
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑の保全とガーデニング 

河内長野市公園利活用基本計画検討委員会について（報告） 

いろいろな植物を知る －PART10 イロハモミジ－ 

倒木事故防止のための施設点検をお勧めします 

河内長野公園巡り －松ヶ丘公園－ 

協働によるみどりづくり－上原里山再生プロジェクト－ 

編集後記 

 

写真：秋空に映える寺ヶ池公園管理棟の時計台（寺ヶ池公園） 
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◆農・園芸技術による自生植物等の増殖、育成と家庭、公園緑地への普及 

家庭や街の緑化を推進するうえで、自生植物を活用することは、恒久的で低コストの緑化を

図るとともに、自生植物を保全していくという意味からも有効な緑化推進手法の一つです。この

ような考えのもとで、私は、現職時からいくつかの試行を繰り返してきました。当時は、大阪府域

を対象としていましたが、現在は、河内長野市域に限定して考えるというように、多少の違い、特

に植物種についての差異はありますが、いくつかの事例を紹介しながら、河内長野市域におけ

る推進方向を考えてみたいと思います。 

最初に取り組んだのは、クリンソウでした。大阪

府域では、金剛山にのみ自生するサクラソウ科の

植物です。花が美しく目立つこと、サクラソウの仲

間ではとくに大型に育つこと、宿根草であるため

一度植付けると長年育つこと、種を播いて簡単に

増やせることなど、人目を引き増殖育成に有利な

特徴が多いという点に目を付けて、取り組みの対

象としたものでした。 

金剛山に行くと、あちらの谷筋に少し、こちらの

日陰に少しと、60～70 株の群落で、数か所自生が見られるのみという悲惨な状況で、自生のも

のは採れないと考えられました。しかし、奥千早や千早、中津原などには、これを採って育てて

いる方がいらっしゃいましたので、時期を見て種をもらってきたというわけです。 

種は、冷蔵庫で保管し、播く前には、夏場で一晩、冬期には２昼夜、ジベレリン液に浸して発

芽を促します。１粒発芽して１株が育ち開花すると、２～３万個の種が採れます。クリンソウの増

殖効率は非常によく、職場に、わが国で初めて

設置したプラグ苗生産研修施設を使って周年に

わたって大量に育苗しました。府の公園や緑の

部署、千早赤阪村などの市町村、国や他府県か

ら、あるいはイベントでの要望などを受けて、多

い年には 15万鉢ほどの苗を生産しました。 

次は、ユリ類です。府域には、ササユリやヤマ

ユリなどユリ類を市町村の花と定めているところ

があり、能勢町や箕面市、泉佐野市、河南町、

▲漢字では「九輪草」と書くクリンソウ 

▲淡い紅色が美しいササユリ 
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千早赤阪村などの要請により、ユリ苗の配布を行

いました。１度だけでよいから植えて欲しいというよ

うなイベント志向のものや、管理の体制ができてい

ないというような所が多かったのですが、うまく行っ

たのは、泉佐野市と大和の大神神社で、どちらも

植付けの場所がよく、その後の管理が適切だった

ためでした。泉佐野市は、市の青少年野外活動セ

ンターでササユリの復活を行い、市費で造園業者

に管理を委託してくれました。大神神社では、神

域で、豊年講のみなさんが当方の言うとおりの管理を見事にこなしてくださいました。 

ユリ類の増殖は、りん片繁殖法もしくは組織培養法で行いました。球根が多い場合は、手っ

取り早いりん片繁殖法により苗を養成しました。百合根（球根）の芯（茎）からりん片（葉）を剥がし

取り、大きいものは２～４分割し、バーミキュライトと混合して、１時間ほどベンレート液に浸します。

水を切って黒いゴミ袋などに入れ、袋を閉めて暖かい部屋の片隅に置いておくと、２か月ほどす

れば小さな球根ができ根も伸び出してくるので、１つずつ鉢に植え替えます。用土は、鹿沼土の

単用、もしくは、砂、炭、パーライト、バーミキュライト、バーク堆肥などの混合用土で、極めて水

はけのよいものを使用し、緩効性の肥料を施して、寒冷紗の下で育てます。母球が少ない場合

は、組織培養法によって増殖しましたが、ある程度の設備や経費が必要となるうえ技術者の養

成も要るという、少し厄介な方法です。 

さらに、府域の山地に生育するヤマアジサイや北部の山地に見られるコアジサイはさし木で、

能勢地域に自生が見られるシランは分球で、

ノハナショウブは種と株分けで増やしました。

フウランやサギソウの増殖は、組織培養法

で行い、岩湧山のシャクナゲを増殖した際

には、寒冷紗を張ったビニールハウスの中

で実生苗を育て、８月以降は夜中に２時間

程電灯照明をして１年間に５回新芽を伸ば

させ、苗の養成期間を短縮しました。また、

和泉葛城山のブナの苗木を養成した時も、

同様にビニールハウスや電灯照明、生長促

進剤などを用いて、苗養成の期間の短縮を

図りました。 

ヒガンバナやキツネノカミソリの増殖には、

先に述べたユリの場合と同様に、りん片繁

殖法によって行いましたが、その方法は少

ホソバウマノス

ズクサ 

▲「曼珠沙華」とも呼ばれるヒガンバナ 

イワヒダのボー

ダーガーデン 

▼
 

▼
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し異なります。ユリの場合は、球根の芯からりん片を取り外して

行うのですが、ヒガンバナなどの場合には、芯の部分（底盤部）

を付けてりん片を切り刻み増殖します。あまりに細かく切り刻む

と、りん片が萎れてしまって芽が出てこないため、切り刻む大き

さには限度があったのですが、切り方を改善することによって、

従来の数倍の増殖率が達成できました。 

そのほか、自生植物の増殖や育成に関して、職場や自宅な

どで実施あるいは観察してきた種類には、イワヒバ、クラマゴケ、

アオネカズラ、カニクサなどのシダ植物や、以前に紹介したホ

ソバウマノスズクサやカンアオイなどのウマノスズクサ科の植物、

蝶の舞うまちづくりに関して育成しているアワブキやスミレ類、

ホトトギス、ムカシトンボが茎に卵を産むキク科のオタカラコウなどがあります。 

イワヒバは、普通の草花並みによく陽に当てて、水と肥料を与えれば家庭での栽培は容易で、

石組みの間や花壇の縁取りに最適なものです。クラマゴケは庭の下草として、カニクサはフェン

スの緑化に好適なものです。イワヒバやクラマゴケは、ちょっとしたコツのいる挿し木で、カニクサ

は株分けで増やします。同様に、ホソバウマノスズクサはフェンスの緑化に好適で、カンアオイ

類は日当たりで育てるとシクラメンの葉が茂っている様で、下草として最適なものです。どちらも

株分けで増やします。アワブキは、白い花が一面に咲く落葉高木で、種を播いて育てます。スミ

レ類は、アスファルトの割れ目でも咲く丈夫なもので、初夏から晩秋まで種が採れ、発芽は容易

です。ホトトギスは、夏期にさし木で増やします。オタカラコウの場合は、初冬に種を集め、２か

月冷蔵庫に入れ、ハウスで播種、育苗して、晩霜の危険がなくなった４月下旬に、茨木市内の

山間部の谷側の土手に植付けました。 

というわけで、このような農業や園芸技術を活用すれば、自然の場合と比較してはるかに効

率的な増殖、育苗が可能な自生植物は多々あります。そして、苗の育成や植付け後の管理に

ガーデニング愛好家のみなさんのご協力を得ることが可能でしょうし、そうなれば、公園などに

樹木ばかりでなく貴重な草本植物を植付けることも容易となりましょう。 

「河内長野の街にこんな木を植えてみたい」「あの

公園をこんな草花で飾りたい」「この珍しい植物をどこ

かに保存して欲しい」。そのような夢をお持ちのガー

デニング愛好家のみなさんは、とりあえずはその夢や

植物の種類をお聞かせください。そして、増殖や栽

培の方法を考え、手を携えてみどりのまちづくりを行

っていきましょう。みなさんのガーデニングの腕前が

向上することは請け合いですので。 

（公園緑化協会理事長 大江正温） 

▲庭の下草のカンアオイ類 

▲１～２センチの小さな花を付けるスミレ類 
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◆第１回検討委員会の報告 

第１回目の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。委員

会のメンバーは、学識経験者として大阪府立大学大学院の加我准教授（緑地環境科学専攻）

をはじめ、公園に関係するボランティアやまちづくり、市民協働などの関係者１０人で構成してい

ます。 

当日は、まず、事務局（公園緑化協会）から公園の管理についての報告がありました。この中

では、本市唯一の総合公園として寺ヶ池公園（１３．５４ヘクタール）や特殊公園として烏帽子形

公園（１０．７４ヘクタール）、近隣公園と

して野作第１公園（１．００ヘクタール）の

ほか３公園（５．６８ヘクタール）、街区公

園に至っては１５６か所（３２．５８ヘクタ

ール）、また都市緑地として主に住宅団

地周辺に９３か所（８７．９６ヘクタール）、

緑道として２か所（１．２１ヘクタール）を

管理していることなどを報告。また、協

会が進めている「蝶の舞うまちづくり」に

関して、寺ヶ池公園のバタフライガーデ

ンをはじめ、市内の小・中学校や幼稚

園・保育所などの花壇へも広げる取り

組みを図っており、併せて国蝶であるオオムラサキを飼育し、子どもたちに放蝶を見てもらえるよ

うな機会を設けたいとの考えについても紹介がありました。委員のみなさんからは、公園に多様

な区別があることの認識不足やイベント情報・公園の利活用に関する情報発信不足、活動団体

同士の情報共有不足などの意見がありました。 

近隣公園や街区公園等の小規模公園については、あまり利用者がいないことや、小さな公

園のトイレの汚れがひどく暗がりも多いなどの意見が出ました。また、市民協働の分野でも大規

模公園に比べて活動環境が制限されており、公園そのものの必要性が問われている公園も存

在するとの意見や、少子高齢化が進む中で、遊具が撤去された公園では、高齢者向けの健康

遊具を導入するか、将来を担う子どものために遊具を導入するか議論されている例も多く、時代

や環境に合わせた設備等の検討が必要である、などの意見もありました。そのほかにも、公園

の利用ルールや制度については、情報発信が不足しており、協働による管理を推進していくた

河内長野市公園利活用基本計画検討委員会について（報告） 

▲烏帽子形公園の「おべんとう広場」。公園の城跡は国

史跡に指定されています 
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めのルールづくりが必要であることや、一部住民による公共の場における未許可の植物管理に

ついては、住民間でのトラブル防止を図るためにも、許可申請やルールづくりを行うことが必要

であり、アドプトパークなどへの取り組みにつながると良い、などの意見が交わされました。 

緑地については、剪定や間伐に関する意見が多くありました。これまでは、緑地を増やすこと

に重点がおかれてきましたが、生育が進んだ現在では、間伐すべき樹木も数多く出てきていま

す。このため、緑地のあり方について、個別の

住民の意見を市や協会が対応する場合のほ

か、住民同士で意見交換を行ったあと、市や

協会に要望し、決定するケースなどの検討も

必要と考えます。 

様々な情報の発信については、有馬富士

公園（兵庫県三田市）のクリスマスイルミネーシ

ョンの事例紹介があり、毎年、知名度が広がっ

ている状況が報告されました。これは、市民協

働の実施による効果も大きいですが、協働し

ている人たちのネットワークや口コミによって、情報が広く発信されていったことが要因の一つで

あるとのことで、公園は利用者が来るのを待つだけでなく、積極的に働きかけていく必要性があ

ることから、今後、寺ヶ池公園のイベント情報をもっと積極的にＰＲする必要があるとの意見があ

りました。また、その媒体は、広報冊子だけでなく、多様な情報発信が必要であり、最も効果の

高い情報発信は口コミであるので、利用者間で情報発信を行う Facebook などのＳＮＳに取り組

んでいくことが望ましいなどの提案もありました。 

このような意見交換のあと、公園利活用について協働の手法でできることはないかということも

考えました。市民が自分たちで公園の利活用していく潜在的要素はたくさんあります。みんなで

協働できるきっかけや仕組みを作り出すことで、新たな公園の利活用につながっていく可能性

があります。そこで、毎年の恒例となっているクリスマスイルミネーションの場を、いろんな協働の

マンパワーで賑やかに楽しみながら、さらなる魅力的な取り組みが実施できるよう、寺ヶ池公園

をフィールドとして、情報や活動を共有できるプラットフォームやコミュニケーションツールを作り、

イベントのバージョンアップを図っていくこととなりました。 

併せて、公園緑化協会では、寺ヶ池公園管理事務所の１階部分のリニューアルを行い、利用

者が立ち寄りやすい雰囲気づくりや、蔵書の見せ方・利活用も検討することとなりました。 

 

◆第２回検討委員会の報告 

８月２７日に開催された第２回検討委員会では、各ビジョンの具体化に向けて、クリスマスイル

ミネーションを題材とした新しい利活用プログラムの展開と、情報コミュニケーションツールの作

成について、意見交換を行いました。 

▲有馬富士公園のパークイルミネーション 
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この中で、クリスマスイルミネーションに

参加いただける活動団体の募集方法な

どについて、具体的な意見をいただきま

した。また、いつ、どこで、どのようなイベ

ントが開催されているのか、また、催し内

容や参加対象など、内容や詳細を分かり

やすく広く発信していくことが重要との意

見もありました。これを受け、協会では今

後、双方向の情報伝達のツールとしてホ

ームページや Facebookなどでの発信など、機能アップに取り組む予定です。 

また、現在、公園緑化協会で年４回発行している広報冊子「みどりのまちづくり」は、緑化に関

する専門的分野の記事として、より深く紹介されており読み応えのある内容となっているが、今

後は、より幅広い利用者に発信していくために、手に取りやすいデザインや内容の充実を図りな

がら、広報冊子のリニューアルに取り組んではどうかという意見がありました。併せて、その設置

場所についても、従来からの市役所をはじめ、寺ヶ池公園事務所、市内公民館、コミュニティセ

ンターのほか、多くの人たちが利用する「キックス」などへの設置も検討してはどうかという提案が

ありました。なお、公園利活用計画の今後の方向性については、１２月に予定している「寺ヶ池

公園クリスマスイルミネーション」の実施を踏まえて、さらに検討委員会で議論していく予定で

す。 

 

次号では、新たにバージョンアップとなったクリスマスイルミネーションなどの報告を予定して

おりますので、ご期待ください。 

（公園緑化協会常務理事 宮川祐次郎） 

 

 

 

私個人の勝手な感想ですが、９月は残暑もそれほど厳しくなく、近年の傾向からすると比較

的過ごしやすかったような気がします。そして、10月に入り、今年も残すところ３か月を切りました。

すっかり秋めいてきましたが、植物を育てるのも春に次いで良い季節を迎えました。さて、秋とい

えば紅葉の季節です。紅葉から一番に思い浮かべる植物は、やはり「もみじ」ではないでしょう

か。一般的にもみじと言うと、今回ご紹介する「イロハモミジ」を指します。 

いろいろな植物を知る －ＰＡＲＴ10 イロハモミジ－ 

▲第２回検討委員会でも、様々な意見やアイデアが出

されました 
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イロハモミジは、カエデ科カエデ属の落葉高木で、

高さは 15メートル。幹は直立し、直径 50～60センチ

にもなります。葉の裂け目を「いろはにほへと」と数え

たことからこの名がつけられたと言われており、「イロ

ハカエデ」「タカオカエデ」とも言います。イロハモミ

ジは、福島県以南の本州、四国、九州で、主に日当

たりのよい山地の斜面や沢沿いに自生します。一方

で、庭木や公園樹、盆栽としてもたくさん利用されて

います。葉は、５つから９つに分かれ、裏には毛が付

き、縁が粗い鋸歯（きょし）となっているのが特長で

す。花は、小さなものが 10 個以上付き、雄花と雌雄

花が混生します。実は、左右一対で細長い翼を持

ち、風が吹くとプロペラのように回転してできるだけ

種が遠くに広がるように飛んでいきます。 

ここで、育て方について少しだけ説明しておきま

す。イロハモミジなどのカエデ類は、日当たりのよい

ところを好み、乾燥を嫌うので、通気性と水はけがよ

く、適度な湿度を保つ肥沃な土を好みます。水やり

は、庭植えであれば基本的に不要です。肥料は、

落葉後すぐに有機肥料と緩効性の化成肥料を混合

したものを施します。カエデ類は、落葉し休眠期に

入っても、その後早い時期に吸水を始めるので、遅

れないように肥料を施します。病気については、うど

んこ病・すす病になりやすく、特にうどんこ病は、梅

雨どきに多く発生します。害虫については、アブラムシ・テッポウムシ（ゴマダラカミキリ）、ミノムシ

などが付きやすいほか、新芽や若い葉にはアブラムシ類が発生しやすいです。また、幹をテッ

ポウムシが食害し致命傷になることがあるので、注意する必要があります。剪定は、落葉後すぐ

の晩秋から冬の間に伸びすぎた枝、混み合った枝、からみ合った枝などで行います。 

最後に余談ですが、たくさんの寺社などがあり、日本人のほかに外国人も多数訪れることで

世界的な観光都市となっている京都は、紅葉の名所としても有名ですが、実はその多くが植栽

されたものであり、それが大切な観光資源になっていることには興味深いものがあります。寺ヶ

池公園にも、いろいろなところにイロハモミジが植えられており、特にゲートボール場周辺のモミ

ジは、秋になるときれいな紅葉を見せてくれます。もうすぐ見頃を迎えるので、みなさんも是非一

度ご鑑賞ください。 

（公園緑化協会事務局次長 内本博樹） 

▲イロハモミジの５裂の葉（写真上）、７裂

の葉（同中）、プロペラ形の実（同下） 
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公園緑化協会では、倒木事故防止のため、市内の公園を巡回して大きく傷んだ木の伐採処

分を進めています。以下に点検の事例を紹介します。 

まず、写真１をご覧ください。これは、根元に大きい穴が開いていた樹木を伐採処分した後の

切り株で、樹種はキリです。伐採断面は楕円状で、大きさは長軸方向が約 70センチ、短軸方向

が約 50センチです。伐採断面の中央部分から手前にかけて大きく穴が開いており、一見して危

険な状態であったことが分かります。幹や根元に大きく穴が開いていたり、腐っていたりすると、

その部分の強度が低下し、樹体を支えきれなくなるほど強度が低下すると、倒木に至るからで

す。 

次に、写真２をご覧ください。これも同じく伐採処分された樹木の切り株です。こちらも樹種は

キリで、伐採断面の大きさも写真１とおおむね同じです。やはり伐採断面の中央部分に大きく穴

が開いており、残っているのは外縁部分だ

けで、こちらも倒木に至りそうな状態でし

た。 

両方の伐採断面の様子を見れば、どち

らの樹木も根元に大きく穴が開いており、

いずれも危険な状態であったことが分かり

ます。しかし、伐採前には、伐採断面の様

子は分かりません。点検時には、やみくも

に伐採するわけにはいかないので、伐採

断面の様子が分からない状況で危険性を

判定し、危険な状態であるものについて倒

木事故防止の処置を取る必要があります。 

写真１の樹木の場合は、伐採断面の手

前側が大きく開口していたので、伐採前で

あってもその開口部から内部の空洞の様

子を見ることができました。しかし、写真２の

場合は、大きい開口部が無く、わずかにあ

る開口部からも内部の様子は見えません

でした。そこで、小さい開口部から幹の内

部へ細長い鋼棒を挿入し、幹の内部の空

倒木事故防止のための施設点検をお勧めします 

▲根元に大きな穴が開いた樹木（写真①）と幹の中

央部に穴が開いていた樹木（写真②） 

① 

② 
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洞の様子を探りました。挿入した鋼棒をあらゆる方向へ動かし、幹の内部で鋼棒の動かせる範

囲と鋼棒の先が何かに接触した感覚から、幹内部の空洞の位置と大きさが推測できました。 

点検時には、写真２のような見えにくい腐朽を見逃してしまいがちです。樹木の葉が青々と茂

っており、傷もごく一部にしか見当たらない場合は、特に問題がないと思えるからです。しかし、

そのような場合でも、内部に大きい空洞の広がっていることがありますので、注意が必要です。 

一般的には、幹や根元の横断面に、面積の 50パーセント以上の腐朽があれば、倒木の危険

ありと判定されます。この腐朽は、必ずしも空洞とは限りませんので、この鋼棒による方法では、

幹内部の腐朽の状態を正しく把握できないことがあります。このような場合は、目視できない幹

内部の腐朽の様子を特殊な機器で調査する方法があり、この調査は専門業者に依頼すること

ができます。 

商業施設や教育施設などでも、敷地内に植木を植栽されていることがありますので、それら

の植木の管理をされている方には、倒木事故防止のための点検をされることをお勧めします。 

（公園緑化協会管理係長 黒川正健） 

 

 

暑い夏が過ぎ、涼しい秋が到来しました。過ごしやすい季節になり、運動がてら散歩でもと外

に出かける人も多いのではないでしょうか。 

今回ご紹介する公園は、大阪狭山市へと通ずる西高野街道から少し西側に入った松ヶ丘中

町にある「松ヶ丘公園」です。散歩から軽い運動までスポーツの秋にもってこいの公園です。 

まず、公園に足を踏み入れると、さっそく２体の石像がお出迎えしてくれます（写真左下）。こ

の石像は、芸術家の

東山嘉事（＝ひがし

やまかじ）さんが制

作した「ここにもいる

よ」という彫刻です。

公園に来る人を常に

やわらかな表情で迎

えてくれ、ここに来た

らこの２体が和ませ

てくれる、安心感と

河内長野公園巡り －松ヶ丘公園－ 

▲見ているだけでもやさしい気持ちになる彫刻です 
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癒しを与える作品です。石像の横には、円

形に設置された花壇があります。夏にはポ

ーチュラカやペチュニアが、冬にはパンジ

ーやビオラなどの花が鮮やかに咲き、見る

人の目を楽しませてくれます。石像と花に

癒しを求めて、散歩コースの一つにするの

もよいのではないでしょうか。 

次に、グラウンドを紹介します。広さは約

５１９坪で、４０坪の一戸建の家が１３件建て

ることができるほどの大きさです。また、遊

具のほか公園には珍しいバスケットゴール

があり、その横にはゲートボール場も設置

されています。地元のみなさんも多く利用さ

れており、小さなお子さんからご年配の方

まで幅広い年代の人たちが楽しむことがで

きる場所となっています。 

このように、松ヶ丘公園は、様々な顔を

持っている特徴的な公園です。散歩がてら

にぶらりと寄ってみるもよし、大人数で運動

するもよし、是非一度足を運んで、この秋を

満喫してみてはいかがでしょうか。なお、西高野街道はじめ、同公園の周辺道路は、たいへん

狭くなっている部分があります。お越しの際には、十分に気を付けてください。 

（公園緑化協会総務係 伏田 慶） 

▲円形花壇には、色とりどりの花が咲き、訪れる人を

楽しませてくれます 

様々なジャンルの演奏を野外ステージで

行います。また、飲食ブースやミニトレイン

乗車コーナー（有料）もあります。 

日時 11月 3日（祝）午後１時～６時（荒

天中止） 

場所 寺ケ池公園噴水の広場 

内容 午後１時～２時＝子どもの部（ダン

ス、オカリナ演奏、フラダンス）、午

後２時～６時＝大人の部（ロック、J

ポップ、アコースティック） 

今回は、「イルミネーションパーティー寺

ヶ池公園」と題し、市民団体などによる様々

なイベントも同時開催します。 

期間 １２月１日（月）～25日（木） 

点灯時間 午後５時～９時 

場所 寺ケ池公園噴水の広場 

※イルミネーションパーティーのイベント

の詳しい内容は、後日作成する案内チラシ

などをご覧ください。 

寺ケ池公園音楽祭 クリスマスイルミネーション 
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公園緑化協会は、「公益法人制度改革」により多くの財団あるいは社団法人が解散もしくは

一般法人化するなか、公益法人として大阪府の認定を受け、昨年度から「公益財団法人河内

長野市公園緑化協会」として再スタートしました。その認定を受けるポイントとなったのが、昨年

度からお話しています「協働によるみどりづくり」です。 

これまでの成果としては、昨年の本紙でも取り上げました「美加の台第 10 緑地」での活動が

挙げられますが、これは関係する協働の担い手が集まり、月日の経過とともに荒廃した緑地を

植栽や間伐によりみどりを回復させるというものでした。 

そして、本年度は新たな「協働によるみどりづくり」として「上原都市環境緑地」における活動

があります。美加の台第 10緑地でも協

働の担い手として参加いただきました

ＮＰＯ法人森林ボランティア「トモロス」

が間伐などを行う実施者となり、財産

管理者の市公園河川課、公園指定管

理者の当公園緑化協会とともに「上原

里山再生プロジェクト」を組織し、緑地

を人が集える里山に再生しようというも

のです。 

上原都市環境緑地は、住宅開発や

市街化の進展により残された丘陵地の

斜面林で、ホームセンターや家電量販

店が並ぶ上原町と短期大学や製薬会社のある赤峰との間に南北に広がっています。これまで

は、住宅や道路に接する部分のみ除草するなど必要最小限の維持管理を行ってきましたが、

当然のことながら良好な緑地保全には至らず、雑木は大きくなり、竹の繁茂が拡大しています。 

そこで、まずは枯竹の処理、繁茂した竹の伐採から始めることとなりました。次に大きくなった

雑木の伐採、そして植樹へと続け、最終的に人が集いレクリエーションの場とするのがこの活動

の大きな目標と言えます。それまでにはかなりの月日を要することと考えられますが、是非達成

したいと思います。 

（公園緑化協会事務局次長 内本博樹） 

協働によるみどりづくり －上原里山再生プロジェクト－ 

▲荒れた竹林を整備するトモロスのメンバー 



 

 

 

 

８月下旬のデング熱の国内感染報道以来、デング熱の感染拡大が大問題となっていますが、

マダニが媒体する感染症「重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）」も、西日本を中心に猛威を

ふるっています。いずれも、ある特定の蚊やダニを媒介としてウイルスを感染させており、やぶ

や草むらに入る場合は、予防として長袖や長ズボンの着用が呼びかけられています。現在、当

協会が管理している公園・緑地などでの消毒などは実施していませんが、その動向には絶えず

注視しています。 

さて、本号でお知らせしました上原都市環境緑地の整備作業に関連して、私ごとで恐縮です

が、今から２０年ほど前に「自然と共生するまちづくり」をテーマに、アメリカのカルフォルニア州

デービスという町を訪れたことを思い出しました。 

この町では、「グリーンウェイ構想」といって、市街地の外周を帯状の緑地（幅１００～５００メー

トル）で取り囲み、人の住む環境を緑地の力によって保護・保全しようとする計画でした。本市の

上原都市環境緑地とは少し趣を異にしていますが、「上原里山再生プロジェクト」では、この環

境緑地において新たな協働によるみどりづくりとして、ＮＰＯ法人森林ボランティアトモロス、河内

長野市、公園緑化協会の三者で緑地保全に取り組むものです。プロジェクトでは、枯竹の処理

や繁茂する竹林の間伐、侵入竹の除去などを行うとともに、住民の交流や地域活性なども図っ

ていきたいと考えています。人手のかかる伐採竹の持ち出しやリサイクルを含む処理・処分など

解決すべき問題も数多くありますが、今後の進展にご期待ください。 

なお、このプロジェクトに興味のある方は、河内長野森林ボランティア養成講座を受講してい

ただき、共に良好な緑地保全に取り組みましょう。主役は「あなた」です。お待ちしています。 

（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） 


