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本庁舎屋上緑化施設一般公開 

公開期間：平成 25 年 6 月 21 日(金)から 

11 月 29 日(金)までの各金曜日 

公開時間：13:00 から 15:30 まで 

 (入場は 15:20 まで) 

入 場 料：無料 

受付場所：市役所本庁舎 P1階エレベーター

ホール横。事前の予約は不要です。 

交通機関：地下鉄御堂筋線・京阪電車京阪本線 

「淀屋橋」駅下車すぐ（1 番出口） 

京阪電車中之島線 

「大江橋」駅下車すぐ（6 番出口） 

問 合 せ：建設局公園緑化部協働課 

℡ 06-6469-3857 

今月の紙面から 

1面  本庁舎屋上緑化施設一般公開 

2面 花・みどり･公園レポート 

3面 公園愛護会紹介 

4面 花と緑の相談・講習会等のお知らせ 

コンクリートジャン

グルの真ん中で、人々の

心にうるおいと安らぎ

を与え、ヒートアイラン

ド現象の緩和にも役立

つ屋上緑化は、さまざま

な生き物の移動・生息の

拠点としても貴重な空

間となっています。 

本庁舎の屋上で、木々

や花々を観賞しながら、 

 自然や緑、花にふれあ

い、都市の緑の大切さを

実感できる空間をめざ

して、平成16年(2004

年)春に大阪市役所屋上

緑化施設が完成しまし

た。 

大阪の街並みを眺望し、

心がなごむ癒しの時間

を過ごされてはいかが

でしょうか。 

感があり、ハナミズキ、

サルスベリ、バラなどの

花木類や地被類を中心

に植栽しており、四季

折々の美しい草花を観

賞することができます。 

 みおつくしの鐘  
 

本庁舎屋上に設置されている母

の愛を象徴する「記念鐘」は、青銅

製で、口径は約 1.26メートル(4尺 1

寸 5分…よいこ)、全長約 1.82 メー

トル、重さ約 825kgで、洋鐘型の釣

鐘では日本有数のものです。 

大阪市の地域婦人団体協議会(現在：地域女性団体協議会)寄付。 

 施設は南北２つのブ

ロックからなり、南ブロ

ックは、花と緑の庭園エ

リアとして明るく開放

件 

南ブロック：花と緑の庭園エリア 

北ブロックは、スダジ

イ、カンツバキなど里山

で見られる野草を植栽

し、鳥や昆虫類の生息環

境とする自然ゾーンと

位置づけています。 

北ブロック：里山草地 

中央がシンボルツリーのカラミザクラ 

南ブロック：西南テラス広場 

 

東側の景色（手前から中央公会

堂・中之島バラ園が一望） 

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/


 

 

 

日頃から公園の清掃や花壇管理をされている鶴見区の今津公園愛護会の皆さ

んが、将来的に自分たちで小さな樹木（桃の木）を管理したいとの熱い思いか

ら、5月17日(金)に剪定講習会を行うこととなり 

ました。 

 受講された愛護会の皆さんは、暑い中での実技

にも一生懸命取組んでいました。 

 講習会終了後、片山愛護会長は「安全対策の重

要さ・剪定の難しさがとてもよくわかりました」

と話されていました。 

（２） 

 花・みどり･公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5月18日・19日、靭

公園では、西区役所主催

のバラ祭が開催され、公

園事務所ではバラに関

する講習会とローズツ

アーを行いました。 

 

 

 

 

 

 

爽やかな語り口調の片上GC 

当日は天候に恵まれ、

スタンプラリーや講習

会ブースなど、大変盛況

で満員となる中、今回、

グリーンコーディネー

ター（ＧＣ）の片上さん、

辻さんに講習会の講師

と、ローズツアーのツア

ーガイドにも挑戦して

いただきました。 

講習会では、爽やかな 

 

語り口調で、バラの栽培

管理のポイントなどを

中心に説明していただ

きました。 

 

 

 

 

 

身振り手振りでの辻GC 

 また、ローズツアーで

も、１７０品種あるバラ 

の中からローズオオサ

カ等、人気のある代表品

種の紹介を靭公園の歴

史を交え、解説をしてい

ただき、終了時にはツア

ー参加者から自然と拍

手が沸き起こっていま

した。 

片上GC・辻GCから、

「最初は緊張もしまし

たが、挑戦して良かっ

た。今回の講習会とツア 

 

 

 

 

 

ツアーガイドでの片上GC 

ーに参加していただい

た方に、感謝とお礼を申

し上げ、バラ園のファン

を増やしたい」との熱い

思いを語っていただき

ました。 

  

熱心に聞き入る愛護会の方々 

これまで、西成公園の

利用促進と広域避難場

所としての機能回復を

めざした取組みとして、

大阪市立津守小学校の

協力のもと、平成24年

11月20日、公園トイレ

の美化・ペインティング

を実施してきました。 

今回は、継続した取組

みとして西成公園の一

に 

角に津守小学校の「学習

園」を設置することとな

り、5月17日(金)、福祉

局の「地域密着型就労自

立支援事業(園芸講習)」

に参加の皆さんのご協

力のもと、子どもたちが

学習する花壇作りに、意

欲的に取組んでいただ

きました。 

こうして完成した「学 

習園」に5月28日(火)、

津守小学校1年・2年・

3年生の児童の皆さん

に、花苗などの植え付け

作業を行っていただき

ました。 

当日は、楽しそうに笑

顔で作業する子どもた

ちの姿が非常に印象的

でした。 

今後「学習園」は、子

どもたちが、花と緑の大

切さを学べる場所とし

て活用される予定です。 

 

▲ おっちゃん パワー全開！！ 

 

 

▲ 真剣なまなざしの子どもたち 
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都島区のかすがえ公

園は、昭和 41 年に開設

されたことから、最近で

は地域で美化活動をし

ても古さが隠しきれな

い状況でした。 

愛護会長の古山さん

は、自ら率先して、ふれ

あい花壇を提案し、造成 

旭区の生江東公園は、

小さな子ども達が安心・ 

安全に遊べるように、夜

間は砂場にシートを掛

け 

都島区では２９公園、旭区では３６公園に愛護会があります。お子さんからお年寄りまで全ての方々

が安全で気持ちよく公園を利用できるように、美化活動や地域の緑化普及を中心に活動を行っています。

その中のいくつかの愛護会を紹介します。 

け、衛生面に配慮されて

います。 

愛護会長の中島さん

は「ねこサポータ―で、

活動推進委員の坂井さ

んにお願いし、毎朝シー

トの開閉をしていただ

いています。こうした取

組みを通し、町会内では

公園ねこサポーター制

度について、少しずつ理 坂井さん・中島会長・中野さん 

解されてきています」と

語っておられました。 

また、公園の清掃日に

は「愛護会・町会・老人

会が協力し、積極的に除 

草・清掃活動や側溝の土

取り作業などに取組み

公園をきれいにしてい

ます」と中島会長は笑顔

で話してくれました。 

老人会と町会の清掃活動 

皆できれいに!! 

に取組まれた結果、園内

に３ヶ所のふれあい花

壇が完成しました。 

「皆さんに楽しんで

もらうため花いっぱい

の公園にしたい」と古山

会長は、抱負を語ってお

られました。 

今では、地域の人たち 

からも「明るい公園にな

って散歩に来るのが毎

日 

日の楽しみです」と大変

喜ばれています。 

かすがえ公園 古山会長 

ふれあい花壇 

 

 

 

旭区の赤川南公園は、木洩れ日あふれる公園で、地

域住民の集いの場として親しまれています。 

愛護会長の滝下さんは、「ふれあい花壇に草花を植

えていると、通り過ぎる人達から『いつも公園をきれ

いにしてくれてありがとう』と声をかけてもらえ、大

変だがやり甲斐がある」と話してくれました。 

また、地域の強い要望で、今年３月に設置された時

計についても「子ども達が毎日、安全に遊んでくれる

のはいいが夢中になりすぎて帰宅時間を忘れがちに

なるので時計があって助かります」と、笑顔を浮かべ

話してくれました。 

公園の美化活動には、

地元の子ども達が結成す

る「城北ユニオンズ」も

取組んでおられ、公園は

いつもきれいに維持され

ています。 赤川南公園 滝下会長 



２日(火)  北 

２日(火) 東淀川 

２日(火) 住 吉 

３日(水) 天王寺 

３日(水) 平 野 

４日(木) 東住吉 

５日(金) 阿倍野 

９日(火) 住之江 

10日(水)  港 

10日(水) 淀 川 

10日(水) 東 成 

10日(水) 鶴 見 

11日(木) 福 島 

11日(木) 浪 速 

12日(金) 中 央 

12日(金) 生 野 

12日(金) 西 成 

16日(火) 此 花 

16日(火)  旭 

17日(水) 都 島 

17日(水) 大 正 

17日(水) 城 東 

18日(木) 西淀川 

24日(水)  西 

公園事務所名 電話番号（06） FAX番号（06） 担当行政区等 

東部方面公園事務所 6941－1144 6943－6877 中央区（北部）、城東区、鶴見区（鶴見緑地を除く） 

真田山公園事務所 6761－1770 6761－1645 
中央区（南部）、天王寺区（天王寺公園を除く）、東成区、 

生野区 

西部方面公園事務所 6441－6748 6441－6797 福島区、此花区、西区 

港・大正公園事務所 6571－0552 6572―1663 港区（八幡屋公園を除く）、大正区 

南部方面公園事務所 6691－7200 6691－6976 阿倍野区、住吉区、東住吉区（長居公園を除く）、平野区 

北部方面公園事務所 6312－8121 6312－3403 北区、都島区（毛馬桜之宮公園のみ） 

十三公園事務所 6309－0008 6885－1591 西淀川区、淀川区、東淀川区 

城北公園事務所 6928－0005 6924－4209 都島区（毛馬桜之宮公園を除く）、旭区 

花博記念公園事務所 6912－0650 6913－6804 鶴見緑地 

天王寺動植物公園事務所 
6771－2740 6772－4633 浪速区、住之江区、西成区 

6771－8401 6772－4633 天王寺公園、天王寺動物園 

長居パークセンター 6694－9007 6696－7405 長居公園 

八幡屋スポーツパークセンター 6576－3460 6576－0080 八幡屋公園 

 

 

花とみどりの相談車「ひとり・ふたり･みどり号」

による花と緑の講習会のお知らせです。今月は下

記の日程で伺います。 

時間は、いずれも14:00～16:00です。 

（参加無料、雨天決行） 

７月２日(火) 中央区 玉造公園 

「植物で涼を演出」 

７月３日(水) 城東区 鯰江公園 

「植物で涼を演出」 

７月４日(木) 鶴見区 安田公園 

「植物で涼を演出」 

７月９日(火) 鶴見区 花博記念公園 

「苔玉の作り方」 

７月11日(木) 都島区 内代公園 

「苔玉の作り方」 

７月16日(火) 天王寺区 真田山公園 

「植物で涼を演出」 

７月18日(木) 住吉区 万代池公園 

「アジサイの栽培管理と殖やし方」 

７月23日(火) 港区 八幡屋公園 

「観葉植物の栽培管理と殖やし方」 
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時間:14:00～16:00 

 

月1回、区役所ロビー、会議室等で開催。詳しくは

下記の各公園事務所までお問い合わせください。 

 取り木は、挿し木に比べ 1度に多くの株を作ることは出来ませんが、短期間で大きな株が

作れるという利点があります。今回は、ゴムの木で説明します。 

① 枝の径の 1.5 倍の長さで剥皮

し、ナイフで切り込みを入れた

樹皮を丁寧にはがします。 

② 樹皮を剥いだ部分に湿らした水

ゴケをビニールで覆いビニタイ

で縛り、幹が折れやすいので、

支柱で固定します。 

③ 1 か月程度で発根します。ピン

セットで水ゴケを取り、発根部

の下を親木からハサミで切り取

ります。 

④ 新しい用土（赤玉５：川砂３：ピ

ートモス２の割合）に植え替え完

成です。 

5/9福島区での花と緑の相談。 

グリーンコーディネーターの足立

さんにご協力いただきました。 

5/14 沢之町公園（住吉区）で

の花と緑の講習会。 
講師はグリーンコーディネー
ターの栖原さん。 

④ 

① 

② 

③ 


