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を確保するため、利用を

制限させていただいて

いる場合があります。 

現在、本市の総力を挙

げ、公園内で倒木した樹

木の撤去作業を進めて

いますが、被害が広範囲

に及んでいることから

復旧完了までには、まだ

多くの時間を必要とし

ています。 

一日でも早く復旧が

出来るように、鋭意取組

んでいきますので、市民

のみなさまには、ご不

便･ご不自由をお掛けし

ますが、ご理解とご協力

を賜りますように、よろ

しくお願いいたします。 

台
風2

1

号
に
よ
る 

倒
木
被
害(

建
設
局
管
理)  

公園内の樹木の倒木 
約740公園 
約5,050本 

道路上の街路樹の倒木 約1,650本 

建設局が管理する臨海部 

 緑地内の樹木の倒木 約1,640本 

 道路上の街路樹の倒木 約90本 

倒木合計本数 約8,430本 

 

9月4日、徳島県南部

に上陸、兵庫県神戸市付

近に再上陸した台風21

号は、25年ぶりとなる

「非常に強い勢力」を保

ったまま、日本列島を縦

断し、四国や近畿、東海

地方などに、猛烈な雨と

記録的な暴風をもたら

しました。 

大阪においては、第2

室戸台風 (昭和36年：

1961年)時に観測した

最大瞬間風速56.7メー

トルと最高潮位293セ

ンチ(共に観測史上1位

の記録)を上回る最大瞬

間風速58.1メートル(関

西国際空港：大阪府田尻

町)、最高潮位329セン

チを観測し、過去の数値

を更新しました。 

市内においても、最大

瞬間風速47.4メートル

を観測し、建物の屋根が

飛ばされ、 

の記録)を上回る最大瞬

間風速58.1メートル(関

西国際空港：大阪府田尻

町)、最高潮位329セン

チを観測し、過去の数値

を更新しました。 

市内においても、最大

瞬間風速47.4メートル

を観測し、建物の屋根が

飛ばされ、トラックが横

転するなど、各地に大き

な被害がでるとともに、

一部の地域では、大規模

な停電も起こりました。

また、建設局が所管する

公園や道路、臨海部の緑

地では、約8,430本の樹

木が倒木し、幹折れや枝

折れなどを含めると総

統数の樹木に、甚大な被

害があったことを確認

しています。 

台風21号の上陸から

2ヶ月が経過し、道路上

の街路樹については、一

定の作業を完了し、市内

の通行機能は確保され
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転するなど、各地に大き

な被害がでるとともに、

一部の地域では、大規模

な停電も起こりました。

また、建設局が管理して

いる公園や道路、臨海部

の緑地では、約8,430本

の樹木が倒木被害を受

けたことを確認してい

ます。 

台風21号の上陸から

2ヶ月が経過し、道路上

の街路樹については、一

定の作業を完了し、市内

の通行機能は確保され

ていますが、公園や緑地

内では、復旧処理が完了

していない場所もあり、

市民のみなさんの安全

を確保するため、利用を

制限させていただいて

いる場合があります。 

今月の紙面から 

1面 台風21号被害からの復旧に向けて 

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 

台
風
被
害
に
あ
っ
た
公
園

や
道
路
で
は
、
総
力
を
挙

げ
て
復
旧
作
業
に
取
組
ん

で
い
ま
す
。 

この度の台風21号において、被害を受けられた方々に、心よりお見舞い申し上げます。 

瞬間風速47.4メートル

を観測し、建物の屋根が

飛ばされ、トラックが横

転するなど、各地に大き

な被害がでるとともに、

一部の地域では、大規模

な停電も起こりました。

また、建設局が所管する

公園や道路、臨海部の緑

地では、約8,430本の樹

木が倒木し、幹折れや枝

折れなどを含めると総

統数の樹木に、甚大な被

害があったことを確認

バックヤードの状況 

の通行機能は確保され

ていますが、公園や緑地

内では、復旧処理が完了

していない場所もあり、

市民のみなさんの安全

を確保するため、利用を

制限させていただいて

道路での復旧作業の様子 

台風では多くの大木が倒木 
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花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生野区花づくり広場

では、台風21号の影響

により、ビニールハウス

のフレームがゆがみ、ビ

ニールが破られ、栽培棚

や防草シートも飛ばさ

れるなど、大変な被害を

受けました。 

区の緑化ボランティ

ア『生野区緑花友の会』

のメンバーは、区民のみ

なさんへ花苗を届けた

いとの思いから、自身た

ちの力で、秋の種まきが

出来る状態まで修復し

ようと、友の会の総力を

挙げて復旧作業に取組

まれました。 

に取組まれました。 

10月9日、播種作業が

行えるまで復旧した花

づくり広場では、友の会

メンバーたちの満面の

笑顔の花が咲く中、パン

ジーやノースポール、ス

トックなどの種が蒔か

れました。 

いとの思いから、秋の種

まきが出来る状態まで

修復しようと、友の会の

総力を挙げて復旧作業

に取組まれました。 

9月4日、非常に強い

勢力で上陸した台風21

号は、市内の花づくり広

場にも、大きな被害をも

たらしました。 

都島区の花づくり広

場では、温室の屋根が飛

ばされ、外周柵が破損す

るなど、多大な被害を受

けました。 

けました。 

このような中、種花ボ

ランティアのみなさん

は、奇跡的にも被害を免

れた花苗(ビオラとデー

ジー)の移植作業のため、

9月18日に区内各所か

ら集まり、種花活動が制

限される環境にも関わ

らず、普段と変わらない

手際の良さで作業を進

められ、「台風なんかに

負けてられへん！」を合

い言葉に、終始笑顔を絶

やさない姿には、種花活

動への熱い思いを感じ

取れました。 

限される環境にも関わ

らず、普段と変わらない

手際の良さで作業を進

められました。 

「台風なんかに負け

てられへん！」を合い言

葉に、終始笑顔を絶やさ

ない姿には、種花活動へ

の熱い思いを感じ取れ

ました。 

中之島公園バラ園では、秋の見ごろにあわせて、職

員の指導のもとボランティアのみなさんが、夏の猛暑

のなか摘蕾や剪定作業などの活動を進めてきました。 

しかし、台風21号の上陸は、中之島公園バラ園に

も影響を及ぼし、予定していた10月13日･14日のロ 

ーズツアーの開催が危ぶま

れる事態となりましたが、

職員の懸命な復旧作業によ

り、色とりどりの艶やかな

花を咲かせ、無事に開催す

ることができました。 

当日は、さわやかな秋空の下、ボランティアの皆さ

んが、花がら摘みや受付などで大活躍し、ツアーガイ 

ドでは、日ごろから培って

きた知識や経験を交え、創

意工夫しながら、歴史の流

れや花の香りなどについ

て、バラの魅力を参加者へ

伝えました。 

ローズツアーに参加された方々は「バラの香りや形

の説明がよくわかりました。また来年も楽しみにして

います」などと話されていました。 

ひ ふ み 平成30年(2018年)11月1日 

[復旧作業]メンバーの力を合わせて 

終始笑顔で、苗の移植準備 
 

何とか無事だった・・・ 
ビオラとデージーの苗に一安心 

黙々と作業を進
めるボランティ

アのみなさん 

バラを楽しむ方々 

てられへん！」を合い言

葉に、終始笑顔を絶やさ

ず作業する姿には、種花

活動へ対する熱い思い

が溢れ出ていました。 

ローズツアーの様子 

ジーやノースポール、ス

トックなどの種が蒔か

れました。 

浦部会長は「元に戻る

までには時間が掛かる

と思いますが、少しでも

良い花苗を出荷できる

よう、メンバー一丸とな

って頑張ります」と力強

く語られました。 

[播種作業]出荷が楽しみです 

浦部会長 
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を利用し、地域の様々な

情報を発信しています。 

 大西会長は「浜口公園

が、どの公園にも負けな

い、きれいで利用しやす

い公園になるよう、日々

の活動を進めています」

と熱く語られました。 

住之江区の浜口公園

は、隣接する保育所の園

児をはじめ、子どもから

高齢の方々まで、幅広い

世代に利用されている

公園です。 

愛護会では、地域のみ

なさんの交流･憩いの場

として、安全に安心して

利用してもらえるよう

に活動されており、日々

の清掃･除草活動はもち

ろん、毎月第3日曜日に

は、地域の方々との交流

を踏まえた一斉清掃活

動に取組むとともに、ふ

れあい花壇の手入れに

も力を入れておられま

す。 

なさんの交流･憩いの場

として利用してもらえ

るように、日々の清掃･

除草活動はもちろん、毎

月第3日曜日には、地域

の方々との交流を踏ま

えた一斉清掃活動に取

組むとともに、ふれあい

花壇の手入れにも力を

入れておられます。 

組むとともに、ふれあい

花壇の手入れにも力を

入れています。 

また公園が、災害時の

一時避難場所に指定さ

れていることから、万が

一の備えに気を配りな

がら、『ふれあい掲示板』

を活用し、様々な情報を

発信されています。 

東淀川区には62公園、東成区では24公園、住之江区では46公園に愛護会があります。 

地域の皆さんが安全・安心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30年(2018年)11月1日 

就任して３年目とな

る中川愛護会長は「小さ

な子どもたちが、安全で

安心して遊べる公園を

保てるように、日々頑張

っています」と語られま

した。 

東成区の大今里ふれ

あい公園は、面積 1,000

㎡程度とそれほど広く

ありませんが、近隣から

園児や児童、親子連れが

訪れ、いつも賑わってい

る公園です。 

 愛護会では、毎週日曜

日に行っている定期清

掃とともに、2ヶ月に1

回、地域のみなさんと神

路小学校の児童たちと

協力し、大規模な公園美

化活動を行っています。 

 

東淀川区の野村公園では、愛護会メンバーが中心と

なり、公園を快適に利用してもらいたいとの思いから、 

毎日美化･点検活動を行

っています。また、毎月第

２日曜日には、町会や近隣

の方々と協力し、一斉清掃

と刈払機(本市からの支援

機材)による除草作業に取

組んでいます。 

公園の樹木についても、職員から剪定講習を受講し、

公園外から利用者が見通せない場合や暗がりの原因と

なっている下枝、子どもたちに危険を及ぼすような枝

などの処理を行っています。 

野畑愛護会長は「子ど

もたちが、安全で安心し

て、楽しく遊べる公園を

維持できるように、日々

の活動に取組んでいま

す」と語られました。 

中川会長 

中央に野畑会長 地域みんなの力できれいな公園に 

地域情報満載の「ふれあい掲示板」 
左下に「広報紙ひふみ」の紹介も 

 

 喜ばれるよういつもきれいに 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大西会長 

清掃の様子 



11月12日(月) 浪速区 日本橋公園 

「冬の寄せ植え」 

11月13日(火) 中央区 桃園公園 

「冬の寄せ植え」 

11月14日(水) 西区 日吉公園 

「冬の寄せ植え」 

11月27日(火) 港区 八幡屋公園 

「植物の冬越し」 

11月28日(水) 大正区 鶴町中央公園 

「植物の冬越し」 
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この季節、区役所での花と緑の相談コーナーで「お世話をしているのに、花が咲かない…」などと相談を

受けることがあります。 

もしかしたら、その植物は「短日
た ん じ つ

植物
しょくぶつ

」かもしれません。「短日植物」は、日の光が減ったことを葉っぱが

感じとり花を咲かせます。コスモスやキク、カランコエ、シャコバサボテンなどは人気があり、よく家庭で

育てられていますが、これらの花は「短日植物」に分類されます。反対に、日の光が増えることで、花を咲

かせる植物を「長日
ちょうじつ

植物
しょくぶつ

」といいます。 

日のあたる時間を感じ、花芽を付けるなんて！植物って不思議ですね！！ 

街灯や自動販売機などが周辺にある場合は、夜でも日を浴びていると勘違いする

ので、周りの環境には注意してください。 

植物を育てる場合は、その特性を理解してお世話してみてください。 

ひ ふ み 平成30年(2018年)11月1日 

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。 

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。 

２日(金) 阿倍野 
６日(火)  北 
６日(火) 東淀川 
６日(火) 住 吉 
８日(木) 福 島 
８日(木) 浪 速 
９日(金) 中 央 
９日(金) 城 東 
９日(金) 西 成 

14日(水)  港 
14日(水) 淀 川 
14日(水) 東 成 

10/12 西成区での花と緑
の相談。グリーンコーディネ
ーターの松井さんにご協力
いただきました。 

14日(水) 鶴 見 
15日(木) 天王寺 
15日(木) 西淀川 
16日(金) 平 野 
20日(火) 此 花 
20日(火)  旭 
20日(火) 住之江 
21日(水) 都 島 
21日(水) 大 正 
21日(水) 東住吉 
28日(水)  西 
 

9/28 庭井公園(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。 

花と緑の相談車「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) 

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 6613－7716 6613―7718 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 

 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6円です。 
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