たちが利用しづらくなったり、交通や騒音、駐車場など

の問題が出てきたりします。というわけで、人にやさしい緑化管理を行い、人にやさしい公園を

つくっていくために、市や自治会、近隣のみなさんとよく相談しながら、それぞれの公園の利用

目標を再度検討したいと思っておりますので、ご協力をお願いいたします。 

（公園緑化協会理事長 大江正温） 

 

 

光陰矢の如し。この前お正月を迎えたかと思えば、早くも５月になりました。まさに加齢ととも

に月日の過ぎる速さを実感しています。「いろいろな植物を知る」も、今回で８回目を迎えることと

なりました。情報紙「みどりのまちづくり」は約３か月おきに発行しているので、２年経ったことにも

なります。ただただ、私の知ることを紙面でお届けするだけですが、これを参考に少しだけでも

花や緑に関心をもっていただき、みどりのまちづくりにご協力いただければと思います。 

さて、今回紹介するのは、春の代表、誰もが知る花木の代表とも言える「サクラ」です。開花時

期が過ぎ、旬を逃してしまっていますが、この「いろいろな植物を知る」で、一度はテーマとして

挙げておきたい植物なので、今回書くこととしました。そんなことは知っているとおっしゃる方もい

らっしゃるかもしれませんが、どうぞお付き合いください。 

私たちにとって他の樹木に比べて別格扱いのサクラは、ご承知のとおりバラ科の落葉高木で、

その種類、品種だけでも 800 種以上といわれています。その中でも「ソメイヨシノ」はもっともポピ

ュラーな品種で、お花見と言えばこのソメイヨシノが咲く頃に行われるのが多く、気象庁が発表

する開花状況も、沖縄地方を除く場所でソメイヨシノが開花の目安となる標本木となっています。

いろいろな植物を知る －ＰＡＲＴ8 サクラ－ 
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ちなみに、大阪府は大阪城公園のソメイヨシノが標本木です。 

そもそもソメイヨシノは、江戸時代末期に江戸の染井村（現在の東京都豊島区）というところで

園芸植栽が始まり、当時から花の名所として有名な奈良県吉野のサクラにあやかり、「吉野桜」

の名前で売り出され、人気を博しました。しかし、吉野のサクラが葉の展開と同時に開花するヤ

マザクラであるのに対し、ソメイヨシノは、葉の展開前に開花することから、混同を避けるため明

治になって「染井吉野」と改められて現在に至っています。 

ここで、サクラの剪定について触れておきます。よく「サクラ切る馬鹿、ウメ切らぬ馬鹿」と聞い

たことがある方が多いかと思います。これを聞くとサクラの木を切ってはいけないと考えがちです

が、決して切ってはいけないという意味ではありません。サクラが他の樹木に比べて腐食しやす

いことから、戒めのためにこのように言われるようになったかと思われます。特に太い枝を切る場

合などは当然のことながら切り口が大きくなるた

め、腐朽菌などが侵入し腐食し枯死につながっ

てしまいます。できる限り剪定しないように努力

したいものですが、樹木である以上枯れ枝、逆

枝、交差枝などいわゆる不要枝は必ずと言って

いいほど出てきますので、それらは剪定しない

わけにはいきません。では、そういう場合どうす

ればいいかと言いますと、切り口に塗布すること

で腐朽菌を殺菌、切り口の癒合を促進する殺菌

癒合剤（商品名トップジンＭペースト）がホーム

センターなどで販売されていますので、それを

使用されるのがお薦めです。 

最後に、寺ケ池公園に植えられているサクラ

の種類を紹介しておきます。寺ケ池公園には、

管理事務所西側の記念の森エリアに、ソメイヨシ

ノはもちろんのこと、シダレザクラや室町時代か

らあったといわれる古い品種の「普賢象（＝ふげ

んぞう）」、花の色が淡黄緑色で、ウコンの根茎

を使って染めた色に似ていることから名前がつ

いた「鬱金（＝うこん）」、サクラには珍しい直立

性で円柱状に育ち、まるでサクラの滝のごとく美

しい「天の川」などが植えられています。公園に

お越しの際は、ぜひご鑑賞ください。 

（公園緑化協会 内本博樹） 

▲普賢象（写真上）、鬱金（中）、天の川（下） 
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新聞紙面やテレビ番組で、倒木事故が報じられることがあります。最近では、３月に広島県三

原市で施設内の大きな木が倒れて人にあたり、大けがをされました（その後、１人の方が亡くな

られました）。数年前には、神奈川県鎌倉市の鶴岡八幡宮でイチョウの大木が倒れたというニュ

ースもありました。また、強い台風が通過したときには、道路上に木が倒れたり、倒木が車を押し

潰したりする様子が報じられることもあります。 

幹線道路や商業施設など人通りの多い場所での倒木は、事故に結びつきやすくたいへん危

険です。枯れ木であれば、いずれ朽ちて倒れることが予想されますので、倒木事故の発生が予

想される場所については、施設の管理者等によって枯れ木は速やかに撤去処分されるでしょう。

一方、枯れ木ではなく葉を青々と茂らせている木については、健全で丈夫に見えますので、倒

木の発生は予想しづらいものです。健全な樹木であれば、しっかりした根や幹で樹体を支えて

いるので、それが突然に倒れるとは考えにくいからです。 

しかし、実際には、葉を青々と茂らせている樹木が突然に倒れることがあります。枯れ木では

なくても、幹の一部が腐って穴になっていることがあり、その穴や腐朽がごく小さければ、それが

倒木に直接結びつくことは考えにくいのですが、穴や腐朽が大きい場合は、その部分の支持力

が大きく低下しますので、そのことで樹体を支え切れなくなると、枯れ木ではなくても倒木に至り

ます。このような部分的な穴や腐朽は、必ずしも葉の変色や枯れを伴うものではないので、葉が

青々と茂って元気だから大丈夫と思っていても、穴や腐朽が拡大すると、葉の変色や枯れにか

かわらず倒木に至るというわけです。 

幹に大きな穴が開いていたり、幹が大きく腐ってボロボロになっていたりするなど、倒木の原

因となる穴や腐朽が見えやすい所に大きく発生していれば、倒木の危険性に気付きやすいの

ですが、外見からは分かりにくい根や幹の内部で腐朽が進行している場合は、異常の発見は困

難になります。その場合、気付かない間に内部の腐朽が進行して根や幹が脆くなり、それらが

樹体を支え切れなくなれば、思いもよらない倒木が発生することになります。枯れてもいない木

が不意に倒れて事故が起こるのは、このようなことが

原因であると考えられます。 

なお、当協会では、三原市の倒木事故の後、市内

の公園を巡回し、大きく傷んだ木の伐採処分を進め

ています。 

（公園緑化協会 黒川正健） 

枯れ木でなくても倒木は起こります 

▲三原市で発生した倒木現場の様子 
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はじめまして。私は、河内長野市公園緑化協会の伏田と申します。４月から働きはじめ、まだ

右も左も分からず、てんやわんやな毎日です。そんな私が、今回から公園の紹介をすることにな

りました。駄文ではありますが、お付き合いの程よろしくお願いします。 

さて、今回は千代田地区にある「鳴尾（どんど）公園」をご紹介します。地元の人以外は、この

名称を読めないことがほとんどでしょう。この公園の私の印象は、一般的な公園の良い面と悪い

面を見ることができる公園だということです。 

鳴尾公園は、比較的広い公園で、昼間には多くの

親子連れが訪れます。色々な遊具が設置されていま

すが、中でも私の目を引いたのが、左の写真の遊具

です。丸い物体が３つ連なり、トゲが生えている様子

から、私は「やさぐれただんご３兄弟」と呼んでいます。

15 年前に一世を風靡した「だんご３兄弟」が今では

公園で働いているとは…。子どもたちと接することで、

心が癒されいつかはトゲが抜け落ちるのではないか

と勝手に想像していましたが、正式名称は「ウゴウゴ」

と言う前後に動く遊具で、だんご３兄弟とは全く関係

ありませんでした。それらを始め、多くの遊具があるこ

の公園は、市民の憩いの場となっています。 

一方で、この公園はトイレの悪戯（器物損壊▽写

真参照）が多く、悪戯と修繕が繰り返し行われていま

す。近隣住民のみなさんからはトイレを撤去してほしいとの声もありますが、管理や修繕につい

ては、今後も自治会や市役所と協議しなければなり

ません。 

鳴尾公園は、人が集まる和やかな憩いの場と悪

戯が多く行われる場の両極端な顔を同時に現す公

園ですが、このような公園は、市内にいくつも存在し

ます。悪い面を解消する打開策を見出すには、近隣

住民のみなさんとの協働が必要となってくるのでは

ないかと考えています。 

（公園緑化協会 伏田 慶） 

河内長野公園巡り －鳴尾公園－ 

▲子連れでにぎわう公園内（写真上）、特徴 
  的な形のスイング遊具「ウゴウゴ」（同下） 

▲めちゃめちゃに壊されたトイレ 
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４月 19 日（土）・20 日（日）の２日間、「植木市」を開

催しました。来場された市民のみなさんをはじめ、ご協

力いただいた関係団体のみなさんにお礼申し上げま

す。初日は好天に恵まれ、多くの方々にお越しいただきましたが、２日目は朝からあいにくの天

気となったこともあり、２日間で約 2,900人（昨年度約 3,400人）の来場者数となりました。 

さて、今回の植木市では、初の試みとなるテラコッタドール作りが、小山田小学校区まちづくり

会のみなさんが中心となり行われました。大変な盛況ぶりで、たくさんの人たちが楽しく実習に

参加していました。寺ケ池公園にも、新たに 10 体のテラコッタドールが増えましたので、是非見

に来ていただければと思います。 

植木市では、当協会は花苗の販売を行いました。1,816ポットの苗を仕入れたところ、1,714ポ

ットもの苗が売れました。特に接ぎ木のトマト、キュウリ、オダマキの苗が人気で、すべて完売しま

した。残った苗は、寺ケ池公園の管理事務所で低価格で販売しておりますので、一度足を運ん

でみてはいかがでしょうか。また、このほかにもメインである植木の販売やハーブティーサービス、

山野草の展示・販売、木製品・竹製品の販売など、各団体がそれぞれの個性を発揮し、催しを

盛り上げてくださいました。 

私は、長年河内長野に住んでいますが、今回初めて植木市に参加しました。大勢のみなさん

が来ていただき、河内長野市には植木、草花が好きな人がたくさんいることを実感しました。今

後もたくさんの方々が来ていただけるような植木市を目指しますので、応援のほどよろしくお願

いします。 

（公園緑化協会 伏田 慶） 

第16回植木市 

 レポート 

▲新しく加わったテラコッタードール。園内
の花壇などに飾っています 

▲多くのみなさんが植木や花苗などを買い求めていました（写真は初日の様子） 



 

 

 

 

みなさん、今月号はいかがでしたか。本来なら４月に発行する予定でしたが、諸般の事情に

より５月にずれ込みましたことお詫び申し上げます。 

前号でお知らせいたしていましたプロパー職員の欠員問題につきましては、職員１人の補充

が可能となり、一定の体制づくりのもと新たなスタートをきることとなりました。 

今年度も昨年度に引き続いて、就任のごあいさつの中で述べましたように、２つの大きな視点

に基づき事業を展開していきたいと思っています。 

特に、「自然の植生をベースとしたみどりづくり」では、エコ緑化技術の進展や蝶の舞うまちづ

くり・庭づくり、ガーデニング教室の実施など、「みどりのまちづくり」の担い手づくりに取り組みま

す。それとともに、「協働によるみどりづくり」では、人にやさしい公園づくりのため、公園種別毎

の利活用について、市民のみなさんのご意見や市からのアドバイスを受けながら、「基本構想」

として策定に鋭意取り組んでいきます。昨年度に引き続いて、ご支援のほどよろしくお願いしま

す。 

なお、これらの取り組み内容や進捗状況などについては、「みどりのまちづくり」の中で、随時

報告していきますので、ご期待願います。 

（公園緑化協会常務理事 宮川祐次郎） 

 

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/ 

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） 


