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緑のオアシスを訪れ、み

ずみずしい緑ときれい

な花々がつくりだす癒

しの空間で、心なごむひ

と時を過ごしてみては

いかがでしょうか。 

大阪市役所本庁舎の

屋上緑化施設は、都会の

中心で、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

整備されました。 

施設は、北と南で2つ

の異なるコンセプトを

持って整備されており、

北ブロックは「実のなる

木や野草類を中心に、鳥

や昆虫が好む植物を配

した自然環境ゾーン」、

南ブロックは「明るく開

放感があり、花木や地被

類を中心に、四季の移ろ

いを感じることができ

る庭園空間ゾーン」で形

成されています。 

 

昆虫や小鳥たちをはじ

め、さまざまな生き物の

移動・生息の拠点とし

て、貴重な空間となって

います。 

本庁舎の屋上にある

緑のオアシスを訪れ、み

ずみずしい緑ときれい

な花々がつくりだす癒

しの空間で、ほっと心な

ごむひと時を過ごして

みてはいかがでしょう

か。 

類を中心に、四季の移ろ

いを感じることができ

る庭園空間ゾーン」で構

成されています。 

また、屋上緑化は、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、

昆虫や小鳥たちなど、さ

まざまな生き物の移動･

生息の拠点として、貴重

な空間となっています。 
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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29年6月23日(金)、7月14日(金)、7月 

28日(金)、8月25日(金)、9月8日(金)、9月

22日(金)、10月13日(金)、10月27日(金)、

11月10日(金)、11月24日(金)の10日間 

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：建設局公園緑化部緑化課 

℡ 06-6469-3857 

今月の紙面から 

1面 都心にある貴重な緑のオアシス 

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 

人工軽量土壌 標準厚300㎜程度 

保水排水層 厚40㎜ 

鉄筋金網 

地下支柱 

嵩上げ材(EPS) 厚0～400㎜ 
標準断面図 

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、

昆虫や小鳥たちなど、さ

まざまな生き物の移動･

生息の拠点として、貴重

な空間となっています。 

 

南東方向には大阪城天守閣 

 北ブロック  

 南ブロック  



 

（２） 

 花・みどり・公園レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月20日、都心の公

園でピクニック気分を

楽しんでもらおうと、浪

速区の浪速公園で『ぷれ

じゃーぱーくdeぴくに

っく』が初めて開催され

ました。 

当日は、約1,000人

の方々に来場いただき、

出展されたそれぞれの

ブースでは、親子連れを

中心に大変賑わいを見

せていました。 

中でも、バラのポプリ

づくりや区の種花広場

で育てられた“ひまわ

り”を猫型ペットボトル

へ植え替える体験では、

グリーンコーディネー

ター(GC)を始め、緑化

ボランティアの皆さん

が大活躍し、ブース内は

楽しそうな話し声と笑

顔で溢れていました。 

が大活躍し、ブース内は

楽しそうな話し声と笑

顔で溢れていました。 

指導にあたった藤本

GCは「花とみどり溢れ

るまちづくりに繋がる

取組みを、今後も継続し

ていくことが大切!!」と

緑化普及に対する熱い

思いを語ってくれまし

た。 

るまちづくりに繋がる

取組みを、今後も継続し

ていくことが大切!!」と

緑化に対する熱い思い

を語られました。 
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港区の緑化ボランティ

ア組織『花みどり友の会』

は、楽しみながら緑の知

識を深められるようにと

の思いから、平成20年

(2008年)より毎月第4

金曜日に、定例勉強会を

開催しています。 

近年は、緑に興味を持

っている方であれば、当

日入会すると参加いただ

くことが可能で、勉強会

をとおして、区の緑化普

及に携わりたいと思われ

る方も増えています。 

今年度2回目の開催となった5月26日は、“植物の

殖やし方・さし芽の勉強会”が行われ、参加された方々

からは「実技もわかりやすく、とてもよかったです」

と好評でした。 

今回の講師で、グリーンコーディネーターでもある

高田さんは「誰もが講師を務められるように、勉強会

をとおして、各個人のスキルを上げてもらいたい」と

各会員の皆さんへの思いを語られました。 

旭区の城北公園では、

毎年、花菖蒲の開花時期

に合わせ、城北公園フェ

アが開催されています。 

今年は、緑化ボランテ

ィア組織「フラワースポ

ットinあさひ」の皆さん

が育てた花菖蒲が、会場

内を彩ることになり、6

月3日･4日のフェア開

催に向け、株分けや水や

り･施肥など、年間をと

おした日常管理に励ま

れてきました。 

開催日前日、丹精込め

て育てられた花菖蒲は、

15人のボランティアに

より、噴水やプランター

など、会場内の様々な場

所に飾り付けられ、城北

など、会場内の様々な場

所に飾り付けられ、訪れ

た方々へ優雅に咲く花

菖蒲を楽しんでいただ

きました。 

蒲を育て、多くの皆さん

に楽しんでいただきた

い」と笑顔で思いを語ら

れました。 

い」と笑顔で思いを語ら

れました。 

ひふみ号の花と緑の相談 

植え替え指導する藤本GC

（左端） 

 

 

菖蒲を楽しんでいただ

きました。 

グリーンコーディネ

ーターとしても活動さ

れている亀村さんは「今

回、私たちが育てた花菖

蒲が、人々が集まる場所

に飾られて感無量です。

来年も、たくさんの花菖

蒲を育て、多くの皆さん

に楽しんでいただきた

会場を彩る花菖蒲 

丁寧に清掃作業を行う「フラワースポットinあさひ」の皆さん 

熱心に講義を受ける参加者たち 

こんな感じでいいのかな？ 

会場の各ブースは大賑わい 
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「公園愛護会活動紹介」                                    №66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都島区大東町の交差

点から桜宮高校付近ま

で約500m続く城北緑

道公園は、「どんぐり公

園」の愛称で地域に親し

まれており、健康遊具を

始めとする豊富な遊具

が設置されていること

から、ストレッチやウォ

ーキングを行っている

方や親子連れなど、幅広

い世代に利用されてい

る公園です。 

が設置されていること

から、ストレッチやウォ

ーキングを行っている

方や親子連れなど、幅広

い世代に利用されてい

る公園です。 

愛護会活動は、公園が

道路で5ブロックに分

断されていることもあ

り、各ブロックごとに担

当者を置き、近隣の方々

に声掛けを行いながら

毎日の清掃活動に取組

まれています。 

ンバーは、年齢80～90

代と高齢ですが、公園の

美化活動を通じて、地域

の方々と交流を図りな

がら、自分たちの健康が

維持できるように頑張

っています」と元気良く

語られました。 

道路で5ブロックに分

断されていることもあ

り、各ブロックごとに担

当者を置き、近隣の方々

に声掛けを行いながら

毎日の清掃活動に取組

まれています。 

森愛護会長は「活動メ

ンバーは、年齢80～90

代と高齢ですが、公園の

美化活動を通じて、地域

との交流を図りつつ、自

分たちの健康が維持で

きるように頑張ってい

ます」と元気良く語って

くれました。 

東淀川区新駅２号公園は、早朝はラジオ体操を行う

人々が集まり、昼からは子どもたちの元気な声が響き

渡る公園として、多くの方に利用されている公園です。 

愛護会では、毎月第2

日曜に、約15人のメンバ

ーが集まり、清掃活動や

除草作業を行っておられ

ます。 

また今年の3月には、ふ

れあい花壇を設置され、

来園者へ花と緑を提供で 

きるよう、熱心に取組まれています。 

岩下愛護会長は「誰も

が、いつでも集える公園

をめざして、周辺地域の

方々から協力を頂きなが

ら、広い公園をきれいに

維持できるように頑張っ

ています」と話されまし

た。 

と清掃活動に取組まれ

ています。また昨年から

は、生野小学校4年生の

児童たちと、年に一度の

清掃活動を通じ、世代間

交流も図られています。 

村田愛護会長は「この

公園は、地域にとってな

くてはならない場所で

す。利用者から“いつも

きれいですね”と言われ

るように、これからもみ

んなで頑張っていきま

す」と語られました。 

生野区の舎
し ゃ

利
り

寺
じ

公園

は、土地区画整理事業を

記念した大きな石碑が

建っており、昔から石碑

の公園「石
い し

公
こ う

さん」と呼

ばれ、地域の子ども達か

らお年寄りまで、多くの

方々に親しまれている

公園です。 

愛護会は、約40人の

メンバーで構成されて

おり、月に4回、「さわ

やか会」(老人会)の方々

と清掃活動に取組まれ

ています。また昨年から
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都島区には30公園、東淀川区では62公園、生野区では55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。 

植え込み内も草引きです 

ふれあい花壇設置時です 

公園は、地域にとってな

くてはならない場所で

す。利用者から“いつも

きれいですね”と言われ

るように、これからもみ

んなで頑張っていきま

す」と語られました。 

村田会長(前列の右から３人目) 
と愛護会メンバー 

 

～生野区舎利寺公園～ 

森会長(中央)と愛護会の皆さん 

毎日の清掃は欠かせません 

児童たちとの交流を大切に 



７月６日(木) 鶴見区 今津公園 

「花菖蒲の栽培管理」 

７月７日(金) 城東区 西関目公園 

「花菖蒲の栽培管理」 

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) 
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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6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。 

皆さんは、クワイという植物をご存じでしょうか？  

中国原産のオモダカ科の多年生水生植物で、正月料理に使

う縁起物の野菜として有名です。 

食用として栽培されているものは、6月中旬に水田へ植え付

けられ、12月には収穫されます。 

観賞用の場合は、穴の空いて

いない容器に、赤玉土(小)を入

れてクワイを植え、水を溜めれ

ば簡単に作ることができます。 

今年の夏は、ご家庭でクワイ

を作り、涼しげな雰囲気を味わ

ってみてはいかがでしょうか。 

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 

 

14日(金) 城 東 
14日(金) 西 成 
18日(火) 此 花 
18日(火)  旭 
19日(水) 都 島 
19日(水) 大 正 
19日(水) 東住吉 
20日(木) 天王寺(※) 
20日(木) 西淀川 
21日(金) 平 野 
26日(水)  西 
 

４日(火)  北 
４日(火) 東淀川 
４日(火) 住 吉 
７日(金) 阿倍野 

11日(火) 住之江 
12日(水)  港 
12日(水) 淀 川 
12日(水) 東 成 
12日(水) 鶴 見 
13日(木) 福 島 
13日(木) 浪 速 
14日(金) 中 央 

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、寺田町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。 
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6/14 鶴見区での花と緑の相
談。グリーンコーディネータ
ーの秋岡さんにご協力いただ
きました。 

5/30 常盤公園(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 

天王寺動物園では、下記の日程で

2017サマーナイトズーを開催します。 

ご家族皆さんで、暑い夏の夜を動物た

ちと過ごし、思い出をつくりませんか。

 日 時 

7月29日(土)、30日(日)、8月5日(土)、

6日(日)、11日(金･祝)、12日(土)、13

日(日)、14日(月･臨時開園)、19日(土)、

20日(日) 

 いずれも午後９時まで。事前申し込み

不要です。 

お問い合わせは、天王寺動物

公園事務所まで。(下記参照) 

 


