服部緑地

公園から発 信する新 し い
We call it “PARK LIFE” , to send the
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服部緑地はみんな
の共有財産です。
Hattoriryokuchi is all
common property.

大阪大学 環境・エネルギー工学専攻

澤木教授

ハーブを気軽に暮らしに取り入れ
てもらうために活動しています。
We are active to introduce more herbs to living
casually.

服部緑地はこの
地域のメディ
魅力を一緒にア

Hattoriryokuchi is
region. As a media
for the charm mor

千里ニュータウン

服部緑地都市緑化植物園友の会
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もの
緑の中で踊ると、
心も体もリラックスして、
みなさん自然と笑顔になるんですよ。

資源の魅力化・
顕在化

Dancing in the green,
a heart and a body are everyone relaxes,
and puting on a smile.

ひと

「リラックスフラ体験教室」齋藤講師

実践・
発信

企画・
プログラム
開発
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営業・
プロモーション

グリーンエンジンの

4

つのステップ

力化
資源の魅力化・顕在化
Enhance the attractiveness and
manifestation of resources

魅力を掘り起こし、美しいランドスケー
プづくりを継続的に進めます。

企画・プログラム開発
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Planning and program development

資源を活かし、ブランドイメージを高める
質の高いプロジェクトを企画しています。

営業・プロモーション
Sales and promotion

産官学民からの様々な投資（ひと・もの・
こと・かね）を集めます

実践・発信

Practice and Communication
質の高い公園サービス実践し、積極的に
発信します。

継続・発展的に動かし続ける

図面に整理
して方針を
共有

現地を確認
して整備イ
メージや課
題を確認

進め方

方針を整理
して実際に
整備

みなさんに親しまれ
る植栽環境の維持管
理に、精一杯取り組
んでいます。
We are working on
upkeeping of the
planting environment
that you enjoy everyone
to the utmost.

プロジェクトブックに
まとめて共有・発信！

アンケート
で利用者評
価を把握

ラ イ フス タ イ ル 『パ ークラ イフ』
new life style at the park for good community

地域の方々と服部緑
地や地域の魅力を発
見・共有し、冊子で
発信しています。

服部緑地の上質な緑に包まれると、
感性が呼び覚まされます。

Once wrapped in high-quality green in Hattoriryokuchi,
the sensitivity is evoked.

豊中商工会議所

Discovering and sharing the
charm of Hattoriryokuchi and
local with local residents, we
have originated in the PR
magazine.

東事務局長

きれいな芝生でたくさんの人が
ピクニックしているのが魅力です。

の地域のシンボル。
ィアとして、もっとその
アピールしたい。

I think a lot of people having a picnic in a
beautiful lawn is good.

GREEN×LOHAS FESTA 実行委員会「がくろは」

symbolic existence in this
of the region, we try to appeal
re.

ンFM放送株式会社 向井放送局長

服部緑地に豊中市民のサードプレイスをつくります！
We try to make A third place for Toyonaka-shi people in Hattoriryokuchi !

豊中青年会議所「豊中キャンドルナイト」実行委員会

よい空間、よい音楽。
よいお客さんと出会えるので、
調理する側も楽しめます。
Good place, good music and the meet with
good guests, we also enjoy the event!

緑の中で馬とふれあえば、
心が穏やかになれます。

クッチーナカサイ

笠井シェフ

Feeling the horse in the green,
the heart will become calm.

服部緑地乗馬センター スクール担当 小林さん

● プロジェクトの一例
●多様に過ごせるグラデーションのみどり

ラも 出現 ！
隠れ たシ ダレ ザク
安心 安全 な 交差 点

全体と して見ると 地域のシン ボルとして 都市のスケ ールに対応 し
たボリ ュームを持 つみどりで あり、生物 多様性にも 配慮した都 市
におけ る貴重な自 然環境でも ありながら 、人々の過 ごし方・楽 し
み方（ パークライ フ）が多様 に展開され るヒューマ ンスケール な
空間を 内包した季 節感あふれ るみどりを 、大事に丁 寧につくっ て
いくこ とが、服部 緑地のみど りの管理の テーマです 。
そして 、それらが区 分けされて 存在するの ではなく、ご く自然に、
連続性 をもって存 在するグラ デーション のみどり * を目指 します。

人 通り の多 い 交差 点。 見 通し を 遮 っ てい た生 け垣状 の樹 木 を剪 定
す ると 、 視 界がす っき り 。安 心安 全 で、春は シ ダレ ザ ク ラ が咲く、
季 節感 ある交 差点に様 変 わり 。
今まで見えていなかった
シダレザクラが現れた！

BEF OR E
A F T ER
成長しすぎて壁のよう・・・
交差点の見通しが悪い

H26.12.24 剪定前

みな

さんの声

H26.10.24 剪定後

らが魅力的ですか
どちアンケート結果 ？

緑道の雰囲気を街角から
も感じられるように！

日時：平成 27 年 4 月 2 日
（木）
11 時〜 16 時
場所：緑道内
（緑地公園駅出口付近）
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剪定後の方が魅力的！と
答えた人の方が多い結果となりました！

グラデーション管理による

都市景観の魅力の向上
都市景観の魅力の向上

生きものが棲みやすい
環境づくり

いきいきとした樹木・
季節の彩りの育成

安 心

明るくなったことで防犯になり、子ども目線でも安
心感があります（30 代 女性 親子連れのお母さん）
シダレザクラが見えるようになり、すっきり季節

小学生の目線が通る高さに。
交差点の見通しが
よくなった！
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車道からも見通しが良くなり、

飛び出し事故が減りました
すっきり
（50 代 女性） （50 代 男性 タクシー運転手）
季節感 感を感じられるようになりました。

みどりに囲まれた

くつろぎ空間の創出

安 全

リスクマネジメントと

安心安全な住環境づくり

植栽景観魅力化の
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つの効果

Five eﬀects of
“Gradation Management”

Fostering lively trees
and seasonal color
Improvement of
the urban landscape attractive

To create an environment
in which the creature is livable

To create of a relaxation space
which is surrounded by greenery

Risk management and development of
safeand secure living environment
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