
かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会役員会報告 

9月21日と11月14日にかつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会役員会が開催されました。

9 月 21 日の議題

１．現況報告 

加入状況：活動団体 37 団体、支援団体等 3団体、緑化推進協力員 4、区職員 2 

役員：会長１、副会長 3、幹事 9 

事務局：環境課緑化推進係 

２．活動報告 

（１）「立石フェスタ 2016」でのＰＲ活動について 

 日時 平成 28 年 9月 3 日（土） 

 場所 立石駅周辺 

内容 クイズの景品として、ポプリ 100個、花の種 100セットを配布して、協議会のPRを行いま

した。 

３．今後の活動について 

（１）「第２回かつしか花いっぱいの花壇コンクール」について 

  ①一次審査会 

   日時 平成 28年 10 月 26 日（水）午後 6 時 30 から 8 時 30 分まで 

    会場 かつしかエコライフプラザ（立石１－９－１）立石図書館併設２階研修室 

   ②二次審査会 

日時 平成 28年 10 月 29 日（土）午前 9時から午後 7 時頃まで 

（２）「花いっぱいのまちづくりのつどい」について 

この催しは、一般区民向けの特別講演会として開催されますが、「かつしか花いっぱいのまちづ

くり推進協議会」全体会としての側面を持っています。一般区民としてもご参加いただけますし、協

議会会員として、運営にご協力いただくこともできます。 

（3）「第 3 回かつしか花いっぱいの花壇コンクール」について 

   「第 3 回花壇コンクール」は、春開催となります。 

目的・応募対象・応募資格・応募方法等については、「第 2 回花壇コンクール」と変更は、ございま

せん。 
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   募 集 期 間 平成 29 年 2 月１日（水）から平成 29 年 2 月 28 日（火） 

   広報誌掲載 平成 29 年 1 月 25 日号 

   説 明 会 日時 平成 29年 2月 3 日（金）午前 11 時から  

会   場 かつしかエコライフプラザ 

   審 査 方 法 変更は、ございません。 

                審査時期は 5月上旬（GW 明け）から 6月上旬 

予備調査等：①区職員と花いっぱいレポーターによる現況調査（２回）を行う。 

②参加団体から 10 日に１回計２回のレポートを提出。 

            一次審査 平成 29年 5 月 3１日（水）夜間 

         二次審査 平成 29年 6 月 3日（土）または 4日（日）全日 

４．フラワーモニュメント検討プロジェクトチーム進捗状況 

8 月 6 日 第 4回検討会（会場：清水農園） 

検討内容  

（１）各参加団体からの報告 

  ①葛飾造園災害対策協議会さんからの報告 

試作品現物が報告された。 

②サンエービルドシステムさんからの報告 

試作品現物が報告された。 

  ③清水さんからの報告 

   ・ココチップ培地の試作品が報告された。 

9 月 21 日の議題 

１．入会の承認について 

会則第 5条第 2項（２）に該当 3団体 

団体名 新和会の花こみち デュオシティイーストガーデニングクラブ 

代表者 太田原 林平 大野 静音 

主な活動場所 新小岩 1-44-6 先 デュオシティイースト敷地内緑地 

会員数 6 名 21 名 

団体名 南水元花ごよみ  

代表者 村上 惠子  

主な活動場所 南水元 1-8-17 先  

会員数 10 名  

2．現況報告 

加入状況：活動団体 37 団体、支援団体等 3団体、緑化推進協力員 4、区職員 2 

役員：会長１、副会長 3、幹事 9 

事務局：環境課緑化推進係

※入会承認により、活動団体は、40 団体となりました。 

3．活動報告 



（１）第 2 回花いっぱいの花壇コンクール 

①第 1回調査会  

日時 平成 28年 10 月 6日（木） 

 花いっぱいレポーター6名、区職員 2名参加  

 ②第 2回調査会  

日時 平成 28年 10 月 17 日（月） 

 花いっぱいレポーター6名、区職員 2名参加  

 ③一次審査会  

日時 平成 28年 10 月 26 日（水） 会場 エコライフプラザ 

 審査員（推進協議会役員）12 名、区職員 2名参加  

 ④二次審査会  

日時 平成 28年 10 月 17 日（月）会場 区役所 706 会議室 

 審査員（推進協議会役員）12 名、区職員 2名参加 0 

（2）花いっぱいのまちづくりのつどい 

日時 平成 28年 11 月 5日（土）会場 ウィメンズパル 

 推進協議会会員 12 名、区職員 2名参加 

 協議会会員は、鉢上げ体験コーナーを担当し、延べ 150 人に鉢上げを指導しました。 

4．今後の活動について 

（１）花いっぱいのおもてなしコンテナ 

   植え替え用花苗配付 

   11 月下旬に対象団体あてご案内します。 

（２）「第 3 回かつしか花いっぱいの花壇コンクール」について 

   9 月 21 日役員会ご案内のとおり 

5．フラワーモニュメント検討プロジェクトチーム 

（１）進捗状況 

9 月 24 日 第 5回検討会（会場：清水農園） 

検討内容 ・前回、葛飾造園災害対策協議会さんから報告のあった雨水タンクに枠組みとスマー

トパネル13列設置した試作品に、ソーラーパネル、ポンプ、タイマー、バッテリー、

チューブを装着した試作品が報告された。 

         ・来年の春には、区役所庁舎に試作品を展示したい。 

10 月 8 日 第 6回検討会（会場：清水農園） 

検討内容 ・試作品（Ａタイプ・サンエービルドシステム㈱モデル） 

      試作品（Ｂタイプ・葛飾造園災害対策協議会モデル） 

      を比較検討した。 

      ・意匠登録は、平成 28年度中に行うこととした。 



かつしか花いっぱいの花壇コンクール入賞花壇のご紹介 

平成 28年 7月に募集を行い、14 の団体等にご応募いただいた「第 2回かつしか花いっぱい

の花壇コンクール」について、審査の結果、入賞花壇が決まりましたので、お知らせします。 

入賞花壇の審査は、花いっぱいレポーターによる 

2回(10/6・10/17)の現地調査及び各応募団体等からの2回のレポートに基づき、かつしか花

いっぱいのまちづくり推進協議会役員などで構成する審査会による第１次審査(10/26・書類審

査）、第２次審査(10/29・現地審査)により決定しました。 

表彰式記念写真 

総評 ２回目の開催となった「かつしか花いっぱいの花壇コンクール」には、１４

の花壇がエントリーされ、９か所の入賞花壇が決定しました。エントリー花壇の内訳

としては、昨年度から引き続きエントリーされた花壇が７か所、今回初めてエントリ

ーされた花壇が７か所となっております。 

約１か月にわたる審査期間により、まちを花や緑で常に彩り、心和ませ、憩いの

時を享受し、人々が笑顔で集う花壇を賞するため、「地域との調和」「花壇管理の状

態」「草花の生育状況」「花壇デザイン」の四つの大きな審査の視点に１０の審査項

目を設け慎重に審査を行いました。審査は、エントリーされたみなさんからのレポー

トと花いっぱいレポーターの調査書による一次審査の結果、今回は１４か所すべて

の花壇を二次審査の対象といたしました。 

二次審査では１４の花壇を審査員が見て回り、一次審査資料と総合的に勘案し

評価いたしました。エントリーされた花壇はいずれも地域に開放され、自由に見る

ことができ、そこを行き交う方、集う方に良好な空間を提供されていました。 

それぞれの花壇を見せていただき、花壇活動されているみなさんが花壇の維持

管理の中で、花壇の周りの環境や花苗の購入手段などで、いろいろとご苦労・ご努

力されていることを審査にあたり実感いたしました。 



飾区長賞 

かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会会長賞 

エントリー№5 

花壇の名称 区立上小松小学校正門左側花壇 

団体名 上小松四季の会

所在地  奥戸 4-1-4 

講評：「区立上小松小学校正門左側植え込み地花壇」で応募した「上小松四季の会」は、上小松小学

校地域応援団の皆さんで構成されており、平成２５年から週３回活動されています。 

花壇は、良く手入れされていて、審査の視点もすべてにおいて高得点で、特に花壇管理の状態

が高い得点でした。審査員からも、「丹精込められている」、「思いが伝わってくる」、「花の主張

がわかる」などの感想がありました。 

昨年度の奨励賞からステップアップして、区長賞の受賞となりました。 

エントリー№2 

花壇の名称 ふれあい花壇 

団体名 西新小岩リバーハイツ団地自治会

所在地 西新小岩 2-1-1 

講評：「ふれあい花壇」で応募した「西新小岩リバーハイツ団地自治会」は、団地の有志の方が管理し

ている花壇です。「花いっぱい！あなたも私もしあわせいっぱい！」をセールスポイントに活動さ

れています。花壇は団地の中庭にありますが、団地内だけでなく、地域に安らぎを与えられるオ

アシスづくりを目指されています。 

審査の視点もすべてにおいて高得点で、特に花壇管理の状態が高い得点でした。審査員から

は、「コミュニティの形成に役立っている」、「チップが良いアイデアで昨年よりレベルアップして

いる」、「先を見越したチューリップに夢がある」などの感想がありました。 

昨年度の奨励賞からステップアップして、会長賞の受賞となりました。 



奨 励 賞（５団体）

エントリー№6 

花壇の名称  新柴又駅北口広場花壇 

団体名 柴又植栽事業推進協議会 

所在地 柴又 5-8 先 

講評：新柴又駅北口広場花壇は、柴又植栽事業推進協議会が管理している花壇です。以前

は、何もない殺風景な駅前でしたが、平成 25 年 11 月から四季折々の花々を植栽し、道

行く人の目を和らげています。 

審査の視点では、活動の継続性や向上性が図られているが高い得点でした。審査員か

らは、「サルビアを見に通りたくなる」、「コーナーに工夫がある」などの感想がありまし

た。今回が初のエントリーでの受賞です。 

エントリー№7 

花壇の名称  金町駅南口広場花壇 

団体名 フラワーキープの会 

所在地 金町 6-4 先 

講評：金町駅南口広場花壇は、フラワーキープの会が管理している花壇です。花壇は、平成２

３年に設置されました。 

駅前で多くの方に見ていただくので、レイアウトを考え、癒される場所になればよいと配

慮されています。週 3回のお手入れで、良い状態での管理が継続されています。 

審査の視点では、周辺の景色と調和しているが高い得点でした。審査員からは、「まとま

りがあってよい」、「高低差が工夫されている」などの感想がありました。今回が初のエン

トリーでの受賞です。 



エントリー№8 

花壇の名称  堀切東緑花の会花壇 

団体名 堀切東緑花の会 

所在地 堀切 2-65 

講評：堀切東緑花の会花壇は、堀切東緑花の会が管理している花壇です。花壇は、平成２５

年に設置され、日当たりもよく四季折々の花をいっぱい咲かせ、通行する方を楽しませて

います。 

審査の視点では、花壇の基盤や表示物が適切に管理されているが高い得点でした。青

いネームプレートが印象的でした。審査員からは、「こぼれ種も大切にしている」、「雨水

利用もよい」などの感想がありました。 

今回が初のエントリーでの受賞です。 

エントリー№13 

花壇の名称  鎌倉 4丁目緑道植樹帯花壇 

団体名 鎌倉 4丁目花と緑を育てる会 

所在地 鎌倉 4-27 先 

講評：鎌倉4丁目緑道植樹帯花壇は、鎌倉4丁目花と緑を育てる会が管理している緑道に設置

された植樹帯を利用した花壇です。平成 26 年から週 3 回程度お手入れをしています。長

い延長に植えられたすべての花に名前の表示が付けられています。 

審査の視点では、地域のコミュニティーづくりに役立っているが高い得点でした。審査員

からは、「多種多様な植物が植えられていて、通りたくなる癒される空間」、「鉢上げした花

苗を配っており、良いアイデア」などの感想がありました。 

今回が初のエントリーでの受賞です。 



駅前おもてなし特別賞 

エントリー№14 

花壇の名称  亀有花風船の会花壇  

団体名 亀有花風船の会 

所在地 亀有 5-33 先 

講評： 亀有花風船の会花壇は、亀有花風船の会が管理している花壇です。昨年度は、会長賞を

受賞しましたが、今年は場所を変えて新しく始めた花壇でエントリーしました。亀有地区の「小

地域福祉活動」の一環として活動を開始し、週 2回お手入れをしています。 

審査の視点では、様々な世代が関わっているが高い得点でした。審査員からは、「継続性が

すごい」、「箇所数も増え、発展している」などの感想がありました。 

エントリー№1 

花壇の名称  立石駅前南北花壇 

団体名 立石駅通り商店会 

所在地 立石 1-19 先・立石 4-24 

講評： 立石駅前南北花壇は、立石駅通り商店会が管理しているコンテナ花壇です。立石駅を

利用されている方へ、花々が笑顔であいさつすることを目的として設置されています。 

駅前の困難な環境での熱心な花壇活動に対して、特別賞の受賞が決まりました。 



キッズ特別賞 

努 力 賞（５団体） 

エントリー№3 

花壇の名称   デュオシティイーストガーデニングクラブキッズ花壇 

団体名 デュオシティイーストガーデニングクラブキッズ 

所在地 東新小岩 1-18-10 

講評： デュオシティイーストガーデニングクラブ花壇のキッズ花壇は、デュオシティイースト

ガーデニングクラブのキッズ会員が管理する花壇です。デュオシティイーストでは、マン

ションの周囲 5か所で花壇活動を行っていますが、そのうちのひとつがキッズ花壇です。

植え付けのプランや日常管理などを小学生が行っています。子どもたちの花いっぱいの

まちづくり活動に対して、特別賞の受賞が決まりました。 

エントリー№4 

花壇の名称 青戸福祉保育園花壇 

団体名 中井教雄

所在地 青戸 3-13-25 

エントリー№3 

花壇の名称 デュオシティイースト 

ガーデニングクラブ花壇 

団体名 デュオシティイースト 

ガーデニングクラブ

所在地 東新小岩 1-18-10

エントリー№9 

花壇の名称 地域活動支援センター 

コパン花壇 

団体名 地域活動支援センターコパン

所在地 新宿 3-9-11 

エントリー№10 

花壇の名称 ペンギン公園花壇 

「木根川フラワー」花壇 

団体名 ペンギン公園花壇 

「木根川フラワー」

所在地 東四つ木 3-47-1 

エントリー№12 

花壇の名称 区立半田小学校花壇 

団体名 半田小学校地域応援団 

所在地 東金町 5-16-1 

エントリー№11 

花壇の名称 ときわ花小路花壇 

団体名 常盤中学校地域応援団

所在地 金町 2-11 先 



協議会の活動報告 

花いっぱいホームページにご参加ください。 

事務局からのお知らせ         

 第 2 回かつしか花いっぱいの花壇コンクールも花いっぱいのまちづくり推進協議会会員の皆さん、

役員の皆さんのご協力をいただき、無事終了することができました。この場をお借りして、御礼

申し上げます。 

 第 3 回花壇コンクールは、皆さんのご要望が多いことから、春開催となります。皆さんのより

一層のご協力をお願いいたします。 

 ますます、寒くなってまいりますが、ご自愛いただき、良いお年をお迎えください。 

 今年、一年いろいろとお世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。 

花いっぱいのまちづくりホームページが 27 年 4 月から開設されました。 

皆さんのご参加をお待ちしております。 

ホームページＵＲＬ https://www.hanaichi-katsushika.jp/

区の公式ホームページのバナーからもご覧になれます。 

 ＱＲコード 

花いっぱいのまちづくりのつどい報告 

平成 28 年 11 月 5 日（土）にウィメンズパルで開催された「花いっぱいのまちづくりの 

つどい」の鉢上げ体験コーナーに推進協議会会員 12 名が参加し、緑化推進協力員の方と

協力して、延べ 150 人に鉢上げを指導しました。 

当日は、ＮＨＫ『趣味の園芸』メインナビゲーターの三上真史さんの講演会もあり、大変

盛況でした。 


