
寝屋川市は、大阪府の東北部、北河内地域の中心

部に位置しており、北は枚方市、東は交野市、南は

四條畷市、大東市、門真市、守口市と接しています。

また、西は、淀川を境として高槻市、摂津市とそれ

ぞれ接しています。

市内には、京阪電鉄京阪本線とＪＲ片町線（学研

都市線）があり、京都、大阪、神戸とダイレクトに

結ばれています。また、国道１号、国道１６３号、国道

１７０号（大阪外環状線）が縦横に走っており、自動

車交通の便にも恵まれています。第二京阪道路が整

備予定となっており、今後ますます便利となる交通

アクセスを背景に、更なる発展が期待されています。

この寝屋川市の魅力や特色について、企画政策室

課長の溝口さんにお話をお伺いしてきました。

本日はどうぞよろしくお願いします。

早速ですが、寝屋川市の歴史を教えてもらえま

せんか。

よろしくお願いします。

寝屋川市は、市域の中心部を流れる寝屋川を市の

名称にしているように、この地域に住む人々と「水」

との調和ある共生に取り組んできたという歴史をも

っています。

寝屋川市の北西を流れる淀川は、古くから人や物の

移動の大動脈として重要な役割を果たしてきました。淀

川の歴史については、「日本書紀」に、『茨田堤
まんだのつつみ

』と呼

ばれる堤防を築造し治水事業に取り組んだ内容が記さ

れています。工事の難所として「断間（たえま）」とい

う名前が記されおり、これが現在、寝屋川市にある太

間（たいま）という地名の由来だと伝えられています。

昭和２６年５月３日に大阪府内で１６番目の市として

誕生した寝屋川市は、昭和３６年に水本村と合併し、

昭和４１年には市の一部が大東市に編入されて現在の

市域となっています。紹介にもありましたが、大阪

と京都のほぼ中間点に位置し、交通の便に恵まれて

いることから、高度経済成長期には、急激な人口増

加と都市化が進み、現在は２４万人の人口を有する市

へと発展してきました。

寝屋川市の自然や歴史を感じられるおすすめの

場所を教えてもらえませんか。

まずは、京阪電車萱島駅の高架下にある萱島神社

のクスの巨木です。京阪電車の高架工事によって伐

採される予定でしたが、地元の人たちの要望で、新

しい駅舎の中に保存されることになりました。大阪

府の「緑の百選」にも選ばれているこの大樹と駅舎

の組合せは、見事の一言です。

また、春日神社には、樹齢６００年を超えるといわれ

るしいの木が、社殿を囲むように群生しています。

人里近くにしいの巨木が群生することは珍しく、「し

いの社叢
しゃそう

」として府の文化財（天然記念物）にも指

定されています。

どちらも、都市と見事に調和した自然を味わうこ

とができます。
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まちに緑があふれていますね。

寝屋川市には、自然だけでなく多くの文化遺産が

あります。代表的なものが市内に点在する個性的な

古墳です。

現在は古墳公園として整備され市民に親しまれて

いる太秦高塚古墳（市史跡）や、寝屋川公園内にあ

る横穴式石室を持つ寝屋古墳（府史跡）、横口式石

槨の石宝殿
いしのほうでん

古墳（国史跡）など、個性豊かな古墳が

点在しています。これらは５世紀末から７世紀中ご

ろの古墳時代中期末から終末期につくられたと考え

られています。

同じ頃に創建されたとされる高宮廃寺の跡地は、

国の文化財（史跡）にも指定されている北河内屈指

の古代寺院跡です。東塔の基壇が残っているほか、

金堂、回廊などの伽藍跡が調査で確認されています。

また、寝屋川の起点から歴史の道として整備され

た山根街道は昔ながらの面影が残っており、ここを

通ると、まるで御伽草子の話のひとつ「鉢かづき」

の世界に入りこんだかのようです。

街道沿いにある「伝・寝屋長者屋敷跡」は、現在

は公園として整備されていますが、「鉢かづき」の

舞台となったと寝屋長者屋敷の跡地といわれていま

す。近くには西蓮寺があり、この「鉢かづき」に登

場する初瀬姫とその母親が信仰したと伝えられる木

造の千手観音立像が観音堂に安置されています。余

談になりますが、本市のマスコットキャラクターで

ある「はちかづき

ちゃん」は、この

「鉢かづき」に登場

する「鉢かづき姫」

をモチーフにして

おり、市のＰＲに

活躍してもらって

います。
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お話に何度か出てきた寝屋川ですが、再生に向

けた取組では、市民と協働して新たなまちのシン

ボル「寝屋川せせらぎ公園」が完成しましたよね。

かつて子どもの歓声の聞こえていた寝屋川は、高

度経済成長期の都市化の中で行われた河川改修によ

り、コンクリートと鋼矢板で整備された無機質な都

市河川になってしまいました。この寝屋川を、将来、

蛍の飛び交うような自然豊かな川へと再生し、市民

に親しまれ憩える川にしていくために、市民と一緒

になって、寝屋川再生に取り組んできました。その

成果のひとつがこの「寝屋川せせらぎ公園」です。

市制５０周年を迎えた平成１３年度を機に、全員公募

委員からなる寝屋川再生ワークショップを開催し、

寝屋川の未来に関するビジョンづくりに向けて検討

を開始しました。ワークショップには、各分野の専

門家、ボランティア活動をしている人、小学校の先

生、会社員など、寝屋川が大好きな市民から多彩な

顔ぶれの参加がありました。３年もの期間にわたっ

て市民と行政が議論を重ね、みんなの思いを少しず

つかたちにしてきました。

流域の野草や樹木を植え、風力発電を利用したせ

せらぎ水路、ウッドデッキ、魚の住みやすい石積み

護岸や船着場を設けるなど、自然や緑を求める市民

の声に応えたものとなっています。また、地域や市

民活動・ボランティアと連携した協働の発信拠点と

しても利用されています。

今では、市民の自主参加による寝屋川清掃が通年

で行われ、春・秋のクリーンリバー寝屋川作戦には

呼びかけに応じた多くの市民が参加しています。

市民との協働が新たなまちづくりにつながって

いるのですね。

まちづくりと言えば、新たな都市基盤の整備に

取り組まれていますよね。

はい、市では、都市としての機能性・快適性・利

便性・防災性を向上させることを目的に、市内の４

駅周辺でそれぞれの特色に見合った再整備を進めて

いるところです。そのひとつとして、京阪寝屋川市

駅東地区と香里園駅東地区の２地区で市街地再開発

事業を推進しています。

京阪寝屋川市駅東地区においては、都市計画道路な

ど公共施設の整備による防災性の向上や高度利用によ

る都市機能の更新を図っています。併せて、市の中心核

における生活・文化・交流の拠点として、住宅棟や教育

文化施設・文化ホールを整備し、市の玄関口としてふさ

わしい文化と緑あふれるまちづくりを進めています。

また、香里園駅東地区においては、駅前で歩行者

の交通量も多く、丘陵地という地形にもかかわらず、

歩道がありません。そのため、道路環境が悪く、慢

性的な交通渋滞が発生するなど、生活環境にも大き

な影響を及ぼしています。

この地区では、民間活力の誘導を基本とした、組

合施行による市街地再開発事業を行っています。山

の手の緑あふれる丘陵地に、住宅・商業・業務サー

ビス・医療施設を配置して、複合的な都市機能を備

えた、これからの時代にふさわしい香里園の新しい

まちづくりを目指しています。

さらに、平成２１年度の第二京阪道路の開通にとも

なう沿道の乱開発を防ぐとともに、良好な市街地整

備を行うため、寝屋南地区において土地区画整理事業

を推進しています。活力ある商業業務施設や調和のと

れた住宅地として活用できるよう豊かな緑や良好な住

環境を誘導する新しいまちづくりを進めています。

その他に、寝屋川市として力を入れている取組

について、教えてもらえませんか。

学校・家庭・地域が一体となって、「心豊かで思

いやりがあり、元気に生きる子ども」を育む、元気

教育を推進しています。安全で安心して学べる教育

20 自治大阪 ／ 2008 － 1

クリーンリバー
寝屋川作戦

寝屋川
せせらぎ公園

00自治大阪01月号  08.1.18 3:28 PM  ページ 20



環境を整え、子どもたちにとって行きがいのある、教

職員にとって働きがいのある、そして保護者・地域に

とって頼りがいのある学校づくりをすすめています。

代表的な取組として、平成１７年度から取組んでい

る小中一貫教育があります。小学校と中学校の段差

をなくすことで、子どもの発達段階を十分に考慮し、

義務教育９年間を見通した継続性、系統性、計画性

のある一貫した教育が展開できます。

実施にあたっては、単に小学校と中学校のカリキ

ュラムをつなげるのではなく、９年間の進路を見す

えて、少人数指導や複数教員によるチームティーチ

ングによる少人数教育を推進するなどきめ細かな学

習指導を行っています。

この小中一貫教育では、異なる学年や小・中学生

相互の交流を通して、コミュニケーション力を高め、

豊かな人間関係や社会性を育成することができます。

また、小・中学校における教職員の交流が促進され

ることでお互いの意識変革にもつながっており、子

どもたちにとってだけでなく、教職員にとって働き

がいのある学校づくりにも効果を挙げています。

また、大学生が子どもたちの学習活動の支援を行

う「まなびングサポート事業」や、専門的な知識・

経験を持った住民の方に学校活動に参加していただ

き、一緒に体験活動を行う「地域人材活用事業」な

ど、大学や地域と一体となって、元気教育を推進し

ています。こうした活動は児童生徒にとってだけで

なく、教職を志望する大学生や住民の方に、学校現

場をよりよく知っていただくという意味でも、非常

に有意義なものとなっています。

教育に関する構造改革特区（※）の認定を受け

られていますよね。

はい。「寝屋川市小中学校英語教育特区」の認定を

受けて、平成１７年４月から運用を開始しています。

国際化の進展の中で設置された「国際コミュニケ

ーション科」は、子どもたちが早期に英語に慣れ親

しみ、国際感覚とコミュニケーション力を身に付け

ることで、ことばや文化の違いを超えた結びつきを

深めようとするものです。より効果的な取組となる

よう、近隣の大学等と連携したインターンシップの

受入れや、寝屋川市や近隣地域に住む英語が堪能な

英語教育支援人材（ＪＡＴ）やネイティブスピーカ

ーを外国人講師（ＮＥＴ）として配置するなど、地

域との連携を生かしたものとなっています。

また、小中一貫教育という９年間を見通した計画

的な指導を行えることも、国際コミュニケーション

力の形成に効果を発揮しています。

※構造改革特区…地方公共団体が地域の活性化を図

るために設定する区域で、地域の

特性に応じた事業を実施している。

学校・保護者・地域が一体となって元気教育を

推進しているのですね。

最後になりますが、今後のまちづくりについて

教えていただけますか。

今日、人口減少、本格的な高齢社会の到来により、

住民ニーズの多様化・複雑化や地域の活力低下など

様々な問題が生じています。また、地方分権の推進

など地方自治制度を取り巻く環境は、大きく変貌し

つつあります。このような中で、市町村は住民に最

も身近な自治体として、安全・安心のまちづくり、

将来を見据えた魅力あるまちづくりをすすめるなど、

市民福祉の向上を図っていかなければなりません。

今後も、地域で育まれてきたつながりを財産とし

て社会のネットワークを拡充し、協働の輪をさらに

広げることで心と心が通い合う地域社会を構築し、

市民がいつまでも住み続けたいと思える「元気都市

寝屋川」づくりをさらに進めていきます。

「元気都市　寝屋川」の実現に向けて一層躍進

されることを期待しております。

本日は、お忙しい中、ありがとうございました。
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