
これまでの⼀⼈⼀花運動の取組み（取組み⼀覧）

○花づくりを促進するメニュー

花によるまちづくりメ
ニュー名称 花づくりの主体 場所 時期・頻度 プロモーション・

呼びかけ⽅法 「共創のまちづくり」 持続可能な仕組み 今後の展開の可能性
（⽅向性） 詳細内容

⼀⼈⼀花スポンサー花
壇制度

福岡市内の企業（主
にBtoC企業）等

都⼼部の道路（歩
道・中央分離帯）
や公園等
【市有地】

協賛にかかる協定は１年
ごとに更新
（４⽉から翌３⽉まで）

・⼀⼈⼀花HPで協賛企業を公募
・企業へ直接呼びかけ

・福岡都⼼部の「おもてなし花壇」を企業によ
り設置（「皆様の花壇が天神・博多に︕」と
いうニュアンス）
・敷地内に花壇を設置する場所がない企業
でも「⼀企業⼀花壇」への参加が可能となる
仕組み

・企業名称・ロゴ等の露出（花壇に特製プ
レート設置，⼀⼈⼀花HPや市発⾏物での企
業ロゴ掲⽰）
・協賛企業向けの花づくり講座などの特典付
与

・より多くのBtoB企業や中⼩企業等が協
賛したくなる仕組みづくり
・さらなるインセンティブを感じる協賛企業
特典やスポンサーフォローの検討

http://hitori-
hitohana.city.fukuoka.lg.j
p/sponsor/

⼀⼈⼀花ボランティア花
壇制度

花づくりに取り組む企
業や市⺠

⾝近な公園や道路
などの公共空間
【市有地】

随時受付 ・⼀⼈⼀花HPで募集
・市政だよりで案内　等

・市⺠等による駅前広場，公園，⽣活の
拠点などでの花の⾵景づくり
・花による多世代交流や地域コミュニティ，
健康づくり等の場の創出

・花づくりに必要な⼟壌改良を市で実施（最
初のみ）
・緑のまちづくり協会による助成制度の活⽤が
可能

・ボランティア花壇として活⽤可能な公共
⽤地等の拡充・発信
・既存ボランティア活動の⽀援策拡充
※「⼀⼈⼀花活動サポート企業制度」によ
るインセンティブ検討中

http://hitori-
hitohana.city.fukuoka.lg.jp/
volunteer/

⼀⼈⼀花パートナー花
壇制度

花づくりに取り組んでい
る企業や市⺠（⼀⼈
⼀花運動開始前から
の取組み含む）

⺠有地や各施設の
エントランス部をはじ
め道路に⾯する⼈
⽬につく花壇等
【⺠有地・市有地
等】

随時受付
（2019年１⽉開始）

・⼀⼈⼀花HPで募集
・市から関係団体等への呼びかけ

・花壇づくりに取組んでいる市⺠や企業と，
⼀⼈⼀花運動をきっかけとした新たな絆づくり
・区役所内での横断的プロジェクトとしての共
創への取組み等

・⼀⼈⼀花関連イベント情報やお役⽴ち情報
等のお知らせ
・登録者からのニーズ把握や，地域での花のイ
ベント実施等の周知や協⼒等

・お役⽴ち情報の充実
※「⼀⼈⼀花活動サポート企業制度」によ
るインセンティブ検討中
・双⽅向の情報共有の充実
・ヤフオク!ドームの「ホークスガーデン」のよう
に，企業の地域・社会貢献やESG・
SDGsへの取組み等との連携

http://hitori-
hitohana.city.fukuoka.lg.j
p/partner/

⼀⼈⼀花活動サポート
企業制度

花づくり等に取り組む
市⺠，企業の団体等

市内の花壇
【⺠有地等】

随時受付
（2019年４⽉開始）

・⼀⼈⼀花HPで「サポートメニュー」
の利⽤者を募集
・サポートの対象となる活動団体等
に直接的にお知らせ
※⽀援する側の園芸店などにも呼
びかけ

・花によるまちづくり（コミュニティ活性化，ま
ちの魅⼒向上等）を⾏う市⺠等を，園芸
店など花のサプライヤー側の⺠の⼒でサポート
（⺠×⺠の繋がり）

・サポートメニュー（とその提供企業）は⼀⼈
⼀花HPに掲載
(⼀⼈⼀花HPに専⽤ページ作成予定)
・サポートメニューが利⽤された際は，市・⽀援
する側・される側それぞれで活動状況等を発
信

・サポートメニューの充実
・サポート対象事業の拡⼤（パートナー花
壇向け，ボランティア花壇向け，緑のコー
ディネーター向け等）
・メニュー利⽤者拡⼤のためのプロモーション
・メニュー利⽤状況等の発信強化

http://hitori-
hitohana.city.fukuoka.lg.j
p/news/detail/62

フラワーキャンペーン
（福博花しるべ）

天神・博多駅地区の
チューリップロード沿線
の商業施設や⼀⼈⼀
花スポンサー企業のオ
フィス等

商業施設内のイン
フォメーションや，オ
フィスのエントランス
等
【⺠有地】

2019年３⽉30⽇〜４
⽉７⽇

・エリアマネジメント団体の会員企
業へ呼びかけ（エリマネ事務局経
由）
・HP（⼀⼈⼀花，福博花しる
べ）
・⼀⼈⼀花スポンサー花壇の協賛
企業へ呼びかけ

・天神・博多駅エリアのつながりや回遊性向
上を図る「福博花しるべ」の取組みに沿線商
業施設を巻き込み
（従来からの道路上の「チューリップロード」に
加え，その沿線の建物内のインフォメーション
等も花で装飾）

・初回は花瓶付き⽣花を無料配布
・地域（エリアマネジメント団体内）全体での
取組みを促すセミナー等の実施

・参加する商業施設等の拡⼤
・開催期間の拡⼤（春に限らずエリア全体
のイベント時にあわせた実施等）

【主催】福博花しるべ実⾏委員
会
http://hana-
shirube.jp/campaign.html

緑のコーディネーター
講師派遣

花や緑に関⼼のある⽅ 市内 随時受付 緑のまちづくり協会のHPや市政だ
より等で募集

・市⺠の花・緑づくり活動を，市⺠（緑の
コーディネーター）が⽀援

・都市緑化基⾦への寄付などによる緑のまちづ
くり協会の⾃主事業（⾃主財源）で実施

・制度の周知の充実
・緑のコーディネーターのスキルアップ等によ
る講座の充実

https://www.midorimachi
.jp/coordinator/

資料1-4



○花への関⼼などを⾼める機会・場（その１）
花によるまちづくりツール

名称 対象者等 場所 時期・頻度 プロモーション・
呼びかけ⽅法 「共創のまちづくり」 持続可能な仕組み 今後の展開の可能性

（⽅向性） 詳細内容

花のロゴ巨⼤オブジェ
(⼀⼈⼀花スプリングフェス)

2018年4⽉7⽇~15⽇
（スプリングフェス期間
中）

花と⽔のボタニカルアート
(⼀⼈⼀花スプリングフェス)

2019年4⽉6⽇〜14⽇
（スプリングフェス期間
中）

IT×flowerセミナー

・花ビジネスに興味があ
る⼈
・花には興味がなくても
スタートアップやITに興
味がある⼈

Fukuoka
Growth Next
（GooDay FAB跡
地）

2019年2⽉26⽇
・HP（スタートアップカフェ，⼀⼈
⼀花，グッデイ，ストロボライト）
・⼀⼈⼀花SNS　 等

・市の主要施策（スタートアップ）や主要施
設等と，花とのコラボレーションによる相互の
関係強化
・花によるスタートアップの誘導
・花関係⺠間事業者の「共創のまちづくり」へ
の巻き込み

・セミナーの主催者や登壇者として参加にメリッ
トのある企業等とのコラボ
・(ゆるい)関係者マッチング，ミートアップの場と
することによる同様の機会の創出

・同様のセミナーの定期開催（開催頻度
の向上）
・多様な登壇者の展開（による連携企業
の増加）

【主催・登壇者等】ストロボライ
ト・グッデイ・福岡市
http://hitori-
hitohana.city.fukuoka.lg.j
p/news/detail/55

アラカンフェスタ
（⼀⼈⼀花ブース出展）

セカンドライフを考える
シニア層 国際会議場

2019年3⽉16⽇
※アラカンフェスタは毎年
開催，⼀⼈⼀花ブースは
今年初出展

・HP（アラカンフェスタ，⼀⼈⼀
花，福博花しるべ）
・チラシ　等

・シニアライフの充実（健康・⽣きがいづくり・
外出機会の創出・多世代交流）
・市の主要施策（福岡100）や主要施設
等と，花とのコラボレーションによる相互の関
わり強化

・福祉（保健福祉局）施策の既存の枠組み
（毎年実施しているイベント）への出展
・相互の情報発信による広報効果の増幅（お
互いのターゲット層への周知の機会）

・アラカンフェスタ出展をきっかけとした，アラ
カン関連事業（R60倶楽部等）と，花
関係の⾏政，⺠間事業者の連携強化
・同様の市主催イベントとのコラボレーション
機会の拡⼤

【主催】保健福祉局等
【ブース設置】緑のまちづくり協会
※協賛︓エフェクト

博多まちづくりミートアップ
・エリアマネジメント団
体（博多まちづくり推
進協議会）会員
・⼀般市⺠

the　company 2019年3⽉22⽇
HP（博多まちづくり進協議会，⼀
⼈⼀花等）
※参加者募集及び結果報告

・エリアマネジメント団体との共創による，まち
の魅⼒や価値の向上と，それに関わるメン
バーの創出
・市の主要施策（博多コネクティッド）や主
要施設等と，花とのコラボレーションによる相
互の関わり強化

・エリアマネジメント団体の既存の枠組み（定
期開催している会員等向けセミナー）の活⽤

・同様のエリアマネジメント団体主催イベン
トとのコラボレーション機会の拡⼤
・エリアマネジメント団体によるまちづくり事
業等とのコラボレーションの拡⼤

【主催】博多まちづくり推進協議
会【ゲスト】NPOネオギャラク
シー・⽇⽐⾕花壇・⼀⼈⼀花推
進課

KITAZAKI夏フェス ・地域住⺠
・観光客 海づり公園前広場 2018年7⽉14⽇〜

2018年7⽉16⽇
⾃治協議会や市，⼀⼈⼀花HP
やチラシ　等

・花を活⽤した⾏政と地元の共創のまちづくり
（地域活性化）
・特産品の花を活⽤した地域の魅⼒づくり

・地域活性化（農林⽔産局）事業の⼀環と
しての実施

・同様の既存イベントもしくは市主催事業
等での花を活⽤した施策展開

【主催者等】福岡市漁業協同
組合、福岡市農業協同組合、
北崎校区⾃治協議会、農業⽔
産局

⼀⼈⼀花スプリングフェス
（市⺠出展花壇等）

花づくり活動団体や企
業等 警固公園等 毎年４⽉ HP（⼀⼈⼀花，福博花しるべ）

・市⺠，企業とともに花で警固公園を彩る
（都⼼部での花による景観づくり）
・普段花が⾝近にない⼈にも花の価値や花
のある⾵景の良さを感じてもらうきっかけの場
の創出

・市やエリアマネジメント団体等からなる実⾏委
員会形式で実施

・同様の市⺠参加型の花壇の整備・展⽰
の場づくり 資料3-33参照

花育推進事業 市内の⼩・中学⽣ 市内の⼩中学校
2018年9⽉(3回)
2019年2⽉(1回)，3
⽉(1回)

HP（⼀⼈⼀花等）

・実際に花に触れることで花の魅⼒を伝え，
花に興味をもってもらう機会の創出
・作成した花のアレンジメントを家族にプレゼ
ントすることなどによる家庭内でのコミュニケー
ションのきっかけづくり

・市内農林⽔産振興（農林⽔産局）事業
の⼀環としての実施
・福岡県花卉農協との連携

・既存事業等のコラボレーションや，企業
協賛の増加等による同様の場の拡充

【主催】農業⽔産局【協⼒】福
岡県花卉農業協同組合

ミニふくおか2018
市内在住もしくは市内
の学校に通う⼩学３
年⽣〜中学３年⽣

九電記念体育館 2018年8⽉21〜23⽇ ・HP（⼀⼈⼀花等）
・市政だより　等

・⼦どもたちの仕事・まちづくり体験イベントの
中での⼀⼈⼀花スポンサー花壇制度の再現

・こども育成（こども未来局）事業の⼀環とし
ての実施
・花苗1,000株は企業協賛により準備

・企業協賛による花苗数の拡充等
https://www.minifukuoka
.jp/2019/index.html
資料3-21参照

ホークスガーデン
ガーデニングコンテスト

・花づくりに興味のある
企業や市⺠等
・ホークスファンや福岡
ヤフオク!ドームでの花
壇づくりに興味のある
市⺠等

福岡ヤフオク!ドーム
外周デッキ

募集期間︓2019年4⽉
26⽇〜５⽉20⽇
花壇づくり︓同６⽉下旬
予定
※2020年以降も同様の
コンテストを実施予定

・ＨＰ（ホークス，⼀⼈⼀花）
・市政だより
・グリーンノート
・花づくり活動団体へ直接情報提
供

・⺠間企業（福岡ソフトバンクホークス）の
独⾃事業としての，地域密着のおもてなし
景観づくり，ファンとの絆づくり等

・⺠間企業（福岡ソフトバンクホークス）の主
催事業としての実施（福岡市が後援）

・コンテスト申込者の増加のためのプロモー
ション等
・コンテスト⼊賞者の花壇づくりサポートの
拡充

http://hitori-
hitohana.city.fukuoka.lg.jp/
news/detail/58

・実施機会（既存イベント等の活⽤）の
拡⼤
・同様の好循環システムの創出

【主催】
福博花しるべ実⾏委員会

http://hanashirube.jp/

公園の⼀般利⽤者お
よび通過⼈

警固公園
（⼀⼈⼀花スプリン
グフェス会場）

・⼀⼈⼀花スプリングフェスチラシ
（市⽴⼩学⽣全⽣徒に配布）
・HP（⼀⼈⼀花，福博花しる
べ）
・⼀⼈⼀花SNS
・現地での参加呼びかけ

・花に関わる場の創出
・花の価値や花のある⾵景の良さを感じても
らうきっかけの場の創出
※つくる(⽣み出す)→⾒せる(飾る)→広がる
(広げる)→つくる(⽣み出す）の好循環を創
出するための企画として毎年実施している

・市やエリアマネジメント団体等からなる実⾏委
員会形式で実施



○花への関⼼などを⾼める機会・場（その２）
花によるまちづくりツール

名称 対象者等 場所 時期・頻度 プロモーション・
呼びかけ⽅法 「共創のまちづくり」 持続可能な仕組み 今後の展開の可能性

（⽅向性） 詳細内容

植物園⼀⼈⼀花の⽇ 花づくりに興味がある
⽅

福岡市動植物園
（植物園内） 毎⽉11⽇ ・⼀⼈⼀花HP

・市政だより　等

・植物園の⼀⼈⼀花運動の拠点機能強化
による花づくりのきっかけの場の創出
（先着50名に花苗プレゼント）

・企業（園芸店）協賛により来場者に花苗を
無料配布　※約50ポット/⽉

・協賛企業のメリット・インセンティブの拡充
・同様の「きっかけづくりの場」の他施設・店
舗等への拡⼤

⼀⼈⼀花ステーション
（無料植え付け体験の
場）

花づくりに興味がある
⽅

福岡市動植物園
（植物園内）

2018年5⽉〜
（常設）

・HP（⼀⼈⼀花・緑のまちづくり協
会）
・市政だより　等

・植物園の⼀⼈⼀花運動の拠点機能強化
による花づくりのきっかけの場の創出
（⼟の無料提供，花づくり⽤具の無償レン
タル）

・植物園の運営の中で実施 ・同様の「きっかけづくりの場」の他施設・店
舗等への拡⼤

グリッピキャンペーン
（⼀⼈⼀花サミット）

花・緑づくりに興味があ
る⽅，植物園⼀般利
⽤者等

福岡市動植物園
（植物園内）

毎年10⽉
（2018年は10⽉13⽇
〜14⽇に開催）

・HP（⼀⼈⼀花・緑のまちづくり協
会），チラシ等

・緑化推進や花づくり等⼀⼈⼀花運動に取
り組んでいる団体や企業等が⼀同に集い，
学び合い⾼め合う場

・花づくり団体等からなる実⾏委員会形式で
実施（緑化推進や花づくりに関する団体や企
業等が協⼒し，イベントの企画・運営，ブース
出展，広報等を実施）

・出展ブース等の拡充による，集客⼒・話
題性の向上
・花づくりにかかるサプライヤー，エンドユー
ザーなどのマッチングの場としての展開

資料3-24参照

⼀⼈⼀花のつどい表彰式
（⼀⼈⼀花サミット）

緑化活動等に功績の
ある団体等 中央市⺠センター

毎年10⽉
（2018年は10⽉12⽇
に開催）

HP（⼀⼈⼀花・緑のまちづくり協
会）　，チラシ等

・緑化推進や花づくり等⼀⼈⼀花運動に取
り組んでいる団体や企業等が⼀同に集い，
学び合い⾼め合う場

・花づくり団体等からなる実⾏委員会形式で
実施（表彰式及び）

・花による共創のまちづくりのロールモデル事
例紹介や，参加者相互の取組みの情報
共有（更なるスキル・モチベーションアップを
図る場）

資料3-24参照

⼀⼈⼀花×いい夫婦の⽇

11⽉22⽇に婚姻届け
を提出した⽅（花⼀
輪とグッズをプレゼン
ト）

全７区役所と２出
張所の窓⼝ 2018年11⽉22⽇ HP（⼀⼈⼀花・市関係局・福岡

県花卉農業協同組合）　等

・（婚姻届提出者に花をプレゼントすること
で）記念⽇等の花贈り習慣定着のきっかけ
づくり
・花のある⽣活の価値等に気づくきっかけづく
り

・プレゼントする花は花卉農協の提供 ・同様の花のプレゼント機会の定着のため
の⽇の設定（プロモーション）等 資料3-26参照

Myタネチャレンジ 市⽴⼩中学校等の全
児童・⽣徒 市⽴⼩中学校等 2018年7⽉

市内の市⽴幼稚園，⼩学校，
中学校，⾼等学校等の児童・⽣
徒全員（約12万⼈）に花の種を
配布

・花づくりを通して，命を⼤切にする気持ちや
やさしさを育てる（情操教育）

・学校教育（教育委員会）事業の⼀環とし
ての実施

・学校での授業や各種活動等との連携強
化
・マンションでの花づくり⽅法のアドバイスや
⽀援メニューなど花づくりフォローの強化
・配付するタネの協賛企業の獲得（タネ袋
への企業名・ロゴ等の表⽰など）

https://www.midorimachi.j
p/tane/

⼀⼈⼀花・⼀⼈⼀冊運動 図書館利⽤者等 福岡市総合図書館 2018年6⽉1⽇~2018
年7⽉1⽇ HP（⼀⼈⼀花，市関係局） ・図書館内での「⼀⼈⼀花コーナー」による，

花関連読書機会の創出等 ・図書館（教育委員会）の事業としての実施 ・同様の花のプレゼント機会の定着のため
の⽇の設定（プロモーション）等 資料3-14参照

地域の花づくり助成制
度

花づくりに取組む市
⺠，企業等 市内

申請は年２回
 ・上半期︓１⽉
 ・下半期︓７⽉

・HP（⼀⼈⼀花，緑のまちづくり
協会）
・市政だより
・まちとみどり，グリーンノート　等

・花づくり活動団体等による「花による共創の
まちづくり」を促進

・助成⾦（年間最⼤20万円の助成）は，
都市緑化基⾦への寄付などによる緑のまちづく
り協会の⾃主事業（⾃主財源）で実施

・寄付⾦を増やすためのプロモーション等
・⺠間企業（園芸店等）の花関連商品
割引などと連携した⽀援強化

https://www.midorimachi
.jp/help/index.html

私の花物語 花や花づくりに興味が
ある市⺠全般 市内 随時受付 ・⼀⼈⼀花HP

・市政だより　等 ・花のある⽇常の発掘，相互発信 ・市⺠等が撮影者かつ発信者となれる仕組み ・撮影者かつ発信者としての写真愛好家
等との連携

http://hitori-
hitohana.city.fukuoka.lg.j
p/proud/

資料3-10参照



○⼀⼈⼀花関連の情報発信
花によるまちづくりツール

名称 発信相⼿ 発信媒体 発信時期・頻度 プロモーション・
呼びかけ⽅法 「共創のまちづくり」 持続可能な仕組み 今後の展開の可能性

（⽅向性） 詳細内容

⼀⼈⼀花HP・SNS ＳＮＳ利⽤者等

・⼀⼈⼀花HP
・フェイスブック
・インスタグラム
・ツイッター

随時
（毎⽉数回程度）

・市のリリースや広報物でのHP等
紹介（QRコード等）
・庁内外の様々なHP，SNS等と
の相互リンク，シェア，フォロー

・各局，各区役所職員の投稿が可能
・市⺠等からの写真投稿，マップ記⼊等が
可能
・市⺠等の取組みや，市のお知らせ，リリー
ス等を発信

・庁内外の様々なHP，SNS等との相互リン
ク，シェア，フォロー
・福博花しるべ等イベント期間中の集中投稿
（投稿頻度等の拡⼤）

・「#⼀⼈⼀花」の利⽤拡⼤策
・SNSのフォロワーの拡⼤策
・⼀年を通した福博花しるべ期間と同程度
の発信
・花づくりの要望に応じた制度の紹介（フ
ローチャートなど）

http://hitori-
hitohana.city.fukuoka.lg.j
p/
など

⼀⼈⼀花スプリングフェス
チラシ
（名称︓「⼀⼈⼀花フ
ラワーコネクション」）

市⺠全般 Ａ3サイズ，２ペー
ジのリーフレット 毎年３⽉頃

全12万部を配布
・市⽴⼩学⽣全⽣徒に配付（約
8万部）
・公共施設や協賛企業に配布
（約3万部）

・福岡城さくらまつりとあわせたPR
・企業等との連携による特典付与（海の中
道海浜公園（海の中道フラワーピクニック）
⼊園割引券，スタンプラリーによるホークス戦
チケットプレゼント等）

－

・⼀⼈⼀花運動の「春のイベント」としての
「⼀⼈⼀花フラワーコネクション」としての花
関連イベント情報等の充実
・特典の拡充

資料3-33参照

⼀⼈⼀花サミット（グリッ
ピキャンペーン）チラシ

市⺠全般 Ａ4サイズ，2ペー
ジのリーフレット 毎年10⽉頃

全８万部を配布
・市⽴⼩学⽣全⽣徒に配付（約
8部）
・博物館などの公共施設に設置

－ －

・⼀⼈⼀花運動の「秋のイベント」としての
花関連イベント情報等の充実
・参加団体等に関する情報の充実
・特典の拡充

資料3-24参照

⼀⼈⼀花ポスター 公共施設や園芸店等
に訪れる⽅々など Ｂ2サイズのポスター

⼀⼈⼀花運動開始時
（2018年１⽉）に作
成，設置

－ － －

・⼀⼈⼀花運動の始動期から定着推進
期への移⾏に伴うデザイン・内容等の更新
（「花による共創のまちづくり」コンセプトの
明⽰等）

資料3-35参照

グリーンノート
主に花づくり活動を
⾏っている⽅々や，緑
のコーディネーターなど

Ａ4サイズ約10ペー
ジ冊⼦※PDFデー
タを緑のまちづくり協
会HPに掲載

毎⽉１回発⾏

・緑のまちづくり協会HP
・紙の配布（900部発⾏）
※スポンサー花壇協賛企業，緑の
コーディネーター，花の助成を受け
ている団体等へ配布

－ －

・他ジャンルとのコラボレーションによる「花に
よるまちづくり」の取組み状況など掲載内容
の充実
・掲載内容とあわせた情報発信対象の拡
充

まちとみどり
主に花づくり活動を
⾏っている⽅々や，緑
のコーディネーターなど

Ａ4サイズ約20ペー
ジ冊⼦※PDFデー
タを緑のまちづくり協
会HPに掲載

年２回(春・秋)発⾏
※春︓３⽉中旬，秋︓
９⽉下旬

・緑のまちづくり協会HP
・紙の配布(9,000部発⾏)
※スポンサー花壇協賛企業，緑の
コーディネーター，花の助成を受け
ている団体，市役所関係施設等
へ配布

－ －

・他ジャンルとのコラボレーションによる「花に
よるまちづくり」の取組み状況など掲載内容
の充実
・掲載内容とあわせた情報発信対象の拡
充

花づくりハンドブック・
花壇づくりハンドブック

・花づくりに取り組もうと
している市⺠等
・花づくりに取り組んで
おり，さらに詳しくなり
たい市⺠等

各60・64ページ冊
⼦
※PDFデータを緑の
まちづくり協会HPに
掲載

2017年発⾏ HP（⼀⼈⼀花，緑のまちづくり協
会） － －

・当ガイドブックを活⽤した実践の場の充
実・新たな創出
・web上で，より検索・活⽤しやすいコンテ
ンツ化

【発⾏】緑のまちづくり協会
https://www.midorimachi
.jp/book/#b1


