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拠点として、貴重な空間

となっています。 

本庁舎の屋上を訪れ、

異なる2つのコンセプ

トを持つ緑化空間を散

策しながら、都心で力強

く生きる生命の営みに

触れてみてはいかがで

しょうか。 

大阪市役所本庁舎の

屋上緑化施設は、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、平成

15年に整備され、平成

16年春から一般公開を

行っています。 

施設は、南ブロックの

「明るく開放感があり、

四季の移ろいを感じる

ことができる庭園ゾー

ン」と、北ブロックの「実

のなる木や野草類を中

心に、鳥や昆虫が好む植

物を配した自然ゾーン」

の南北2つのブロック

で形成されています。 

 

また、屋上緑化は、

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

も効果があるとともに、

昆虫のすみかやスズメ

を始めとする小鳥たち

の隠れ家など、さまざま

な生き物の移動、生息の

拠点として、貴重な環境

となっています。 

「明るく開放感があり、

四季の移ろいを感じる

ことができる庭園ゾー

ン」と、北ブロックの「実

のなる木や野草類を中

心に、鳥や昆虫が好む植

物を配した自然ゾーン」

の南北2つのブロック

で形成されています。 

 

発行・編集 大阪市建設局公園緑化部 

TEL：06-6469-3853 

FAX：06-6469-3895 

〒553-0005 

大阪市福島区野田1-1-86 中央卸売市場本場業務管理棟6F 

ホームページでもご覧いただけます。 

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

本庁舎屋上緑化施設一般公開 
公 開 日：平成28年6月24日(金)、7月8日(金)、7月22

日(金)、8月12日(金)、8月26日(金)、9月9

日(金)、9月23日(金)、10月14日(金)、10月

28日(金)、11月11日(金)、11月25日(金)の

11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：大阪市役所本庁舎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(1番出口)  

京阪電車中之島線 

「大江橋」駅(6番出口)  

問 合 せ：建設局公園緑化部協働課 

℡ 06-6469-3857 

 本庁舎屋上にある「みおつく

しの鐘」は、昭和30年、大阪市

の地域婦人団体協議会(現在：地

域女性団体協議会)が、青少年を

まもる愛の鐘建設運動に取組

み、母の愛を象徴する「記念鐘」

として製作し、同年5月5日に大

阪市へ寄付されたものです。 

洋鐘型の梵鐘
ぼんしょう

は、口径約1.26

ｍ(4尺1寸5分…よいこ)、全長

約1.82ｍ、重さ約825kgの青

銅製で、鐘には市章のみおつく

しと母子像、手をつなぐ子ども

たちがデザインされ、銘文が刻

まれています。 

 みおつくしの鐘  

 

今月の紙面から 

1面 都心で触れる生命の営み 

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 

 南ブロック(平成27年8月撮影)  

 北ブロック(平成27年8月撮影)  

本庁舎屋上に咲く 

タカサゴユリ 

(平成27年8月撮影) 



 

（２） 

 花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月27日と6月1日

の2日間、八幡屋公園に

ある2ヶ所の花壇を利

用し、港区花みどり友の

会の方々が、花壇デザイ

ンをテーマに、昨年度か

ら取組んできたレベル

アップ講習会の集大成

となる植え付け作業を

行いました。 

行いました。 

それぞれの花壇のテ

ーマを、「かざぐるま」

(斜面側の花壇)と「夢・

星」(円形花壇)としたメ

ンバーたちは、花壇デザ

インの提案はもちろん、

花苗の選定や植栽準備

に至るまで、全てを自分

たちで話し合いながら

進められました。 

(斜面側の花壇)と「夢・

星」(円形花壇)としたメ

ンバーたちは、花壇デザ

インの提案はもちろん、

花苗の選定や植栽準備

に至るまで、全てを自分

たちで話し合いながら

進められました。 

作業当日は、息の合っ

たチームワークと丁寧

な作業で、サルビアやジ

ニアなどを、デザインど

おりに植え付け、すばら

しい花壇を完成させま

した。 

おりに植え付け、すばら

しい花壇を完成させま

した。 

夏の時期にふさわし

い花壇で来園者を迎え

るため、7月には、港区

の花になっているヒマ

ワリを植え付けます。 

八幡屋公園に来園さ

れた際は、ふたつの花壇

をご覧頂き、夏の訪れを

感じてみてください。 

6月8日と9日の2

日間、東住吉区白鷺

中学校の2年生6人

が「職場体験学習」

で長居公園事務所を

訪れました。 

初日は、管理ヤー

ドにおいて、高所作

業車による樹木の剪 

定や草花の種まき・移植・サルビアのポット上げ、ゴーヤ

の植え付け、除草作業を、２日目には、西長居公園に設置

している公園遊具や施設の点検作業と、桃ケ池公園の広場

での整地を体験してもらいました。 

体験学習を終えた生徒たちからは「いろいろな体験がで

きてよかった」「体験したことが、公園の点検や補修作業 

の極一部であることに大変

びっくりしました」などと話

してくれました。 

生徒たちがポット上げし

たサルビアは、中学校の花壇

に植え付けられ、校庭を華や

かに彩ってくれることでし

ょう。 

6月6日、天王寺区夕

陽丘高校の周辺に、スク

ールカラーの紫を基調

とした花壇が誕生し、行

き交う方々へ癒しの空

間を提供しています。 

この取組みは、ＰＴＡ

の方々が、学校周辺を美

しくしたいとの思いが

発端となり、学校とボラ

ンティア組織「グリーナ

リー天王寺」を交え、

様々なアイデアの提案

と話し合いが繰り返さ

れた結果、実現したもの

です。 

あいあいとした雰囲気

の中、ラベンダーを中心

に植え付けられました。 

グリーナリーの田原

代表は「一緒に花を植え

た方たちが、自分の家や

地域で、花を育ててみよ

うと思ってくだされば、

緑化推進に携わるもの

として、こんなにうれし

いことはありません」と

熱く語られました。 

「かざぐるま」の花壇前でにっこり 

丁寧な作業を心がけて 

完成した円形花壇「夢・星」 

発端となり、学校とボラ

ンティア組織「グリーナ

リー天王寺」を交え、

様々なアイデアの提案

と話し合いを繰り返し

て、実現したものです。 

作業当日は、生徒たち

も加わり、学校と地域の

方々が一体となり、和気

あいあいとした雰囲気

の中、ラベンダーを中心

一生懸命整地するPTAの方々 

楽しんで花を植える生徒 

完成した美しい花壇 

←移植 大変でした!! 

↓ゴーヤの植え付け 

どれぐらい植えるの？ 

桃ケ池公園をきれいに整地 

←遊具の点検 

どこを見るの？ 

 全てを真剣に、楽しく取組みました  
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「公園愛護会活動紹介」                                    №54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店の方と協力し、毎週月

曜日に大規模な清掃活

動を行っておられます。 

荒木愛護会長は「公園

に対する愛着が強い分、

清掃活動には自然と力

が入ります。歴史ある公

園愛護会を継承しつつ、

地域の輪を大切にし、こ

れからも、公園美化活動

を進めて行きます」と述

べられました。 

が入ります。歴史ある公

園愛護会を継承しつつ、

地域の輪を大切にし、こ

れからも、公園美化活動

を進めて行きます」と述

べられました。 

共に、公園の定期清掃に

も取組まれてきました。 

今日では、日々の清掃

に加え、地域の皆さんや

大阪信用金庫森小路支

店の方々と協力して、毎

週月曜日に大規模な清

掃活動を行っておられ

ます。 

旭区新森中央公園は、

昭和7年に開設され、弥

生時代の集落である森

小路遺跡の跡地として

石碑が建立されている

歴史のある公園です。 

愛護会は、昭和25年、

全市の愛護会の草分け

として誕生し、昭和28

年からは、盆踊りやのど

自慢大会などの事業と

共に、公園の定期清掃に

も取組まれてきました。 

福島区の西に位置す

る大開西公園は、多く

の家族連れや子どもた

ちで賑わう公園です。 

 愛護会は、毎月第2

土曜日を一斉美化活動

日と決め、清掃や除草 

活動などに取組んでおられます。 

 また3月には、大輪会より寄付された樹木などを、愛護

会のメンバーが植栽され、来園者の皆さんから「緑が増え、

気持ちがいいですね」と、大変喜ばれています。 

舩本愛護会長は「公園が開設されて以来、簡易清掃はか 

かさず行っています。

これからも、わが子の

ように思える公園に、

多くの方々が訪れ、快

適に遊んでもらえるよ

うに頑張ります」と熱

く語られました。 

福島区には29公園、港区では28公園、旭区では35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。 

港区にある夕凪公園

は、地下鉄朝潮橋駅北東

に位置し、子どもからお

年寄りまで、幅広い方々

が利用する公園です。 

愛護会は、みんなで公

園をきれいにしようと

いう意識が高く、7班が

交代制で行っている週

1回の清掃活動に加え、

今年5月には、刈払機安

全講習会を受講され、積

極的な公園の美化活動

に努めておられます。 

また昨年には、ふれあ

い花壇を設置され、花と

緑あふれる公園づくり

の取組みも始められま

した。 

矢田愛護会長は「公園

デビューする親子連れ

の方をよく見かけます。 

誰もが安心して

公園を利用いた

だけるように、

清掃活動などに

励みます」と話

されました。 

清
掃
活
動
後
の
公
園
愛

護
会
と
地
域
の
皆
さ
ん 

みんなで公園をきれいに 

愛護会の皆さん 

地域が一体となっての清掃活動 

清掃活動の様子 

愛護会の皆さん（右上が舩本会長） 



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。 

時間は、14:00からです。(参加無料、雨天決行) 

７月７日(木) 鶴見区 浜北公園 
「花菖蒲の栽培管理」 
７月８日(金) 城東区 東中浜公園 
「花菖蒲の栽培管理」 
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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。 

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。 

5/25 西区での花と緑の
相談。グリーンコーディネ
ーターの宮地さん(左)森本
さん(右)にご協力いただき
ました。 

アジサイは、梅雨の時期に、たくさんの花を咲かせてくれる代表的な花木です。 

手入れをしなくても毎年花を咲かせてくれますが、年々大きくなり、花の咲く位置が高くなったり、形が崩れた

りします。 

樹形を一定の大きさに保ち、美しく花を咲かせるためには、花後に適切な剪定を行いましょう。 

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 6771－8404 6772－4633 天王寺公園、天王寺動物園 

臨港方面管理事務所 6460―7716 6460―7717 舞洲緑地 

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 

 

13日(水) 鶴 見 
14日(木) 福 島 
14日(木) 浪 速 
19日(火)  旭 
19日(火) 此 花 
20日(水) 都 島 
20日(水) 大 正 
20日(水) 東住吉 
21日(木) 天王寺 
21日(木) 西淀川 
27日(水)  西 
 

5/30 愛染公園(浪速区)
での花と緑の講習会。 
講師はグリーンコーディ
ネーターの藤本さん。 

１日(金) 阿倍野 
５日(火)  北 
５日(火) 東淀川 
５日(火) 住 吉 
６日(水) 平 野 
８日(金) 中 央 
８日(金) 城 東 
８日(金) 西 成 

12日(火) 住之江 
13日(水)  港 
13日(水) 淀 川 
13日(水) 東 成 

時間:14:00～ 
(住之江区は、13:30～) 

※ 今月は、生野区での花と緑の相談は開催しません。 

※ 天王寺区では、国分公園で花と緑の相談を開催します。 
※ 区役所ごとで、終了時間が異なります。下記の各公園事務所までお問合わせください。 

咲き終わった花から２～４枚の葉の位置で枝を切り詰めます。（写真参照） 

大きくなりすぎたアジサイの株を、小さく仕立て直したい場合は、花後剪定をもう少し長めに切ることで、全体を 

小さく整えることができます。 

また、思い切って株元近くで切り戻すこともできますが、

この場合には、注意が必要です。一部分だけ枝を残すと切

り戻した枝が枯れる恐れがありますので、全部の枝を、節

の上で切るようにしましょう。 

ここまで切ってしまうと、翌年は花が咲かない場合があ

りますが、翌々年には、花が咲き、楽しむことができます。 ここで切ります 

 

剪定後 

 


