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街中で、木々や花々が創

りだす癒しの空間を訪

れ、日々せわしなく過ぎ

行く時間を忘れ、心和む

ひと時を過ごされては

いかがでしょうか。 

大阪市役所本庁舎の

屋上緑化施設は、都市の

緑の大切さを実感でき

る空間をめざし、平成

15年度に整備を行い、

平成16年春から一般公

開を実施しています。 

施設は、日当たりがよ

く、明るく開放感があ

り、花木や地被類を中心

に、庭園空間を創出して

いる南ブロックと、鳥や

昆虫が好む、実のなる木

や野草類を植栽し、自然

環境を創出している北

ブロックの2つのブロ

ックで形成しています。 

環境を創出している北

ブロックの2つのブロ

ックで形成しています。 

また、屋上緑化施設

は、都心部のヒートアイ

ランド現象の緩和に寄

与し、人々の心にうるお

いと安らぎを与えると

共に、様々な生き物の移

動･生息拠点として貴重

な空間となっています。 

高層ビルが建ち並ぶ

中心で、日々忙しなく過

ぎ行く時間を忘れ、木々

や花々を鑑賞し、心和む

ひと時を過ごされては

いかがでしょうか。 

 

今月の紙面から 

1面 本庁舎の屋上緑化施設を公開中 

2面 花・みどり・公園レポート 

3面 公園愛護会活動紹介 

4面 花と緑の相談・講習会等のお知らせ 

に、庭園空間を創出して

いる南ブロックと、鳥や

昆虫が好む、実のなる木

や野草類を植栽し、自然

環境を創出している北

ブロックの2つのブロ

ックで形成しています。 

本庁舎屋上緑化施設一般公開 
 

公開期間：平成27年6月19日(金)から 

11月27日(金)までの毎週金曜日  

公開時間：13:00から15:30まで  

(屋上への入場は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 

6月 7月 8月 9月 10月 11月 

自然環境を創出する北ブロック 

南テラス広場の顔：サルスベリ 

庭園空間を創出する南ブロック 庭園から望む大阪城 

アジサイ 

ヤブカンゾウ 

ハブランサス 

タカサゴユリ 

ヒガンバナ 

ムラサキシキブ 

ススキ(手前)と 

ヤマモミジ(奥) 

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/
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 花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006年第23回「全

国都市緑化おおさかフ

ェア」のまちなか会場に

選ばれた田辺公園(東住

吉区)では、公園で思い

出づくりをしてもらお

うと、地域独自のイベン

ト『春フェスタ』を毎年

開催しています。  

 5月16日の当日は、

あいにくの小雨模様と

なりましたが、普段から

地域の憩いの場となっ

ている公園には、たくさ

んの地域の方々が訪れ

ました。 

なりましたが、普段から

地域の憩いの場となっ

ている公園には、たくさ

んの地域の方々が訪れ

ました。 

また今回は、より公園

に愛着を持ってもらう

ため、参加者が作成した

名札を公園樹に取付け

る取組みが行われ、多く

の子どもたちで、行列が

できる盛況ぶりでした。 

 保護者からは「いい記

念になった」「公園に来

るのが楽しみになった」

等の喜ばしい声が聞か

れました。 

できる盛況ぶりでした。 

保護者からは「いい記

念になった」「公園に来

るのが楽しみになった」

等の喜ばしい声が聞か

れました。 

 公園愛護会長の西村

さんは「今回のこの企画

をとおし、これまで以上

に田辺公園を知っても

らい、また、好きになっ

てもらえればと思って

います。  

をとおし、これまで以上

に田辺公園を知っても

らい、また、好きになっ

てもらえればと思って

います。今後も公園事務

所と創意工夫し、楽しい

取組みを考えていきた

い」と述べられました。 

な
ふ
だ 

上手に書けるかな？ 

 

浪速区では、花いっぱい潤いが感じられる美しいま

ちづくりを推進し、これからの緑化ボランティア活動

に繋がるイベントを広く区民にＰＲするため、5月19

日、浪速区老人福祉センターにおいて『浪速区花と緑

の集い』が開催されました。 

 当日は、生田グリーンコーディネーター(ＧＣ)の指

導のもと、午前中は、区の花でもあるナデシコとアス

ターの植え替えや花壇への花植え体験、緑のカーテン

づくりのコツに関する講習会。午後からは、多肉植物

の寄せ植えとポプリづくりのワークショップが行わ

れました。 

参加された方々は、いろいろな体験ができ、植物の

育て方のコツなどが学べたことを、大変喜ばれていま

した。 

生田ＧＣは「今後の浪速区での花と緑に関する活動

に繋がることを願います」と思いを述べられました。 

花壇への花植え体験 多肉植物の寄せ植え講習 

え体験に挑戦しました。 

5月18日当日、園児

たちは、指導にあたった

火宮緑化リーダー(GL)

の植え方を手本に、緊張

した面持ちで、初めての

花植えに挑戦し、小さな

手で道具を上手に使い

ながら、一生懸命プラン

ターに花苗を植え付け

ていきました。 

最後に、ジョウロで水

をあげながら「早く大き

くなっていっぱい咲い

てね」と満面の笑顔で花

に話し掛けていました。 

 

西淀川区では、花の美

しさに親しみを持って

もらうことを目的に、種

から育てる地域の花づ

くり事業で栽培した花

苗を、園児たちに植え付

けてもらう取組みが行

われています。 

 

をあげながら「早く大き

くなっていっぱい咲い

てね」と満面の笑顔で話

しかけていました。 

 

西淀川区キャラクター「に～よん」 

植え付けを指導する火宮GL 

大きくな～れ 大きくな～れ 

 

 

くり事業で栽培した花

苗を、園児たちに植え付

けてもらう取組みが行

われています。 

今回は、歌島公園内に

ある花づくり広場で、ボ

ランティアの皆さんが

栽培したマリーゴール

ドとイソトマの花苗を

利用し、柏里保育所の園

児たち17人が「楽しく

植える」をテーマに花植

え体験に挑戦しました。 

 



推定樹齢100年の桜

が多く植栽されている

阿倍野区の阪南公園は、

上町台地の高台に位置

し、消防ポンプや貯水タ

ンクが設置されている

ことから地域防災の拠

点となっています。 

 

し、消防ポンプや貯水タ

ンクが設置されている

ことから地域防災の拠

点となっています。 

愛護会の皆さんは、地

域の方々と協力して、毎

月1日と毎週日曜日に、

（3）№86                      ひ ふ み              平成27年（2015年）7月1日 

「公園愛護会活動紹介」                                    №42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天王寺区には22公園、旭区では35公園、阿倍野区では26公園に愛護会があります。 

地域の皆さんが安心・安全に公園を利用いただけるように、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。 

旭区の新森南公園は、

毎日の清掃に加え、愛護

会と地域が協力して、清

掃活動を月3回日曜日

に行い、地域一体で美化

活動に励んでいます。 

また、より一層地域に

親しまれる公園となる

ように、ふれあい花壇の

設置を予定されていま

す。 

 

親しまれる公園となる

ように、ふれあい花壇の

設置を予定されていま

す。 

安達愛護会長は、「公

園はいつも来園者の笑

顔であふれています。こ

れからも地域の憩いの

場として、いつも綺麗で

安心･安全な公園をめざ

して活動していきたい」

と笑顔で語られました。 

 

れからも地域の憩いの

場として、いつも綺麗で

安心･安全な公園をめざ

して活動していきたい」

と笑顔で語られました。 

 

安心･安全な公園をめざ

して活動していきたい」

と笑顔で語られました。 

 

親子で仲良く清掃中～♪ 

安達愛護会長 

心･安全で、憩えるきれ

いな公園にしたい」との

想いのもと、地域の皆さ

んと公園の美化活動は

もちろん、防災活動にも

力を注がれています。 

域の方々と協力して、毎

月1日と毎週日曜日に、

落葉清掃等の美化活動

に取組まれています。 

また、ふれあい花壇に

は、地域の方々に季節を

感じてもらえるように、

四季折々の美しい花々

で飾られています。 

このような活動に対

し、国土交通省から平成

26年「緑の愛護」の感

謝状を受けられました。 

久保愛護会長は「安

心･安全で、憩えるきれ

いな公園にしたい」との 

久保愛護会長と 

愛護会への感謝状 

清掃できれいな公園に 

皆さんでハイチーズ 

 

ＪＲ寺田町駅近くにある天王寺区の大道南公園は、

早朝は地域のお年寄りの憩い場、午前中は幼稚園の園

児たちの遊び場、午後からは学生やサラリーマンの休

息の場として1日中賑わっています。 

愛護会では、これに応えようと町会と協力し、月３

回交代で公園の清掃や除草、ふれあい花壇の管理など

を熱心に行われています。 

愛護会長の福本さんは「これからも皆さんの協力を

得て、安心･安全で人の心を和まし、楽しんでもらえ

る公園にしたいです」と語られました。 

 

（いつもきれいな大道南公園） （福本愛護会長） 



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。（参加無料、雨天決行） 

 時間は、14:00からです。 

７月２日(木) 東成区 南深江公園 

「アジサイの栽培管理」 

７月７日(火) 中央区 中大江公園 

「アジサイの栽培管理」 

７月９日(木) 鶴見区 焼野南さくら公園 

「アジサイの栽培管理」 

７月10日(金) 城東区 鯰江公園 

「アジサイの栽培管理」 

（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公園事務所名 電話番号（06） FAX番号（06） 担当行政区等 

鶴見緑地公園事務所 6912－0650 6913－6804 都島区、旭区、城東区、鶴見区(花博記念公園鶴見緑地を除く) 

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

大阪城公園事務所 6941－1144 6943－6877 中央区(大阪城公園を除く)、西区、浪速区 

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

長居公園事務所 6691－7200 6691－6976 
阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区(長居公園を除く)、 

平野区 

扇町公園事務所 6312－8121 6312－3403 北区、福島区、此花区 

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

天王寺動物公園事務所 6771－8401 6772－4633 天王寺公園、天王寺動物園 

鶴見緑地パークセンター 6911－8787 6911－8714 花博記念公園鶴見緑地 

大阪城パークセンター 6755－4146 6755－4149 大阪城公園 

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

長居パークセンター 6694－9007 6696－7405 長居公園 

 緑化普及広報紙「ひふみ」は7000部発行し、1部あたりの発行単価(配布費用含む)は約7円です。 

時間:14:00～ 
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合わせください。 

※  今月は、 生野区での花と緑の相談は開催しません。 

天王寺区は、天王寺区民センターで花と緑の相談を開催します。 

6/2 北区での花と緑の相談。
グリーンコーディネーターの
古谷さん、福本さん、浦田さ
ん、渡邊さん(奥から)にご協力
いただきました。 

１日(水) 天王寺 
１日(水) 平 野 
３日(金) 阿倍野 
７日(火)  北 
７日(火) 東淀川 
７日(火) 住 吉 
８日(水)  港 
８日(水) 淀 川 
８日(水) 東 成 
８日(水) 鶴 見 

９日(木) 福 島 
９日(木) 浪 速 

10日(金) 中 央 
10日(金) 西 成 
15日(水) 都 島 
15日(水) 大 正 
15日(水) 城 東 
15日(水) 東住吉 
16日(木) 西淀川 
21日(火) 此 花 

建設局では、南海トラフ巨大地震発生に備えた防災力の強化や緊急時の対応強化などに取組むため、これまで、9

ヵ所の公園事務所(天王寺動物公園事務所を除く)で実施してきた公園の維持管理などの業務を、7月1日より管轄行政

区を見直すと共に、7ヵ所の公園事務所へ再編し、市内の道路や橋梁･河川･下水道の都市基盤施設の維持管理を行っ

ている4ヵ所の方面管理事務所へ編入しました。【事業所再編に関する問合せ先 建設局公園管理課 ℡:6469-3816】 

5/27 桃ヶ池公園(阿

倍野区)での花と緑の

講習会。 

講師はグリーンコー

ディネーターの生田

さん (左 )と仙石さん

(右) 

21日(火)  旭 
21日(火) 住之江 
22日(水)  西 

再編後の名称 所在地 所管行政区 最寄駅 連絡先 

鶴見緑地公園事務所 鶴見区緑地公園2-163 都島、旭、城東、鶴見 地下鉄 鶴見緑地 下
記
の
『
各
公
園
事
務
所
等
連
絡

先
』
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。 

真田山公園事務所 天王寺区真田山町5-70 天王寺、東成、生野 地下鉄･JR 玉造 

大阪城公園事務所 中央区大阪城3-11 中央、西、浪速 地下鉄･JR 森ノ宮 

八幡屋公園事務所 港区田中3-1 港、大正、西成 地下鉄 朝潮橋 

長居公園事務所 東住吉区長居公園1-1 
阿倍野、住之江、住吉、
東住吉、平野 

地下鉄 長居、 
JR 長居･鶴ケ丘 

扇町公園事務所 北区扇町1-1-21 北、福島、此花 地下鉄 扇町、JR 天満 

十三公園事務所 淀川区十三元今里1-1-41 西淀川、淀川、東淀川 阪急 十三 

 ※再編に伴い西部方面･西南方面･城北公園事務所については、 

6月末をもって廃止しました。 


