
資料６

大公園の魅力向上に向けた取組のアイデア例

都市の顔となる公園

公園名
公園の経過

（主な役割）
項目 現状 方向性・コンセプト 事業分類 取組の方向性

継続 緑・オープンスペースの維持管理 維持管理

公園活用のサポート コーディネート

多様な主体との連携による公園運営 プラットフォーム

情報発信・プロモーションなどの実施 ソフト

広域からの利用に応え滞留を促す施設の設置
（休養施設、便益施設など）

ハード
※中之島公園では既設

オフィスワーカーの利用を促す機能の付加
（コワーキングスペース、キッチンカーなど）

ソフト

水都大阪を象徴するエリアに立地
（関連イベントなどで活用）

強化 イベント利用の促進 ソフト

周辺に景観資源が多い（堂島川、土佐堀川など） 強化 周辺景観と調和した美観向上 維持管理

強化 高質な維持管理 維持管理

追加 プロモーションなどの実施 ソフト

芝生広場 強化
憩いの場としての利用促進
（レジャーシートの貸し出しなど）

ソフト

文化施設（東洋陶磁美術館、こども本の森中之島など） 追加
一般園地を活用した連携プログラムなどの実施
（アート展示など）

ソフト

問題点
など

既に多様な施設が設置されている - （ソフト中心の取組が適当） -

立地特性
周辺に集客施設が多い（天神橋筋商店街、キッズプラザ
大阪、北区民センターなど）

追加
一般園地を活用した連携プログラムなどの実施
（子育て支援、コミュニティ形成など）

ソフト

広場 強化
活動の場としての利用促進
（イベント・プログラムの実施など）

ソフト

遊具広場（起伏を活かした大型遊具） 追加 遊具の改修・更新 ハード

継続 教室などの継続実施（施設内） ソフト

追加
一般園地を活用した連携プログラムなどの実施
（運動促進など）

ソフト

問題点
など

水景施設が休止中 追加 新たな機能の付加 ハード

立地特性 周辺に大阪科学技術センターがある 追加
一般園地を活用した連携プログラムなどの実施
（子育て・教育支援など）

ソフト

強化 高質な維持管理 維持管理

追加 プロモーションなどの実施 ソフト

広場 強化
活動の場としての利用促進
（イベント・プログラムの実施など）

ソフト

継続 教室などの実施（施設内） ソフト

強化 大型大会の誘致 ソフト

追加 機能の向上・付加（全天候型化など） ハード

問題点
など

水景施設が休止中、バックヤードの活用余地 追加 新たな機能の付加 ハード

共通

立地特性
商業・業務系エリアに立地
（オフィスワーカーなど、広域からの利用が想定される）

追加

-
追加

【方向性（概要）】
・既存ストックの磨き上げと新たな
　魅力創出により、広域からの来園
　動機や公園のブランド力を向上
・都市の価値向上やイメージアップ
　といった波及効果も視野に入れる

靱公園

中之島
公園

扇町公園

扇町プール

公園施設

靱テニスセンター・靱庭球場

公園施設

バラ園（無料）

公園施設

バラ園（無料）

立地特性

：特徴的な内容

高質な維持管理

ソフト面での取組

ソフト・ハード
両面での取組

ソフト・ハード
両面での取組

ソフト・ハード
両面での取組

-

風致景観の保全

スポーツの場

スポーツの場

鑑賞・教育の場

【方向性（概要）】
　水都大阪を象徴する公園として、
　心地よさとにぎわいを感じられる
　空間を提供し、都心で生活する
　方々の感性を豊かにしていく

【コンセプト】
　都心の生活に潤いをもたらす
　水都大阪のシンボル

【方向性（概要）】
　多くの人が集まる貴重なオープン
　スペースとして、園内外の施設間
　連携や利用者の交流を促し、周辺
　エリアに活力を生み出していく

【コンセプト】
　多様なニーズに応え続ける
　交流と活力の拠点

【方向性（概要）】
　都会の喧騒を忘れ、各々のライフ
　スタイル・ライフステージに
　応じた利用ができる空間として、
　生活に安らぎと活力をもたらす

【コンセプト】
　様々なシーンで生活を彩り
　輝かせる都心のオアシス

魅力向上に向けた取組のアイデア例

-



地域の顔となる公園（広域型）

公園名
公園の経過

（主な役割）
項目 現状 方向性・コンセプト 事業分類 取組の方向性

継続 緑・オープンスペースの維持管理 維持管理

公園活用のサポート コーディネート

多様な主体との連携による公園運営 プラットフォーム

情報発信・プロモーションなどの実施 ソフト

立地特性
住居系エリアに立地
（広域からの利用が一時的に増加する）

追加
一時的に増加する広域からの利用に応える
施設の設置（休養施設、便益施設、レジャー
施設、キッチンカーなど）

ハード又はソフト

周辺に景観資源が多い
（大川、造幣局（桜の通り抜け）など）

強化 周辺景観と調和した美観向上 維持管理

大川に沿った豊かな自然 追加 自然・環境プログラムなどの実施 ソフト

強化 施設の維持管理・軽微な改修 維持管理

追加 運動プログラムの実施 ソフト

文化施設（泉布観、旧藤田邸庭園など） 追加
一般園地を活用した連携プログラムなどの実施
（アート展示など）

ソフト

問題点
など

南北に細長い公園（全長約4.2km） 追加
園内回遊性の向上
（休息機能の向上、回遊システムの導入など）

ハード又はソフト

強化 周辺景観と調和した美観向上 維持管理

追加 自然・環境プログラムなどの実施 ソフト

強化 高質な維持管理 維持管理

追加 プロモーションなどの実施 ソフト

強化 大池及び周辺の美観の維持向上 維持管理

追加 アクティビティなどの場としての活用 ソフト

問題点
など

交通至便性が高くない・駐車場がない 追加 駐車場などの設置 ハード

立地特性 - - - -

継続 教室などの実施（主に庭球場） ソフト

追加 運動プログラムなどの実施（広場の活用） ソフト

バーベキュー広場 強化
サービスの向上
（需要に応じたエリア拡大など）

ソフト

問題点
など

- - - -

魅力向上に向けた取組のアイデア例

共通

- -
【方向性（概要）】
・現状の使われ方を基本とした上で
　広域からの利用者ニーズにも
　応えていく
・地域の活力や周辺エリアの魅力
　向上にも貢献することを視野に
　入れる

追加

：特徴的な内容

立地特性 淀川に近接している

城北菖蒲園

南港中央
公園

大池

公園施設

野球場、庭球場、広場（運動での利用）

城北公園
公園施設

毛馬
桜之宮
公園

立地特性

公園施設

園路、広場、野球場、桜ノ宮ビーチ（運動での利用）

ソフト面での取組

ハード面での取組
（仮設含む）

ソフト・ハード
両面での取組

ソフト面での取組

-

風致景観の保全

教育・鑑賞の場

スポーツの場

【方向性（概要）】
　地域におけるレジャー活動の
　拠点として、心身の健康増進に
　貢献する

【コンセプト】
　レジャー活動を通じて
　ウェルネスを実践する公園

【方向性（概要）】
　菖蒲園を核としたみどり豊かな
　空間として、自然や地域の魅力を
　市内外へと発信し続ける

【コンセプト】
　菖蒲園を核として自然と地域の
　魅力を発信し続ける公園

【方向性（概要）】
　様々な顔を見せる連続的な公園と
　して、水と緑の美しさや季節の
　移ろいを感じることができ、また
　地域間のつながり、ひいては人と
　人とのつながりを生む

【コンセプト】
　大川に沿ってつながる
　自然と季節の移ろいを感じる公園

高質な維持管理

ソフト面での取組

ハード面での取組
（仮設含む）



地域の顔となる公園（密着型）

公園名
公園の経過

（主な役割）
項目 現状 方向性・コンセプト 事業分類 取組の方向性

継続 緑・オープンスペースの維持管理 維持管理

公園活用のサポート コーディネート

多様な主体との連携による公園運営 プラットフォーム

情報発信・プロモーションなどの実施 ソフト

立地特性 住居系エリアに立地 - - -

立地特性 周辺に大正区民ホールや大正スポーツセンターがある 追加
一般園地を活用した連携プログラムなどの実施
（コミュニティ形成、運動促進など）

ソフト

昭和山、四季の花 追加
眺望や起伏を活かした魅力向上
（プロモーション、運動促進など）

ソフト

運動場 強化
活動の場としての利用促進
（イベント・プログラムの実施など）

ソフト

継続 教室などの継続実施（施設内） ソフト

追加 連携プログラムなどの実施（運動促進など） ソフト

問題点
など

- - - -

立地特性 周辺に文教施設が多い 追加 子育て支援プログラムなどの実施 ソフト

継続 教室などの継続実施 ソフト

追加
一般園地を活用した連携プログラムなどの実施
（運動促進など）

ソフト

問題点
など

既に多くの施設が設置されている - （ソフト中心の取組が適当） -

立地特性 周辺に新興住宅地がある - （多様化していくニーズへの対応が求められる） -

継続 教室などの実施（主に庭球場） ソフト

追加 運動プログラムなどの実施（広場の活用） ソフト

問題点
など

- - - -

立地特性 周辺に商店街が多い 追加
一般園地を活用した連携プログラムなどの実施
（コミュニティ形成など）

ソフト

公園施設 野球場 追加 イベント・プログラムの場としての活用 ソフト

問題点
など

- - - -

立地特性 周辺に此花区民ホールがある 追加
一般園地を活用した連携プログラムなどの実施
（コミュニティ形成など）

ソフト

公園施設 広場 追加
憩い・活動の場としての利用促進
（イベント・プログラムの実施など）

ソフト

問題点
など

荷重制限がある - （ハード整備は軽微なものに限定される） -

共通
- -

【方向性（概要）】
・地域の方々の憩いや気軽な運動
　などに供する快適な空間を提供
　し、利用者同士の交流をより促す
・地域を中心としたコミュニティの
　形成や健康寿命の延伸にも貢献
　することも視野に入れる

追加-

千島公園

【方向性（概要）】
　自然豊かな憩い・運動・コミュ
　ニティ形成の場として、地域住民
　により愛着を持っていただく

【コンセプト】
　地域住民に愛され親しまれる
　港の見える花咲く丘の公園

真田山
公園

【方向性（概要）】
　スポーツを通じた健康増進に貢献
　するとともに、子育てを支援する
　生活空間を提供し、さらには
　幅広い世代の交流を促進する

【コンセプト】
　地域住民の健康と子育てを支え
　交流を促す公園

公園施設
スポーツ施設（天王寺スポーツセンター、真田山プール、
野球場、庭球場など）

鑑賞・教育の場

スポーツの場

正蓮寺川
公園

【方向性（概要）】
　緑や交通上のネットワーク強化に
　とどまらず、人と人とをつなぐ
　空間として、地域を象徴する公園

【コンセプト】
　市中心部と臨海部をつなぐ地域の
　シンボル

十三公園

【方向性（概要）】
　地域住民をはじめとした多様な
　人々の交流を促進することで、
　コミュニティの醸成、創出に貢献

【コンセプト】
　多様な人々が集いコミュニティを
　醸成・創出していく公園

中島公園

【方向性（概要）】
　オープンスペースを活かしながら
　地域のニーズに応え続け、日常の
　多様な余暇活動の場として成長

【コンセプト】
　多様な活動の受け皿として
　地域とともに育つ公園

公園施設 野球場、庭球場、広場（運動での利用）スポーツの場

風致景観の保全

鑑賞・教育の場

ソフト面での取組

ソフト面での取組

：特徴的な内容

ソフト面での取組

ソフト面での取組

ソフト面での取組

ソフト面での取組

公園施設

千島体育館

魅力向上に向けた取組のアイデア例


