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緑化植物によって河内長野のイメージアップを図ろう 

 

 公園緑化協会では、協会が管理している公園や緑地の緑化植物について、より一層景観形成効果

を高めるとともに、管理が楽で、河内長野ならではという特色を持ったものにして行くために、以

前より、河内長野に合った緑化植物（特定緑化推奨植物）の選出や育成方法について検討を進めて

来ました。 

 例えば、市内の公園緑地等に植栽されている緑化植物の種類や生育状況を調査して、河内長野で

育ちやすい種類を選出しました。その結果、低木類のなかでは平戸ツツジの生育がおしなべて良好

で、景観形成効果が高く、緑化植物として多様すべき種類であることが判り、特定緑化推奨植物と

して位置付けました。また、サツキやカンツバキ、シャリンバイは、樹高を低くし過ぎないことで

緑化推奨植物として活用できることも判りました。 

 また、河内長野の山野に自生する樹木類を寺ヶ池公園の一角に移植して生育状況を調べたり、蝶

の舞うまちづくり事業では、蝶の食草や食樹、吸蜜源植物を植付けたバタフライガーデンを市内各

所に設置するなどして、緑化推奨植物の選出と育成、波及に努め、公園緑地や街路樹、市関連施設

等の緑化を進めてまいりました。 

 しかし、この冬、テレビや新聞で、高齢化や少子化、若者の流出等により今後人口の減少が予想

される地域がわが国の各所に発生し、河内長野市は消滅可能性都市に含まれているという報道があ

り、私はこの方針を変えねばならなくなりました。 

 といいますのは、この課題に対する緑化の分野で貢献できるような施策を考えると、これまでの

ように協会の仕事の主体は公園緑地、街路樹、市関連施設などが対象で、私としては、まず、寺ヶ

池公園を花の名所にして、公園緑地や街路樹も整然としたものにしていくなどの目標を抱いていた

のですが、もっと大きな課題、市域全体を網羅したような緑化の推進を考えなくてはならなくなっ

たからです。若い人たちや、観光やハイキング等に来られる人たちの目にも触れるような場所にも

木や花を植えて、河内長野の印象を高めることが必要で、河内長野へ行ったらあちこちに花が咲い

ていてきれかったよ、とか、河内長野は元気のでる町だねぇ、と言ってもらえるような、みどりの

まちづくり、町中ぐるっと花の街づくりを目標とせねばならないことに気付いたからです。高野街

道沿いにも、観心寺へのバス通りにも同じ花が咲いておればきっと印象に残るでしょう。 

 という訳で、これまで公園や緑地、街路樹や市関連施設向けに育成して来た緑化植物苗の育成本

数を大幅に増やし、市民の皆さんにも配布し、庭に植えていただくという方向で進めることとし、

現在その植物の種類について検討中です。 

 協会は種類の選定と苗の育成、配布を行いますが、配布後の管理は市民任せで、したがって、生

長旺盛な強い植物が好適でしょう。木や花の大きさは、小さいと人目に付きませんので、１～２ｍ

程度とし、大きく育ち過ぎるものは避けます。珍しい花、由緒のあるものがよいのですが、なかな

か良いものが思いつかないというのが現状です。 

 さて、このような場合の理由付けとしてまず考えられるのは、市の木、市の花、天然記念物など

といったいわれのある植物です。市の木はクスノキ、市の花はキクですが、クスノキはすでに各所

で植えられているうえ家庭に植えるには大きく育ち過ぎます。キクは宿根性で群生すると良いので

すが、消えてしまうことが多く、野菊や木に育つキクを探す必要があると思っています。天然記念
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物などの子苗については、大量の苗木を育成するのに手間と時間がかかり過ぎるうえ、古木である

から思い入れが生じるが若木には興味が湧かないといった意見もあり、緑化推奨植物として子苗を

配布するという考えには至っておりません。 

 ところで、以前、市役所のケヤキの大木を伐採した跡に、ハナミズキとヤマボウシを列植しても

らいました。河内長野市唯一の姉妹都市アメリカのカーメル市の緑化に多用されているハナミズキ

と、市内の小深、石見川、天見地区の山中に自生するヤマボウシを交互に植栽して、河内長野市と

カーメル市の友好交流の証としたものでした。そして以後、協会ではハナミズキを特定緑化推奨植

物と位置付け、現在数百本の苗を育成中です。 

 また、寺ヶ池公園では、周回歩道のあちこちにアジサイを千本程、噴水の近くにミモザを百本程、

斜面に皇帝ダリアを百本程、植付けを進行中です。 

 アジサイは、花期が長く種類の多い人気の植物ですが、市内の公園には植栽例が少ないため、花

の文化園より枝をもらってきてさし木増殖したものを植付けました。近年品種が非常に増え、人気

の衰えも見られず、緑化推奨植物としては打ってつけのものですが、今回のように家庭を含めて苗

木を配布するとなると、品種が多くあり過ぎて選定で行き詰ってしまいます。だれもがよいと感じ

る同じものを各所に植えてこそ町中ぐるっと花の街となるのですが、いろんなものを植付けると印

象が薄れてしまうからです。また、数品種に絞って苗育成をするには、母木が大きく育つまで時間

がかかり過ぎましょう。 

 一方、ミモザはたねから育てる生長旺盛な植物です。ミモザの言葉を知らない女性はいない程よ

く知られていますが、生長が旺盛すぎてやわらかく育ち台風などの強風で倒れてしまうことが多く、

したがってミモザの名所はほとんどありません。寺ヶ池公園では、毎年１度剪定して樹高を２ｍ程

度に抑え、現在４０本程が育ちましたが、これを百本に増やせば国内初のミモザの名所となるでし

ょう。市内の家庭でいただいてきたたねを播いて、今年は 2,000本程度の苗を育てる予定です。 

 また、皇帝ダリアについては、公園の一角に小山田小学校区まちづくり会の皆さん方の協力を得

て植付け中のものです。２～３ｍの高さに育つ大型のダリアですが、球根草花で、冬には枯れるた

め樹木のように大きく育ち過ぎることはなく、家庭での栽培に適するものです。晩秋になるとその

開花は目立ち、車からも判ります。大量繁殖のメドがある程度ついてきたので、花の街づくりの候

補植物にと考えております。 

 さらに、以前から実施して来た蝶の舞うまちづくり事業では、寺ヶ池公園の一角に蝶の食草、食

樹、吸蜜源植物の見本園を設定して、栽培しておりますが、家庭を含めた街角での植栽に好適なも

のとして、ブットレア、チェリーセージ、テンダイウヤクなどがあげられます。ブットレアは樹高

が２ｍ程度で花も美しく、開花時期も長くて好適なのですが、花後の施肥と灌水、剪定に課題が残

り、栽培管理マニュアルの徹底が必要です。一方、チェリーセージは、草丈が１ｍ程度の小低木状

に育つ宿根草で、開花時期が４月から小正月頃までときわめて長いため、景観形成効果に優れたも

のです。また、テンダイウヤク（天台烏薬）はアオスジアゲハの食草で、真の始皇帝が好んだ不老

長寿の薬草、徐福伝説などいわれの多いクスノキ科の低木です。加賀田川沿いに多く自生するはが

きの木（タラヨウ）とあわせて、看板のたつ木、観光利用に活用できるでしょう。 

 というわけで、町中ぐるっと花の街づくりの花や木の種類の選定について少しを述べましたが、

皆様方、この花のほうがもっとよいよ、この木の列植は美しいよ、などといろんなご意見やご要望

をお知らせいただければ幸いです。 

（公園緑化協会理事長 大江正温） 
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地域と公園をつなぐマネジメント パート１ 

 

当協会は、都市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を行っております。 

また、寺ヶ池公園を会場に、春には植木市、秋には音楽祭、冬にはクリスマスイルミネ

ーションなどのイベントを開催したり、協会情報誌の発行やホームページなどによる情報

発信にも努めております。 

協会では、「たくさんの市民に公園をもっと

利用していただきたい。」という思いから、関

係団体等にご協力いただき、検討委員会を設

置し、公園利活用基本計画の策定を進めてい

ます。 

昨年度は、寺ヶ池公園で例年実施している

クリスマスイルミネーションを、更に魅力あ

るプログラムに育てようと、河内長野市で活

躍されている市民の皆さんと協働で、「寺ヶ池

公園クリスマスイルミネーションパーティー」         

「写真：昨年の様子」      を開催いたしました。 

今までのハード面の取り組みに加え、協力団体からのソフト面の取り組みを加えること

により、寺ヶ池公園が盛大なイベント会場へと進化を遂げました。 

来場された参加者へのアンケートでは、「よかった」９２％、「ふつう」８％、「よくなか

った」０％と好評でした。今回の実験により、プログラムの持ち寄りによるイベントの効

果が確認できました。今後の寺ヶ池公園の利活用の方向性が見えてきました。 

更に、検討委員会では、総合公園の他に、風致公園、街区公園等の種別毎の利活用促進

に関係する事項について検討する予定となっております。 

寺ヶ池公園は、総合公園であり、総合公園の目的は、都市に居住する住民全般の運動、

休息、鑑賞、散歩、遊戯等の総合的な利用に供することを目的とする公園で、噴水広場な

ど広場スペースが十分確保されており、管理棟や駐車場も整備されています。 

風致公園である烏帽子形公園は、一部遊具広場やプール、駐車場などはございますが、

主として風致（自然の風景などのおもむき、味わい）の享受の用に供することを目的にし

ており、整備内容は、散策路等の整備以外は、自然、緑の保全がメインとなります。 

更に、都市公園の大部分を占める、「街区公園」「近隣公園」などの「住区基幹公園」は、 

歩いて行ける範囲の居住者の安全や健康的な生活環境、休養、 レクリエーションの場とし

ての利用目的があり、原則駐車場はありません。 

以上のように、公園の種別により、整備目的・内容が大きく異なることから、寺ヶ池公

園に比べ、風致公園や街区公園等の利活用については、おのずと制限を受けることとなり

ますが、「たくさんの市民に公園をもっと利用していただく。」という観点から、検討委員

会で公園種別毎の利活用の促進策等の議論を深めて参ります。 

（公園緑化協会常務理事 坂上寿彦） 



- 5 - 

 

いろいろな植物を知る―ＰＡＲＴ13 サルスベリ― 

 

今年の梅雨は、カラ梅雨ではなくかなりの降水があり植物にも十分すぎるくらいの潤い

を与えてくれました。一方で、植物の生育に必要な温度や日照の不足が心配されます。今

後の天気次第かと思われますが、人にも植物にも極端に悪影響が出ないことを願うばかり

です。とりあえず、猛暑にならないことを祈りつつ、植物を楽しく育てたいものです。 

さて今回ご紹介するのは、夏に咲く数少ない花木のうちのひとつ「サルスベリ」です。

「サルスベリ」はミソハギ科の落葉高木で、樹高は大きいもので 10ｍにもなり、幹の樹皮

がなめらかで「猿でもすべり落ちる」ということから、この名がついたと言われています。

また、別名を「百日紅」と書いて「ヒャクジッコウ」とも言います。中国南部原産で、江

戸時代以前に渡来し、各地で植えられるようになりました。今も庭木のほか公園樹や街路

樹としてもたくさん利用されています。 

「サルスベリ」は新梢を伸ばしながら枝先に花芽をつくり、7月から 10月にかけて次々

と花を咲かせます。枝の生育にばらつきがあるので、別名の「百日紅」のとおり百日近く

にわたって咲き続けます。落葉期に新梢すべてを切り戻す従来の剪定方法による仕立て方

が最も有名ですが、最近は弱めの切り戻しと間引き剪定を組み合わせた自然風仕立ても人

気があります。 

よく見かけられる病虫害としては、なんと言っても「うどんこ病」です。糸状菌のカビ

の一種で 3月から 4月頃にかけて発生しますが、前年から樹の上で冬越しした菌が発生源

となります。予防策として、茂りすぎた枝を間引いて風通しと採光をよくする必要があり

ます。また、「サルスベリ」と言えば、「カイガラムシ」も注意が必要です。6 月、8月を含

めて年２、3 回発生します。白い楕円形のカイガラムシが樹液を吸汁します。そして、蜜

状の排泄物にカビが発生し

て「すす病」も起こります。

景観上よくない上に、葉を

覆ってしまうので光合成に

も悪影響を与えます。カイ

ガラムシを発見した場合は、

成虫の状態では薬剤が効き

ませんので、見つけ次第補

殺するように心がけましょ

う。 

寺ヶ池公園にはメインエ

リア部分の噴水が連続して

配置されているところに植

えられているほか、北の堤

から弁天山広場に向かう間の園路脇に自然風仕立ての樹が一本植えられています。寺ヶ池

公園にお越しの際はぜひ御覧になっていただき、ご自身の庭木と比べていただくのもどう

でしょうか。                 （公園緑化協会事務局次長 内本博樹） 
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子供の木登り体験会 

 

五月に寺ヶ池公園で子供を対象とした木登り体験会を開催しました。木登りといっても

樹木にしがみついてよじ登るのではなく、ロープを使って安全に登るレクリエーションで

す。参加した子供たちはインストラクターに登り方を教わり、大きいクスノキの木登りに

挑戦しました。 

 ロープで登るといっても、ロープにぶら下

がって腕力だけに頼って登る訳ではありませ

ん。事前に、インストラクターが樹木の高所

の枝にクライミング用のロープを掛けて、そ

のロープに特殊なノット（結び目）を作って

クライミング用のロープシステムを組んでお

きます。体験者はこのロープシステムを使っ

て自身の身体を少しずつ上方へ移動させるこ

とにより、大きい木を登ってゆきます。 

 このシステムでは手でロープをつかむこと以外に足と腰もロープで支えますので、腕だ

けに負担が集中することはありません。登っている途中で疲れたら一時的に止まって休憩

することもできますし、万一、手が滑ってロープから両手が離れたとしても、身体はロー

プと安全ベルトで支持されていますので、地

上まで墜落することはありません。子供でも

自分のペースでゆっくり登ることができるの

です。 

 参加した子供たちは慣れない木登りに苦心

していましたが、少し慣れてくると自分の力

で上へ上へと登り、全員が大きいクスノキの

高い所まで登ることが出来ました。高い所ま

で登った達成感もあり、レクリエーションとして木登りを楽しんでいただけたようです。 

この木登り体験会は、子供たちが樹木に親しみを感じられる良い機会だったのではない

でしょうか。このような機会を通して身近な公園や緑に一層の関心をお持ちいただければ

と思います。 

（公園緑化協会管理係長 黒川正健）  
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跡地から 5～6ｍ離れた所にある階段。

下には森が広がっている。 

大師山古墳跡地 

山の中と思ってしまうほど生い茂る樹木。 

河内長野市公園めぐり－楠台第１公園－ 

 

 夏到来。暑さで過ごしにくい季節がやってきました。今回紹介する楠台第一公園は夏の

散歩コースにおすすめの公園です。 

この公園には大師山古墳という前方後円墳の跡地があ

ります。昭和五年に発見され、石製の腕輪、鏡や埴輪な

どが多量に発掘されました。昭和四十四年に住宅開発で

消滅してしまいましたが、その跡地を楠台第一公園で見

ることができます。 

 大師山古墳跡地付近をみますとこの公園はとても小さ

な公園に見えます。実はこの跡地は楠台第一公園の一部

にすぎません。この跡地から 5～6ｍ離れた所に下に降り 

る階段があります。階段を降りるとそこには山の中と思ってしまうほど生い茂った樹林地

が広がっています。私が現地に訪れた時はヤマドリ

タケモドキというキノコが生えていました。このキ

ノコは広葉樹林に発生するもので、楠台第一公園の

自然の豊かさがうかがえます。手軽に山の中を体感

できるので、森林浴をするには最適な場所です。奥

に進んでいくと、低木が段々に植えられている開け

た場所 

 

 

に出てきます。そこから河内長野の街並みを  

見下ろすことができ、散歩途中で景色を楽し

むことができます。更に下っていくと、アジ

サイが植えられている広場に出てきます。こ

の広場も楠台第一公園の一部で、広場が二つ

に樹林地もあるという非常に広い公園です。 

 暑い日差しを避け、山の中のように木々に

囲まれ、涼しげな空気が流れる楠台第一公園に是非足を運んでみてください。 

（公園緑化協会総務係 伏田慶） 
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編集後記 

 

前号での就任あいさつで、常務理事として、「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」と申し上げました。 

まずは色々な事業に参加することから始めようと、小山田小学校区まちづくり会主催の

「寺ヶ池公園 ふれあいウｵ―キング」に参加させていただきました。 

6 月 13 日（土）午前９時 40 分、会場の寺ヶ池公園に到着してビックリ、駐車場は満杯

で、通路にまで車がビッシリいっぱいでした。 

午前 10 時に噴水広場に集合し、主催者の小山田小学校区まちづくり会の道上会長の開会

のあいさつの中で、隣の小山田小学校の土曜参観と重なったとのことでした。それでも約

６０名の参加がありました。 

コースは、寺ヶ池の外周路を１周するものですが、毎回趣向が凝らされており、今回は

寺ヶ池公園の植物を勉強されるということで、講師は２級造園施工管理技士の国家資格を

持つ、当協会の内本次長が努めさせていただきました。 

寺ヶ池公園は、桜で有名ですが、多種多様な植物が植えられており、当日は、花ショウ

ブが見頃で、アジサイも例年より早く咲き出しており、私たちの目を楽しませてくれまし

た。協会では、ホームページで見頃の草花等を適宜掲載しております。一度、協会のホー

ムページを覗いてみてください。 

私は、日頃の不摂生がたたり、ついてゆくのがやっとでしたが、約１時間かけて、無事

ゴールしました。健康づくりと樹木の勉強が同時にでき、参加賞もいただいて、得した気

持ちです。 

小山田小学校区まちづくり会の皆さん、ありがとうございました。 

これからも、地域の事業に参加させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

また、協会では、秋の事業に向け、準備を進めております。１０月には昨年までの寺ヶ

池公園音楽祭に代えて、（仮称）秋の植木市（オータムマーケット）の開催を予定しており

ます。内容等については、協会ホームページなどでお知らせいたします。ご期待ください。 

（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/

