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箕面の山のみど りとまちなかのみどリ
片岡 正菫
朝 日新聞朝刊「ひ とときJ欄 (平 成 25年 12月 6日 )に 箕面市在住の高校生 中村友
美 さんの投稿が載 つていま した。一部をラ用 します.「 私0住 むまちは景色が とて もされ い.
登下楼時に見 える山0木 々の葉は日に日に赤 く業ま り 冬になるにつれて空気が澄んで 空
が ぐん ぐん高 くな つていく.毎 日景色を見るのが楽 しみ。私は このまちが好き.
J
箕面の山なみが好きとい う人は 箕面住
民の大 多数を占める といつても過言 では
ない と思 います。箕面市に住むよ うになつ
た理由の トップは 「 自然の山々が近 くに
あり 自然環境がよいか らJで (平 成 21
年市民満足度調査 箕面市)、 また、
「山間
山麓部のみ どりを守 つてい くべ きJは 市
民全体の 98● ●を占め るとい うデー タもあ ります.(平 成 6年 箕面市民意識調査 箕面市)
この ような市民意識 を受けて 質面市ては、十数年前 からこの人事な山なみ をす るために
いろいろな施策を行 つてきています。市街地か ら見える山麓部の景観を守る ことを目的とし
て 平成 10年 に 「山なみ景観保全地区」を指定 開発に一定の歯止め をかけることにな
りま した。平成 14年 には、山麓部の有効活用 を図 るため 「山麓保全アクションプログラ
ム」が策定され それの実行部隊の支援組織 である 「NPO去 人山藤保全委員会 」力{発 足
平成 16年 には 市民の活動資金のバ ックアップのために 「公益信託みのお山麓保全 フア
ン ド (2億 円)」 が創設 されま した。 しか しその後山腟部 と市街地の間に 20暗 の高層マ ン
ションが建設 され そのほか さまざまな開発計画が持ち上がってきま した。それ らの事態に
対処するために 平成 22年 山なみ景観保全地区と市街地平坦部 との間にある山すそ部分
に
すそ景観保全地区」を拍定 景観藩 に基づきこの地区の大型の建設行為には 形や色
'山
などが背後の山なみ景観 と調和 しているかのテエ ックを行なえるようにな りま した.
また 行政のみ ならず箕面の山のみど りの保全や活用に関 しては NPO去 人山麓保全委
員会 を中心に、00団 体を超 える多 くの市 民団体 (山 林所有者を含む)が 山0掃 除ハイク
F・5伐
散策路の整備、ナ ラ枯れ調査 自然観察 森の音楽会等々 フアン ドを和周 しなが ら
さまざまな活発な后勁を行 つています。
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策定 されています .
箕面市 には 「み どりの基本.I画 J(平 成 16年 平成 23年 改訂,力 く
この基本計画には 「山なみに抱かれ み どり豊かなまち みの おJを 目指す と謳われてお
り 山なみ景観だけでな く まちなかのみ ど りの充実を どう進めるか も論 じられています
都市生活の中でのみ ど りの効果は多様 な側面があ りますが 季節感の あるみ どり豊かな風景
は、住民の誰 にとつても魅力的であるとい うことは間違 いないで しょう.
箕面は市街地のす ぐそばに山があるので み ど りが多いと感 じるが まちなかのみ どりは
さほどでもないと言 う人が います.さ てまちなかのみ どりはどうなので しょう。
み どりの量 を示すデー タとして「緑被率Jと い う言葉があります.緑 被率 とは 「樹林
樹木などに被われた地域の面積の割合Jを いいます.た 表はIFr隣 市 との緑被率 を比較 した
表 で す 。 実面市 全 域 の 緑被 事 が 6割 を超 え る の

録被事の比較 (平 成 14年 )

全 域
62 2
豊 中市

● ￨は 半分近 くが山ということを示しています。
% 1市 衡化区域●
大阪市 と比べれば み どりが多いのは自明です
が お降の豊中市 よ りも ややみ どりが 多いか
な と言 えるのではな いで しょうか。
(み どりの基本計画改訂版より)
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他方 人が好感を持 つ豊かなみ どりを感 じるのは 視界 に入るみ どりの割合であるという
研究 (平 成 17年 国i交 通省)か ら 鴨 視苺」 とい う尺度を取 り上 げる自治体が 近年
急速 に増えて きま した。大阪府は 平成 25年 に 鳴 視率調査 ガイ ドライ ンJを 作成 ま
ヒ推進の指標 として使 うよ う促 しています。みの お市民まちなみ会議 では 箕面市全
ちの緑イ
0(山 を除 く区域)か ら 166地 点を選び 緑視率 を筆 出 しま した.全 市平均で 22 5%
という結果 てした。(ま ちなみ通信 みのお 48号 25年 3月 参照)国 土交通省の調査
では 緑視率が 25%を 超えると 人はみ とりを塁かに感 じ満足度が上がると述べ られてお
り 箕面のまちなかのみ ど りは もうひと踏ん張 りとい うことで しようか
杉並区 20 8%
偉田
惨 考]閉 率の調査は東京都が一番進んでおり 子代田区 37 6%
区

19 5%

江東区

18 1%

港区

18 1● ●

17 9● ●といつたデータ
17 8%で す

中野区

区の HPか ら)が 発表 され ています.近 隣市では 池田市のみで

(各

箕面市では 山のみ どりの保全活動がえ行 して行われてきま したが、平成 20年 代に入 り
ていた活
まちなかのみ どりに関心が高ま り 平成 22年 箕面市 のそれぞれЯlの 制度で
増やす市民活
動支援を統合 して「まちなかのみ ど り支援事業J力 {で き、まちなかのみ どりを'つ
されま した.平 成 2
動や地域住民への助成 として「みどり支援基金 (7 9億 円)J力
"l設
どりの行づ くり 箕面」
4年 には 「まちなかのみ どリアクシ ヨンプラ ン」が 「 NPO花 とみ
によ り策定されています。
まちなかのみ どりは 玄関周 りの花 生E 庭木など各家を飾 る「民」のみど つから 公
日 街路樹 などの 「公」のみ どりまで 非常 に幅広い分野が含まれます。「まちなかの豊か
なみ どりJと は,を 目指すのか 価値観が 多様な現●社会においては難 しい課題ですが 住
みやす く受着の持て るまちを夢見て 一歩づつみんなで,力 を続けたいものてす .
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箕面で一番早く桜 が咲いた 1
籠が瀾■ となった 立‖蛙車場薦に とんな経総で植 えられたのか判らな
=百
に爆0
"摯で最 も早 く花 を哄かせ 春の訪れを告げている.黎 iに は市内
いが 毎年 贅面
̀所
の
名所 がな る 市道才ケ原線の様の トンネル 紅葉丘住宅 千里力I堤 贅面公籠 そ lLの
中央の

公園 学稜の構庭 そ して上止々日美 贅面の山な どの山織 中央線の俵曇●霰 八菫構 を
セ時が
満幌 となつたと思
しんが りに 次々に化やかに咲き ￨り ます しか し 多 くはイ
.・

つた ら ア ッとムう問に花咬

'く

す

'で+ル の ￨■ 11の 眸F)で ll● 130'「 (19551に 儡然発見され
経同峡河津町01▼
ら [小 桜Jと 呼ばれていたが その後
たことに由来 し 当初 は発見者の飯 B氏 の屋
lj鷹 桜は

=か

さ
の 自然交革極 と推定され 昭140年 (19,41月 沖わと
人舟桜 とヽ
'名
"￨ツ
・tい し淡X[色 で r●
れた 1月 下旬か ら 2月 にかけて則花す る早咲 きの桜で 花のこは桃色
がある
の代表格の染井吉聟 よりも0が 漱 く たの期間 も 1ケ 月 と長い
ЛIこ 沿つて
を流れ る
河津‖}で は 1■ 43年 ごろより増薇 が行われ ,在 では制"緻
'1津
河議 並木が続き 毎年桜祭 りが樋催されて 多 くの観光客で贖わい 河津'「 の名前
]rを 1方
'Imの
が有名 とな り ,豆 の1ヽ さな町のlllお こしに寄与 している 筆素は 211b日 にi可 津
れたが 今
いまえ られなかつた
・Iは ■ どイ
い
,1津 桜 か有名 になるに したが つて '国 に移 植 されを地で早 1咲 きの 化が受 てられ て る
の学ll嗣 0で

の立体駐車場 は 市民期待の北大阪急行餃道が lも な く
ところで 贅面
'央
より新御堂筋を北進)を 始め 箕面中央駅 (仮 称)と なるで し
延仲工事 (千 塁中央
ょう.折 角毎年実 しい花を咲かせて きた 比の月諄桜は どのようになる0か 心ロ
です.
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※※※※ 小争依こ荀 ●つ0"=l ※※※※※※※※ 第六 回 J七月ヽ
学校
とんが り座根 の時計台が
￨ヽ

(と

に映え 校庭ではサ ッカー ボール

X※ ※※

トッンボールが飛び交

'空
巧みにllる 児贅
など 元気な声があふれ てい ま,箕 面市に 20枚 の小 中学校
の森学園 彩都の 丘学国を含む)が 在 ります が とんがり晨根 の時計■の技 合は箕
どろみ"を
輸

氏が大正 9年 (1920啜 よ り
小学校 しか在 りません.紅 とけば 船会 経営の十林 ヽ日∫
'卜
(箕 両litlし ま した 一番 1手 を松原颯(1ヒ
笑両駅の東 巡:L道 か ら山裾の日期を住宅開発
i'ヒ

小の●11の

TLり

〉工の通 りに桜を植 えて桜通

り0｀ ス通 り)さ らに細い通 りをもみ し通 り
巡￨し 道を梅の通 りと名付け 雹然 と した住宅
建物は変わ りましたが現在 ヽ行 並
み は全く変わうていません その街衣 りの
IIで あ り

1'3施 設 として 大■ 15■ 贅面学暉苺常小
学校 幌 箕面自由苧湧)が 厠材 しま した.使
舎 は三角 E根 にス テ ン ドグラスの 窓や￨￨リ
外灯の超モダンなも0で した 人

が
̀Vfll争
激 しくな り 学国は箕面社に光却 され 昭和

20年 4月 北小学稜が円崚 されま した。
育目様簿を見直 し 「IL者 を意識 し お

新年度から ,ι 小学校の教育の機絆 となる学

学機漱青理念 とし ☆ 自ら考え 他者 のた
互いを認め合い 助け合える子 ともの青蔵Jを'教
め に行勁で きる子 ども ☆支 え合い 励ま し合い 学び合 う子 ども ☆議実で ねば り螢
く 感議0気 持ちを持てる子 とも をめば

0か で
改の育成 に取 りIllん でいかれ まt

支えあう学掏

☆美 しく

学校の歴史や地域 の様子な どは

も● として 学校教育目標を 日目を生か し

',ど
安心て
きる学抜

眩慟 して児

と場げ 教職員が協力

34年 生になって同箭ヽなどで本格的になえていますが

低学年 では声原公岡 ド池公国 箕面公回な ど四季lF々 に公 図探検 して地域 にな じみ 市
店街や店舗 を訪れてlL域 の人 々の生活 を:￨ぶ な ど 児童 の生活圏が贅面駅 を中心で 商業
施設や 1央 図書姉 消l・ 署 警察暑 郵使局 銀行 病院など公,t施 設も多 く 'い ￨)￨:
十院 も在 り 箕面市発展の起点であることを 成 長に伴 つて感 じているようです
児童の 自慢は

とんが り量根の桜各 と構蔵の大植です 韓 に耳を￨￨け て木の 音を聰き

みんなで手をllば して大 きを測 った りしています
切 にしています

また秋の天力景には

逓動会の練習では未隆が休憩場所で大

学機に天詢が訪れて児童たちを暮ぼせて興れるの

もltllHの 伝綺行すに規 しむ機会 とな つていま→■

,社 父,■ 父, 規 子 と じ学校 で学ぶ 長い歴史と伝統 地域全体で見守る中で
F・

児童は日々llt,を 続 けています

輌 晰校長先生のお話世 から
'
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第 十 一回
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―

中の坂

喬

―

育ち 今も贅面に住 んでいる 平尼の道標か ら西江寺に引
る坂道 中の坂で育ったが 結婚後は箕面四丁 口にl■ んでいた.10年 余前か
箕面で生まれ

●の家 に戻 り■在 に至つている
らまた中の坂 の●
中の坂は 実面の耐 瀧去寺^通 じる古い歴史のある道で 遺幅 の狭い●
な坂道であるが 古くか ら家が建ら並んでいた
坂道 のため 各家は石垣で条かれた上地に建 つていて 道のTlllに 石垣が
続 いているとい う景● は 私が子￨ヽ の頃 と少 しも変わつていない
しか し 板の 卜辺
りにあつた畑地が
'￨
発 されて新 しい住宅

群 が建 った 以前 の道は 適行する ●央ヨ
が価場籠装でその両仙は地道であつたが い
つの頃か らか全僣蘭 装 された そ して 坂道
の途中に駐 車彎 もい くつかせ られ車の通行
も多 くなってきた。これ らが 中の坂の変化 と
いえるだろう
中の坂 とい うと西江■0天 官)の 秋奈 り
●
6日 )今 でい う天狗
(当 時 は 10月 26日
祭が頭 に浮かヽ
現在は 夜問だけのヽ しみだが 子￨ヽ の頃は 昼間も天

llや か ぐら(獅 子舞)が 境 内から11て

中の坂

や駅i'の 広場ゃ而道を r供 や通行人を迪 い力ヽナてた り回 り 迫いかけられる方も必死に逃げた ものだ
つ た

また 境内には屋台店がぎつしり並びそれは賑やかであつた さらに 大大跛 の重々 しい余級のあ
る響 きは 祭 りの雰囲気 を盛 り上げた。
な祭 りは 子供音にとつての楽 しみの一つで もあった
の生活は 'Iか と不便な ことも多いが 駅に も近 く l10メ ー トルほど歩け ll泰 と水 に意 ま
坂の
「
れた自然豊かな笑面固定公国 にも入つて行ける
Ot望 もよし.坂 道 のJ;り

で

下 りは足腰が螢 えられるなど前

lき

F・

に考え 残 り少ない人生 も中の坂

.
しか し一方 急な坂道 での生活は 一年一年身体にこたえてい くことを党悟 して.
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