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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 

5月 30 日と 7 月 10 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。 

5 月 30 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 1 団体 

団体名 しゃぼん玉の泉 mitiue 

代表者 田崎 きみ子 

主な活動場所 道上小学校 

会員数 7 名 

※入会が承認されました。 

7 月 10 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 2 団体 

団体名 細田一丁目町会せせらぎガーデン 一之台中学校 bloom flowers 

代表者 川原田 輝代 小笠原 宗興 

主な活動場所 細田一丁目 18 番先（東用水せせら

ぎ通り） 

西亀有 4-1-1（一之台中学校） 

会員数 31 名 16 名 

※入会が承認されました。 

２．現況報告 

加入状況：活動団体４７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８ 

事務局：環境課緑化推進係 

３．第 4回花いっぱいの花壇コンクール結果について（後段で紹介します） 

※事務局より審査結果、講評を説明しました。 

４．「花いっぱいでおもてなし」について 

（１）参画プログラム「花いっぱいでおもてなし」 

東京2020大会に向け、地域を花で彩りおもてなしいたします。かつしか花いっぱいのまちづくり
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推進協議会が中心となって、飾区全域で行われている花いっぱいのまちづくり活動団体などに

参加を呼びかけ、賛同いただいた団体などとともに「花いっぱいでおもてなし」を東京 2020 参画

プログラムとして展開いたします。 

① かつしか花いっぱいのまちづくりでおもてなし 

② どこでも水やりおまかせ型立体花壇「フラワーメリーゴーランド」の新たな展開 

③ 立体型花文字でおもてなし 

 ④ 変化朝顔でおもてなし 

７月２９日に、この活動の開会式が開催され、20 団体の方が出席されました。 

花いっぱいでおもてなしサポーター募集 

 ＪＲ金町駅北口に２基、南口に３基設置された「フラワーメリーゴーランド」のお手入れ（花の植

替えや切り戻し、花がら摘みなど）をやっていただける方を募集します。９月から活動を始める予定

です。詳しくは、事務局：環境課緑化推進係５６５４‐８２３９まで!! 

会場風景 区長挨拶

農産高校生徒さんによる

ライブパフォーマンス 

参加者全員で東京 2020 大会の 

2 年前を表す「２」をつくりました。
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かつしか花いっぱいの花壇コンクール入賞花壇が決定しました。 

2回目の春開催となった「第 4回かつしか花いっぱいの花壇コンクール」については、平成30年

2 月に募集を行い、20 の花壇にご応募いただきました。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(5/9・5/17)の現地調査及び各応募団体

等から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

会による審査準備会(5/30・書類審査）、審査会(6/2・現地審査)により決定しました。 

（花壇の写真は、二次審査後に事務局で撮影したものです。現在の状況ではありません。） 

飾区長賞 

表彰式 

集合写真 

第 4 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、２０の花壇がエン

トリーされ、９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１５か所、今回初めてエントリーされた花壇が５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」「花壇デザイン」「花壇管理の状

態」「草花の生育状況」の４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。今回は、審査項目に「花壇デザインのテーマが表現されている。」を加え、それぞ

れのエントリー花壇のテーマが花壇に表現されているかという点も審査しました。 

 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を資

料とした審査準備会を経て、２０か所すべての花壇を現地審査いたしました。 

 審査会では２０の花壇を審査員が見て回り、審査準備会資料と総合的に勘案し評価い

たしました。 

今回エントリーされた花壇も前回同様、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おり、街中の貴重なやすらぎのスポットとな

っていました。 

 それぞれの花壇を見せていただいた審査員から、花壇が確実にレベルアップされてい

る、様々な条件の中で苦労されている、花を見れば手入れがわかるなどの参加花壇の日々

のご努力を評価する意見が多数出されました。 

また、今回初めてコンテナでエントリーされた花壇が区長賞を受賞されたことは、花壇コ

ンクールの新たな展開を予感させるものでもありました。 
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飾区長賞 

エントリー№11 

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 3-23-1 

講評：亀有花風船の会は、第 1回から引き 

続きエントリーされ、第 1回が「かつ 

しか花いっぱいのまちづくり推進協議 

会会長賞」、第 2回が「奨励賞」、第 3 

回が「飾区長賞」受賞と常に安定し 

た花壇づくりをされております。 

  亀有花風船の会には、高齢者クラブ、町会、民生・児童委員、社会福祉協議会など

様々な方が参加されており、毎回花壇を変えてエントリーされています。今回は、

商店街入り口を飾るコンテナでエントリーされ、デザインを「花屋さんでいろいろと

草花を並べ、色合い、街並みとの調和を考え、”ほっとする通勤・通学・お買い物の

「道」”をイメージし、テーマは「ふるさと亀有花と緑の安心ロード」として、振り込め

詐欺防止の標語も設置されていました。 

 審査員からは、「勉強熱心。地域一丸となり、勢いがすごい」、「プランターまでコー

ディネートしてあり、すばらしい」などの意見がありました。 

  評価点は、すべての項目で高得点でしたが、特に「活動の継続性や向上性が図ら

れている」、「周辺の景色と調和している」が高得点で、2 年連続の「飾区長賞」の

受賞となりました。 
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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№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 

講評：鎌倉 4丁目花と緑を育てる会は、 

第 2 回からエントリーされ、第 2回、 

第 3 回ともに「奨励賞」を受賞されて 

おります。  

  地域のお花好きなメンバーが、隣の 

児童遊園の子どもたちを見守りながら 

活動されており、植えてある植物も子供たちに踏まれても折れにくいものを選ぶ

などの工夫もされています。また、水やりなどを公園の子どもたちが手伝ってくれ

たり、虫さがしを一緒にするなど地域のコミュニティーづくりに一役買っています。

  花壇のデザインテーマを「野草種を多く植栽した、自然風な花壇」としており、テ

ーマが非常に良く表現されていると感じました。 

  審査員からは、「宿根草をベースに花の香りがする楽しく歩ける小路」、「小路の両

側に見事な手入れの花壇で、自然な花と調和している」などの意見がありまし

た。 

  評価点は、すべての項目が高得点で「季節感が感じられる」、「地域のコミュニティ

ーづくりに役立っている」などの評価が特に高く、初の「かつしか花いっぱいのま

ちづくり推進協議会会長賞」の受賞となりました。 
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奨 励 賞（５団体） 

エントリー№2 

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 

講評：地域活動支援センターコパンは、第 1 回から引き続きエントリーされており、第 3 回

に特別賞を受賞されています。 

 障がい者の方、地域のボランティア、職員の方で花を育てる楽しさを感じ、近隣の方々と

のコミュニティーの形成にも役立てています。 

 花壇のデザインテーマは、「新緑の風に誘われて咲き誇るお花たち」でビタミンカラーを

中心にした花々が、テーマのとおり咲き誇っていました。 

 審査員からは、「名札にユーモアがあり、楽しく演出している」、「きれいにお花がいっぱ

いです。毎年努力が感じられます」という意見がありました。 

 評価点は、「活動の継続性や向上性が図られている」、「地域のコミュニティーづくりに役

立っている」が高得点で、「奨励賞」を受賞されました。 

エントリー№1 

花壇の名称：ときわ花小路花壇 

団体名：飾区立常盤中学校学校地域応援団

所在地：金町 2-11 

講評：飾区立常盤中学校学校地域応援団は、第 1 回から引き続きエントリーされ、

第 1 回には「飾区長賞」、第 3 回には「かつしか花いっぱいのまちづくり推進協

議会会長賞」を受賞されております。 

  常盤中学校の南側の道路面と「ときわ花小路」の一部の花壇を中学生ボランティ

アが苗を植え、地域応援団のメンバーが管理しており、メンバーは「無理無理ナ

シナシ」を合言葉に、頑張りすぎず息の長い活動を心がけられています。 

  花壇のデザインテーマを「初夏の花遊び、香りの散歩道（プロムナード）」として、

ビタミンカラーゾーン・クールゾーン・スィートゾーンの 3 つの花壇にハーブがち

りばめられテーマが良く表現されていました。 

  評価点は、「健全な生育状態が保たれている」、「花や植物の特性を活かした配

置が巧みである」が高得点で「奨励賞」を受賞されました。 
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エントリー№8 

花壇の名称：半田小学校花壇 

団体名：飾区立半田小学校学校地域応援団

所在地：東金町 5-16-1 

講評：飾区立半田小学校学校地域応援団は、第1回から引き続きエントリーされ、第

1回に「奨励賞」、第3回に「かつしか花いっぱいのまちづくり推進協議会会長賞」

を受賞されております。 

   半田小学校学校地域応援団メンバーが季節を感じるような花を植えて、小学校

の児童や、保育園の園児にも楽しんでもらいたいと活動されています。 

    花壇のデザインテーマを「元気いっぱい 半田小学校」として、サルビアを高学

年の児童、ニチニチソウを低学年の児童にたとえ、暑さに負けず元気いっぱい

な半田小学校の児童を表現しています。 

    審査員からは、「一生懸命花壇を作っているのが良かった」、「色と手入れとお花

の元気を感じます」という意見がありました。 

    評価点は、特に「地域のコミュニティーづくりに役立っている」、「周辺の景色と調

和している」が高得点で「奨励賞」を受賞されました。 

地域活動支援センターコパン 
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エントリー№16 

花壇の名称：東京都立農産高等学校正門花壇 

団体名：東京都立農産高等学校園芸デザイン科

所在地：西亀有 1-28-1 

講評：東京都立農産高等学校園芸デザイン科は、第 3回からエントリーされ、第 3回は「奨

励賞」を受賞されました。 

   園芸デザイン科草花類型の生徒さんが授業の中で植栽し管理されている花壇で

す。季節ごとに色彩やバランスを考えて植付され、生徒のみならず、来校者や地域

の方の心を癒すことを願っています。 

    花壇デザインのテーマを「春から夏へ」として、平面図に植え付ける花々をイメージし

て夏の花壇を表現しています。  

    審査員からは、「学生らしいデザイン性が感じられる」、「壁ぎわのアレンジ、これから

の花壇の満開時が楽しみ」との意見がありました。 

    評価点は、「花壇の基盤や表示物が適切に管理されている」、「花がらや雑草の処

理、清掃が行き届いている」が高得点で、2年連続の「奨励賞」の受賞となりました。

エントリー№10 

花壇の名称：区役所バス停前花壇 

団体名：区役所いこいのガーデンクラブ

所在地：立石 5-13-1 

講評：区役所いこいのガーデンクラブは、第3回からエントリーされ、第3回に「奨励賞」

を受賞されました。 

  区の社会参加セミナー「花壇づくりボランティア講座」を受講してグループを作った

皆さんで管理されている花壇です。季節の花で区役所に訪れる方を憩いと潤いで

おもてなしされています。 

 花壇のデザインテーマを「花咲く広場（左側花壇）と花の首飾り（右側花壇）」とし

て、左側花壇は花々で噴水や小さな丘を、右側花壇は花々でセーターや花の首飾

りを飾った淑女を表現しています。 

  審査員からは、「バス停前にきれいに咲いている。手入れも行き届いている。」、

「区役所の玄関を華やかに彩っている。」などの意見がありました。 

  評価点は、「花や葉の色調や植物の特性を活かした配置が巧みである」、「地域の

コミュニティーづくりに役立っている」が高得点で、「奨励賞」を受賞されました。 
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ステップアップ特別賞 

エントリー№5 

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： 堀切東緑花の会は、第 2 回からエントリーされ、第 2 回に「奨励賞」を受賞されてい

ます。 

     堀切二丁目の区道の日当たりのよい一角で、有志の皆さんで和気あいあいに活

動され、四季折々の花をいっぱい咲かせて、通行中の方に楽しんでいただいてい

ます。 

     花壇デザインのテーマを「春」として、全体に色とりどりの花が植えられています。

特に背の高い「カイガラソウ」が印象的で、毎年、着実にレベルアップしている点が

評価され、「特別賞」を受賞されました。 

東京都立農産高等学校園芸デザイン科 
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花咲くふれあい特別賞 

努力賞（８団体１１花壇） 

エントリー№15 

花壇の名称：東用水せせらぎ通り花壇 

団体名：細田 3丁目花をいっぱいにする会 

所在地：細田 3-31～34 

講評：細田 3 丁目花をいっぱいにする会は、今回初めてのエントリーで、「細田三丁目せ

せらぎ公園花壇」と「東用水せせらぎ通り花壇」の 2か所でエントリーされました。 

  細田三丁目の居住者の皆さんで結成され、花壇の主な管理は町会役員の皆さんが

行っています。 

  花壇のデザインテーマは、「花咲くふれあいの散歩道」でベゴニアやポーチュラカな

どで、用水の遊歩道を彩っています。 

  審査員からも「楽しく歩ける小路である。沿道住民の努力が大である。」、「プランタ

ーの管理を各家庭に任せるなど、長い延長を多くの人で連携して管理している」など

の点が評価され、「特別賞」を受賞されました。  

エントリー№3 

花壇の名称：小松の花こみち花壇 

団体名：小松の花こみち 

所在地：新小岩 4-30-1 

エントリー№7 

花壇の名称：スワンガーデン花壇 

団体名：スワンガーデン 

所在地：白鳥 4-6-1 

エントリー№4 

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 

エントリー№6 

花壇の名称：フローラル高砂花壇 

団体名：フローラル高砂 

所在地：高砂 4-1-49 
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かつしか環境・緑化フェア２０１８に参加しました。 

エントリー№20 

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 

エントリー№12 

花壇の名称： 

団体名：えきひろの花こみち 

所在地：新小岩 1-47 

エントリー№14 

花壇の名称：細田三丁目 

せせらぎ公園花壇 

団体名：細田 3丁目 

花をいっぱいにする会 

所在地：細田 3-19 

エントリー№9 

花壇の名称：東金町中学校花壇 

団体名：東金町中学校学校地域応援団

所在地：東金町 5-3-1 

エントリー№17 

花壇の名称：柴又フロリズ花壇 

      （桜道中学校） 

団体名：柴又植栽事業推進協議会 

所在地：柴又 4-31 

エントリー№18 

花壇の名称：柴又フロリズ花壇 

      （柴又小学校） 

団体名：柴又植栽事業推進協議会 

所在地：柴又 4-31 

エントリー№19 

花壇の名称：柴又フロリズ花壇 

      （東柴又小学校） 

団体名：柴又植栽事業推進協議会 

所在地：柴又 4-31 

６月１０日にテクノプラザかつしかで開催されたかつしか環境・緑化フェア２０１８

の鉢上げ体験コーナーに協議会から１０団体１３名の方が参加しました。 

会場の入り口は、フラワー 

メリーゴーランドでお出迎え

農産高校定時制生徒さん 

のハンギングで会場を装飾鉢上げを指導中

農産高校全日制生徒さんの押し花

で、はがき作り 
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花いっぱいホームページにご参加ください。 

訃報 

事務局からのお知らせ         

第 4 回花壇コンクールの入賞花壇が決定いたしました。今回は、事務局のひとつの目標

であった 20 花壇がエントリーされました。次回は、さらにエントリー花壇がふえますよ

う事務局もＰＲに努めますので、活動団体の皆さんもご協力・ご参加をお願いいたしま

す。 

 フラワーメリーゴーランドの設置も進んでおります。フラワーメリーゴーランドは、

区役所に 8 基、都立農産高校に 2 基、ＪＲ亀有駅南口周辺に 7 基、ＪＲ金町駅周辺に 5

基設置してありますので、お近くにお立ち寄りの際は、ぜひご覧ください。 

今年は特に暑い日が続き、熱中症の事故の報道が相次いでおります。花壇のお手入れ

などをしていると、ついつい時間を忘れがちになります。活動の際は、熱中症に十分ご

注意いただき、水分・塩分のこまめな補給を忘れないようにお願いいたします。 

花いっぱいのまちづくりホームページが 27 年 4 月から開設されています。 

第 4 回かつしか花いっぱいの花壇コンクール入賞花壇や過去のコンクールの結果もご

覧いただけます。 

ぜひ、一度ご覧になってください。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 

平成 26 年 9 月の協議会発足時より幹事をお勤め頂いておりました「水元公園飾菖蒲

まつり実行委員会」穴澤 邦明氏におかれましては、平成３０年６月１６日にご逝去され

ましたので、お知らせいたします。 

 穴澤 邦明氏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。


