
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真：花壇に飾られているかわいいテラコッタドール（寺ヶ池公園） 
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今回は、藤棚の整枝や剪定方法、並びに、少しの改修案を述べてみたいと思います。 

といいますのは、今年３月頃、協会の職員から、公園にある藤棚の管理をしたいという住民の

申し入れがあった、との報告を受けたからです。藤棚の花付きが悪いので、剪定や水やりは住

民の方でするから、肥料を援助して欲しいとの要望だったそうです。 

そこで、ゴールデンウイークの頃、妻との買物の途中に、市内の公園や学校の藤棚をいくつ

か訪れ、花の咲き具合を見て回りました。なるほど、いずれの藤棚でも花は咲いていましたが、

こちらに少しの花の固まり、あちらに少しの花の固まりというような状況でした。旅行のパンフレッ

トやテレビの地域ニュースなどで見られるような、藤棚の格子の間からたくさんの花が垂れ下が

っている、いうような光景は見られませんでした。 

従って、市内公園の藤棚の開花状況は、旅行パンフやテレビ番組で見られるような、藤棚か

ら花が垂れ下がって咲くという開花を期待されている人には不満足でしょう。一方、あまり興味が

なくて花の色や花房の長さが判ればよい程度の期待しか持っていない人には不満でもない、と

いうような状況であると言えました。 

その後、６月にもう一度藤棚のいくつかを見に行くと、藤棚の上にこんもりと枝葉が茂っていま

した。水平に伸びるべきつるが絡み合って、上へ上へと伸びた結果、葉が混み合い、つるの基

部付近には陽が当たりません。棚の下からのぞき見ると空は見えず、薄暗くなっています。これ

では葉もつるもやわらかく育ちすぎて、花芽が着きませんし、格子の間から藤の花は垂れてきま

せん。一方、棚の端の方には、各所に少しずつ枝の少ない部分があって、その場所の葉やつる

にはよく陽が当たっています。葉が

しっかりとし、つるが短く育つ場所で

すので、来年はこのような場所に花

が咲くのでしょう。先にも述べたよう

に、こちらに少しの花の固まり、あち

らに少しの花の固まり、といった状

況で開花すると思われます。 

それでは、どのようにすれば、パ

ンフやテレビに見られるような、格子

の間からたくさんの花が垂れ下がっ

て咲くのでしょう。答えは簡単、枝や

葉の数を増やさないことです。藤棚

藤棚の管理と取り組みの方向について 

▲市内の公園にある藤棚 
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の大きさは植え付け当初と変わりが

ないのに、木はどんどん大きくなっ

て枝葉を増やすのですから、適度

な整枝、剪定をしないと枝葉が混み

すぎて花が咲かなくなってしまうの

は当然です。そこで、藤と同じような

つる植物のなかで、農業分野で栽

培の多いブドウを例に、剪定の基本

を述べてみましょう。なお、ブドウは、

販売目的で栽培されていることが多

く、収穫量を毎年一定にして農業経

営を安定させるために、その剪定は

丁寧に行われています。ややこしく

て難しいように思えるのですが、実際にやってみると簡単な作業です。ブドウのほか、キウイなど

の剪定も同じ要領ですので、覚えておかれるのもよいでしょう。 

ブドウの剪定は、冬に行います。まず、落葉後に、今年伸びた枝を付け根から３芽の上で切り

落とします。すると、来年春には枝が３本出て、それぞれに花が咲き実がなります。冬になれば、

まず１枝を残して上部を切り落とし、次に、残した枝も３芽で切り取ります。すると、春には３枝が

出てそれぞれに花が咲き、実がなります。毎年この剪定を繰り返すと、房の数は前年と同じ数に

なります。ブドウでは、品種によって異なりますが、このような枝を 50センチ以上の間隔を開けて

左右交互に残すのが普通で、棚いっぱいに葉が重ならず、かといって隙間のないように枝を配

置することが肝要で、栽培農家の技術となります。 

藤の剪定方法は、ブドウと同じように、ごく簡単なものです。１枝と３芽を残す剪定を繰り返し、

30～40 センチ間隔に１枝ずつを左右交互に残して剪定するだけです。たくさん花を咲かせよう

と欲張って残し過ぎたり、もったいないといってたくさん残したりするのは禁物ですし、切りすぎ

は開花時に寂しくなります。園芸書には、夏にも弱い剪定を行うように書かれている場合もありま

すが、これは立派に咲く木の状態が仕上がってから後のことで、夏に剪定をするとすぐにわき芽

が動き、つるとなって伸び続けるようだと来年の開花は望めないからです。夏は、来年に咲く花

のつぼみのもとができはじめる時期、すなわち花芽分化の時期で、この時、つるが勢い良く伸び

ていたのでは、花芽ができないからです。花芽分化は生殖生長で、つるが伸びるという栄養生

長が勝ると生殖生長は減退してしまいます。従って、夏期に肥料や水をやってつるの生長（栄

養生長）を促進させるという行為は、花付き（生殖生長）を良くするという面から考えると、無駄な

作業という以上にマイナス面が大きいと言えるでしょう。 

ここまで藤の剪定方法を述べましたが、次に剪定作業について考えてみましょう。まず、１枝と

３芽を残す剪定作業は、剪定機などの機械ではできず、はさみを使っての手作業が必須です。

▲きれいに整えられた藤棚は、初夏を彩ります（写真は兵庫

県の白井大町藤公園） 
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さらに、ブドウやキウイの棚は手の届く高さの所に作られているので作業が容易ですが、藤棚は

かなり高く、棚に登るか、ハシゴを使っての作業が必要となり、剪定はやっかいな仕事ということ

になります。まして、先に述べましたように枝葉がこんもりと茂ったような箇所は、その上に登る必

要があるでしょう。 

それでも、公園の藤棚を満開にしたいという熱意をお持ちの方は、作業の合間、藤棚の下で

ご休憩ください。他の作業にご協力いただける方々も同様に藤棚の下で休息してください。とい

った目で藤棚の下も観察しますと、ベンチがあったりなかったり、テーブルがあったりなかったり

と、一様ではありません。ベンチに腰掛けると、背中に陽が当たって暑くてたまらない、という苦

情も多々出そうです。雨の日は作業をしないとして、日除け施設は必要でしょう。というわけで、

藤棚の開花を多くすることも兼ねて、現在の藤棚の南、西、東側の部分を少しずつ広げてみて

はいかがなものかと考えています。ボランティアのみなさんをはじめとする市民の方々との協働

を進めていくうえで、協働の場をできる部分から少しずつ再整備する必要があると考えている昨

今です。 

（公園緑化協会理事長 大江正温） 

 

 

リサイクル堆肥「そだちのもと」は、市内の都市公園などの管理作業によって発生する苅草・

剪定枝などを、リサイクルの観点から堆肥加工して販売し、市民のみなさんから好評を得ていま

す。 

これらのリサイクル化への経過を、少し辿ってみたいと思います。元来、苅草や剪定枝などは、

請け負った業者により自家処分（野焼きなど）されていましたが、消防法の改正によりこれが禁

止となりました。その後、清掃工場での焼却処分

も検討されましたが、受け入れ規制や処理能力な

どの問題によって困難となりました。そこで、新た

にリサイクル化を検討した結果、平成１２年頃から

の数年間は、兵庫県赤穂市にある堆肥製造会社

でリサイクル堆肥「そだちのもと」を製造することと

なりました。しかし、赤穂までの運搬コストなどの

問題もあり、近くでの製造加工場の確保が喫緊の

課題となり、現在の和泉市内での加工場の選定

リサイクル堆肥「そだちのもと」の行く末は 

▲リサイクル堆肥「そだちのもと」 
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に至ったものです。従って、昨年度まで

は管理作業で発生した苅草・剪定枝な

どは、下里の公共用地で仮置きし、その

一部を和泉市の堆肥加工場で加工し、

公園緑化協会で販売していました。 

しかし、今年度は、下里の公共用地が

いよいよ人工芝球技場となる予定となっ

たため、仮置き場として利用できなくなり

ました。このため、今年度に発生する苅

草・剪定枝などは、すべて千早赤阪村の

中津原にある南河内樹木リサイクルセン

ターに直接持ち込み、処分を行っていま

す。なお、現在、下里公共用地内にて

仮置きされている苅草・剪定枝（過年度

分）については、７月下旬までに移動す

べく調整を図っています。 

今後についてですが、新たな仮置き

場があれば、従前のとおりでの対応が可

能となりますが、仮置き場の選定につい

ては、広い面積が必要であり、また道路

条件や住宅、排水施設などの周辺環境に与える影響が大きいため、慎重に検討しなければな

りません。そこで、当協会において継続的な対応が可能となるように検討・協議を進めています。

当協会では、今後も良質なリサイクル堆肥「そだちのもと」が安価で継続して提供できるよう、努

めてまいりたいと考えています。 

（公園緑化協会常務理事 宮川 祐次郎） 

 

▲下里の人工芝球技場の整備予定地（写真上）と予

定地内にある刈草・剪定枝の仮置き場（同下） 
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梅雨に入り、湿気の多いじめじめとしたイヤな季節を迎えています。もうしばらくの我慢ですが、

梅雨が明けると夏真っ盛り。今年の夏もやはり猛暑になるのでしょうか。植物を育てるには若干

の作業量に違いはあるものの、季節に関係なく作業をしなければなりません。みなさん、どうか

植物を育てることに熱中されても、熱中症にはならないようご注意ください。 

さて、今回紹介するのは、まさ

にこの梅雨期に咲く植物の象徴

とも言える「アジサイ」です。開花

全盛期は少し過ぎていますが、

前回のサクラ同様に、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、今回書かせていただき

ました。これを参考に、少しでも

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。 

先に書きましたとおり、梅雨の

時期に咲くアジサイは、ユキノシ

タ科（近年はアジサイ科に分類

されることもあります）アジサイ属の落葉低木です。古くから栽培されてきた植物で、江戸時代に

日本にやって来たオランダのシーボルトが世界に紹介したと言われています。アジサイには、大

きく分けて「ヤマアジサイ」「ガクアジサイ」「セイヨウアジサイ」「アメリカアジサイ」「カシワバアジサ

イ」などがあります。 

ヤマアジサイは、関東地方から九州までの沢沿いや林の中に広く自生しており、地域ごとに

変異が大きく、そこから様々な品種が発見されています。別名「サワアジサイ」とも言います。一

方、ガクアジサイは、伊豆半島（静岡県）や神奈川県などに自生し、葉が厚く光沢があるところが、

薄くて光沢がないヤマアジサイとは違うところです。二つの種類に共通するのは、外側に輪のよ

うに並んで花に見える装飾花と呼ばれる萼片（がくへん）があるところです。本当の花は、中央に

たくさん集まった小さい粒状の部分で、その一つ一つが雄しべと雌しべを持つ両性花になって

います。 

いろいろな植物を知る －ＰＡＲＴ9 アジサイ－ 

▲梅雨時の景色の中、色鮮やかに咲くアジサイは、見る人の心を

和ませます 
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セイヨウアジサイは、日本のアジサイがヨーロッパに渡り、そこで改良された品種で、日本のア

ジサイよりも全体に大型で、土壌の酸性度や土壌中の肥料分の違いによって、花の色が微妙に

変化するため、これまでに様々な色の品種が数百種類も作られています。公園などに植えられ

ているものの多くが、このセイヨウアジサイです。「ハイドランジア」の名で鉢植えのものもよく売ら

れています。 

アメリカアジサイは、北米原産で、純白手まり咲きの「アナベル」で一躍有名になりました。通

常、多くのアジサイは、花が終わった後に剪定することで充実した枝が伸び、その先端に翌年

の花芽ができる「旧枝咲き」なのに対し、アナベルは、アジサイの仲間では珍しく春から伸びる

新しい枝の頂部に花芽をつける「新枝咲き」なので、早春に剪定ができるということで、他のアジ

サイに比べると剪定が簡単にできるのが特長です。最近では、アナベルのほかにも、珍しい濃

い紅色品種の「ベラアナ」が流通するようになっています。 

最後に、カシワバアジサイですが、その名のとおり葉がカシワの葉に似ていることからこの名

がつきましたが、そのことから、つい日本産のアジサイと思われがちですが、実は北米原産です。

セイヨウアジサイのように、土質による花色の変化はなく、秋には真っ赤に紅葉するのが特長で

す。アメリカアジサイと同じ北米原産ですが、アナベルのように新枝咲きではなく、他のアジサイ

と同様に旧枝咲きですので、剪定には注意が必要です。 

寺ケ池公園には、メインエリア駐車場横通路沿いに普通のアジサイやセイヨウアジサイを植え

ているほか、菖蒲園にもアジサイやガクアジサイを植えていますので、一度ご覧いただければと

思います。また、今後は、アナベルやカシワバアジサイなども植え、いろいろな種類のアジサイ

が楽しめる公園にしたいと考えています。 

（公園緑化協会 内本博樹） 

 

▲外側の装飾花が特徴的なガクアジサイも、人気のある種類です 
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河内長野駅前バスロータリーのノバティな

がの南館の前に大きい木があります。樹種

はクスノキで、大きさは高さが約14メートル、

幹の太さの直径が約 1 メートルです。 

この駅前のクスノキの幹に大きい穴が開

いています。穴の位置は、根元から３メート

ルほどの高さで、幹の北面にあります。北面

は車道側ですので、歩道からはこの穴は見

えません。この穴から下方向に、幹の内部

で空洞が広がっています。この穴に巻尺を

挿し入れて内部の空洞の大きさを調べたと

ころ、縦方向に２メートル以上、水平方向に 70 センチ程度の大きさであることがわかりました。ま

た、この穴にカメラを挿し入れて下方向に撮影すると、内部の空洞の広がっている様子がよく分

かります。また、根元にも小さい穴が開いおり、穴の大きさを調べると、根元の北面の穴は奥行

きが30センチ程度、南面の穴は奥行きが60センチ程度ありました。このことから、根元の内部に

も大きい空洞のあることが分かりました。 

このような状況から、根元から高さ３メートルまでの幹の内部は大きく空洞化して筒のような状

態になっているものと考えられます。このような幹や根元の内部の大きな空洞は、健全な樹木の

状態ではありません。このような状態に至った原因としては、木材腐朽菌により幹や根元の内部

が腐ってボロボロになり、そこが抜け落ちたことで空洞化したものと考えられます。また、幹の穴

とそれより上部の大枝に木材腐朽菌が認められることから、高さ３メートル以上の部位について

も、ある程度の腐朽が進行しているものと考えられます。 

一般に、樹木の幹や根元、大枝の腐朽が大きくなれば、その部分は脆くなり、脆くなった部分

が樹木を支え切れなくなればそこで折れます。このクスノキの場合は、樹木を支える幹と根元が

大きく空洞化していることから、その部分の支持力の低下による倒木の発生が危惧されます。ま

た、大枝の腐朽部についても同じく支持力の低下による落枝のおそれがあります。 

スペースの広い公園などであれば、樹木の周囲の一般利用を制限して、利用者の安全を確

保しながら樹木保護の処置をとることも考えられますが、駅前という制約の多いスペースでは十

分な保護処置をとるのは難しいと思われます。そのため、現在、市で対策が検討されています。 

（公園緑化協会 黒川正健） 

河内長野駅前のクスノキが傷んでいます 

▲河内長野駅前のクスノキ。幹の中央付近に穴が

開いているのが分かります 
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みなさんは、「オオムラサキ」という蝶をご存じですか。オオムラサキは、日本の国蝶に指定さ

れている大型の蝶です。北海道から九州まで日本各地に分布していますが、住宅開発などによ

りその数を減らし、今では準絶滅危惧種に指定されています。 

 当協会では、蝶の舞うまちづくりを推進しており、保育園や小中学校などを対象に、蝶が集ま

りやすい植物を植えたバタフライガーデンを普及してきました。今回、バタフライガーデンの発

展型として、河内長野の恵まれた自然を活かし、オオムラサキの飼育に取り組むことにしました。 

蝶の飼育などやったことがない私たちは、まず奈良県橿原市でオオムラサキの飼育をしてい

る施設を見学しました。そこで目にしたのは、たくさんの巨大なエノキでした。なんでも、オオムラ

サキの幼虫はエノキの葉しか食べないので、飼育するには大量のエノキが必要だそうです。ほ

かにも、成虫の餌やエノキの手入れの仕方など、オオムラサキの飼育について詳しく教えてもら

い、非常に勉強になりました。「まあ、一度失敗して学んでください」と不安になる施設の方の一

言とともに、オオムラサキの幼虫をいただき、試しに寺ケ池公園で自生しているエノキで飼育を

始めました。幼虫を観察していると、次第に愛着が湧き、毎日幼虫の様子を見に行くのが楽しみ

になり、子どもを育てる親の気持ちも少し分かった気がします。そんな大事に育てたオオムラサ

キは、見事成虫にすることができました。残念ながら、放蝶前に死んでしまいましたが、管理事

務所で標本として保管していますので、是非一度見に来ていただけたらと思います。 

 エノキが大量に必要であることが分かった私たちは、早速苗木を購入し、エノキ畑を作りました。

早ければ来年からオオムラサキの飼育を始めようと考えています。河内長野市にオオムラサキ

がたくさん見られるように努力していきますので、応援をよろしくお願いします。 

（公園緑化協会 伏田 慶） 

 

オオムラサキの飼育に挑戦します 

▲市内で観察されたオオムラサキ（写真左）といただいた幼虫（同右） 



- 10 - 

 

７月３日と４日、長野中学校から２人の生徒が職場体験にやって来ました。中学生の初々しさ

を目の当たりにし、自分も年を取ったなとひしひしと感じました。当日は、花の種まきや苗の植え

替えなどを体験してもらいましたが、せっかく公園緑化協会に来てもらったからには、ここでしか

体験できないことをしてもらおうと思い、今回は彼らに「河内長野公園巡り」を書いてもらいました。

未来ある少年たちの若々しい思いが書かれています。是非お楽しみください。 

 

みんなが遊びやすい安全な公園 

～野作第１公園～ 

 

野作第 1公園は、私たち中学生にと

っては、とても遊びやすく、安全で良

い公園です。なぜなら、まず広いグラ

ウンドがあるので、思いきりボールで

遊ぶことができます。それと、草木が

手入れされていて、とてもきれいに整

えられているところです。 

何より僕が良いと思ったのは、グラ

ウンドと遊具エリアが区切られてい

るところです。そのことで、ボールが

小さい子どもが遊具で遊んでいる方

に飛んでいくことが少なくなり、みん

なが安心して遊べます。 

それから、トイレが公園の真ん中に

あることで視界に入りやすく、不審者

があまり出にくいだろうと思います。 

 

いろんな花が咲き眺めも良い 

～府営長野公園～ 

 

長野公園には、いろんな花が咲き、

楽しいところがたくさんあります。 

まず、展望台からの眺めがとても良

いです。夜には、街の夜景が一望でき

ます。また、広場もあって、サッカー

やドッジボールができるし、春は花見

の場所にもなっています。５月から６

月には、階段の周りに咲いているたく

さんのアジサイがとてもきれいです。 

それから、公園の遊具は、新しくき

れいになっているので、小さい子ども

でも遊びやすいと思います。また、

時々イベントなどがあって、小物やお

菓子などが売られているので、楽しく

過ごせます。 

河内長野公園巡り 番外編 －中学生の思い－ 

▲
 

苗の植え替え作業に挑戦する生徒たち 
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みなさんは「竹の二股」という言葉をご存じですか。これは、滅多にないこと、ほとんどないこと

のたとえだそうです。社宝になっている神社もあり、その珍しさがうかがえます。今回、珍しい形

の竹を見つけたとの話を聞き、高向の曽和春男さんを訪ねました。その竹がこちらです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二股にはとどまらず、何と三股の竹です。曽和さんによると、

タケノコの状態でこの竹を見つけ、珍しく思い竹に成長したと

ころで持ち帰ったとのこと。二股でも珍しいのに三股となると、

すごいご利益がありそうですね。 

（公園緑化協会 伏田 慶） 

 

☆ご自宅の近くで見られた変わった形をした植物や情報紙で紹介してほしい樹木があれば、

公園緑化協会までご連絡ください。 

  フ シ ギ 

⁈ ？ ‼ 

曽和春男さん 



 

 

 

 

近年、公園樹木や街路樹などの倒木事故が数多く報道されており、人的被害をもたらすなど、

公園・緑地を管理する当協会としても、他人事ではないものと考えています。また、全国的な天

候不順の影響もあって、健全な樹木にも被害が発生するなど、楽観できない状況下にあります。

今月号でお知らせしました河内長野駅前のクスノキも、幹の中心部に大きな空洞が広がり、かな

り腐朽が進行していることから、倒木の危険性が危惧されています。 

さて、５月号の編集後記でお知らせしていました公園種別毎の利活用について、委員会を設

置の上、当初「基本構想」の策定に取り組むこととしていましたが、市との最終協議を行った結

果、「基本計画」として検討することとなりました。これは、公園の指定管理者である公園緑化協

会が中心となって進める「基本構想」では、市の理念が十分に反映されたものとなっていない可

能性があり、指定管理の範囲内での「基本構想」となり限定せざるを得ないこと、また、委員のみ

なさんからアイデアや活発なご意見を頂くためにも、「基本構想」から「基本計画」に、「策定委員

会」から「検討委員会」への変更が望ましいとの判断があったものです。いずれにしましても、検

討委員会の設置に向け、設置規程の制定について、６月６日に開催されました理事会に諮り承

認を得たところです。今後、学識経験者や公園に関係するボランティア、まちづくり、市民協働

などに携わる方々、関係行政の職員らで構成される検討委員会での議論に期待したいと考え

ています。 

検討委員会では、まずは河内長野市の都市公園の概略を理解していただいた上で、それぞ

れの設置目的を再確認し、現状とのギャップなどの課題整理を行うとともに、人口減少や少子高

齢化社会などの新たな課題を見据えながら、地域の特性も踏まえて、公園に求められる役割を

検討していきたいと考えています。 

なお、第１回河内長野市公園利活用基本計画検討委員会を、６月３０日に開催しました。詳

しい内容などについては、次号で報告したいと思っています。 

（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） 


