
  

  次に、グループに分

かれて「広場がほし

い」、「休憩はどこです

る？」、「どんなもので

遊ぶ？」など、公園の

敷地図のうえにカード

や模型を使って、必要

な施設を配置しなが

ら、計画案を形にして

いきます。 

 

 
 
 
 
 

 

 

 各グループのいろい

２．「ほしい公園」のイ

メージづくりへ 

（1）№６                       ひ ふ み           平成２０年（２００８年）1１月 1 日 
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今月の紙面から 

1 面 「みんなのわくわく 

        公園づくり」の紹介

2 面～3 面 

花･みどり･公園レポート 

    花と緑、公園に関する情報 

4 面 緑化相談・講習会等のお知らせ

 都市の暮らしにやす

らぎをもたらす公園。 

公園は、都市の中の

緑の拠点として、子ど

もたちの安全な遊び

場、運動の場であると

ともに、住民の憩いの

場、コミュニティの場

として、また、災害時

の避難場所としての役

割を持っています。 

「みんなのわくわく

公園づくり」とは・・・ 

大阪市では、より親

しまれる公園をつくる

ため、日頃皆さんが思

っておられる意見やア

イディアをもとに、み

んなで話し合って公園

の計画案を作成し、こ

の計画案をもとに公園

の整備を進めていま

す。 

このような話し合い

の場をワークショップ

と言い、この手法によ

る公園づくりを「みん

なのわくわく公園づく

り」と名付け、これま 

でに市内では４１ヶ所

の公園で実施していま 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 ワークショップでは

公園を利用される方々

の意見が大切ですの

で、子どもから大人ま

での幅広い方々に参加

していただき、まずは

現地調査から進めま

す。 

「計画する公園は、

どんな雰囲気？」、「ど

んなものがあるの？」

など、実際に公園に行

ってみんなで確認しま

す。 

 

 

 

 

 

ろなアイディアが詰ま

った計画案を発表して

もらい、参加者の皆さ

んで検討し、ひとつの

計画案にまとめていき

ます。 

 
 
 

 
 

ワークショップを重

ねてできあがった計画

案をもとにして、公園

の整備を進めます。 

こうして住民の皆さ

んが、公園づくりに直

接参加し、要望の盛り

込まれた愛着ある公園

が、次々に誕生してい

ます。 

＜みんなでつくろう“私たちの公園”＞ 

１．計画地やまちなみ

を観察します 

３．みんなのアイディア

を発表し、計画案を

とりまとめます 



（２） 

 花・みどり･公園レポート 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

お正月やクリスマスの寄せ植えに、「ハ

ボタン」の購入を考えています。 

どのような株を選べばよいですか？ 

 今月に入って販売されている株は、完全

に色づいた状態ですので、非常に管理も簡

単です。 

購入の際は、着色部を囲んでいる外側の

葉の緑が鮮やかでグレーがかっていない

ものを選びましょう。 

また、株全体の葉の数 

が多く、株元がぐらつか 

ないものを選ぶと良いで 

しょう。 

関西を地盤とする企

業グループの支援を受

け、平成 20 年度から

10 年間、大阪府営公園

で生産された花苗を、

市民ボランティアが中

心となって植え付ける

「パートナーシップ花

壇」が完成しました。 

これを記念し、10 月

12 日（日）に、京阪中

之島線の大江橋駅前を

中心とした花壇におい

て、大阪府知事、大阪

市長が出席し、「北区バ

ラの会」の皆さんとと

もに、花の植え付け式 

 府と市が連携して、企業、市民、行政の協働に

より生まれた初めての花壇である「パートナーシ

ップ花壇」を紹介します。 

を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

参加した「北区バラ

の会」の皆さんからは、

「パートナーシップ花

壇が完成し、美しい草

花が植えられました。 

会としても、花と緑

あふれる大阪の実現を

めざし、がんばってい

きたい。」と、抱負を語

っていただきました。 

今後は、「北区バラの

会」の皆さんを中心に、 

花壇の維持管理を行っ

ていただき、中之島を

望むこの通りを、２０

００株に及ぶ花々で彩

ります。 

大阪市では、これか

らも「パートナーシッ

プ花壇」を市内に広げ、

市民の皆さんといっし

ょに、花と緑あふれる

美しいまちづくりを推

進していきたいと考え

ています。 

 
  
 

大阪市の北西、大阪湾に面した場所にある「矢倉緑地」は、大阪市内で唯一、コンクリート護岸をも 

たずに海水面と接する自然海岸緑地です。自然環境の保全に配慮しながら、水と親しみ自然とふれあえ 

る都市公園として、平成 12 年 8 月に完成しました。 

 

緑地内は、 

① 荒磯親水ゾーン（1.16ha） 

カニやフジツボ、フナムシ等が生息しています。 

② 野鳥、湿地植物ゾーン（0.25ha） 

カルガモ・ユリカモメなどが観察できます。 

③ 緑と広場のゾーン（0.89ha） 

④ エントランスゾーン（0.1ha） 

の４つのゾーンに分けられ、それぞれゾーンを散策しながら 

水と親しみ、自然とふれあえる公園となっています。 

皆さんも、ぜひ一度足を運んで見られてはいかがでしょうか。 

「北区バラの会」の“指導”で

市長もいっしょに花の植え付け

②

① 

③ 

④ 



 
 
 

幼稚園児の皆さんをは

じめ、約 200 名の方々

に参加、ご協力をいた

だきました。 

 初めて鉢に花を植え

付ける参加者も多くお

られましたが、皆さん

熱心に取り組んでいた

だきました。 

 

 

 

 

 

  

  

 出来上がった花飾り

（３）№６                    ひ ふ み              平成２０年（２００８年）1１月１日 

 花・みどり・公園レポート 

  
                            

 
 
 
  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今年の 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

たちへの対応はお手の

もので、知らぬ間に和や

かムード。 

 

 

 

  

  

  

参加した緑化リーダ

ーの方々からは、「『種か

ら育てる地域の花づく 

 9 月 24 日、大阪市

立靱幼稚園前の市民花

壇において、西区緑化

会靱連合の緑化リーダ

ーの皆さんと、靱幼稚

園の年長児 24 名が、

いっしょに花の植え付

け作業を行いました。 

 幼稚園児との植え付

け作業を行うのは初め

てでしたが、緑化リー

ダーの皆さんは、園児 

園児たちによるマリーゴールドの植え付け 

緑化リーダーの皆さんといっしょに 

り運動』で、花を育て、

植えるだけではなく、

もっと地域と関わりを

持って、楽しく色んな

活動を進めたい。」と心

強い言葉をいただきま

した。また、靱幼稚園

の園長さんも、「日頃か 

ら緑に携わっている地

域の方々といっしょ

に、子どもたちが取り

組んだことはとても有

意義なこと。今後もぜ

ひ声をかけてほしい。」

と、たいへん喜んでお

られました。 

「ひと鉢花飾り」公園を花で飾りませんか 

日 時 11 月 11 日(火)・12 日(水)《雨天 13 日》

    10：00～16：00 （参加自由・無料）

場 所 真田山公園 野球場西側花壇 

問合せ 真田山公園事務所 

℡:06-6761-1770 

ターと緑化リーダーの

皆さんが中心となった

ボランティア団体「グ

リーナリー天王寺」の

ご協力をいただき、開

催します。 

多くの方々の参加を

お待ちしています。  

昨年は地域の園児も参加し、

スコップ握って大奮闘 

11 月 11 日・12 日

に、天王寺区の真田山

公園で、市民の皆さん

といっしょに作る・育

てる公園「公園は私の

庭」をテーマに、「ひと

鉢花飾り」を開催しま

す。 

公園を利用される皆

さんの手により、植木

鉢に花を植え付けてい

ただき、花に触れ、育

てる楽しみを体験して

いただくもので、２年

前から取り組んでいま

す。 

 昨年は、公園近くの

は、公園内西側の通り

を彩り、来園者の方々

に楽しんでいただきま

した。 

また、花飾り前では、

自分たちで植え付けた

花の成長を楽しみに来

園される方や、毎日の

水やりを楽しみに通っ

てくる子どもたちなど

で、にぎわいをみせて

いました。 

 今回は、天王寺区の

グリーンコーディネー 
花台に飾られた草花 



花とみどりの相談車「ひとり・ふた

り・みどり号」による緑化講習会のお知

らせです。 

今月は、下記の日程で伺います。開催

時間はいずれも 14:00～16:00 です。

（参加自由・無料・雨天決行）

 

11 月 11 日 天王寺区 

天王寺動植物公園事務所

「松の年間管理」 

11 月 13 日 西淀川区 新佃公園 

「秋植え球根の植え付け方法」 

 

 

 

 

 

 

（４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公園事務所名 電話番号（06） FAX 番号（06） 担当行政区等 

東部方面公園事務所 6941－1144 6943－6877 中央区（北部）、城東区、鶴見区（鶴見緑地を除く） 

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

西部方面公園事務所 6441－6748 6441－6797 福島区、此花区、西区 

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

南部方面公園事務所 6691－7200 6691－6976 阿倍野区、住吉区、東住吉区（長居公園を除く）、平野区 

北部方面公園事務所 6312－8121 6312－3403 北区 

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

城北公園事務所 6928－0005 6924－4209 都島区、旭区 

花博記念公園事務所 6912－0650 6913－6804 鶴見緑地 

6771－2740 6772－4633 浪速区、住之江区、西成区 
天王寺動植物公園事務所 

6771－8401 6772－4633 天王寺公園、天王寺動物園 

長居パークセンター 6694－9007 6696－7405 長居公園 

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

 

 

公園の木々も紅や黄色に色づき、秋の深まりを感じるこの季節、抜けるような青空の 

下で、楽しく遊ぶ子どもたちの姿を多く見かけます。 

子どもは、遊びを通していろいろなことにチャレンジし、必要な能力を養いながら成長していきます。 

公園にはいろいろな遊具がありますが、そこには「リスク」と「ハザード」が存在します。 

遊びの楽しさに伴う危険な要素を「リスク」といい、「リスク」は大人たちが適切に見守りながら、子どもを遊ば

せることにより回避できます。一方、あってはならない危険「ハザード」を取り除くため、大阪市では月１回の日常

点検のほか、年３回の定期点検を実施し、遊具を安全に利用していただくよう施設をチェックし、事故防止に努めて

います。 

遊具を正しく使う、お互いに気をくばり仲良く遊ぶなど、ルールとマナーを守り、元気に遊びましょう。

月 1 回区役所ロビー、会議室等で開催しています。 

詳しくは下記の各公園事務所までお問い合わせください。 

 北  11 月 4 日（火）10:00～12:00 

             13:30～16:00 

 住 吉 11 月 4 日（火）13:30～15:30  

  天王寺 11月  5日 （水） 9:30～11:30 

             13:30～15:30 

平 野 11 月 5 日（水）13:30～15:30 

 東淀川 11 月 6 日（木）13:30～15:30 

 東住吉 11 月 6 日（木）13:30～15:30 

阿倍野 11 月 7 日（金）13:30～15:30 

 港  11 月 1２日（水）14:00～16:00 

淀 川 11 月 1２日（水）13:30～15:30 

東 成 11 月 1２日（水） 9:30～11:30 

                      13:30～15:３0 

鶴 見 11 月 12 日（水）13:30～16:00 

住之江 11 月 12 日（水）13:30～15:30 

福 島 11 月 13 日（木）14:00～16:00 

大 正 11 月 13 日（木）14:00～16:00 

浪 速 11 月 13 日（木）13:30～15:30 

 

 

 

 

 

 

中 央 11 月 14 日（金）14:00～16:00

生 野 11 月 14 日（金）9:30～11:30

            13:30～15:30

西 成 11 月 14 日（金）13:30～15:30

此 花 11 月 18 日（火）14:00～16:00

 旭  11 月 18 日（火）10:00～11:30

           14:00～15:30

都 島 11 月 19 日（水）10:00～11:30

           14:00～15:30

城 東 11 月 19 日（水）13:30～16:00

西淀川 11 月 20 日（木）13:30～15:30

 西  11 月 26 日（水）14:00～16:00

 
ル ー ル と

マナーを 

守ろうね 

10/9 新森中央公園（旭区）での緑化講習会 

10/10 中央区役所での緑化相談 



 


