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就任のごあいさつ 

 
この度、常務理事に就任いたしました坂上寿彦でございます。どうぞよろしくお願い申

しあげます。 

当協会も今年設立２０周年を迎えます。 

私ごとですが、協会設立２年前の平成５年まで、当時市役所に緑化公園課という課がご

ざいまして、そこに在籍しておりました。 

その頃は、寺ヶ池公園と烏帽子形公園の整備を進めており、街区公園も２年に１公園の

割合で整備を進めており、加賀田公園や松ヶ丘公園などを整備しました。 

当協会がございます寺ヶ池公園では、四季の広場、水のパティオ、後に当協会が入るこ

とになる管理棟などがございます公園南側のエリアを整備しておりました。 

一方、管理面におきましては、その頃 南花台、清見台、美加の台の公園・緑地が次々

市に移管され、市が管理する公園緑地が急増いたしました。 

また平成２年に、鶴見緑地で国際花と緑の博覧会が開催されたこともあり、緑化気運が

一気に盛り上がった時期でもございます。市が都市公園の管理と緑化の推進を図ることを

目的に、公園緑化協会の設立に向け動き出したのもこの時期でございます。 

今から２０年以上も前のことでございますが、懐かしく思い出されます。 

その後、公園管理事務所が整備され、当協会は、平成７年５月１０日に都市公園の管理

と緑化の推進を図ることを目的に、財団法人河内長野市公園緑化協会として産声を上げま

した。 

平成２５年４月１日には公園等から排出される剪定枝等の堆肥としてのリサイクル活動、

地域の皆さんと取り組んでいる花と緑のまちづくりや荒廃緑地の回復に向けた取り組みな

どの協働事業など、その公益性が高く評価され、公益法人の認定をいただいております。

公園協会で公益法人の認定をいただいているのは、大阪府内では、当協会と堺市公園協会

だけと聞いております。 

これからも、当協会は、公園管理のプロ集団として、長年蓄積してきた技術、経験等を

活かし公園、緑地、街路樹などの維持管理に努めて参ります。 

一方、公園の利活用も含めた運営管理面におきましては、公園を市民が集う活動の場と

なるよう、イベントの開催や情報発信に努めるとともに、地域の活動に積極的に参加し、

協働のまちづくりを推進して参ります。 

常務理事と致しましても、微力ではございますが、地域と公園をつなぐマネジメントに

力を入れて参りたいと考えております。 

今後も、市民の皆様がうるおいとやすらぎが実感できる緑豊かな環境共生都市の実現に

向け取り組んで参りますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 
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エコ緑化技術による低木の緑化管理 

 

 以前この欄で、河内長野市域の緑化管理に関して考えると、一般的な都市緑化の管理技

術に加えて、河内長野という立地に由来する環境的、生態的、経済的な諸問題を考慮した

緑化技術を付け加える必要があることを述べました。そしてその際、この付加した緑化技

術については、環境的、生態的、経済的な要素を考慮した緑化技術であるため、「エコ緑化

技術」と名付けたのでした。さらに、〔一般的な都市緑化管理技術〕✚〔エコ緑化管理技術〕

➡河内長野市の緑化管理技術 となることを述べました。 

 ところで、このように市域の緑化管理を考えるといいましても、市や協会が緑化管理し

ている場所は、公園、緑地、街路樹、公共施設など多彩です。そして、緑化植物の性状も

大木、中木、低木、草地、花壇などと豊富です。さらに、市民の皆さん方よりの要望も実

に多様です。したがって、ひとくちにエコ緑化技術と申しましてもそれを検討するのはた

いへんです。というわけで、問題点がたくさん見られる割りには解決しやすいと考えられ

る低木の緑化管理についてとりあえず考察を加えることとしました。 

 まず、緑化管理ということを念頭に入れながら、市内の公園緑地、街路樹、公共施設な

どにおける低木類の様子を見ることとしました。低木類とは、サツキやヒラドツツジ、ア

ベリアやシャリンバイ、カンツバキなど、１ｍ程度以下の樹高で緑化樹として、公園や街

路樹などに植栽利用されているものです。 

 市内の各所を見ると、なかには、公園や街路樹などの場所が異なると同じ樹種でも樹高

が違っていたり、なかには極端に低いものがありました。また、同じ街路の同じ樹種でも

場所によって樹高が異なる例も見られました。植え床の幅にたいして小さく刈り込んでい

るために地面に日が当たり雑草がはびこっている箇所や、枝枯れや衰弱によって同じよう

に雑草が繁茂しているところもありました。さらには、同じ街路のイチョウ並木の下に植

えられたサツキ、ヒラドツツジ、カンツバキの樹高が異なるために景観形成効果が損なわ

れている場所もありました。そしてさらには、回復不可能な程に小さく刈り込まれてしま

っている例も見られました。一方、大きく育ちすぎて通路が狭くなったりふさがれたり、

あるいは、道路や側溝に覆い被さったりしている箇所も見られました。 

 このように問題点が多く統一性のない状況となる理由の一つに、きちんとした剪定基準

が設定されていないことがあげられましょう。次ページの絵の上段の左右、通常管理がそ

れで、木が大きく育てば大きいなりに、小さくしか育たなければ小さいなりに、毎年剪定

作業を繰り返すという方法で、大きいものは次第に大きな樹冠に、小さいものは年数が経

てば経つ程小さいものへと変わっていってしまったという結果が現状のようです。 

 そこで、剪定の基準をきちんと設けることとして、街路樹低木の高さは 70～80㎝、幅は

植え床を仕切っているブロックや石などの外側、としました。現状の低木管理よりはかさ

を大きく設定してあるのは、木を少しでも大きく育てて元気を付けさせると同時に雑草の

生育を防止するためです。エコ緑化の基本技術の一つで、樹木で雑草の生育を制御するわ

けです。生態的な雑草防除で、経済的な緑化管理に役立つ方法です。 
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 次ページの絵の左下には低木管理の完成された状況を示しましたが、剪定作業の操作は

幅と高さが決まっているのでいたって簡単です。なお、現状の低木をこのような形状に誘

導していく過程については、一例を中段に示しましたが、軽く剪定をして樹冠を大きくす

ることに努めます。 

 なお、絵には、左下に示した低木の緑化管理が完成されたものについて、これを強く剪

定して高さを１／２程度に縮め、次に３～５年かけて元の大きさに戻す、さらにこれらの

作業を繰り返すという絵を載せました。低木の生育習性を活用した管理方法で、除草の必

要はなく、また、剪定作業も軽減するという、経済的な緑化管理につながるものです。 

 このような緑化管理の視点からもう一度市内の街路樹などの低木を見ると、ヒラドツツ

ジについては容易に設定した樹高や幅に移行でき、また、除草の軽減も伴うと予想できる

ものが多々ありました。生態的な雑草防除、経済的な低木管理、および景観形成の向上が

容易に図れるわけです。また、サツキやカンツバキについても、少し時間がかかるようで

すが、同様の形状に移行させることが可能だと判断できるものが各所にありました。しか

し、アベリアやプリペット、コクチナシについては、植え付け後年数を経るにしたがって

葉や枝が小型化して隙間が多くなるうえ、株元の枯れ上がりによる雑草の繁茂が多々見ら

れました。株元への土壌改良材の充填、施肥や灌水、除草を行なえばある程度は回復する

でしょうが、作業や経済的な負担が増し、エコ緑化にはなじみにくい樹種であると考えら

れました。 

 また、シャリンバイやトベラでは、うまく育っている所とそうでない場所の差異が大き

く、みすぼらしいところが多く見られたのですが、樹冠を大きく保つことによって容易に

エコ緑化に移行し得るものと判断できました。さらに、サツキやクルメツツジ、キリシマ

ツツジなどについても、現状では小さく剪定し過ぎのものがほとんどですが、樹冠を大き

くすることによってエコ緑化への移行は容易に可能です。なお、ウバメガシ、マサキにつ

いてもエコ緑化への移行は容易であると判断できますが、病害の発生がつきものであるた

め、植栽場所を選んで取り組むことが必要であると考えられます。 

 なお、落葉樹ですが、アジサイやハコネウツギ、オオデマリなどの葉の大きな樹種も雑

草抑制効果の高いものですが、バリカンによる剪定には馴染みませんので、選定作業に近

隣住民の方々のご協力を得て公園緑地への植栽を推奨したいと考えております。また、オ

カメザサはすこぶる強健で、雑草抑制にも効果的なものです。 

 さらに、自生する樹種を植え付けることは健全な生育が担保され、エコ緑化につながる

ものです。常緑で成長旺盛、剪定に耐えるというものがなかなか見つかりません。ヒサカ

キ（びしゃこ）は好適だと思われる樹種ですが、花が咲くと都市ガスの匂いがして、ガス

漏れ騒ぎになることが度々生じるという難点があります。 

 ところで、大きく育てていた果樹類を、高齢者でも作業しやすいようにと低く仕立てな

おすということが農家で広まっています。桃や梅、柿、梨、林檎、李、蜜柑などです。ま

た、クヌギやコナラでは、３～５年程の周期で切り戻すのが普通でした。さらに、大きく

なりすぎた樫の木を幹の途中で切ると、切った付近からたくさんの枝が発生します。この

枝を毎年切り戻したり、途中でもう一度剪定したりすれば、思いの箇所に樹冠を形成させ

ることができるわけです。ということは、樹種によっては高木管理を低木管理に変えるこ 
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とが容易にできるということです。手間と費用のかかる高木管理を、省力で省経費の低木

管理に移行させるために、カシ類やクヌギやコナラをはじめ各種の緑化樹類を小さく育て

てみたいと思っています。そして、さらには、桃や梨などの春に花が咲くふるさとの果樹

類の花を楽しんだりしたいものだと考えている昨今です。 

（公園緑化協会理事長 大江正温） 
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いろいろな植物を知る―ＰＡＲＴ12 カラタネオガタマ― 

 

３月は寒のもどりが厳しく、寺ヶ池公園のユキヤナギが開花するのも例年に比べると若

干遅かったように感じられました。それから春らしくなるにつれて、サクラも咲き始めま

したが、次は例年にない雨天が４月中旬まで続いたため、せっかくの花見もできずじまい

で過ごされた方も多かったのではないでしょうか。４月下旬以降はようやく天気もよくな

り、皆さまお待ちかねのガーデニングや家庭菜園に最適な季節を迎えております。 

さて、今回ご紹介するのは、春の季節に甘いバナナのような香りを放つ「カラタネオガ

タマ」です。今から約４年前、毎年開催しております当公園緑化協会主催の緑化講演会に

おきまして、講師の高田薫氏が講演の中で紹介されていたのが、この「カラタネオガタマ」

です。その時、甘いバナナのような香りがする素敵な珍しい植物がありますとおっしゃっ

ていたのが印象に残り、ついつい気になって小さな苗木を寺ヶ池公園の管理事務所西側の

記念の森エリアに植えました。残念ながら主幹部分がいたずらで折られてしまい、今は背

の低い姿で残っていますが、春になると甘い香りを放ちます。 

 この「カラタネオガタマ」は、前にこちら

の紙面でご紹介いたしました「タイサンボク」

や「ホオノキ」と同じモクレン科の植物で、

名前に「カラタネ」すなわち「唐種」がある

とおり中国原産の常緑高木です。高さは３～

５ｍほどになり、開花時期は４月から６月ま

でで、花そのものの寿命は短く１～２日で散

ってしまいますが、次から次へと開花します

ので、かなりの期間楽しむことができます。 

 「タイサンボク」や「ホオノキ」と同じモ

クレン科の植物と述べましたが、これらがモ

クレン属であるのに対し、「カラタネオガタマ」

はオガタマ属に分類されます。二つの違いは

花のつけ方で、「タイサンボク」や「ホオノキ」

が枝先に花をつけるのに対し、「カラタネオガ

タマ」は葉脇に花をつけます。他にも果実に

ついて、前者が袋果が集まった集合果である

のに対し、後者は袋果が互いに離れているな

ど、モクレン属とオガタマ属とではそれらの

点で区別されます。 

香りのする樹木と言えば、他にも「ジンチョウゲ」「クチナシ」「キンモクセイ」などが

挙げられますが、「カラタネオガタマ」といっしょに植えることで、春から秋にかけて香り

を楽しむお庭を作ることができますので、みなさまにもぜひ植えていただきたいと思いま

す。そして、この河内長野市を香りの漂う街にするのもいいのではないでしょうか。 

（公園緑化協会事務局次長 内本博樹） 
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河内長野駅前クスノキの二回目の剪定 

 

本紙の前号でお知らせしましたように、河内長野駅前バスロータリーにある大きいクス

ノキが昨年の十一月に剪定されました。このときの剪定作業では、大枝の落下による事故

の発生を防止するために、大きく傷んでいると考えられる二本の大枝を切除しました。こ

の二本の大枝は樹形を形作る主要な枝であったため、この二本の枝が切除されたことで樹

冠（枝葉の茂っている部分）の半分ほどが失われました。写真 1はこの剪定作業の後のク

スノキの様子です。 

 その後、今年の三月に二回目の剪定がお

こなわれました。この剪定作業では、主に、

残っている樹冠の主要な枝を切り詰め、そ

れらの枝の長さをおおよそ半分ほどに短縮

しました。写真 2 はこの二回目の剪定作業

の後のクスノキの様子です。樹冠がかなり

縮小し、ほとんど葉の残っていない様子が

見てとれます。 

 樹冠の枝の長さを半分に切り詰めると樹 

冠の葉量も半分になるイメージを持たれる       

写真 1          かもしれませんが、今回の剪定ではそうは

ならずにほとんどの葉が失われました。こ

のクスノキの葉は枝の根元から枝先まで均

等に付いているのではなく、多くの葉が枝

先に付いていました。その枝の中ほどで切

ったため、枝先とともに多くの葉が切除さ

れました。樹冠全体でこのような剪定の仕

方をしたため多くの葉が失われて樹冠がか

なり縮小しました。 

 また、剪定前に樹冠の中ほどから下側に

よく茂って見える葉については、これは樹 

写真 2          冠の下から上へ縦に伸びた枝の根元に付い

ている葉ではなく、奥から手前へ樹冠の前後方向に伸びた枝の枝先に付いている葉です。

このような枝についても同様に枝の中ほどで切ったため樹冠の下部の葉が失われました。 

 この二回目の剪定で樹冠の枝の長さをおおよそ半分に切り詰めて、樹冠の葉量が半分に

ならずにほとんどの葉が失われたのは、このようなことが理由です。 

 著しく弱っている樹木や不適切な時期にこのように多くの枝葉を切除すると樹木が枯死

に至ることもあります。この駅前のクスノキでは四月中ごろに枝先に新葉が見られました

が、これですべて安心とも言えませんので、今後とも推移を見守ってゆく必要があります。 

公園緑化協会は今後も引き続きこのクスノキの保全のための処置を進めてまいります。 

（公園緑化協会管理係長 黒川正健） 
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きれいに植えられた花々がお出迎え 

子ども達でにぎわう緑ヶ丘中第一公園 

多くの緑を堪能できる遊歩道 

河内長野市公園めぐり－緑ヶ丘緑道－ 

 寒い冬が終わり、過ごしやすい春が到来し

ました。暖かい陽気に包まれて散歩に出かけ

られる方も多いのではないでしょうか。今回

ご紹介する緑ヶ丘緑道は散歩にぴったりなウ

ォーキングコースです。道中、３つの公園を

通るので、併せて紹介していきます。 

 緑ヶ丘緑道は緑ヶ丘を南北に走る約１．２

ｋｍの遊歩道です。木々に囲まれて歩くこと

ができ、住宅街の中で自然とふれ合える、そ

んな散歩道です。 

 緑道を南の入り口から歩いていきますと、

緑ヶ丘南第一公園が見えてきます。この公園

には円形の花壇が設置してあり、来られた方

の目を楽しませます。遊具はブランコとすべ

り台、健康遊具が置かれています。大人も子

ども楽しめる公園です。 

更に北に進んでいくと、緑ヶ丘中第

一公園が右手に現れます。とても人気

の公園で、写真撮影時もたくさんの子

ども達が遊んでいました。遊具も充実

していて、特に多目的で遊べる複合遊

具は子どもが大喜びする遊具です。是

非一度お子様を連れて足を運んでみて

ください。 

最後に登場するのは緑ヶ丘北第二公園 

です。円形の公園で、中央にはクスノキがシンボルツリーのように植わっています。あ

まり大きい公園ではありませんが、植物に囲まれた緑道を抜け、この公園に近づくと、パ

ッと視界が開け、クスノキが雄大にそびえ立つ景観を見ることができます。皆様も是非見

にいっていただけたらと思います。 

この緑道は多くの植物を見ることができますが、それらは道の両脇に植わっているもの

だけではなく、住宅から生えているものも多くあります。もし、住宅のお庭が殺風景でし

たら、これほどまでに緑があふれる緑道にはならなかったでしょう。協会と近隣住民の植

物で形成されている緑ヶ丘緑道、是非一度、植物を堪能しに来てみてください。 

（公園緑化協会総務係 伏田慶） 
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タキイの園芸雑誌「はなとやさい」に記事が掲載されました 
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編集後記 

 

本来なら４月発行の予定でしたが、諸般の事情により発行が５月にずれ込んでしまいま

した。深くお詫び申し上げます。 

 当協会も５月１０日に設立２０周年を迎えます。 

飛躍の年にしたいものです。 

さて、今年度最初の協会主催イベントである「植木市」を４月１８日（土）と１９日（日）

の両日 寺ヶ池公園噴水広場を会場に開催致しました。 

私が当協会に着任してからというもの、雨の日が続き、寺ヶ池公園の桜もあっと言う間

に散ってしまい、植木市の天候が心配されましたが、植木市当日は晴天に恵まれ（2 日目

は午後から曇りましたが）、多くの市民が来場され、各テントでは、用意した植木、花苗、

竹細工、山野草、野菜なども順調に売れ、ホット胸をなでおろしたところです。 

会場には、コーヒー、ハーブティー、たこ焼きなどのコーナーも並び、本市在住の永田

独歩さんのケーナ（南米の楽器）の演奏も会場を盛り上げていただきました。 

また、公園事務所では会員さんが丹精込めて育てた山野草展も同時開催されており、多

くの市民でにぎわいました。 

植木市にご協力いただいた団体のみなさん、ありがとうございました。 

 

（公園緑化協会常務理事 坂上寿彦） 

 

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／ＦＡＸ0721-56-2100 

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) 

 

http://kawachinagano-park.or.jp/

