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   令和元年６月２９日 五街区沿道プランター緑化「花苗植え替え」 

 

      洋光台地域ケアプラザ             洋光台第四小学 

 

    本事業は横浜みどりアップ計画「地域緑のまちづくり事業」より助成金を受けて行っています 

 

 



平成 30年度 活動実績 
計画策定および事業計画 1年度目 

 

 ２月１９日（月）１１時～１６時 市役所 提案書作成についての事前相談 

 ３月１５日（木）２０時～２１時 （定例）一次提案に向けての会合 

 ４月１１日（水） ９時～１２時 市役所 提案についての説明会 

 ４月１９日（木）２０時～２１時 （定例）説明会内容報告 

 ４月２８日（土）１０時～１２時 花植え準備（五街区環境整備事業） 

 ５月 ３日（木）１３時～１５時 一次提案に向けてのディスカッション 

 ５月 ４日（金）１０時～１２時 集会所周辺花植え（五街区環境整備事業） 

 ５月１７日（木）２０時～２１時 （定例）一次提案内容確認 

 ５月２８日（月）１３時～１６時 一次提案に向けての最終確認 

 ６月 ４日（火） ９時～１１時 市役所 一次提案書提出 

 ６月２１日（木）２０時～２１時 （定例）提出報告 

 ７月１０日（火）１０時～１２時 説明会（関内） 

 ７月 ３日           一次提案採択決定（環創み第７３３号） 

 ７月１９日（木）２０時～２１時 （定例）一次提案結果説明 

 ７月３０日（月）１３時～１５時 二次提案書作成についての第１回会合（内海・大澤先生） 

 ８月 ４日（土）１０時～１２時 集会所周辺花植え（五街区環境整備事業） 

 ８月１６日（木）２０時～２１時 （定例）二次提案書作成内容確認 

 ８月２０日（月）１３時～１５時 二次提案書作成第２回会合（内海・大澤先生） 

 ９月１０日（月）１３時～１５時 二次提案書作成第３回会合（内海・大澤先生） 

 ９月２０日（木）２０時～２１時 （定例）二次提案書作成内容確認 

 ９月２５日（火）１３時～１８時 二次提案書作成第４回会合（内海・大澤先生） 

１０月 １日（月）１７時～１９時 二次提案書最終確認 

１０月 ２日（火）１７時～１９時 二次提案書作成 

１０月 ３日（水） ９時～１１時 市役所 二次提案書提出 

１０月１８日（木）２０時～２１時 （定例）提出報告 

１０月３１日（水）２０時～２１時 ヒヤリング予行 

１１月 １日（木） ９時～１２時 市役所 ２次提案ヒヤリング 

１１月１５日（木）２０時～２１時 ヒヤリング結果報告 

１２月 ７日（金） ９時～１２時 市役所 協定締結・申請方法説明会 

１２月 ９日（日）１０時～１２時 集会所周辺花植え（五街区環境整備事業） 

１２月１５日（土）１３時～１５時 協定締結に向けて準備説明会 

１２月１７日（月）１９時～２１時 二次提案結果報告 

１２月２０日（木）２０時～２１時 「洋光台五街区みどりアップ委員会規約」制定 

                 「洋光台五街区みどりアップ委員会運営委員会」発足 

 １月 ９日（水）１５時～１６時 市役所 協定締結 

 １月１７日（木）２０時～２１時 （定例）協定締結説明と今後の予定 

 ２月１８日（月）１５時～１６時 洋光台第四小学校 絵画回収（絵ﾌﾟﾚｰﾄ準備） 

 ２月２１日（木）１８時～１９時 （定例）花植え予定など 

 ２月２５日（月）１３時～１５時 地域ケアプラザ 花植え 

 ２月２６日（火）１４時～１５時 洋光台第四小学校 花植え 

 ３月 ２日（土）１３時～１５時 市役所 「地域緑のまちづくり」活動報告・交流会 

 ３月１５日（金）１３時～１６時 花植え大会準備 

 ３月１６日（土） ８時～１３時 五街区外周道路花植え大会・竣工懇親会 

 ３月２５日（月）１５時～１６時 市役所 助成金実績報告書提出 

 ３月２５日（月）１８時～２０時 会計会議 



 ３月２６日（火）１４時～１６時 竣工検査 

 ３月３１日（日）１０時～１２時 集会所周辺花植え「磯子の街花いっぱい運動」 

 

平成 30年度 民有地地域緑化助成金 

 Ｈ３１． ２． ７ 交付決定通知 （環創み第２１６０号）＜４，９２６，０００円＞ 

 Ｈ３１．３０．２５ 実施報告書提出＜４，９２６，０００円＞ 

 Ｈ３１． ４． ４ 金額確定通知 （環創み第２８６９号）＜４，９２６，０００円＞ 

 Ｈ３１． ４． ４ 助成金請求提出＜４，９２６，０００円＞ 

 Ｈ３１． ４．３０ 入 金    ＜４，９２６，０００円＞ 

 Ｒ０１． ５．１５ 支払い    ＜４，９２６，０００円＞ 

平成 30年度 緑化活動支援助成金 

 Ｈ３１． ２．１３ 交付決定通知 （環創み第２２２５号）＜７４，０００円＞ 

 Ｈ３１．３０．２５ 実施報告書提出＜６７，０００円＞ 

 Ｈ３１． ４．１０ 金額確定通知 （環創み第２９１５号）＜６７，０００円＞ 

 Ｈ３１． ４．１１ 助成金請求提出＜６７，０００円＞ 

 Ｈ３１． ４．３０ 入 金    ＜６７，０００円＞ 

     



コ ラ ム （第２号） 

「人のつながり・・お花を植えて」 

 ２月２５日、花の苗が植えられたハンギングバスケット３０基が洋光台地域ケア

プラザの正面入口の擁壁に飾られました。この日はケアプラザを利用したお母さん

と、お子さん数組が、みどりアップ委員会の皆さんと一緒に花植えのお手伝いをし

て下さいました。慣れない手つきで始めたものの、しだいに皆さん上手になって、

あっという間にきれいなお花の歩道を作ってくれました。 

皆さんありがとうございました。 

 きれいなお花を維持するためには、水やりが欠かせません。 

ハンギングバスケットは保水力があまりないために、一日でも怠ると大切なお花に

影響します。そこでケアプラザでは花植えの翌日から毎朝、職員が交替で水やりを

することになりました。朝のミーテイング終了後に２名ほどがジョウロ片手に水や

りです。ハンギングバスケットの水やりにはちょっとした工夫が必要です。ジョウ

ロでさっと水やりしただけでは、すぐに水が外に漏れてしまい土まで十分に水がし

み込みません。そこで土に水がしみ込むように少しずつ水をやる必要があるので

す。やはりお手間は大切です。 

 そんな水やりや手入れをしていると通りがかりの人がこんな声を 

掛けてくれます。 

    「お花があると和むわね」 

    「きれいなお花、すてきね」 

    「水やりご苦労様です」 などなど 

職員側も「ありがとうございます」と会釈をします。また、ケアプラザを利用され

ている方々も、口々にお花のことを話題にされています。 

 お花が植えられたことで、ケアプラザ正面入り口の景観も素敵になりました。 

コンクリートの擁壁は無機質でしたが、鮮やかな色どりとなりました。 

道路向かい側の五街区沿いのプランターも合わせると、この周辺の道路は見違える

ようです。お花が植えられたことで、人と人のつながりができます。お花を話題に

声を掛け合うコミュニケーションが生まれます。お花を話題に会話が生まれます。

人と人のつながりを大切にして行きたいと考えている地域ケアプラザとしては、み

どりアップ事業に加えて頂き、本当に良かったと思っています。 

 



 ６月に入って、こんなことがありました。水やりについてです。ケアプラザの近

くに住む、お一人暮らしの男性Ｓさんが、毎朝水やりをして下さることになったの

です。玄関わきの水道を利用してジョウロに水を汲み、丁寧に水やりをされていま

す。Ｓさん毎朝の水やり本当にありがとうございます。 

 

              横浜市洋光台地域ケアプラザ 所長 松崎博司 

 

 

 松崎所長・職員の皆様へ 

 

  毎朝の水やり、お手入れありがとうございます。 

 自分達の住む地域がきれいになって行くのを実感し、また、それに携わっている 

 という思いが、委員ほか関係者皆さんの笑顔や会話の原動力になっていると感じ 

 ています。 

  ２月の花植えを実施して以降、あらためて花の育て方・維持管理などの知識を 

 得なければいけないと実感しました。 

  ハンギングバスケットに４株は多すぎでしたね。水やりで土が流れ出てしまい 

 歩道を汚してしまいました。五月連休頃は元気よく育ち、花同士がギュウギュウ 

 で風通しも悪くなってしまいました。季節により花の育ち方を見越した株数の選  

 定なども必要だとわかりました。 

  この事業を始めてから専門誌を読んだり、園芸関係のテレビを視聴したりする 

 委員の方々も増えた様です。本事業計画の中でも研修会を実施して行きます。 

 単に花を植えるだけでなく、設計から管理まで出来る「みどりアップ委員会」へ 

 成長して行きたいと思います。 

 今後とも益々の御理解と御協力をお願い申し上げます。（森野） 

     



 令和元年度（事業計画２年度目）計画概要 
 

［五街区］  

  （１） ９月下旬 見積もり・工事打合せ 

     １０月上旬 助成金交付申請 

     １１月中旬 工事着手 

       ※ ３棟４棟北側中央道路  プランター（３３基）によるアジサイ９９株緑化 

         建物雨どい利用の「雨水貯蔵ﾀﾝｸ(ﾐﾆﾀﾞﾑ)」（３基）にて水あげ装置を設ける 

         計画を見直して１棟東側外周道路にも（４基）大型プランターを設置する。 

       ※ １棟南側中央道路法面 木製土留めによるツツジ（１９２株）緑化 

       ※ 洋四小新一年生児童絵プレート（２枚）増設（令和２年２月） 

  （２）１年度外周道路大型プランター花苗植え替え（３回） 

          （令和元年７月、１１月、令和２年２月） 

［地域ケアプラザ］ 

       ※沿道擁壁植栽地緑化（コトネアスター等） 

         ケアプラザ改修工事の工程に合わせて当初計画時期を変更します。 

       ※１年度ハンギングバスケット花苗植え替え（３回） 

           （令和元年７月、１１月、令和２年２月） 

［洋光台第四小］ 

      ※職員入口手前花壇の緑化（クレマチス・芝桜等２０９株） 

      ※１年度正門周辺大型プランター花苗植え替え（３回） 

          （令和元年７月、１１月、令和２年２月） 

［広報活動］ 

      ※広報誌年３回発行 

          （令和元年８月（第２号）、１２月（第３号）、令和２年３月（第４号）） 

［研修会］ 

      ※花壇管理を学ぶ研修会（年３回） 

         ①令和元年７月 花苗の特徴と維持管理（水やり・肥料） 

                  種のまき方（種まきから鉢上げまで） 

         ②令和元年１１月 樹木の維持管理について 

         ③令和２年 ２月 冬の花苗の維持管理について 

 

 概算事業費 

  民有地地域緑化   ￥４，６６５，０００－ （助成見込み￥４，１９８，０００－） 

  地域緑化活動支援    ￥８０２，０００－ （１００％助成対象） 

 

 

 



第１回研修会 概 要 
「夏の花苗の維持管理について・種の植え方・育て方」 

 

日時・場所：令和元年７月６日（土）１４時～１７時 （五街区集会所） 

講   師：株式会社グリーン武内 造園部 菊池課長様（造園施工管理士） 

                     井関  様（グリーンアドバイザー） 

内   容：①今回、植えた花苗の特徴（ナデシコ・ガーベラ・ミニヒマワリ） 

      ②水やりのポイント 

      ③肥料を上げる際のポイント 

       肥料の形状・性質・成分表示・タイプ・与え方 

      ④種まきについて 

       種のまき方・種と光の関係・発芽と温度・播種後の水管理 

       鉢上げ（鉢上げで失敗しない注意）・鉢上げの手順・管理 

 

★★おどろくほど素人な委員長の研修成果★★ 

     ①植える時は株元に土を被せない 

        株元の芽に土を被せない！株元が蒸れない様に！風通しを良く！ 

     ②花の選定は特徴を考えて 

        今回植えたナデシコは寒さに強い花だから、夏には弱い！ 

        花苗も高温多湿は苦手！ 

     ③愛情・手を掛けた分、花は答えてくれる 

        枯れた花茎等の手入れをすることで次の花が出てくる 

     ④道具は手入れを 

        花ガラツミ等で使った鋏等は使った後、洗うか消毒を。 

        カビ菌等が移るのを防ぐ 

     ⑤夏の水やり時はホース内の水が高温になっていることがあるので 

        確認してから水やりを。葉を洗う目的以外では葉に水をかけないで根元に！ 

        ホースから直接よりジョウロ等ワンクッション入れた方が良い 

     ⑥光・水・空気で光合成。根から水（Ｏ・Ｈ）、葉には光と炭素と酸素 

        葉の裏も大切！風通し良く！ 

        「窒素・リン酸・カリウム」は肥料として最も必要であり、また用土中で 

        不足しやすい！ 

     ⑦「ガーベラ」はのんびり屋さん 

        今回植えたガーベラは花が枯れたら茎の根元から切るのだが次の花芽が出て 

        くるのに日数が必要。 

        「ヒマワリ」はかれた花を切ると直ぐに次の花が咲いてくれる。 

 



 
小雨の中でも植替え作業は楽しい     （区役所の）お兄様も夢中 

 
アイストツプ箇所にはシンボルのゴールドクレスト  沿道に大型プランター５０基 

 
地域ケアプラザのハンギングバスケット植替え準備    男の子もママと可愛いお花は大好き 

 
  洋四小の自然大切委員会の子供達      校長先生と一緒に楽しいな 


