
　心地良い季節に公園に出向くと、車いすや杖を使っ
ておられる方が花・緑を楽しむ姿を見かけることが多
くなりました。まちなかや観光地に赴いても、以前に
比べると、同様の光景はそう珍しくはなくなってきた
のかなとの印象を受けます。
　障害を持つ方や高齢の方への配慮を意味するユニバ
ーサルデザインは、いまや様々な製品やサービスが備
えるべき性質の代表となりつつあります。最近では、
東京パラリンピックとの兼ね合いで交通や接遇などが
話題になることが多いでしょうか。
　もともとは機会均等への意識が強いアメリカ生まれ
の考え方で、障害者への配慮を中心としたそれまでの
バリアフリーが持つ特別対応や高額費用の課題を指摘
し、最初からそのような配慮が必要とならないように
モノやサービスをデザインしようとするものです。デ
ザインという言葉のためか、どうしてもモノや空間自
体を指す言葉だと思われてしまいがちなのですが、そ
の理念を見ていくと、利用や参加を保証する多様な創
意工夫と理解することが妥当で、営みといったほうが
しっくりきます。
　具体的な例を見ていきましょう。写真１は札幌市郊
外にある国営滝野すずらん丘陵公園です。ここの滝野
の森エリアは森林散策を楽しめますが、場所によって
は階段や未舗装の場所が避けられないため、その位置
を適切に案内する情報提供が充実しています。
　また、次の写真は東京都練馬区にある豊玉公園です
が、大規模改修に機会を併せ、設計前から障害当事者
の参画を得ながら、その空間のあり方を検討、整備が
行われています。このように、ユニバーサルデザイン
は空間のしつらえ以外の多くの要素を持ち、それを導
く手法も規則にのっとるといった画一的なものではな
いことがわかります。今回から4回の連載では、この

ユニバーサルデザインについて、特に花・緑と関係が
深いと思われる事例やトピックを紹介していきたいと
思います。
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「ユニバーサルデザインは創意工夫」
花と緑を楽しむユニバーサルデザイン

アガパンサスアガパンサス

国営滝野すずらん丘陵公園でのバリアフリー情報提供

障害当事者参画により改修を行った練馬区豊玉公園



ガーデン部門

ガーデンコンペ・ひょうご　
作品募集のご案内

ガーデンコンペ・ひょうご　
作品募集のご案内

ガーデンコンペ・ひょうご　
作品募集のご案内

　兵庫県最大級の花と緑の祭典、明石城築城400周
年記念協賛「ひょうごまちなみガーデンショー in 
明石」が、９月22日（土）～９月30日（日）に開催さ
れます。
　県民の皆様の参加による内容充実を図り、ご案内
します。
　ガーデン部門と写真部門の２部門で構成し、明石
公園に展示されます。ガーデン部門において新人賞
を設け、より多くの新しい方々にも気軽にご参加い
ただけるようになりました。
　詳細につきましては応募申込書に記述しておりま
すので、本頁では概要をお伝えします。
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寄せ植え部門
兵庫県知事賞（最優秀賞）受賞作品

ミニ寄せ植え部門
兵庫県知事賞（最優秀賞）受賞作品

ハンギング・壁掛け、額縁型プランター部門
兵庫県知事賞（最優秀賞）受賞作品

まちなみガーデン部門　
兵庫県知事賞（最優秀賞）受賞作品

　あなたの想いを作品に込め、みなさんに癒しの空間を届けてください。
どなたでも参加できます。初めての方、大歓迎です。（昨度から新人賞が設けられ、受賞のチャンスです。）
申込期間　６月１日（金）～８月10日（金）
展示場所　兵庫県立明石公園 西芝生広場
応募方法　以下の４つの小部門にエントリーできます。
　　　①　まちなみガーデン部門
　　　②　寄せ植え部門
　　　③　ミニ寄せ植え部門
　　　④　ハンギング・壁掛け、額縁型プランター部門
•各部門につき、お１人１点の応募とさせていただきます。
•初出展の方は、新人賞の対象になります。
•全部門において出展サイズの制限を設けておりますのでご注意ください。
•②～④においては遠方より出品される方々のために、
　県内には複数の搬入場所を設けています。
•参加申込書を受理した後、搬出・搬出方法の詳細につきまして連絡します。



花緑いっぱい運動推進員募集花緑いっぱい運動推進員募集

写真部門

　兵庫県では、花と緑あふれる美しい県土づくりを推進するため、花と緑のまちづくりに一定の技
術や知識をお持ちで、地域における花緑活動のボランティアリーダーとして実践活動や人材育成に
取り組んでいただける方を募集しています。平成30年６月１日現在、172名の方が花緑いっぱい運
動推進員として活動されています。
　詳しくは、下記のお問合わせ先へ、ご連絡下さい。
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写真部門　展示風景

写真部門
兵庫県知事賞（最優秀賞）受賞作品

　参加申込書と共に、季節を通して丹精込めて育てた花や緑の写真を送ってください。

申込期間　５月10日（木）～８月10日（金）
展示場所　兵庫県立明石公園 パークギャラー（とき打ち太鼓前）
応募方法　以下の３つの小部門にエントリーできます。
　　　①　コミュニティ・職域緑化部門
　　　②　家庭緑化部門
　　　③　学園緑化部門

ご準備いただくもの
写真　　キャビネ版＝２Ｌサイズ（縦127㎜×横178㎜）６枚
　　　　•季節の異なる写真を、ご用意ください。
参加申込書（記入事項）
　　　　•フリーハンドで簡単な配置図を描いてください。
　　　　•植栽の工夫やアピールポイントがあれば記入してく
　　　　　ださい。
※応募書類、写真等はお返しできませんので、ご了承ください。

＜お申込み・お問合せ先＞
　　（公財）兵庫県園芸・公園協会　花と緑のまちづくりセンター
　　　〒673-0847　明石市明石公園1-27
　　　TEL.078-918-2405　　FAX.078-919-5186 ひょうごはなまち 検索

● 活動内容等に関するご案内
活動内容
　•地域の緑化活動に取り組もうとするグループの育成
　•地域の緑化活動へのアドバイス
　•緑化活動グループの交流促進　など
　
　このような活動に自主的に取り組み、　半年に一度、報告をしていただきます。
活動に対する支援
　•活動に要する交通費等の一部として、月1,000円（定額）の助成金を支給します。
　•活動中の事故等に備えて、兵庫県ボランティア・市民活動災害共済制度に加入し
　　ます。
　•推進員としての活動に必要な緑化技術・知識の向上を図るため、研修会及びワー
　　クショップ開催し参加を呼びかけます。



　

対象者
　•自治会、婦人会、老人会などの住民団体
　•まとまった面積の緑化を行う土地所有者（個人・法人など）
　•法人、個人、住民団体、市町等により構成する協議会（大規模都心緑化のみ）

対象地域
　
　住民団体が公共用地で実施する場合（一般緑化、ひろばの芝生化、駐車場の芝生化）
　•都市計画法に規定する都市計画区域
　•緑豊かな地域環境の形成に関する条例（以下「緑条例」という。）の「さとの区域」、「ま
　　ちの区域」など
　
　個人・法人等が実施する場合
　•都市計画法に規定する市街化区域
　•用途地域が定められた区域
　•市街化調整区域のうち、特別指定区域及び開発指定区域
　•緑条例の「まちの区域」など
　ただし、校園庭の芝生化は県下全域、大規模都心緑化は人口集中地区内の駅周辺が対象です。

　兵庫県では、都市における環境の改善や防災性の向上等を目的として、県民緑税を活
用し「県民まちなみ緑化事業」を実施し、県民のみなさんによる植樹や芝生化などの緑
化活動に対して補助を行っています。県民のみなさんには、樹木などの植栽や芝張り、
その後の維持管理を行っていただきます。

公園、広場、マンション、道路・河川沿い、学校、土石採取跡地等への
植樹や生垣の設置等を行う住民団体等に対し、緑地整備に要する費用を
補助します。

学校の校庭や幼稚園・保育園の園庭の芝生化に要する費用を補助します。

公園、広場、グラウンド等の芝生化に要する費用を補助します。

駐車場の芝生化を行う所有者や管理者等に対し、芝生化に要する費用を
補助します。

建築物の屋上又は壁面の緑化を行う所有者や管理者等に対し、緑化に要
する費用を補助します。

人口集中地区内の駅周辺の公共性が高い都心空間で、歩行者空間を豊か
にする大規模な緑化を行う協議会に対して、緑化に要する費用を補助し
ます。

事業概要
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一般緑化

緑化区分 補助内容

校園庭の芝生化

ひろばの芝生化

駐車場の芝生化

建築物の屋上緑化・
壁面緑化

大規模都心緑化
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平成30年４月２日（月）～12月21日（金）
※募集期間内でも予定額を超えた場合、受付を締め切りますのでご了承下さい。

募集期間

駐車場の芝生化、建築物の屋上緑化・壁面緑化

一般緑化、校園庭・ひろばの芝生化
問い合わせ先

うずしおの郷
　地域振興協議会

観光スポットにある市
中公園に、地元の人が
大事に育てたひな壇の
花々と、今回植栽した
花木が上手く調和し、
公園の心地よさを倍増
した。

三木市立
　広野小学校
　
校庭の芝は、順調に成育
し、子供たちが早く駆け
回ったり、お弁当を食べ
たりしたいと心待ちにし
ています。
また、全校生徒集会等に
使われます。

大原・桂木ふれあいの
　まちづくり協議会

アスファルト舗装の地
温上昇軽減。イベント
時には芝生広場と一体
となるような、駐車ス
ペース以外の活用も期
待できる。

JR姫路駅ピオレビル屋上
　緑化面積103㎡

イベント用の舞台が設置
され、夏にはビアホール
としても活用されており、
緑に触れながら楽しむこ
とができる。

電話番号

078（362）3564

0797（83）3191

079（421）9402

0795（42）6176

079（281）9313

0796（26）3757

0795（73）3863

0799（26）3213

078（362）3563

650-8567県土整備部まちづくり局
都市政策課緑化政策班

宝塚土木事務所
まちづくり建築課

加古川市土木事務所
まちづくり建築課
加東土木事務所
まちづくり建築課

姫路土木事務所
まちづくり建築第2課

豊岡土木事務所
まちづくり建築第1課
丹波土木事務所
まちづくり建築課
洲本土木事務所
まちづくり建築課

県土整備部まちづくり局
都市政策課緑化政策班

665-8567

675-8566

673-1431

670-0947

668-0025

669-3309

656-0021

650-8567

郵便番号実施箇所 お問い合わせ先

神戸市

尼崎市、西宮市、芦屋市、
伊丹市、宝塚市、川西市、
三田市、猪名川町
明石市、加古川市、高砂市
稲美町、播磨町
西脇市、三木市、小野市
加西市、加東市、多可町

姫路市、相生市、たつの市
赤穂市、宍粟市、神河町
市川町、福崎町、太子町
上郡町、佐用町
豊岡市、養父市、朝来市
香美町、新温泉町

篠山市、丹波市

洲本市、南あわじ市 
淡路市

電話番号郵便番号実施箇所

全市町

お問い合わせ先

神戸市中央区下山手通
5-10-1

宝塚市旭町2-4-15

加古川市加古川町寺家町
天神木97-1

加東市社字西柿1075-2

姫路市北条1-98

豊岡市幸町7-11

丹波市柏原町柏原688

洲本市塩屋2-4-5

神戸市中央区下山手通
5-10-1

お問い合わせ先

お問い合わせ先

一般緑化の一例 校園庭の芝生化一例

駐車場の芝生化一例 屋上緑化の一例
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グリーンメッセージ
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兵庫県参与（花と緑のまちづくり推進担当）
（公財）兵庫県園芸・公園協会　技術顧問
　　　　　　　　　　　　　　　　石原　憲一郎

花と緑のまちづくりと中間支援団体 について

　今年も、県下各地で春期の花緑イベントやオー
プンガーデンなど多彩な活動が行われ県内外から
多くの来訪者を迎えました。地方自治体主催のイ
ベントだけでなく、県民主体の「花と緑のまちづ
くり活動団体」による様々な取り組みも大変多か
ったです。

　＊調査研究によ
れば県下各地に、
約2500団体の花
緑団体があり、約
7万人の県民の皆
様が活動していま
す。おそらく全国
有数の規模である
と考えています。
これは、大きな視
野でみれば、兵庫
県が「全県土公園
化構想」等の施策

として30年以上進めてきた緑豊かな県土づくり
の成果の一つと考えていいのではないでしょう
か？
　しかし、近年では人口減少や高齢化が進み、総
じて花緑団体の体力低下も心配されます。活動を
継続・発展するためには、「人 ひと」「物 もの」
「金 かね」「情報 じょうほう」そして「情熱 じ
ょうねつ」が不可欠で、その課題を克服する方法

として、それぞれの団体をたばねる「扇のかな
め」のような中間支援組織が重要となります。
　現在は、兵庫県とそれぞれの花緑団体との相互
関係で意見交換や様々な支援が行われています。
しかし、担当職員は数年で人事異動することが多
く、そのたびに信頼関係を築く期間が必要となれ
ば、必ずしも持続的な支援を期待できる現状では
ありません。中間支援団体は、行政、個人・企業
など、資金、人材、情報等の資源提供者と個々の
活動団体とを仲介し、NPO育成・運営等に関わ
るなど主にソフト面でサポートすることが主な役
割で、まさに「扇のかなめ」の役割を担うものです。

　花と緑のまちづくりに期待される中間支援団体
の役割は、行政との連携、活動団体間の交流促進
やネットワーク化、資金や物的支援、人材育成や
技術支援、情報の発信や共有が考えられ、社会環
境の変化を考えると、その育成が急がれます。兵
庫県では、平成29年度より、中間支援団体への
支援制度もスタートしていますが、中間支援団体
としての認定条件、活動要件に改善の余地もあり、
今後、花と緑のまちづくりセンターとして、それ
ぞれの花緑団体との意見交換を踏まえて行政と協
議し、県下全体に中間支援団体が育っていくよう
充実強化に取り組んでまいりたいと考えていると
ころです。

育苗に対する支援

オープンガーデンの様子

ネットワークが広がり活性化されます

＊　県内花緑団体の活動状況と課題に関する調査研究報告書
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緑の相談員所長 　城山　豊
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ほっと

スイレンの魅力と育て方

睡蓮鉢とコンテナ植えの草花を並べた「スイレンのある暮らし」

モネの池にも植えられたといわれる
耐寒性スイレン‘ジェームズ・ブライドン’

改良が進んだ熱帯性スイレン
‘ファイヤーフォックス’

育ててみよう
　スイレンは池がなくても、水を貯める容器があれば育
てられます。特に熱帯性スイレンは小さな容器で育てる
ことが可能です。また、意外と手間のかからない植物で
す。
　水も減った分だけを足せばよく、コンテナ植えの植物
に潅水するついでに水を足す程度で管理できます。肥料
が水に溶けださないこと植え付けの仕方などちょっとし
たコツがありますが、一度覚えると難しくはありません。

スイレンとは
　スイレンは、水辺で鮮やかな花を咲かせるスイレン科の多年
草です。
　スイレン（Nymphaea）属は、世界に40あまりの野生種が
分布するといわれますが、私たちが普段見かけるスイレンは、
そのほとんどが人口的に改良された園芸種です。フランスの印
象派の画家モネがたくさんのスイレンの絵を描いたことは有名
ですが、ちょうどその少し前の1900年頃にフランスで新しい
スイレンの園芸種が数多く育成されました。

スイレンの種類
　スイレンの園芸種には、大きく分けて２種類あります。温帯
圏に分布する野生種を改良した耐寒性（温帯性）スイレンと熱
帯圏に分布する野生種を改良した熱帯性スイレン。モネが描い
たのが前者です。日本のお寺の池で咲いているのもこれです。
お寺によく植えられているので、和風のイメージがありますが
これらのスイレンもモネの時代にフランスで改良されたものが
もとになっています。
　耐寒性スイレンは寒さに強く、冬越しに工夫はいりませんが、
暑さを好まないので、暑くなると花を休む品種があります。一
方、熱帯性種は、冬越しに工夫が必要ですが、暑さに強く夏中
花を咲かせるため、現在人気がでて栽培する人が増えています。

TEL 078（918）2405
FAX 078（919）5186



Ｐ２

Ｐ１

開始場所
花と緑のまちづくりセンター 研修室

協会駐車場

剛の池 県営駐車場

西入口

東ノ丸入口　

JR/山陽・明石駅

正面入口

平成30年度　7月～9月

花緑博士へチャレンジ !!
◆印は小学生以上が対象です。対象の教室を5回以上
　参加した小中学生には、花緑博士の認定証を進呈します。

「ガーデンコンペ・ひょうご」にチャレンジ!!
「ガーデンコンペ・ひょうご」に出展しませんか？
★印は、コンペに出展するためのコツが学べる教室です。

●平成30年6月30日（年4回発行）
●編集発行　公益財団法人兵庫県園芸・公園協会花と緑のまちづくりセンター長　堀本　祥子
　　　　　　〒６７３－０８４７　明石市明石公園１－２７　花と緑のまちづくりセンター
　　　　　　TEL：078（918）2405　FAX：078（919）5186　Eメール：info_midori@hyogopark.com

花と緑のまちづくりセンターだより　45号花と緑のまちづくりセンターだより　45号

（8）　センターだより

★★お申し込み・お問い合わせ★★
花と緑の まちづくりセンター

℡ ０７８-９１８-２４０５
受付時間は、9時から17時迄です

お申込み開始日より先着順 ※電話のみの受付

 

講師名 定員
【名】

受付
開始日

日

金

金

日

金

金

日

金

日

日

金

日

日

日

金

◆

◆

◆

◆

◆

★

◆

★

兼光　たか子

城山　豊

市原　誠

平山　吉澄

永田　鈴子

武内　里美

松井　鴻

大西　忠男

兼光　たか子

中山　正範

山田　益男

星川　雅子

兼光　たか子

中山　正範

武久　正篤

20

30

20

30

20

30

30

30

20

20

20

20

20

20

30

10：00 ～

13：30 ～

13：30 ～

13：30 ～

13：30 ～

13：30 ～

13：30 ～

13：30 ～

10：00 ～

13：30 ～

13：30 ～

13：30 ～

10：00 ～

13：30 ～

13：30 ～

6/15

6/15

6/15

7/ 1 

7/ 1 

7/ 1 

7/ 1 

7/15

7/15

8/ 1 

8/ 1 

8/ 1 

8/15

8/15

8/15

受講料
【円】

100

100

2,600

100

2,100

1,600

100

100

100

100

100

600

100

100

100

実施日 曜日 開催時間 タイトル

7/ 1 

6 

13

15

20

27

29

8/ 3 

5 

19

24

26

9/ 2 

9 

14

明石公園の自然観察③

睡蓮の魅力を楽しむ ～水生植物の紹介～

夏の風物詩！　つりしのぶづくり

明石公園のきのこを観察しよう！

季節の寄せ植え　＜夏＞

夏のお出かけに、お花でおしゃれ！ 髪飾りづくり

小枝アート　～森の仲間たち～

楽しい秋・冬野菜づくり

明石公園の自然観察④

花や葉の色彩を活かした花壇・庭づくり①

バラの手入れ・剪定　＜秋＞

明石公園の自然観察⑤

花や葉の色彩を活かした花壇・庭づくり②

家庭果樹の作り方①　～くだものづくりの基礎知識～

知っているようで知らなかったハーブの魅力！
③～育てたハーブの収穫と癒し方～


