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大阪市では、正蓮寺川

(此花区)の河道を利用

して建設された阪神高

速2号淀川左岸線の1期

工事区間(平成25年5

月25日開通)の上部空

間を有効利用し、正蓮寺

川公園の整備を進めて

います。 

正蓮寺川公園は、上流

部にある新家西公園の

南側境界～北港大橋付

近までの約18.8ヘクタ

ールの公園で、平成25

年度に、此花区役所で開

催したワークショップ

において、提案いただい

た皆様のアイデアやヒ

ントを活かした基本計

画を策定しています。 

今月の紙面から 

1面 生まれ変わる正蓮寺川 

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 

年度に、此花区役所で開

催したワークショップ

において、皆様から提案

いただいたアイデアや

ヒントを活かした基本

計画を策定しています。 

 

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/ 
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①明治の中ごろ以前… 

淀川の支流で、毛馬付近から西へ流れ込んでいた中津

川の下流河川として、正蓮寺川・六軒家川・伝法川に分

流し、大阪湾へと注いでいました。 

②明治の中ごろ～昭和の中ごろまで… 

明治30年から13年の歳月をかけて、現在の淀川(新淀

川)が開削されたことに伴い、中津川は埋め立てられ、工

事用資材や土砂の運搬手段として、長柄運河(中津運河)

が設けられます。この運河が水源となり、正蓮寺川・六

軒家川に分流して、大阪湾に注いでいました。なお、伝

法川は、新淀川開削工事に伴い、埋め立てられました。 

③昭和の中ごろ～現在… 

昭和42年の正蓮寺川治水事業により、長柄運河が埋め

立てられて以降は、高見機場(ポンプ場)を始点とし、新

淀川から水をくみ上げ、地下水路を通じて、直接川へ放

流していました。 

現在は、阪神高速2号淀川左岸線の1期工事によって、

川の大部分が地下水路となっており、再び地上に姿を現

すのは、正蓮寺川水門付近からとなっています。 

ヒントを活かし、基本計

画を策定しています。 

平成28年度は、千鳥

橋から上流部分(東側)

の整備に着手しており、

多目的広場やジョギン

グも楽しめる歩行者専

用道、桜並木などを整備

し、今春にオープンする

予定です。 

整備イメージ図 
(最上流部付近) 

(川の延長約4.6㎞) 

 

●整備イメージ図(千鳥橋～大開) 

※詳細については今後変更する可能性があります 

平成28年度工事範囲 千鳥橋 

整備イメージ図 
(北港新橋付近) 

整備イメージ図 

(千鳥橋付近) 

整備イメージ図 
(恩貴島橋付近) 

[位置図] 
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 花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港区では、緑化ボランティア組織「花みどり友の会」

の方々が、区民の皆さんへ憩いの場所を提供し、新年が

より良い年になって欲しいとの思いから、毎年、年の瀬

の時期に、区役所前の花壇へ花苗の植え付けを行ってお

られます。 

昨年は、12月12日に実施され、花みどり友の会の

方々が、丹精込めて育てたビオラやアリッサムなどが利

用され、色鮮やかに植え付けられた草花は、区役所を訪

れる方々を出迎え、道行く方々にひと時の癒しの空間を

提供しています。 

花みどり友の会の代表で、グリーンコーディネーター

でもある高田さんは「寒い時期ですが、花壇に咲く花々

で、少しでも皆さんの心に温もりを感じていだだけれ

ば、嬉しいです」と取組みへの思いを語っていただきま

した。 

鶴見区では、グリーン

コーディネーター(GC)

と地域ボランティアの

皆さんが中心となり、子

どもたちを対象にした

草花の一鉢植え付け体

験と遊具の安全講習会

が実施されました。 

今回は、茨田第２保育

所、鶴見菊水幼稚園、学

童わらべの子どもたち

を対象に取組みが行わ

れ、小さな手を上手に使

いながら、区の花づくり

広場(今津・鶴見緑地)

で育てられたパンジー

とビオラを、楽しそうに

それぞれの鉢へ植え付

けていました。 

れ、小さな手を上手に使

いながら、区の花づくり

広場(今津・鶴見緑地)

で育てられたパンジー

とビオラを、楽しそうに

それぞれの鉢へ植え付

けていました。 

方々などの話しに、真剣

な表情で聞き入ってい

ました。 

指導された仲井・赤嶺

両GCからは「子どもた

ちには、花苗に負けない

ように、元気で可愛らし

く育って欲しい。また、

愛情をそそいで育てた

花苗が、公園などに飾ら

れたことで、地域の皆さ

んの憩いの場となり、喜

んでいただければ非常

に嬉しい」と笑顔で感想

を述べられました。 

 

大正区では、地域と企

業が一体となって、まち

づくりを進めています。 

昨年12月８日、日頃

から大正
たいしょう

内
な い

港
こ う

臨港緑地

の清掃と除草に協力い

ただいている輸入壁紙

専門店「ＷＡＬＰＡ(ワ

ルパ)」と区役所の呼び

かけに、大正グリーンク

ラブや泉尾東・小林地域

の皆さん、地元の企業が

賛同され、臨港緑地の大

規模な清掃･除草活動と

共に、花壇へ花苗の植え

付けが行われました。 

ラブや泉尾東・小林地域

の皆さん、地元の企業が

賛同され、臨港緑地の大

規模な清掃･除草活動と

花壇へ花苗の植え付け

作業が行われました。 

当日は、筋原区長が駆

けつけ「地域ぐるみの活

動を継続し、花壇にきれ

いな花を咲かせ、まちづ

くりの推進に繋げてい

ただきたい」と挨拶され

ひ ふ み 平成29年(2017年)2月1日 

くりの推進に繋げてい

ただきたい」と挨拶され

た後、地域の方々と清掃

活動に参加されました。 

また、大正グリーンク

ラブ山本会長は「以前か

ら地域一丸となっての

清掃を実施したかった。

ら地域が一丸となって

の清掃を実施したかっ

た。今後も継続し、花で

溢れるまちづくりに尽

力していきたい」と力強

く語られました。 

とビオラを、楽しそうに

それぞれの鉢へ植え付

けていました。 

また、植え付け体験後

には、保育所や近隣の鶴

見南公園、鶴見北公園

で、遊具の安全講習会が

行われ、公園愛護会の

方々などの話しに、真剣

な表情で聞き入ってい

ました。 

12月15日：遊具の安全講習会の紙芝

居を見入る茨田第2保育所の園児たち

(12月15日) 

12月20日：地域ボランティアの皆

さんに教えてもらう鶴見菊水幼稚園

の園児たち 

12月26日：学童わらべの子どもた

ちに、公園でのマナーなどを話す鶴

見北公園愛護会長の宮本さん(左側) 

挨拶する筋原大正区長 

みんなで協力して 

植え付けの様子 花みどり友の会の皆さん 

んでいただければ非常

に嬉しい」と笑顔で感想

を述べられました。 

 



№105                                                  （3） 

「公園愛護会活動紹介」                                    №61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

には、三軒家西幼稚園の

園児や地域の緑化リー

ダー、女性会、社会福祉

協議会などが参加し、地

域交流の取組みとして

一役かっています。 

原田愛護会長は「公園

に人々が集まることで、

世代間交流が行われ、自

然とコミュニケーショ

ンづくりができている

ことは、とてもうれしく

思っています。これから

も皆さんに、愛される公

園づくりをめざします」

と語られました。 

ことは、とてもうれしく

思っています。これから

も皆さんに、愛される公

園づくりをめざします」

と語られました。 

動に加え、近隣の皆さん

と、日々の清掃･除草作

業を行っておられます。 

 また、ふれあい花壇へ

の花苗の植え付け作業

には、三軒家西幼稚園の

園児や地域の緑化リー

ダー、女性会、社会福祉

協議会などが参加し、地

域交流の取組みとして

一役かっています。 

大正区の岩崎橋公園

は、京セラドーム大阪の

南側に位置し、住民の皆

さんが「自分たちの庭」

と意識されるほど、地域

に親しまれ、公園美化に

対する思いが高い公園

です。 

 愛護会では、毎月第

2、第4日曜日に定期的

行っている清掃･除草活

動に加え、近隣の皆さん

と、日々の清掃･除草作

業を行っておられます。 

西淀川区の姫島公園愛護

会では、きれいで快適な公

園にとの思いから、清掃活

動を毎日行い、毎月第３日

曜日には、４町会と地域の

ボランティアが参加しての

一斉清掃を実施していま

す。 

上八公園は、天王寺区

を縦断する上町筋に面

した公園で、昼間は小さ

な子どもやひと時の安

らぎを求める人たちが

訪れます。 

 愛護会では、誰もが気

持ち良く利用できる公

園をめざし、毎日の清掃

活動と共に、毎月15日

には、女性会の方々と協

力し、月1回の一斉清掃

に取組まれています。 

力し、月1回の一斉清掃

に取組まれています。 

また、昨年６月には、

公園を訪れる方々の心

を和ませたいとの思い

から、グリーンボランテ

大正区には15公園、天王寺区では23公園、西淀川区では53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。 

ひ ふ み 平成29年(2017年)2月1日 

一斉清掃を実施しています。 

さらに、昨年5月には、刈払機安全講習会を、近隣町

会の方々と合同で受講され、地域ぐるみで除草活動を進

められています。 

また、美しい草花で公園を訪れる方々を出迎え、四季

折々の色彩を楽しんでいただけるように、ふれあい花壇

を利用した地域の憩いの場としての公園づくりに取組

まれています。 

島愛護会長は「公園が、町で一番美しいのは、地域の皆

さんの力で支えられているからです。これからも、公園

を中心とした地域コミュニティを図れるように、頑張っ

ていきます」と力強く話されていました。 

島会長 

きれいに管理された 
ふれあい花壇 

清掃の様子 

愛護会の皆さん 

原田会長 

を和ませたいとの思い

から、グリーンボランテ

ィアチームが結成され、

ふれあい花壇を設置さ

れました。今では、公園

の風景にすっかり溶け

込み、四季折々の草花が

公園を彩っています。 

福岡愛護会長は「都会

の気ぜわしい生活の中、

花や緑の持つ癒しの力

を、公園を訪れる方々に

感じてもらえるように

頑張っています」と笑顔

で語られました。 

グリーンボランティアの方々 

みんなに喜んでもらえる公園に 

島愛護会長は「公園が、街で

一番美しいのは、地域の皆さん

の力で支えられているからで

す。これからも、公園を中心と

した地域コミュニティを図れ

るように、頑張っていきます」

と力強く話されていました。 
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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。 

1/11 港区での花と緑の相
談。グリーンコーディネーター
の高田さん(左)と斎藤さん(右)
にご協力いただきました。 

2月は、1年中で一番気温が低い時期にあたるため、水やりには特に注意が必要です。気温の低い日の

夕方は避け、午前中の暖かい時間帯に水を与えてください。 
 

★株物★ ツツジなどの低木類は、根が細く地中に浅く張っているので、乾燥が続く時はなるべく暖かい日中

に十分与えて下さい。 

★草花★ 休眠中の多年草は、低木類と同様に考えます。パンジーやデージーなどの少しずつ育つ苗は、定期

的に水を与えて下さい。 

★球根★ チューリップなどは、乾燥すると根の張りが悪くなり、花が咲かない場合があるので乾燥に応じて

与えます。 

★鉢物★ [室外]盆栽キクの苗・山野草などは、よく乾燥するの 

で土が乾いたら、日中の暖かいうちに与えて下さい。 

[室内]観葉植物や季節の花物などは、暖房の効いた室 

内に置くためかなり乾燥します。 

暖かい時間に日だまりに出し、日なたで事前に溜め置 

した水を、鉢底から流れるほど与えて下さい。 

(厳寒期に冷たい水や寒い風にあてると葉枯れをおこす 

可能性があります) 

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 此花区・大正区・住之江区の臨港緑地 

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 

 

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 

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 

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。 
※ 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。 

10日(金) 城 東 
10日(金) 西 成 
14日(火) 住之江 
15日(水) 都 島 
15日(水) 大 正 
15日(水) 東住吉 

16日(木) 天王寺 
16日(木) 西淀川 
21日(火) 此 花 
21日(火)  旭 
22日(水)  西 

ひ ふ み 平成29年(2017年)2月1日 


