
⼤都市でありながら，⾝近に豊かな⾃然があること，これも福岡市の魅⼒の⼀つです。
さらに，⽇々の暮らしの舞台が美しい花と華やかな緑で彩られれば，少しだけ⼼が豊か
になり，都市の魅⼒はもっと⾼まります。

公共空間から⺠有地，個⼈宅まで，ありとあらゆる場所で，市⺠や企業⼀⼈ひとりが，
そして⾏政が，みんなで⼒を合わせて花と緑を育て，彩りや潤いにあふれ，おもてなし
と豊かな⼼が育まれるまち「フラワーシティ福岡」を創る取り組み，それが『⼀⼈⼀花』
運動です。

157万⼈の市⺠のみなさんが⼀本ずつ花を育てれば，福岡市は157万本
の花で満たされます。

『⼀⼈⼀花！』『⼀企業⼀花壇！』を合⾔葉に，
みんなで福岡を花と緑いっぱいのまちにしていきましょう。

公共空間「場」の提供

市⺠活動⽀援

サポーター企業等の開拓

意識啓発・PR

⼈材育成

〜 花と緑があふれ，豊かな⼼が育まれるまちへ 〜

「⼀⼈⼀花」運動 始動！

⾏政

市⺠

企業

FUKUOKA
FLOWER CITY 

展開イメージ

○都⼼部 〜来街者のおもてなしと市⺠活動の機運を⾼める〜

［公共的空間］
・明治通り
・はかた駅前通り
・公開空地 etc

企業

・公共空間での花壇づくり

・企業協賛による花壇づくり

・敷地内の緑化，
ビル外構のガーデニング

市⺠

○⺠有地 〜市⺠⼀⼈ひとりが花や緑に親しみ⾝近に感じる〜

・集合住宅
・⼾建⾃宅 etc

・通りに⾯した植樹や
花壇づくり市⺠

⾏政

［公共的空間］
・区役所・駅前広場
・街路樹・バス停・公園
・公⺠館・商店街 etc

・店舗前等での花壇づくり

・公共空間での花壇づくり

・⾃治会での街路樹の
除草，清掃

○⾝近な拠点 〜地域コミュニティの輪が広がる〜

企業

市⺠

ひとり ひとはな

ひとり ひとはな いちきぎょう ひとかだん

住宅都市局みどり推進課

04028
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13124
タイプライターテキスト



共通ロゴ

市全体の取組みとして浸透させるため，共通ロゴを作成しました。
花や緑に関する様々な取り組みにご利⽤いただけます。

※展開イメージ写真

当面のスケジュール

【問い合わせ先】
福岡市住宅都市局みどり推進課 井上，渡邉
電話：711‐4424（2951） FAX：733‐5590

２⽉ 市政だより2/１号 特集
職員と市⺠との共働による区役所の花壇 リニューアル
企業協賛による花壇づくり 募集開始
市⺠，企業による花壇づくり 募集開始

３⽉ 「花しるべ」チューリップロード

４⽉ （仮称）「⼀⼈⼀花」ガーデニングショー 開催
企業協賛による花壇 完成
市⺠，企業による花壇 完成
「⼀⼈⼀花」フラワーマップ 運⽤開始
「わたしの花」写真コンテスト 募集開始

５⽉ 植物園「⼀⼈⼀花ステーション」 運営開始

秋 グリッピキャンペーン
「⼀⼈⼀花」サミット 開催（活動の発表や表彰，体験講座 など）

随時 植物園や花畑園芸公園などでの園芸相談や講座
公⺠館などへの「緑のコーディネーター」の派遣

様々な場⾯での花壇づくりや花飾りなどに利⽤できる，共通のロゴ⼊りプレートを配布します。

春のキックオフイベント



⾝近な拠点
～地域コミュニティの輪が広がる～

■公共空間での花づくりに、市⺠・企業の皆様が気軽に取り組める
仕組みづくりを⾏います。

事業の概要 参考資料

〇 市⺠と職員でつくる
花いっぱいの区役所

■職員と市⺠の皆さまと共働で区役所の
花壇をリニューアルします。

■市⺠が訪れる区役所の受付の窓⼝や待合
スペースなどを花で彩ります。

H30年1⽉4⽇
スタート

〇 ⾝近な公共空間での市⺠・企業の
花づくり活動への⽀援

イメージ

〇 企業協賛による花壇づくり

博多駅前通りや渡辺通りなど多くの市⺠や来街者が⽬にする場
所を、企業のご協賛による花壇で修景します。

都⼼部
～来街者のおもてなしと市民活動の機運を高める～で

H30年２⽉
募集開始

例）・企業看板の設置
・地域貢献企業の表彰
・動植物園⼊園券の配布 など

■区役所「⼀⼈⼀花」コンテスト
1年を通して最も優れた区役所を選定し、
表彰します。

[明治通り、はかた駅前通り、公開空地 etc] ［区役所・駅前広場、街路樹・バス停・公園、公⺠館 etc]

エリアマネジメント団体などが⾃ら⾏う花壇づくりに対し、
フラワーポットの設置等による場の提供等の⽀援を⾏います。

⽀援例）・⼟壌改良
・フラワーポットの貸出
・活動の場の提供
・活動助成⾦補助 など

■優れた花壇づくり活動を⾏う団体を
表彰します。

例）限定ロゴ⼊り花の種
プレゼント など

参加特典
〇 エリアマネジメント団体による花壇づくりの⽀援

企業名

協賛特典

１

シリアルNo.○○○○

イメージ

■市⺠や職員による花の作品展⽰ギャラリー
にします。

イメージ

H30年2⽉
公開



事業の概要 参考資料

都⼼部を圧倒的な花で彩るイベントを
開催し「⼀⼈⼀花」のスタートを切ります。

■市⺠・企業共働のチューリップロード

⺠有地
～市民一人ひとりが花や緑に親しみ身近に感じる～

⾃宅にある花壇や寄せ植え、⽣け花など、SNSで投稿された
⾝近な花の写真から優れたものを表彰します。

〇「わたしの花」コンテストの実施

※イメージ

〇 誰でも気軽に寄せ植え体験

〇 フラワーマップ

「私の」「我が社の」花壇の
場所が⼀⽬でわかるフラワーマップ
をつくります。

博多〜天神をむすぶ圧巻の

〇「⼀⼈⼀花」サミット H30年 秋

チューリップロードが登場

⽇常に花を取り⼊れるきっかけづくりの場として、花屋と連
携し、⼀⼈⼀花ステーションを設置。花の寄せ植え体験などの
場を展開します。

例）⼊賞作品をカレンダー
に採⽤ など

参加特典

意識啓発

〇 キックオフイベント

〇 ホームページの⽴ち上げ、SNSとの連携

花や緑づくり活動を⾏う市⺠や企業、団体などの発表、交流、
⼦供たちによる作品コンテストなどのイベントを開催します。

[集合住宅、個⼈⾃宅 etc]

２

H30年 春



参考資料

「⼀⼈⼀花」運動 エリア展開イメージ

都⼼部から⾝近な拠点さらには⺠有地（個⼈）
に⾄るまで幅広く展開していきます！

⾝近な拠点
（区役所）

都⼼部・博多
（公共空間）

⾝近な拠点
（公共空間等）

⺠有地
（個⼈）

個⼈の花飾り
写真コンテスト

市⺠・企業による
公共空間での花壇づくり

区役所窓⼝での花飾り
区役所⽞関での花壇づくり

H30年春
キックオフ
イベント開催！

３

都⼼部・天神
（公共空間）

⾝近な拠点
（商業施設等）

企業敷地内での
⾃主的な花壇づくり

⾝近な拠点
（駅前等）

⺠有地
（家庭）

家庭での花飾り

企業協賛による花壇
エリマネ団体による花壇づくり

市⺠による
公共空間での花壇づくり



区役所前花壇リニューアルを実施します

問い合わせ先
福岡市住宅都市局みどり整備課 ⽩井，神代
TEL:092-711-4410(内線2970)，FAX092-733-5590

市政記者各位

平成30年2⽉5⽇

おもてなしと豊かな⼼が育まれるまち「フラワーシティ福岡」を創る取り組み『⼀⼈⼀花』運動
は，１⽉４⽇のスタート以降，主旨に賛同していただける市⺠・企業の皆さまがどんどん増えてい
ます。区役所の窓⼝では花の装飾を開始し，来訪される⽅へのおもてなしをしております。
今回，⾝近な地域の拠点である区役所の花壇を，市⺠の皆さまと共働でつくりあげていくことを

⽬的として，全７区役所において庁舎前花壇のリニューアルを実施します。当⽇の取材についてよ
ろしくお願いします。

トップバッターは南区役所です！

日時：2月8日（木）14時～

場所：南区役所（南区保健福祉センター前）

さわやかスタッフ，塩原校区ボランティアの

皆さんと楽しく植え付けを行います！

「⼀⼈⼀花」運動
第2弾︕︕

実施日時 場所 参加ボランティアの皆様・各区のPRコメント

2月11日(日･祝)
9時～

東区役所
本館正面玄

関前

箱崎花の会,箱崎校区住民・児童,地元企業

地域・企業が協力して，デザインや花の苗の植え付けを実施します！

2月13日（火）
14時～

博多区役所
正面玄関前

はかた花と緑の会

博多織のイメージと博多区のマークを花で彩ります！

2月14日（水）
12時～

城南区役所
南側玄関前

白百合保育園園児，鳥飼花クラブほか

城南区シンボルキャラクター「ニッコりん」と一緒に花苗を植えます！

13時半～ 中央区役所
正面玄関前

大名フラワーボランティア，プチフラワーの会，さわやかスタッフ

区役所近隣の住民の方々と一緒に植え付けします！

14時～ 西区役所
正面玄関前

ウェルカムガーデン姪浜駅南

１３年間，姪浜駅南にて，おもてなしの心を咲かせ続けた皆さんと植

え付けます！

2月16日（金）
9時半～

早良区役所
正面玄関前

緑のコーディネーター，サザエさん・マスオさん，早良区ガーデニン

グスタッフ

一人ひとりの思いを込めて区役所をおもてなしの花で彩ります！

南区に続き，各区役所でも続々実施します！

「一人一花」運動

04028
テキストボックス
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市政記者各位 

平成 30 年 2 月 9 日 

住宅都市局みどり推進課 

市民や企業行政が力を合わせ，花と緑を育てることで，まちが彩や潤いにあふれ，誰もが福岡に親しみや愛

着を持ち，豊かな心が育まれる「一人一花」運動の一環として，歩道や中央分離帯などに花を植え，街を彩る

ために協賛いただけるスポンサー企業を募集します。まず，渡辺通り，住吉通り，大博通り，明治通りなどの

主要スポットを中心に２月 14 日（水）から募集開始いたします。 

１．スポンサー特典 

季節感あふれる花壇に，スポンサーロゴ・社名入りの 

「一企業一花壇」特製プレートを設置します 

スポンサー花壇の協賛企業として，福岡市のホームページや出版物に

ロゴ・社名を掲出するとともに，SNS で花壇の写真を紹介します

２．スポンサー花壇の募集箇所・協賛金額 

指定募集 … 別紙に指定する箇所で 20 万円/口・年で募集（120 箇所，155 口） 

自由募集 … 福岡市が管理する道路内の植樹帯の希望される箇所で 2 万円/㎡・年で募集 

※初年度のみプレート製作及び設置の実費約 4 万円／基程度をご負担いただきます。

※「一人一花」運動に協賛いただくプレミアムメニューもございます。併せてご検討ください。（別紙参照） 

３．申し込み方法 

申込様式に，必要事項をご記入いただき，下記受付窓口まで，

メール，FAX，郵送等でお申込みください。申し込み様式は

福岡市ホームページ（「福岡市 スポンサー花壇」で検索）か

らダウンロードできます。 

なお，同一箇所で多数の応募があった場合には，応募内容等

を参考に当選者を決めさせていただく場合もございます。 

 
 
 
 
 

４．募集時期 

平成 30 年 2 月 14 日（水）～平成 30 年 3 月 7 日（水）17 時必着 

ロ ゴ ・ 社 名

300mm 

210m
m

 

（特製プレートのイメージ） 

【事業についてのお問い合わせ】 
住宅都市局 みどり推進課 井上，大本 
TEL：092-711-4424（内 2952） 
FAX：092-733-5590  

スポンサー花壇の募集を開始します！

「一人一花」運動

【募集拠点位置図】   ●：スポンサー花壇募集拠点
 

【受付窓口】 
〒810-8620 中央区天神一丁目 8 番 1 号 
福岡市役所 住宅都市局 みどり推進課（市役所本庁舎４F） 
FAX：092-733-5590  
E-mail：midorisuishin.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

博
多
駅

天 
神 

http://webmap.city.fukuoka.lg.jp/?id=6
04028
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平成 30 年 3 ⽉ 9 ⽇ 

市政記者各位 

「⼀⼈⼀花」春のイベントのお知らせ 
今年１⽉からスタートした「⼀⼈⼀花」運動は，市⺠や企業の皆様と⾏政とが⼒をあわせ，

ますます活動の輪が広がっています。 
今⽉からは，皆様と⼒を合わせ植えた花がいよいよ咲きはじめ，花壇に彩りが広がります。

福岡市では，⼀⼈⼀花 スプリングフェス など，花を楽しめる様々なイベントを開催します。 
市⺠の皆様への広報につきましてどうぞよろしくお願いいたします。 

     

⽇程 場所 概要／お問い合わせ 

福岡市植物園 蘭展 3/14〜
3/20 福岡市植物園 

愛好家が⼿塩にかけて育てた 
約 400 鉢の蘭が⼀堂に集結！ 
福岡市植物園 092-522-3210 

福岡城さくらまつり 3/29〜4/8 
（予定） 舞鶴公園 

⿊⽥官兵衛ゆかりの福岡城で「城
壁とさくら」のライトアップ！ 
福岡城さくらまつり実⾏委員会事
務局 092-711-4424 

平成外環通りｳｫｰｷﾝｸﾞ⼤会 3/31 
三尾池公園 
（スタート）
〜花畑園芸公園
（ゴール） 

平成外環通りから花畑園芸公園ま
で，お花⾒しながら健康づくり！ 
道路下⽔道局 広域道路推進課
092-711-4814

さくらとｱｰﾓﾝﾄﾞの 
花まつり 3/31，4/1 花畑園芸公園 

桜やアーモンドのほか、梨や桃の
花々も楽しむことができます！ 
花畑園芸公園 092-565-5114 

福博花しるべ 
チューリップロード

3 ⽉中旬〜 
4 ⽉上旬頃 

博多〜天神 
〜舞鶴公園 

市⺠の皆様が植えたチューリップ
が咲き誇ります！ 
住宅都市局みどり推進課（下記） 

スポンサー花壇 4 ⽉上旬頃 
渡辺通り/住吉
通り/⼤博通り/
明治通り 

歩道や中央分離帯に，企業協賛に
よる花壇がお⽬⾒えします！ 
住宅都市局みどり推進課（下記） 

問い合わせ先 
住宅都市局みどり推進課 担当：渡邉，井上 
TEL 092-711-4424(内線 2952) 

花を楽しむイベント・スポットがぞくぞく！！ 

⽇ 程 ： ４⽉ 7 ⽇（⼟）〜４⽉１５⽇（⽇） 
※前⽇の 4 ⽉ 6 ⽇（⾦）にオープニングイベントを実施予定

場 所 ： 警固公園（参加⾃由） ※詳細は改めてお知らせします

⼀⼈⼀花 スプリングフェス 
インスタスポット登場！

ライトアップも！

04028
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ボランティア花壇とは
 市民，地域，企業等の皆様に，歩道や公園などで花壇づくりの 
ボランティア活動に取り組んでいただくものです。

「一人一花」運動  ボランティア花壇募集概要 

1 

申込方法
申込様式(ボランティア花壇申込書.docx)に必要事項を記載し， 

下記受付窓口までメール，ＦＡＸ等でお申し込みください。 

 市民や企業，行政が力を合わせ，花と緑を育てることで，まちが彩りや潤いにあふれ，
誰もが福岡に親しみや愛着を持ち，豊かな心が育まれるまち「フラワーシティ福岡」 
を創る，それが「一人一花」運動です。 

～花と緑があふれ，豊かな心が育まれるまちへ～ 

○管理団体等の名前が入った「一人一花」オリジナルプレートを設置します。

○ＷＥＢ上で公開される「福岡市フラワーマップ」に活動場所や内容等を
掲載及び書き込みいただくことができます。

○花壇づくりに必要となる最初の土壌改良は，ご依頼に応じて市で行います。
※対応できない場合もございます。

○自主的に花づくりに取り組む市民団体を助成する制度があります。
※助成には条件があります。

今回のボランティア花壇募集に合わせて，緑のまちづくり協会が4/2～4/27の
期間で募集を行います。詳しくは下記ホームページ等でご確認ください。

公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会 みどり課 
http://www.midorimachi.jp/  TEL：092-822-5832 

募集箇所

道路上の植樹帯や公園など，市内全域の公共空間を対象とします。 
※２ページ以降に花壇づくりに適した箇所を参考に掲載しています。

※安全性の確保等の観点からお申し込みいただけない場所もあります。

特典･支援

【受付窓口】  福岡市役所 住宅都市局 みどり運営課（本庁舎４階） 
  〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目8番1号 TEL：092-711-4407 
  FAX：092-733-5590  E-mail：midoriunei.HUPB@city.fukuoka.lg.jp 

「スポンサー花壇」 継続募集中です！ 

企業の皆様から花壇の維持管理に係る費用を協賛金としていただき， 

行政が設置・管理する「スポンサー花壇」は，継続して募集しています。

20cm 

http://www.midorimachi.jp/
http://www.midorimachi.jp/
http://www.midorimachi.jp/
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○掲載内容：

○検索方法：

○ホームページアドレス：

市政記者各位 

平成30年3月15日 
「一人一花」運動 

 第2弾！！ 

 今年１月からスタートした「一人一花」運動は，市民や企業のみなさまと行政が力をあわせ，ます
ます活動の輪が広がっています。 
 また，春めき始めた今月からは，様々な花が咲き，花壇に彩りも広がります。福岡市では，この機
運を一層，盛り上げていくため，「一人一花」運動に関する情報発信，交流の場として，ホームペー
ジおよびSNSアカウントを開設しました。 
つきましては，市民のみなさまへの広報について，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

「一人一花」運動ホームページおよび 
   SNSアカウントを開設しました！ 

１．「一人一花」ホームページ，SNSアカウントの開設 

２．今後の予定 

① 福岡城さくらまつり（3/24～4/8）
② 一人一花スプリングフェス（4/7～4/15）
③ 企業の協賛によるスポンサー花壇お披露目（4月上旬頃）

問い合わせ先 
【一人一花運動について】 
福岡市住宅都市局みどり推進課 
担当：渡邉，井上 
TEL092-711-4424(内線2952) 

・一人一花運動に関する今後の催し情報
・市民のみなさまの花壇づくりや活動状況 など
検索サイトで
「福岡市 一人一花」 
「福岡市 一人一花 Twitter」などと検索 

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

▲スポンサー花壇イメージ

○ SNS：Twitter，facebook，Instagram

▲SNSアカウントQRコード ▲ホームページのイメージ

 
ホームページや

SNSでも
随時情報発信

予定

Twitter 

facebook 

Instagram 
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平成 30 年 4 ⽉ 3 ⽇ 

市政記者各位 

⼀⼈⼀花スプリングフェス を開催します！
暖かくなり，市内の花々も⾒ごろを迎えました。今年からスタートした⼀⼈⼀花運動の春のイベ

ント「⼀⼈⼀花スプリングフェス」の開催概要が決まりましたのでお知らせいたします。当⽇の取
材についてよろしくお願いいたします。

 

★ フェス会場を飾った花々は，最終⽇に市⺠の皆様へ無料で配布します。
配布⽇時： 4 ⽉ 15 ⽇(⽇)  14 時〜17 時

 

一人一花ロゴを花で表現し

たオブジェを展示します。 

 

市民や企業の皆様の趣向を凝らした花壇を

展示。夜には花々を幻想的にライトアップ

します。 

 

フェス期間中に天神の主要スポットを飾るプランターを皆でつくるイベントを開催します。

先着 2,000 名様にはプレゼントを用意します。（参加無料・申し込み不要） 

※プランターはフェス終了後には福岡市内の企業へお譲りします。（詳細は別紙をご覧ください）

 

子どもたちが花で飾

った恐竜のオブジェ

を展示します。 

 

花屋や雑貨店，カフェが出店し， 

ボタニカルキャンドル 

や花雑貨などを販売します。 

問い合わせ先 
住宅都市局みどり推進課 担当：渡邉，上原 
TEL 092-711-4424(内線 2952) 

イベント期間 4 ⽉ 7 ⽇（⼟）〜 4 ⽉ 15 ⽇（⽇） 10 時〜17 時

in 警固公園 

日 程 

見どころ 

一人一花マルシェ 

一人一花オブジェ 

 

市民の皆様と一人一花オブジェを作成し，イベントの開会を宣言します。

参加予定者：髙島市長，中央保育園園児，エリアマネジメント団体，ボランティア団体 ほか

10：00 花恐竜づくり，10：30 一人一花オブジェづくり 

※天候により内容を変更する場合があります。

オープニングイベント  4 月 6 日(金) 11 時 00 分～ ＠警固公園

花壇展示・夜間ライトアップ 

花恐⻯イメージ（実際には⽣花等で飾ります） 

花恐竜（福岡市技能職団体連合会） 

昨年の様⼦

天神フラワーボックスプロジェクト 7 日(土)・8 日(日)

ボタニカルキャンドル

 

初心者向けの植え付け体験イベントです。専門の方が無料で植え付け方法を教えてくれます。 

※花苗と花鉢はご購入いただきます。

一人一花ステーション 7日(土)・8日(日)・14 日(土)・15 日(日) 

こちらも是⾮取材ください 
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福岡市内で自慢の花を写真に撮り，その花にまつわるストーリーとともに「一人一花」
ホームページ内の専用フォームへ投稿するか，専用様式をダウンロードし，必要事項を
記入の上，応募写真を添えて下記事務局まで直接持参，または郵送して下さい。
http://hitori-hitohana.city.fukuoka.lg.jp/contest

○応募方法：

○募集期間：
○作品紹介：
○審査方法：

市政記者各位

平成30年4月16日

４月に入り，身近な花壇にも色とりどりの花が咲き，福岡のまちに，彩りや潤いが広がっています。
福岡市では，この機運をより一層盛り上げていくため，下記のとおり『一人一花運動コンテスト』を

開催します。
つきましては，市民のみなさまへの広報について，どうぞよろしくお願いいたします。

『一人一花運動コンテスト』を開催します！

１．『一人一花運動コンテスト』の開催について

【一人一花運動コンテスト事務局，宛先】
〒810-8620
福岡市中央区天神一丁目８－１
福岡市 住宅都市局 みどりのまち推進部
みどり推進課

２．「一人一花」ホームページにフラワーマップを作りました！

平成30年4月16日から平成30年8月31日まで
「一人一花」ホームページに投稿内容を掲載
福岡市が，花そのものの美しさや，その活動，ストーリーを含めて審査します。
審査結果は平成30年10月上旬に 「一人一花」ホームページ上で公表します。
【花壇づくり賞】

最優秀 １点（賞状とフラワーギフト券2万円分）
優秀 １点（賞状とフラワーギフト券5千円分）

【ストーリー賞】
最優秀 １点（賞状とフラワーギフト券2万円分）
優秀 １点（賞状とフラワーギフト券5千円分）

詳しくは，「一人一花」ホームページをご覧ください。

【掲載の対象】

福岡市では，花壇づくりの活動をより多くの方に知ってもらう
ため，市と協定等を結び「一人一花」運動に参加している市民，
企業・団体等のみなさまが自ら，自慢の花壇の写真や概要などに
ついてマップ上に投稿していただける場を，「一人一花」ホーム
ページに作りました。市民のみなさまも「一人一花」運動に参加
してみませんか。

〇 歩道や公園などで行う市民，企業・団体の花壇
〇 スポンサーとして「一人一花」運動に協賛いただいている
企業・団体の花壇

○そ の 他 ：

○表 彰：

▲「一人一花」フラワーマップイメージ

【一人一花運動について問い合わせ】
福岡市 住宅都市局 みどり推進課
担当：立場川，上原
TEL092-711-4424(内線2952)
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「一企業一花壇」をご紹介します！

問い合わせ先
福岡市住宅都市局みどり推進課 渡邉，上原
TEL:092-711-4424(内線2952)，FAX092-733-5590

市政記者各位

平成30年４⽉19⽇

おもてなしと豊かな⼼が育まれるまち「フラワーシティ福岡」を創る取り組み『⼀⼈⼀花』運動
は，１⽉４⽇のスタート以降，主旨に賛同していただける市⺠・企業の皆さまがどんどん増えてい
ます。企業のみなさまにおかれましても独⾃の取り組みで，来訪される⽅，店舗の周辺を通られる
⽅へのおもてなしに貢献していただいております。
今回，株式会社福岡銀⾏さまが，本店営業部の広場を花壇として整備してくださいました。これ

までも芝⽣がきれいに整備されていましたが，25種類の花々が都⼼部を鮮やかに彩ってくれていま
す。さらに，福岡市役所内に店舗をおく，福岡市庁内⽀店や市役所内のその付近にも花鉢を設置す
るなど，⼀⼈⼀花運動に取り組んでいただいております。
ぜひ，市⺠のみなさまに広く周知してくださいますようよろしくお願いします。

「⼀⼈⼀花」運動
第2弾！！

【一企業一花壇とは】

①福岡市が指定または，企業が希望する道路上の植栽帯に

花壇を設置するスポンサー花壇

②企業の敷地内に設置する花壇

③市が管理する道路上などで，企業が維持管理を行う花壇

を持つ取り組みのことをいいます。

福岡銀行様は一企業一花壇の取り組みのうち，上記②を

率先して行っていただきました。

本店営業部花壇

市役所内（２階）花鉢の設置

第１弾!一人一花運動

＜福岡銀行様のコメント＞

弊行は，本主旨に賛同し花壇
を設置いたしました。

彩りや潤いにあふれ，おもてな
しと豊かな心が育まれるまちづく
りに貢献してまいります。
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市⺠のための⼀⼈⼀花運動スポットが本格始動！
『一人一花ステーション』オープン！！！

⼀⼈⼀花運動についてのお問い合わせ先
福岡市住宅都市局みどり推進課 上原，⽴場川 TEL:092-711-4424(内線2951) FAX092-733-5590

⼀⼈⼀花ステーションについてのお問合せ先
福岡市住宅都市局植物園 井上，佐藤 TEL:092-522-3201 FAX092-522-3275

市政記者各位 平成30年5⽉7⽇

福岡市植物園に『⼀⼈⼀花ステーション』がオープンします︕
より多くの市⺠の皆様が⼀⼈⼀花運動に気軽に参加できるよう，

無料で花の植え付け体験ができるスペースです。
オープン初⽇の５⽉11⽇(⾦)から５⽉13⽇(⽇)までは，花苗等の無料

配布も⾏いますので，『⼀⼈⼀花ステーション』での植え付け体験状況等
の取材を，よろしくお願いします。

『⼀⼈⼀花ステーション』概要
場所：福岡市植物園(⼊⼝広場「緑の情報館」横)
⽇時：５⽉11⽇(⾦)11時30分オープン！（翌⽇以降は開園⽇の10:00〜16:00）

概要：誰でも⼿軽に植え付け体験ができる無料スペース
植え付け⽤の⼟・道具の使⽤も無料，花苗・鉢は実費負担（持込可）

オープン初⽇から３⽇間（5/11〜5/13）は，花苗・鉢を無料配布!!!

⼀⼈⼀花ステーション

その場で気軽に植え付けが可能

植付に必要な⼟や道具も準備

５⽉11⽇(⾦)

2

『⼀⼈⼀花ステーション』
で植え付け体験︕︕

５⽉12⽇(⼟)，13⽇(⽇)

花苗・鉢をプレゼント︕
（先着50名︓整理券1枚につき３ポット）
※11時00分 整理券配布
11時30分 花苗配布

「⺟の⽇⼀花体験セット」として
カーネーションの苗・鉢をプレゼント︕
（各⽇，抽選で30名）
※各⽇10時から先着100名が抽選クジを引けます
（抽選参加者全員に花の種プレゼント）

2

⺟の⽇⼀花体験セット
（植え付け後イメージ）

５⽉13⽇ は
⺟の⽇!!!

※整理券等は，３⽇間とも植物園⼊⼝広場で配布
毎⽉11⽇は
植物園「⼀⼈⼀花」の⽇︕

『⼀⼈⼀花ステーション』隣で
花苗や鉢などの販売もしているよ

植物園「⼀⼈⼀花」の⽇
は，趣旨にご賛同いただ
いた，「エンゲイ村」様，
「ふくおかフラワー」様よりご
提供をいただいた花苗を
無料配布しています。

※さらに，⼀⼈⼀花ステーション利⽤者には「⼀⼈⼀花⽸バッチ」を
プレゼント！（各⽇先着30名）

※裏⾯参照
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【お問合せ先】
福岡市植物園

担当 井上・佐藤
電話：092-522-3201
FAX  ：092-522-3275

♪

＊「一人一花ステーション」の利用イメージ写真 3月24日，25日に開催された，
グリーンライフマーケット福岡で，植物園が行った「一人一花ステーション」 試行の様子。

土・道具を無料で使用できるセルフ作業スペースです。
花苗と鉢をご準備いただき，手軽に植付体験ができます。

＊詳しい園芸相談は緑の相談員までご相談ください。

○好きな花苗を選んで！

隣接の売店で花苗・鉢をご購入いただけます。

○こだわりの鉢を持ち込んで！！
鉢の持込可能です。

○毎月11日は「一人一花」の日 花苗無料配布！！
毎月11日の“植物園「一人一花」の日”に無料配布している花苗をその場

で植付することができます。（鉢はご購入または，ご持参いただきます。）

～より多くの市民が花に接し，花を楽しむ活動の場をご提供します～

福岡市植物園の「一人一花ステーション」とは？

緑の情報館
売店横に
オープン！

はじめて
植え付けに

チャレンジする⽅も

お⼦様連れでも
ご家族・お友達とでも

おひとりでも

『⼀⼈⼀花ステーション』の場所
福岡市植物園 ⼊⼝広場「緑の情報館」横

『一人一花ステーション』で
「⼀⼈⼀花運動」を始めてみませんか？

毎⽇10時から16時まで利⽤可能
（植物園の閉園⽇を除く）
※『⼀⼈⼀花ステーション』の

隣で花苗や鉢なども販売して
います



「きゅうでんプレイフォレスト2018」にて

一人一花運動にお取組みいただきます！

問い合わせ先
福岡市住宅都市局みどり推進課 渡邉，上原
TEL:092-711-4424(内線2952)，FAX092-733-5590

市政記者各位

平成30年５⽉11⽇

おもてなしと豊かな⼼が育まれるまち「フラワーシティ福岡」を創る取り組み
『⼀⼈⼀花』運動は，１⽉４⽇のスタート以降，主旨に賛同していただける市⺠・
企業の皆さまがぞくぞくと増えています。
今回は， 九州電⼒株式会社福岡⽀社が「きゅうでんプレイフォレスト2018」に

おいて，下記のとおり⼀⼈⼀花運動にお取組みいただくことになりましたのでご紹
介します。ぜひ，ご取材いただきますようお願いします。

２．「⼀⼈⼀花運動のぼり」を設置（10本）
のぼりは九州電⼒福岡⽀社様特製
※写真ののぼりは福岡市作成

１．「⼀⼈⼀花運動」のピックを
挿した花苗等の配布！

マリーゴールドまたは百⽇草の苗とひまわりの種
（イベント事前申込者から先着500名）

きゅうでんPlayForest2018in舞鶴公園
１．⽇ 時 平成30年5⽉13⽇(⽇)

10時〜16時
２．場 所 舞鶴公園 ⻄広場
３．来場⾒込 ⼩学⽣とその家族

約1,000⼈
４．内 容 ⽊登りや⽊製グッズづく

り，無料で遊べるプレー
パークなど，森に関する
様々な体験ができる。
※詳細は別紙資料

九州電力㈱福岡支社主催

九州電⼒㈱福岡⽀社様の取り組み
〜きゅうでんPlayForest2018in舞鶴公園〜
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１⽉４⽇にスタートした『⼀⼈⼀花』運動は，おもてなしと豊かな⼼が育まれるまち「フラ
ワーシティ福岡」の実現に向けて⼀歩ずつ進んでおりますが，企業の特⾊を活かした取組みと
して，今回は，株式会社⻄⽇本シティ銀⾏様の，『⼀企業⼀花壇』をご紹介します。
ぜひ，市⺠のみなさまに広く周知いただくようお願いいたします。

市内店舗を中⼼に全店舗で『⼀⼈⼀花』運動を展開
市内全60店舗の⼊り⼝や店内窓⼝などに鮮やかに彩られた花々を設置し，市⺠のみなさま

に潤いを感じていただくとともに，⼀⼈⼀花プレートによる⼀⼈⼀花運動のＰＲ
さらに市外店舗にも取り組みを広げ，フラワーボックスを設置するなど，全店舗で

『⼀店舗⼀花壇』を展開中

本店別館前にスポンサー花壇へのご協賛
⼤博通り沿いにある本店別館（博多駅前１丁⽬３－６）前のスポンサー花壇にご協賛いた

だき，『⼀企業⼀花壇』（２⼝ご協賛）

企業の取り組みをご紹介します！

問い合わせ先
福岡市住宅都市局みどり推進課 渡邉，上原
TEL:092-711-4424(内線2952)，FAX092-733-5590

市政記者各位 平成30年５⽉24⽇

「⼀⼈⼀花」運動
第2弾！！一人一花運動『一企業一花壇』

その１

その2

市内本支店での『一人一花』運動の取組み

＜西日本シティ銀行様のコメント＞
幣行のシンボルマークの『花』には，“地域に根ざした花を咲かせたい”と

いう願いをこめています。幣行は，店舗の花壇などに花や緑を育て，彩りや潤
いにあふれたおもてなしを行うことで，街を行き交う皆さまに楽しんでいただ
ければと考えています。
今後は，一人一花運動への取組みを，支店の壁面（サイネージ）や店内のイ

ンフォーメーションボード，ＳＮＳなどで紹介していこうと考えています。

博多区役所
入口交差点

スポンサー花壇の設置場所

本店別館
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平成３０年５月２９日 

市政記者 各位 

農林水産局農業振興課  

６６月月のの第第３３日日曜曜日日はは「「  父父のの日日  」」と定められ，父親へ感謝の気持ち込めてバラの花を贈る

習慣があります。 

 来る６月１７日（日）の「 父の日 」に先だち，福岡県花卉農業協同組合から，福岡市民

の父親の代表として，髙島市長に，下記のとおりバラの花束が贈呈されます。 

当日の取材についてよろしくお願いいたします。 

記 

１．日 時  ６月 ５日（火） １１：３０～１２：００ 

２．場 所  市長応接室（市役所９階） 

３．来訪者 福岡県花卉農業協同組合 代表理事組合長 原 坦利 様 

   〃   理事     小川 芳則 様 

   〃   バラ部会役員 袈裟丸 伸一 様（生産者） 

袈裟丸 ひとみ 様(贈呈者) 

４．対応者  福岡市長  髙島 宗一郎  

  農林水産局長 他  

 

問い合わせ先 

農林水産局 農業振興課 

電話 092-711-4852（内線：2631） 

担当 稲吉 

６月1７日は「父の日」♪ 

Ｈ29.6.9 「父の日」バラ贈呈式の様子 

福岡市のバラの一大産地 

である西区北崎地区で 

バラを生産している生産者の方 

から贈呈いただきます！ 

04028
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キ タ ザ キ

 市政記者　各位
平成30年 6月22日

農林水産局水産部漁港課

(１)イベントの日時

　　容

(２)場

(３)内

　　所

　福岡市では、北崎地区の活性化に向けた取組みとして、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、福岡市が連携し、下記の３日

間、福岡市海づり公園において『ＫＩＴＡＺＡＫＩ夏フェス』を開催します。

　花で彩られた海づり公園で、夏フェス記念海づり大会やおもしろプール、花

の植え付け体験、花のモニュメントづくりの催しのほか、北崎の特産物などを

ご用意しております。

　つきましては、平成３０年７月１４日（土）に、地元代表者や小学生の皆さ

ん等を招いて開催記念式典を行いますので（市長も出席予定）、是非当日に取

材いただきますようお願いいたします。

記

平成３０年 ７月１４日(土) ～ 平成３０年 ７月１６日(祝)まで

イベントの時間 １０時００分　～　１８時００分

うち１４日(土)の式典時間　１０時３０分　～　１１時３０分

福岡市海づり公園内（唐泊恵比須かき小屋横）

住所：西区大字小田字池ノ浦地先

　別紙のチラシを参照ください。

【問い合わせ先】

（報道用車両駐車場を用意しておりますので
　 ご連絡ください）

□農林水産局水産部漁港課　古賀、櫻井
電話　092-711-4369（内2690）　FAX 092-733-5557

□福岡市海づり公園 管理事務所（当日のお問い合わせ先）
電話　092-809-2666　FAX 092-809-2669
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このイベントのサポーター：芸術家集団「Zen」、　   JA福岡市、公益財団法人緑のまちづくり協会、北崎校区のみなさん

福岡市海づり公園　福岡市西区大字小田池ノ浦地先

ホームページ

http://umizuri.com

お問い
合わせ

福岡市漁業協同組合 唐泊支所 ☎092-809-2311
海づり公園管理事務所 ☎092-809-2666
農林水産局水産部漁港課 ☎092-711-4372

キッチンカーもやっ
てくる！

７月14（土）・15（日）・16（月・祝）

プールで水遊びプールで水遊び

おもしろプール大集合！

入場無料!

夏フェス記念

海釣り大会海釣り大会

平成30年
午前10時～午後６時

入場無料 ※駐車場有料（１回300円）

キ タ ザ キ

潮干狩り潮干狩り

７/14土限定
午前６時～午前10時
参加費無料！（申込不要）
※要 釣台使用料（大人1,000円 子供500円）

７/14土限定
午前６時～午前10時
参加費無料！（申込不要）
※要 釣台使用料（大人1,000円 子供500円）

ご家族で楽しめるイベントです。
採ったあさりは重さで買取り
（1円／g）となります。予めご了承ください。

ご家族で楽しめるイベントです。
採ったあさりは重さで買取り
（1円／g）となります。予めご了承ください。

農水産物販売農水産物販売
北崎産の

小さいお子様向けの
プールコーナーです。
小さいお子様向けの
プールコーナーです。

たまご・野菜・果物・魚・
スイカなど
たまご・野菜・果物・魚・
スイカなど

来場のみなさんによる花苗の植え付け体験（参
加者随時募集）・花のモニュメントづくり、フラ
ワーアレンジメントなどの花のワークショップ

来場のみなさんによる花苗の植え付け体験（参
加者随時募集）・花のモニュメントづくり、フラ
ワーアレンジメントなどの花のワークショップ

北崎のキャラクター「ハナタイ君」と
一緒に記念撮影！思い出の一枚を！
（写真を撮ると良いことがあるかも！？）

芸術家集団
　「Zen」来たる！

新鮮なたまごを先
着100名様へ

特別価格にて販売
！

すべり台付きの

プールもあるよ！



【問い合わせ先】
一人一花運動について
福岡市住宅都市局みどり推進課上原，立場川 TEL:092-733-5410(内線2950) FAX092-733-5590

市立学校の児童生徒へのタネ配付について
福岡市教育委員会学校指導課 木下，氏家 TEL:092-711-4675(内線3710) FAX092-733-5780

市政記者各位 平成30年7月3日

一人ひとりがタネをまいて，福岡市に157万の花を。一人一花運動の取組みのひとつとして，
市民の皆さまにタネから花を育てていただくチャレンジを開始します。
まず，夏休みに向けて，市立小中学校等の全児童・生徒にタネを配ります。みんなで家庭などで

育てて，まちにたくさんの花を咲かせます。

2

『一人一花 』スタート
児童生徒が夏休みに花育てに挑戦！

＜花の育て方について＞
福岡市と公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会のホームページに
「一人一花 まいたね チャレンジシート」を掲載しています。

市立学校の児童生徒 全員にタネを配ります！
花を育てることで，命を大切にするやさしさを育てます。

子どもたち一人ひとりの心がこもった素敵な花を囲んで，
たくさんの人の輪が広がります。
対象校：幼稚園2園，小学校144校，中学校69校，

特別支援学校8校，高等学校4校
配付するタネ：ヒャクニチソウ，マツバボタンいずれか１袋

全員配付 計 約12万2千袋
＜一人一花ロゴ付きピック，チラシも同時配付＞

配付時期：終業式（７月20日（金））まで順次配付

マツバボタンヒャクニチソウ

７月20日（金）の終業式でも配付する予定ですので，
取材をよろしくお願いします。（学校名等詳細は後日お知らせします）

どちらも７月中にまくタネです。
早ければ，１か月程度で花が咲き，

大切にお世話をすれば
秋まで咲き続けます

一人一花まいたねチャレンジシート

04028
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平成３０年７月１２日 

ＰＰＲＲＥＥＳＳＳＳ  ＲＲＥＥＬＬＥＥＡＡＳＳＥＥ  

平平成成３３００年年度度  福福岡岡市市立立小小・・中中・・特特別別支支援援学学校校  １１学学期期終終業業式式  

 

※下記紹介校では，夏休みに向けた「一人一花 My タネチャレンジ！」として，

終業式後，各教室で児童一人ひとりに種を配ります 。

１ 実 施 日  平成３０年７月 2０日（金） 

２ 紹介学校  福岡市立 板付北
いたづけきた

小学校（福岡市博多区板付 2 丁目２番２０号） 

  児童数：３５５人（７月２日現在）／校長：原 卓也（はら たくや） 

３ 日  程  【終業式（体育館）】  8 時 40 分 ～ 9 時 15 分 

(1) はじめの言葉 (4) 生徒指導の先生の話
(2) 校長先生の話 (5) 校歌斉唱
(3) 学力向上の先生の話 (6) おわりの言葉

【学級指導（４年１組）】 ９時 15 分 ～ 10 時 00 分 
  通知表と合わせて，児童一人ひとりに花の種を配り，種のまき方 

や育て方を説明します。 

４ その他 
○本年度の１学期終業式は，２学期制を採用している学校を除き，福岡市立小学校

126 校，中学校 66 校，及び特別支援学校７校が 7 月 2０日に行います。
○正面玄関から入られ，正面の事務室にて受付をお願いいたします。
○受付後，体育館に移動していただきます。機材等の準備は体育館の後方の空きス

ペースをご利用ください。
○8 時 20 分から，撮影に関するご説明を体育館にて行います。

福岡スタンダード 

〈あいさつ・掃除 自学 立志〉 

平成３０年度福岡市立小・中・特別支援学校の終業式を７月 2０日に行いますので
下記学校を紹介します。ぜひ取材いただきますようお願いします 

〈本件に関する問い合わせ先〉 
○福岡市立板付北小学校／451-5022

校長 原 卓也（はら たくや）
教頭 大塚 剛（おおつか つよし）

○教育委員会指導部学校指導課／711-4638（内線 3711）
学校指導課長 木下 宏仁（きのした ひろひと）
係 長    氏家 修 （うじけ おさむ）

・花を育てることを通じて命の大切さを学んでもらうため，

市立学校の児童生徒全員にタネを配っています。

・配布したのはヒャクニチソウ or マツバボタンのタネ１袋で，

7 月中に蒔くと，早ければ夏休み中に花が咲きます。

04028
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福岡市の図書館分館で一人一花コーナー設置！

【問い合わせ先】
一人一花運動について
福岡市住宅都市局みどり推進課上原，立場川 TEL:092-733-5410(内線2950) FAX092-733-5590

図書館での一人一花コーナーについて
福岡市教育委員会総合図書館図書サービス課 宮川 TEL:092-852-0620 FAX092-852-0609

市政記者各位 平成30年7月20日

一人ひとりがタネをまいて，福岡市に157万の花を。一人一花運動の取組みの一つとして，夏休み
に向けて，市立小中学校等の全児童・生徒に，花のタネを配ります。
これをサポートするため，地域に身近な市内10か所の図書館分館において，一人一花グッズや，花

と緑に関する本を集めたミニコーナーを設置します!

2

図書館×『一人一花 』

～夏休みはお近くの図書館分館へ！～

東図書館 (092-674-3982)東区千早4-21-45
和白図書館 (092-608-8490)東区和白丘1-22-27
博多図書館 (092-472-5996)博多区山王1-13-10
博多南図書館 (092-502-8580)博多区南本町2-3-1
中央図書館 (092-751-9534)中央区赤坂2-5-8
南図書館 (092-561-3048)南区塩原2-8-2

マツバボタンヒャクニチソウ

城南図書館 (092-864-4823)城南区片江5-3-25
早良図書館 (092-845-8835)早良区百道2-2-1
西図書館 (092-884-3874)西区内浜1-4-39
西部図書館 (092-807-8802)西区西都2-1-1

総合図書館 (092-852-0600)早良区百道浜3-7-1

その１
児童生徒に配付した，２種類の花の種※の
育て方やポイントを時系列でまとめた，
「 一人一花Myタネチャレンジ!シート」を
配布! ※下の写真の２種類の花の種

その２ 市内10か所の分館で，花と緑に関する本のミニコーナーを設置!

「夏休みの自由研究に役立つ本」を読める!借りられる!

調べたいことがあれば図書館員に相談⇒ 役立つ本を紹介!

対象となる図書館

一人一花Myタネチャレンジシート

04028
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福岡市では，市民・企業等一人ひとりが花と緑を育てて，市内のあるとあらゆる場所を花と緑
でいっぱいにする，一人一花運動に取り組んでおります。
このたび，福岡市と「包括連携協定」を結んでいる，日本郵便株式会社様におかれましても，

下記のとおり一人一花運動の普及・啓発にご協力いただけることとなりました。
8月2日（木）には，福岡中央郵便局での懸垂幕の掲出にあわせて，窓口で花のタネ等の配布も行

われますので，ぜひ取材いただき，市民の皆さまに広く紹介いただくようお願いいたします。

来局のお客様へ 「Ｍｙタネ」グッズプレゼント！

◇ 日時:８月2日（木）午前9時から
◇ 場所:福岡中央郵便局（天神4丁目3-1）
窓口入口（ＡＴＭ側入口・ゆうゆう窓口側入口）と全ての窓口

● 福岡中央郵便局で，花のタネや育て方のシートを配布
福岡中央郵便局で，花のタネ（限定1,000袋）とロゴ付きピック，

花の育て方等を記載した「一人一花Myタネチャレンジ!シート」が
配布されます。

日本郵便(株)でも始動します！

【問い合わせ先】
福岡市の一人一花運動について
福岡市住宅都市局みどり推進課 上原，立場川
TEL:092-733-5410(内線2950)，FAX092-733-5590

市政記者各位
平成30年7月26日

「一人一花」運動
第2弾!!一 人 一 花 運 動

花のタネ

本件については，別添のとおり日本郵便㈱九州支社様からも報道発表がされております。
イベントや取組み等の詳細については，下記までお問い合わせください。

日本郵便㈱九州支社 経営管理本部 経営管理部（広報担当）TEL:（直通）096-328-5117

2

◆ 一人一花運動の周知を目的とした「協賛型かもめタウン」が配布されます
一人一花運動の周知を目的とした「協賛型かもめタウン」約5,000枚が

市民の皆さまのご家庭に配布されます。

ロゴ付き
ピック

一人一花Myタネ
チャレンジ！シート

【配布予定物】

～福岡中央郵便局にＰＲ懸垂幕を掲出～

懸垂幕
お披露目
記念

◆ 福岡市内の郵便局車両に一人一花運動のステッカーが貼付されます
市内の郵便局車両 計約1,300台（四輪車約300台，二輪車約1,000台）に，

一人一花運動のステッカーが貼付されます。

●
福
岡
中
央
郵
便
局
舎
正
面
に
懸
垂
幕
を
掲
出

さらに

長
さ
10
ｍ

幅1.7ｍ

一人一花運動
かもめタウン
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秋の清流公園をコスモスでいっぱいに！ 
～地域と企業が連携した一人一花の取り組み～ 

問合せ先 清流公園一人一花プロジェクト実行委員会事務局  川野 
  TEL:080-5263-6699 
  福岡市住宅都市局みどり推進課 上原，甲斐  ※一人一花運動について 

TEL:092-711-4424(内線2952) 

市政記者各位 平成30年8月1日 

 福岡市では，市民・企業等一人ひとりが花と緑を育てて，市内のありとあらゆる場所を花
と緑でいっぱいにする，一人一花運動に取り組んでおります。 
 このたび，地域と企業が連携して，秋の清流公園をコスモスでいっぱいにするための取り
組みが実施されることとなりましたので，一人一花運動の取り組みとして紹介します。 
 8月2日(木)に，清流公園にてコスモスの種まきが行われますので，ぜひ取材いただき，市
民の皆さまに広く紹介くださいますようお願いいたします。 

○ 冷泉自治協議会と千年夜市実行委員会の共催
  街の魅力向上のために地域住民と市民団体が花づくりを実施！ 

※千年夜市実行委員会：毎年夏を中心に清流公園などでイベントを
行っている福岡・博多を盛り上げたい市民有志の団体。

○ 福岡市園芸協力会が協賛 （種の提供，花壇管理などで協力）
 公共空間における市民の花づくり活動を企業がサポート！ 

※福岡市園芸協力会：(有)波正，(有)ヒロ園芸花壇

観光のスポットとなる川べりを，
春だけではなく，他の季節も華や
かにおもてなしする場所にしたい 

◇ 日時：8月2日（木）午前10時から午前11時
◇ 場所：清流公園(博多区中洲1丁目7番)
◇ 参加者：総勢20名ほどを予定

 (地域)冷泉自治協議会，千年夜市実行委員会 
 (企業)福岡市園芸協力会 
 (行政)博多区役所  ※自治協の竹ケ原会長取材対応可

清流公園での種まきについて 

清流公園(春) 

コスモスの種を蒔くことで
秋の川沿いに広がる花畑が

中洲の新たな観光スポットに！ 

ポイント! 

ポイント! 
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平成 30 年８月９日 

ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ   福岡市こども未来局 

 

開 催! 

今年のテーマは， 
『 創造のまちミニふくおか ～小さなまち・大きな夢～ 』 

こどもたちの取り組みを，ぜひ取材してください！ 

「ミニふくおか」では，参加する子どもたちがまちの住民となって，働いたり，起業したり，

学んだり，買い物や食事をするなど，自由に楽しく過ごします。また，こどもたちが働いて

納めた税金や寄付などにより，３日間を通して素敵なまちをつくりあげていきます。 

■日時 ：平成 30 年 8 月 21 日（火）～23 日（木） 午前 11 時～午後 4 時

■会場 ：九電記念体育館（中央区薬院 4-14-1）

■参加者：抽選で選ばれた市内の小学 3 年生～中学生(※参加者の募集は終了しています)

約 500／日（延べ 1,500 人） 

 

・海と山に囲まれた福岡市のまち並みを再現する。

・「ミニふくおか」の市民，お店，市役所が協力して，税金や寄付などでまち並みに 

花を増やし，市民が愛着を持って過ごすことができるまちをつくる。 

（✽一人一花運動とコラボ）

★寄付のしくみは，「ミニふくおか」では初の試み！

・公共事業の充実：オブジェの製作，市民花壇の整備

・こども達が考えたデザインを，ミニふくおかの紙幣，ジングル（サウンド・ロゴ）

キャラクター等に活用する。

今年の特徴

【取材について】

■取材の際に，できるだけお待たせすることなく対応させていただきたいと考えております。
取材いただく場合は，おそれいりますが，8 月 17 日（金）までに，別紙または電話にてご連絡をお願
いします。

■3 日間のまちの変化を見ていただくためには，3 日目の 23 日（木）がおすすめです。
（3 日目は，まちの中に市民花壇やオブジェが完成している予定です。）
 

（問い合わせ先）こども未来局こども部放課後こども育成課 中野，早川 

  電話 711-4236（内 2213） FAX 733-5736 
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子どもたちがつくるまちが花いっぱいに！ 
～ミニふくおか2018と一人一花運動がコラボ～ 

市政記者各位 平成30年8月9日 

福岡市を花でいっぱいにする一人一花運動と，子どもたちの仕事・まちづくり体験イベン
ト「ミニふくおか2018」がコラボします！イベントでは，仮想のまち「ミニふくおか」の住
民，お店，市役所が協力して花壇づくりなどを行い，「まち」を花でいっぱいにします。
ぜひ市民の皆さまへの周知にご協力いただきますようお願いします。また，当日の取材に

ついてもよろしくお願いいたします。 

◇ 日時 ：8月21日(火)～23日(木) 11:00～16:00
◇ 場所 ：九電記念体育館（中央区薬院4丁目14−1）
◇ 参加者：約500人/日（抽選で選ばれた小学校3年生～中学校3年生）※募集は終了しています

一人一花運動 × ミニふくおか2018 

問合せ先 福岡市住宅都市局みどり推進課 上原，立場川 ※一人一花運動について 
 TEL:092-711-4424（内線2952 ） 

  福岡市こども未来局放課後こども育成課 中野，早川 ※ミニふくおかについて 
 TEL:092-711-4236（内線2213 ） 

  
   
  

「ミニふくおか」とは 
子どもたちがつくる仮想のまちで，子どもたち自身がまちの住人となり，遊びを通じて，
まちづくりや仕事を体験するイベントです。 

マリーゴールド

ベゴニア 

ここが 
ポイント！ 

１ 子どもたちが花のあるまちづくりに挑戦！ 
実際の一人一花運動のように，「ミニふくおか」のまちの住民，お店，
市役所が協力して，税金や寄付などで花壇やオブジェを製作しまち並
みに花を増やして，愛着の持てるまちをつくります。 
★3日目の23日（木）に花壇や花のオブジェが完成します

２ 5種類・1000株の花が咲き誇る！ 
使用する花苗は，福岡トヨペット様の協賛によるものです。 

３ 最終日には，お花をボランティアスタッフなどに無料配布！ 
イベント終了後は，各ご家庭での一人一花運動につなげます。

ペチュニア 

ペンタス 

ニチニチソウ

昨年度の「ミニふくおか」の様子 

「まち」を彩る花々 



平成３０年８月２２日 

ＰＰＲＲＥＥＳＳＳＳ  ＲＲＥＥＬＬＥＥＡＡＳＳＥＥ  

平平成成３３００年年度度  福福岡岡市市立立小小・・中中・・特特別別支支援援学学校校  ２２学学期期始始業業式式  

１  実 施 日  平成３０年８月 2７日（月） 

２  紹介学校  福岡市立有住小学校（ありずみ） 
・ 住 所 福岡市早良区有田 7 丁目１７番１号
・ 校 長 大屋 敬一（おおや けいいち）
・ 児童数 ２２３人 （８月２2 日現在）

３  会  場  福岡市立有住小学校 体育館 

４  時  間 １校時 ８時５５分から９時２５分 

５  日  程  (１) はじめの言葉 (４) 児童代表の言葉（3 年生）
(２) 校長先生のお話 (５) 校歌斉唱
(３) 生徒指導の先生の話 (６) 終わりの言葉

６  特 色 
○ 地域の人材，素材を生かし，地域とつながる活動を取り入れた授業づくり
（命のカリキュラム）に取り組んでいます。

○ 理科教育を特色ある学校作りの中心として，「豊かな人間性に満ち，確かな
学力を身につけ，自ら学び考える力をもった，たくましく生きる児童の育成」
を目指しています。

○ 「あいさついっぱい有住小」をスローガンに，進んであいさつすることや，
無言ですみずみまできれいにする「もくピカ」清掃に取り組んでいます。

７  その他 
○本年度の２学期始業式は，２学期制を採用している学校を除き，福岡市立小学校

１２６校，中学校６６校，及び特別支援学校７校が８月 2７日に行います。
○正面玄関，事務室にて受付をお願いいたします。
○受付後，体育館に移動していただきます。機材等の準備は体育館の後方出入り口

スペースをご利用ください。
○８時３０分より，撮影に関するご説明を体育館にて行います。

平成３０年度福岡市立小・中・特別支援学校の始業式を８月 2７日(月)に行いま
す。取材について，下記の小学校を紹介します。 

〈始業式に関する問い合わせ先〉 

○福岡市立有住小学校

  校長 大屋 敬一（おおや けいいち） 

電話：092-8３1-5558 

○教育委員会指導部学校指導課

課長 木下 宏仁（きのした ひろひと） 

電話：092－711-4638（内線 3711） 

福岡スタンダード 

〈あいさつ・掃除 自学 立志〉 

・「一人一花運動コンテスト」皆さんの育てている花の写真とエピソードを募集中です。8/31 まで。 

・「図書館×一人一花 My タネチャレンジ！」市図書館分館に一人一花コーナー設置中。8/27 まで。 

・市植物園「自由研究・作品づくり応援週間」8/21～8/28 開催。観察用具の貸出や工作材料配布等。 

詳しくは，市ホームページ（「一人一花運動」及び「福岡市植物園」で検索）でご確認ください。

【担当】住宅都市局みどり推進課 711-4424（内線 2951），市植物園 522-32１０

   一人一花運動や植物園に関するイベント夏休みの自由研究にも一役 
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平成 30年９月 20日
  農林水産局総務部政策企画課 

 

福岡市は，福岡県花卉農業協同組合と連携し，市内の小・中学生を対象に，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ため「花育(はないく)」推進事業に取り組んでいます。 
今年は，福岡市を花でいっぱいにする「一人一花運動」を契機に，各実施校で特色のある「花育」

活動を展開します！下記のとおり実施校を紹介しますので，ぜひ取材いただきますようお願いします。 
記 

◆実施概要◆
学 校 名 日 時 内 容 

大原小学校 
(家庭科室) 

6年生：64名 

9月25日(火) 

8:40～12:00 

1回目:8:40～9:50 

2回目:10:30～12:00

◆市内産のバラを使ったアレンジメント
・市内産バラを中心に,季節の花を使ったアレンジメント教室
を実施。参加児童がそれぞれの作品を完成させます！
・アレンジメントは持ち帰り，「花のある暮らし」の心地よさ
を，各ご家庭に届けます。

脇山小学校 
(校庭)  

全校児童：105名 

10月4日(木) 

10:30～11:30 

◆学校をプランターのお花で飾ろう！大作戦
・全校児童が校庭へ。1～6 年の混合グループに分かれ，
学年を超えて協力しながらプランター花壇を作ります！
・仕上がったプランター花壇は，10/13(土)に同校を舞台に
開催される「早良みなみマルシェ 2018」会場を飾ります。

※福岡市では，西区北崎・元岡を中心に花の栽培が盛んで，平成 28年産のバラの出荷量は県内第２位です。
※「主基斎田 90周年記念～早良みなみマルシェ 2018」  - 10月 13日(土)開催 ＠脇山小学校 -

◆今後のスケジュール◆（詳細が決まり次第，お知らせいたします）

花の魅力を伝えます。花育（はないく）事業スタート！ 

NEWS RELEASE 

【問合せ先】 

農林水産局総務部政策企画課  中牟田，水崎 ＴＥＬ711-4841（内線 2613）
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平成 31年 2月 14日 
  農林水産局総務部政策企画課 

福岡市は，福岡県花卉農業協同組合と連携し，市内の小・中学生を対象に，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ため「花育(はないく)」推進事業に取り組んでいます。 
福岡市を花でいっぱいにする「一人一花運動」と連携し，各実施校で特色のある「花育」活動を展開

しています！今年度最後は下記の２校で実施しますので，ぜひ取材いただきますようお願いします。 
記 

◆実施概要◆
学 校 名 日 時 内 容 

田島小学校 
(図工室・家庭科室) 

6年生：89名 

2月 20日(水) 

10:00～ 

◆家族へ感謝の気持ちを伝えるアレンジメント
・卒業を前に，これまでの感謝の気持ちを込めてアレンジメ
ントをつくります。
・作品は，その日の午後に行う学習参観「感謝の会」の
会場を飾った後，持ち帰って感謝の言葉と共に家族へプ
レゼントします！
・感謝の会も取材可能です。
（時間）14：00～ 
（場所）体育館 

鶴田小学校 
(家庭科室)  

6年生：63名 

3月 1日(金) 

8:35～ 

◆家族へ感謝の気持ちを伝えるアレンジメント
・卒業を前に，これまでの感謝の気持ちを込めてアレンジメ
ントをつくります。
・作品は翌日の「感謝の会」の会場を飾った後，持ち帰っ
て感謝の言葉と共に家族へプレゼントします！

※福岡市では，西区北崎・元岡を中心に花の栽培が盛んで，平成 28年産のバラの出荷量は県内第 1位です。

花の魅力を伝えます。花育（はないく）事業 
第３弾！

NEWS RELEASE 

【問合せ先】 

農林水産局総務部政策企画課   中牟田，水崎，猿渡
さ わ た り

 ＴＥＬ711-4841（内線 2613） 



 

時間：10:00～16:00   

場所：福岡市植物園 （中央区小笹 5-1-1） 

内容：・市民団体等による出展（寄植え体験，生藍染め，木登り体験 等） 

・ステージイベント
(福岡中央高校吹奏楽部演奏，ハンギングバスケットづくり体験 等)

・一人一花キッズプロジェクト(約 400 名の小学生が制作した寄植えの展示)

その他，園内の樹木を巡るクイズラリーなど花や緑に親しむイベント 
が盛りだくさん。植物にふれて，“一人一花運動”が楽しめます。  

平成 30 年 10 ⽉ 5 ⽇ 

市政記者各位 

⼀⼈⼀花サミット 
〜グリッピキャンペーン 2018〜 を開催します！

猛暑からようやく涼しくなり，秋の花々が⾒ごろを迎える季節となってきました。 
１⽉からスタートした⼀⼈⼀花運動は，街なかに花壇が増えるなど市⺠・企業のみなさまの取組

みにより広がりをみせています。そこで，その成果を伝え，市⺠・企業のみなさまがさらに花や緑
にふれ，活動の定着を図る機会として，３⽇間にわたり「⼀⼈⼀花サミット〜グリッピキャンペー
ン 2018〜」を開催いたします。つきましては，事業の周知と当⽇の取材についてよろしくお願い
いたします。

 
 

主催：福岡市都市緑化推進⾏事実⾏員会（福岡市緑のまちづくり協会） 
電話：822-5832  FAX：822-5848 

問い合わせ先 
住宅都市局みどり推進課 担当：⽴場川，上原 
TEL 092-711-4424(内線 2952) 

 

時間：13:00～15:30 

場所：中央市民センター 3 階ホール （中央区赤坂 2-5-8） 

内容：13:00～13:10 サミット開会あいさつ

13:10～14:00 緑化活動等に功績のあった団体等への感謝状等の贈呈 

14:00～14:45 講演会 テーマ「みどりと花を活かした住みやすい都市づくり」 

東京農業大学 准教授 福岡 孝則氏  

14:45～14:55 休憩 

14:55～15:40 パネルディスカッション テーマ「一人一花によるまちづくり」 

九州大学大学院芸術工学研究院 准教授 朝廣和夫氏  

福岡県花卉農業協同組合 福岡花市場生産流通部営業指導課長 古藤 茂氏 

緑のコーディネーター・(公財)日本花の会花のまちづくりアドバイザー  

石井康子氏 外 

10/12(金) 

10/13(土) 
14(日） 

地下鉄大濠公園駅前からは，無料シャトルバスを運行します｡  

抽選で花束を 
プレゼント 

各日 50 名に花苗 
をプレゼント 

詳しくはチラシ・ 

ホームページで♪

オープニング

⼀⼈⼀花サミットのメイン 
〜⾒て触れて花を楽しむコンテンツが盛りだくさん〜 

最寄駅 地下鉄七隈線 「動物園口（薬院大通駅）」 
西鉄バス 小笹団地正門前 

福岡孝則氏 
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平成 30 年１０月２３日

福岡市政担当記者各位              

 こども未来局子育て支援部運営支援課 

農林中央金庫様から市内の保育園に 
チューリップの球根・花の種を寄贈いただきます！ 

 
花いっぱい × 一人一花 
運動       運動 

            

～清水保育園の園児が代表して受け取り，園内で球根の植え付けを行います！～ 

 
農林中央金庫様より「花いっぱい運動」の一環として，市内の保育園にチューリップの球

根と花の種を寄贈いただきます。今年度は，福岡市の「一人一花運動」とコラボレーション

し，「一人一花」ピックも合わせて配布します。 

つきましては，下記のとおり寄贈式を行いますので，当日の取材につきまして，どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
記 

日 時  １０月３０日（火）１０：３０～１１：００ 

場 所  清水保育園（博多区堅粕 1 丁目 28-48） 

出席者   

○寄贈者  農林中央金庫福岡支店 支店長 及川 勝治(おいかわ かつじ)様 

  ○施設代表 清水保育園 園長 江嵜尚子（えざき なおこ）様 

       園児約 40 名 

  ○その他  福岡市こども未来局長，運営支援課長 

 

内容    

・農林中央金庫福岡支店長よりチューリップ球根（目録による）を贈呈 

・こども未来局長より市長感謝状を贈呈 

・園児による球根の植え付け 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※保育施設内でのイベントのため，取材にお越しいただける際は 

ご連絡いただけますと幸いです。 

  駐車場はございませんので，公共交通機関をご利用ください。 

 

《問い合わせ先》 

こども未来局運営支援課 

７１１－４２４５（内 2211） 担当 平川・道脇 

 

 

農林中央金庫では，人と自然と産業の豊かな調和を図り，自然環境の保全と街をより美しく

明るくすることを願い，全国的に「花いっぱい運動」を展開しています。 

この運動の一環として，子どもたちが花を育てることにより，情操を高め，自然を大切にす

る心を養っていくことを願って，平成８年度からチューリップの球根と花の種を市内の保育園

に寄贈しています。（今年度で２3 回目） 

１保育園あたりチューリップの球根５０球，花の種 8 袋を寄贈 
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一人一花運動×11/22「いい夫婦の日」
～婚姻届を提出された方にバラの一輪花をプレゼント！～

【問い合せ先】
市民課一輪花プレゼント及び福岡市一人一花運動について
福岡市住宅都市局みどり推進課 上原，立場川 TEL:092-733-5410(内線2950)

福岡県花卉農業協同組合について
福岡県花卉農業協同組合生産流通部営業指導課 古藤（ことう），神代（こうじろ）

TEL:092-621-6767

市政記者各位 平成30年11月20日

◇ 日時 ：11月22日(木) 10:00～12:00 
※比較的届け出が多い時間帯の設定としております

◇ 場所 ：中央区役所 1階（中央区大名二丁目5番31号）

“一人一花運動 × 11/22「いい夫婦の日」
一輪花プレゼント“の取材対応について

福岡市では，市民・企業等一人ひとりが花と緑を育てて，市内のあるとあらゆる場所
を花と緑でいっぱいにする，一人一花運動に取り組んでおります。
このたび，福岡県花卉農業協同組合様のご協力により，一人一花運動の一環として，

11/22の「いい夫婦の日」に婚姻届を提出される方に全７区役所と２出張所の窓口で
一輪花をプレゼントすることとなりました。
当日，取材については，中央区役所の窓口で対応いたしますので，ぜひ取材いただき，

市民の皆さまに広く紹介いただくようお願いいたします。

※ 入口ロビー付近に写真スポットとして，花のオブジェを設置します。
オブジェは，2012年，2018年，花束・アレンジ競技会において，内閣総理
大臣賞を受賞した，福岡花商協同組合 飛松誠自氏が製作される予定です。

（福岡県花卉農業協同組合様のご提供）

ここも
ポイント！

★プレゼントする一輪花はすべて市内産！
すべて，福岡市の一大産地である西区北崎・元岡地区で生産された
バラの花です。

花のオブジェ
（イメージ）

全7区役所・2出張所窓口で実施！
7区役所と2出張所において，婚姻届を提出された方に，
バラの一輪花などをプレゼントします。

◆ 日時 ：11月22日(木) 8:45～17:15（開庁時間内）
◆ 場所 ：市民課窓口

一人一花運動 × 11/22「いい夫婦の日」一輪花プレゼント

バラの一輪花とタネや一人一花関係グッズなどを
婚姻届を提出された方1組に1セットずつお渡しします。

プレゼント
予定の一輪花

※ ご取材の際は，区役所入口ロビー付近にみどり推進課の
担当者がいますので，お声かけください
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平成 30 年 11 ⽉ 22 ⽇ 
福岡市政担当記者各位 

 こども未来局⼦育て⽀援部運営⽀援課 
 

 
福岡市の「⼀⼈⼀花運動」を応援いただいている福岡市⻄区⻄の丘の⼤型フラワーショッ

プ「GHB Fukuoka Effect」様より，市内の私⽴幼稚園にチューリップ等の球根を寄贈いただ
きます。 

「一人一花運動」とコラボレーションし，「一人一花」ピックも併せて配布します。 
つきましては，下記のとおり寄贈式を⾏いますので，当⽇の取材につきまして，どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
 

 

⽇ 時  11 ⽉ 30 ⽇（⾦）11:00〜11:30 

場 所  あすなろ幼稚園（福岡市南区弥永 2-13-7） 

出席者 

○寄贈者 GHB Fukuoka Effect 店⻑ 今林 亮佑(いまばやし りょうすけ)様 
○幼稚園 あすなろ幼稚園 園⻑ 柿迫 重正（かきさこ しげまさ）様，園児 
○福岡市 こども未来局⻑ 
 

内 容 
○GHB Fukuoka Effect 様よりチューリップ等の球根を園児に贈呈 
○こども未来局⻑より市⻑感謝状を贈呈 
○園児による球根の植え付け 

Effect 様が今回の寄贈式のために，特別に仕⽴てた花壇に植えつけを⾏います！ 
 

 

GHB Fukuoka Effect 様から市内の幼稚園に 
チューリップ等の球根を寄贈いただきます！ 

 
 
 

            
 

〜あすなろ幼稚園の園児が代表して受け取り，園内で球根の植え付けを⾏います！〜 

《問い合わせ先》 

こども未来局運営支援課 

７１１－４２４５（内 2211） 担当 平川・道脇 
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博多と天神をつなぐチューリップロード 
～来年春に向け，小学生が球根の植え付け～ 

市政記者各位 平成30年12月6日 

 福岡市では，毎年春に，博多駅～天神のルート周辺をチューリップなど5万本の花々で
彩る「チューリップロード」を市民と共働で準備しており，来年春に向け，下記のとおり
地元の小学生等によるチューリップ球根の植え付けを実施いたします。 
 つきましては，12月17日に清流公園で実施する，東住吉小児童による植え付けの様子
が取材可能ですのでご案内します。ぜひ取材いただきますようお願いいたします。 

◇ 日時：12月17日（月）午前10時40分から午前11時10分 (予定) 
◇ 場所：清流公園(博多区中洲1丁目7番) 
◇ 内容：チューリップ球根300球の植付け 
◇ 参加者：東住吉小学校2年生 28名(予定) 
◇ 雨天時：雨天時は小学校と協議の上，中止とする場合がございます 

東住吉小学校 球根植付け 

学校 博多小 春吉小 福岡中央特別
支援学校 

東住吉小 舞鶴小 

実施箇所 清流公園 清流公園 舞鶴公園 清流公園 舞鶴公園 

実施日 12月10日 12月11日 12月14日 12月17日 12月18日 

過去行った植付けの様子 
花壇の外周に球根を植え付けていきます 

今年春の開花状況 
3月中旬から4月上旬にかけて開花します 問合せ先 福博花しるべ実行委員会事務局   

    （福岡市住宅都市局みどり推進課） 
     上原，甲斐  TEL:092-711-4424  

 清流公園は，福博をつなぐチューリップロード
の中心部にあたり，公園全体で12,000球の
チューリップを植付け予定です。 

清流公園 
博多駅 警固公園 

H31春チューリップロード計画図 

TEL:092-711-4424
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テキストボックス
28



【お問い合わせ先】
福岡市住宅都市局みどり推進課 上原，立場川 TEL:092-733-5410(内線2950) FAX092-733-5590

市政記者各位 平成31年1月15日

福岡市では，市民・企業等一人ひとりが花と緑を育てて，市内のありとあらゆる場所を花と緑で
いっぱいにする，一人一花運動に取り組んでいます。
このたび，民有地などの地域や企業の皆さまの花壇を対象とした『一人一花パートナー花壇』

制度をスタートします。

『一人一花パートナー花壇』制度スタート
地域のすみずみまで“一人一花”の輪を広げます！！

地域や企業の皆さまとの新たな絆づくり！！

※ サイズ：縦35センチ・横17センチ

プレート設置イメージ

ホームページでご紹介

まちを彩り,  潤いを与える地域や企業の花壇 (※)を，
『一人一花パートナー花壇』として登録することで，
地域や企業の皆さまとの繋がりを深めていきます。

『一人一花パートナー花壇プレート』を進呈します！！

◇ 日時 ：1月15日(火) 15:00～15:30
◇ 場所 ：農林中央金庫 福岡支店（博多区須崎町2-5）
◇ 内容 ：博多区 宮島哲瑞区長から，農林中央金庫 及川勝治福岡支店長

へ 一人一花プレートの贈呈，花壇への設置

「一人一花パートナー花壇」登録者へのプレート贈呈について

取材の際は，花壇付近にみどり推進課の担当者がいますので，お声かけください

当制度にご登録いただく一人一花パートナー花壇 （現時点で約140団体予定 ）の代表として,
『農林中央金庫 福岡支店』様に一人一花プレートをお贈りします。
同支店の昭和通りに面する店舗前の花壇は，年間を通じて四季折々の花にあふれ，まちに彩

りと潤いを与え，行き交う人々の目を楽しませており，長年花づくりに取り組まれています。

農林中央金庫前花壇

一人一花パートナー花壇に登録すると‥

一人一花パートナー花壇

※ 多くの人が目につく場所にあり, 面積が 1㎡以上の花壇が対象

現地で

Webで

双方向で

※『株式会社ぎんれい』様から, 100枚ご提供をいただいております

花壇を一人一花ホームページでご紹介します！！

花づくりに関する『お役立ち情報』のご案内や,  
お互いの情報交換や対話を深めながら，つながる
関係づくりを進めます！！

※花壇の写真と，メンバー紹介等のコメントを掲載

※お役立ち情報：花に関する広報誌やイベント・講座のお知らせ等

みやじま てつすい おいかわ かつじ
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【お問い合わせ先】 
福岡市住宅都市局みどり推進課 
 上原，山下 TEL:092-733-5410(内線2950) FAX092-733-5590 

市政記者各位 平成31年2月22日 

住みやすく元気な都市と評価されている福岡市。 
未来に向けたまちづくりのツールとして，なぜ花を選んだのか。 
花づくり関連企業であり，かつ，ITを活用したプロモーション戦略 

やデータ分析など，先進的な取り組みを進めている株式会社グッデイ 
の柳瀬社長と，株式会社ストロボライトの川上COOと一緒に，花に 
よるまちづくりの中でのスタートアップやビジネスチャンスなどに 
ついて語り合います！ 
当日の取材をよろしくお願いします。 

『スタートアップ × 一人一花セミナー』 
を開催します！

“Flower × IT ～花が生み出すスタートアップ”

◇ 日時：2月26日（火）
①17:00～18:30 ※16:30受付開始
第１部：花の寄せ植えワークショップ

（定員：先着16名/寄せ植え材料費（実費：2,500円）） 
・講師：國分 豊 氏（株式会社グッデイ）
作成した寄せ植えを第２部のトークセッションでAIを使って
自動判定予定

②19:00～20:00 ※18:30受付開始
第２部：花が生み出すスタートアップトークセッション（定員：80名/無料）

・登壇者：柳瀬 隆志（株式会社グッデイ代表取締役社長）
 川上 睦生（株式会社ストロボライト取締役COO） 

③20:00～20:30
懇親会（名刺交換等）

◇ 場所 ：旧大名小学校１階校舎
    （福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next内 

    GOODAY FAB DAIMYO跡地） 

※いずれも申し込みは市（一人一花運動）ホームページより
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【お問い合わせ先】
福岡市住宅都市局みどり推進課 上原，山下

TEL:092-733-5410(内線2950) FAX:092-733-5590
福岡ソフトバンクホークス株式会社広報室 貞包，西岡

TEL:092-847-1684 FAX:092-847-1687

市政記者各位

福岡市では，花による共創のまちづくりを広げるため，地域や民間の場所に
ある，まちを彩り，潤いを与えている花壇としっかり手をつなぐ取組み「一人
一花パートナー花壇制度」を進めています。
今回，福岡ソフトバンクホークス株式会社様が，福岡 ヤフオク!ドームの

外周をガーデン化。プロ野球開催のみならず，コンサートや展示会など様々
なイベントにより，国内外から多数の来訪者が訪れる福岡屈指のエンター
テイメント施設がさらなる彩りと潤いにあふれるおもてなしの場となります。
つきましては，新ガーデンのお披露目と「一人一花パートナー花壇」登録

プレートの贈呈式を下記のとおり行いますので，ぜひ取材いただきますよう
お願いいたします。

福岡 ヤフオク!ドームの新ガーデンが

一人一花パートナー花壇になります！

平成31年３月26日

◇ 日 時 ：3月28日(木) 12:00～12:10
◇ 場 所 ：福岡 ヤフオク!ドーム プレスカンファレンスルーム

（中央区地行2-2-2）
※セキュリティ管理上，事前申込が必要です。（添付の取材
依頼書をホークス広報室まで提出してください。）

◇ 出席者 ：福岡市 池見 雅彦 中央区長
福岡ソフトバンクホークス㈱ 太田 宏昭 専務
福岡ソフトバンクホークス 工藤 公康 監督
庭園デザイナー 石原 和幸 氏

福岡ソフトバンクホークス株式会社様へのプレート贈呈について

※「一人一花パートナー花壇」は，現在約140の団体が登録を予定しています。
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福岡市の歴史を磨き次世代に発展させる「博多旧市街プロジェクト」では，博多部の歴史・伝統・文
化を活かし，博多旧市街の創成に向けてソフト，ハードの両面から取組みを進めています。
この度，博多旧市街プロジェクトにおける南側の玄関口で，「本物の歴史を体感する 博多寺社巡り

コース」の主要な回遊拠点のひとつでもある出来町公園において，花を活かした春のイベント「福博花
しるべ」と連携し「博多旧市街マルシェ」を初開催するとともに，今後も官民・地域の連携により，地
域の皆さんや観光客に愛される公園を目指して行きます。
つきましては，ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが，ご取材賜りますようお願い申し上げます。

平成31年３月28日
市政記者各位

博多旧市街マルシェ ＠出来町公園 の開催について
～博多部を魅力ある楽しめるエリアに～

観光バス乗降場（２台）

１ 期間 平成31年３月30日(土) ・31日(日) 10:00～15:00
２ 場所 出来町公園（福岡市博多区博多駅前1丁目）
３ 詳細は別紙参照

経済観光文化局観光コンベンション部地域観光推進課

【お問い合わせ】
経済観光文化局観光コンベンション部地域観光推進課
担当：冨田・深澤
電話：092-711-4984(内線2597）

朝倉市からの特設ブースや，福岡市近郊からの様々な物産が大集合！
出来町公園グラウンドが２日限りの市場に大変身。

見どころ①

承天寺通りに面したスペースに博多旧市街をイメージした花壇が登場！
今後は，企業や地域の皆さんと花いっぱいの公園へ。

見どころ②

観光バス乗降場

イベントゾーン 博多旧市街花壇ゾーン

メルチャリポートゾーン

みんなで使えるシェアサイクル「メルチャリ」の
ポートができました！博多旧市街でのサイクリング
をシェアサイクルで楽しく快適に。
※福岡市は，株式会社メルカリがサービス提供する
「メルチャリ」を活用した実証実験を同社と共同
で実施しています。
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市政記者各位

平成３１年３月２９日

福岡市は花による共創のまちづくりの実現に向け，『一人一花運動』に取組んで
います。
花の最盛期である春を迎え，市内の花々も見ごろを迎えました。
このたび，来場者参加型のフラワーアートや市民・企業の皆さんがつくる花壇

展示などのイベント「一人一花スプリングフェス」を４月６日（土）～１４日（日）で
開催します。

また，開催期間の前日（４月５日（金））にプレイベントを実施しますので，
ぜひ取材いただきますようお願いいたします。

昨年の来場者９万人！
参加者みんなで作る花と水のボタニカルアートが初登場

「一人一花スプリングフェス」を開催します！

🌼🌼ボタニカルアートと花壇は夜間ライトアップ（～21:00）
🌼🌼花壇内に入って休息できる！「憩い」テーマの花壇
🌼🌼その場で植物も購入できる期間限定マーケット
🌼🌼造園・園芸を学ぶ学生プロデュース花壇
🌼🌼子供たちが植えた寄せ植え50作品も

◆一人一花スプリングフェス
開催期間：4月6日(土)～14日(日) 会場：警固公園

【お問い合わせ先】
福岡市住宅都市局みどり推進課 上原，山下

TEL:092-733-5410(内線2950) FAX:092-733-5590

4月5日(金) 10:00～10:20 @警固公園プレイベント
スプリングフェス期間中に警固公園の中心を彩る『花と水の
ボタニカルアート』のキックオフとして，特製ペットボトル
花瓶200個を市民の皆さんと一緒に投じます。
・開会宣言
・動的フラワーパフォーマンス集団
「伝巧節花」による花活け

・ボタニカルアートキックオフ
参加予定者：市関係者，市内保育園児，エリアマネジメント団体，

ボランティア団体 ほか
※天候により内容を変更する場合があります。
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【お問い合わせ先】
福岡市住宅都市局一人一花推進課 上原，山下
TEL:092-711-4424(内線2951) FAX092-733-5590

「一人一花活動サポート企業制度」スタート！
市民や団体の花づくり活動等を「民の力」でサポート！

市政記者各位 平成31年4月26日

福岡市では，市民・企業等一人ひとりが花と緑を育てて，市内のありとあらゆる
場所を花と緑でいっぱいにする，一人一花運動に取り組んでいます。
このたび，市民や団体等が花づくりを行う際に，民間企業等の支援（花苗・資材

の割引や作業補助など）を受けることができる新たな取り組みを開始します。
市民や団体の活動を「民の力」で支援することで一人一花運動の輪を広げる

新たな仕組みですので，市民の皆様への広報につきよろしくお願いします。

支援対象：「ホークスみんなのガーデン」ガーデニング
コンテスト（別紙参照）に応募する市民・団体等

サポートメニュー：花苗・園芸資材の割引，花壇づくりのアドバイス・
サポート等豊富なメニューあり

（メニューの詳細は一人一花ホームページをご覧ください。）

豊富なメニューを利用してドームでの花壇づくりに
チャレンジしてみませんか！？

当該制度の第１弾として，福岡ソフトバンクホークスが，福岡 ヤフオク!ドーム
外周デッキで市民の皆様と作る「ホークスみんなのガーデン」づくりを多数の
企業が支援します。

支援対象

一人一花活動サポート企業制度の概要

一人一花運動として花づくり活動を
行う市民や団体等

一人一花ホームページなどに掲載されるサポートメニューを
確認し，利用したいメニューがあれば，活動サポート企業※1

へ直接申し込み
利用方法

→詳しくはホームページで！
一人一花活動サポート企業

※1 サポートメニューで支援していただける「活動サポート企業」も随時募集中です。

※4/25時点で以下の企業等が登録
・エコマルシェオニヅカ（株） ・環境演出家協会 ・（株）グッデイ
・GHB FUKUOKA EFFECT ・（一社）福岡市造園建設業協会
・（一社）福岡市緑化協会 ・（株）日比谷花壇
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H31.4 

『一人一花活動サポート企業制度』 ～登録からサポート実施までの流れ～ 

一人一花運動に取り組む方々(※)を，企業の皆さまがサポートする制度です！！ 

※支援の対象：一人一花運動として花づくり活動を行う市民や団体等

その他，不明な点がございましたら福岡市一人一花推進課（092-711-4424）までご連絡ください 

活動サポート企業 

連絡・相談 

福岡市 

（一人一花推進課） 

申込み受付 
活動サポート企業への 
登録申込（随時受付） 

「ホークスみんなのガーデン」 
ガーデニングコンテスト ※別紙参照 

活動サポート企業 認定！！ 
⇒ 一人一花ホームページの活動サポート企業リストに掲載

（企業名と企業の概要等） 

登録編 

市から，活動サポート企業に 
サポートしていただきたい

事業などを逐次連絡

サポート編

対象事業 第 1 弾！！ 
サポートメニューの

検討(任意) 

例）・〇〇を〇〇円で販売します！ 

・〇〇のお手伝いをします！(無料，有料)

・〇〇のアドバイスが可能です！(無料，有料) 

サポートメニュー 決定！！

⇒ 一人一花ホームページでメニューを掲載，市から支援対象の活動団体等へ通知など

活動の 
報告 

サポート事業の活動は
市や支援対象者，それぞれの
ホームページ・SNS・広報物

等で発信 

※サポート事業は 2019 年内に

3～4 件を想定しています

提案 

協議 

※支援対象の活動団体等が活動サポート企業に直接申し込み

サポートメニューの
確認 

申込みのあった支援対象者との 
連絡調整，サポート事業の実施 
（支援メニューや活動については，  

ホームページや SNS で発信）



福岡 ヤフオク!ドームで花壇を作ろう！

    （イメージ写真）

福岡ソフトバンクホークスが「ガーデニングコンテスト」を開催しています。 
あのヤフオクドームに自分でデザインした花壇を持てる絶好のチャンスです♪ 

         https://www.softbankhawks.co.jp/news/detail/00002290.html 

6/30 コンテスト 
審査・表彰式 

問い合わせ先 
住宅都市局一人一花推進課 担当：中本，大屋 
TEL 092-711-4424(内線 2952) 

・ コンテスト後の維持管理はプロにお任せ♪
※ 手間もお金も不要。石原和幸デザイン研究所にて維持管理を実施。撤去もホークス側で行います。 

（ご自身で維持管理をされたい方はご相談ください。）
※ 花壇の展示終了後（2020年の春頃を予定）自分の花壇の花苗等は持ち帰ることもできます。

〆切迫る！ 

5/20まで 

応募 
・デザインを作成
・申込書を提出

・ 花壇づくり費用として10万円の補助あり
※ 選定された１組ごとに，ホークスから１花壇につき最大 10 万円の制作費補助あり。

・ 花壇制作を支援するメニューあり
※ 名だたるサポート企業が（花苗の準備や当日花壇づくりなど）あなたの花壇づくりをお手伝い！

（詳しくは「一人一花ホームページ」でお知らせしています。）
※ 花壇の基盤（土含む）はホークスが準備。

花壇づくり 
（20組選定） 
・花苗等の準備
・6/26～29に花壇制作

・ 初心者でもプロでも誰でも申込みＯＫ
※ 家族，サークル，企業，幼稚園 etc 年齢・ガーデニング経験等は問いません！

・ 「３０年間のありがとう」を自由に描こう！
※ ホークスが準備する 3.0ｍ×2.6ｍの花壇をデザインしてください！

 
30年間の 
ありがとう 
（テーマ）

5/28 審査結果連絡 

コンテストの詳細は

こちらをご覧ください

維持管理 

https://www.softbankhawks.co.jp/news/detail/00002290.html


04028
テキストボックス
35


	201801~リリース綴り
	05（最終）市長会見記者配布資料
	05（最終）市長会見記者配布参考資料
	
	スライド番号 1

	
	スライド番号 1

	
	180403_春のイベントのお知らせver.6

	
	スライド番号 1

	
	01 市政記者 最終版（H30.06.21）
	☆北崎_夏フェスチラシ_表面_0619_02_

	☆北崎_夏フェスチラシ 一式
	☆北崎_夏フェスチラシ_表面_0620


	
	ADP390E.tmp
	スライド番号 1


	
	hitorihitohananipponyuubindesidou

	
	スライド番号 1

	
	0907_2_tonnerunihanawosakaseruPJsinkoutyu
	0907_2_tonnerunihanawosakaseruPJsinkoutyu


	
	0907_3_tonnerunihanawosakaseruPJkaika

	
	181004_秋のイベント「一人一花サミット開催」のお知らせ（広報戦略室意見反映Ver）

	
	スライド番号 1

	
	スライド番号 1

	
	スライド番号 1

	
	スライド番号 1

	
	【最終案】190326投げ込み（ホークスパートナー花壇）
	スライド番号 1


	
	hakatabuwomiryokuarutanoshimerueriani hakatakyuushigaimarushe dekimachikouennokaisainitsuite
	スライド番号 1


	
	スライド番号 1


	20190426サポート企業制度
	1.pdf
	スライド番号 1


	みどり推進課プレスリリース）ミニふくおかと一
	スライド番号 1




