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国体推進委員会について

日立市コミュニティ推進協議会

会長会議

国体推進委員会
30名 (役員会7名、単会23名)
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平成30年度実施事業

単会活動助成事業

「まちを花で飾ろう事業」に加え、単会での課題解
決や地域の活性化に向けて企画された事業に対
し、国体推進委員会事業計画に基づき補助をす
る。

まちを花で飾ろう事業

幹線道路など、公開性が高い場所に各単会が花を植
栽する。実施方法については、参加団体等を募集する
など、新たなコミュニティの担い手づくりにつなげるとと
もに、事業の広報・宣伝を積極的に行い、コミュニティ
活動の活性化を図る。
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十王地区コミュニティ推進会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定
参加者の感想

十王駅西口前の花壇の整備
花壇設置時に植栽をしたが、その後、ほとん

どが草で覆われ、年に数回草を刈っている状
態でした。そこで、半分の敷地を耕運機で耕し、
新しく花を植えて整備をしました。

増子硝子店前花壇の整備
女性会が中心に活動していたが、今年度は

コミュニティと共同でサルビア、マリーゴールド
５００本を植栽しました。

交流センター南側県道沿い
歩道隅にプランター３０鉢を設置しました。

駅西口前の花壇は、植栽した数日後に台風

により苗の大半が飛ばされてしまい、十分な成
果はあげられませんでしたが、例年と違う様子
に気付いた方もいて、少なからず成果が見ら
れたかと思います。他の２か所は、予算の拡充
もあり、今まで以上にきれいな場になったと思
います。暑い時期の水かけ、除草に苦労しまし
たが、「きれいですね」の周囲の声に励まされ
ました。サポーターの広がりがないことは大き
な課題です。

本年度の３か所を来年度も整備したいです。

花の種類も検討して９～１０月に見ごたえのあ
る飾花にしたいです。そのためにも、植栽の時
期を検討し、チラシ等も利用しながら呼びかけ
を工夫して、サポーターとしての協力者を増や
していきたいです。

・ 作業人数が少なく、暑い日は作業が特に大変
でした。
・みんなに呼びかけを何度もする必要があると
感じました。活動参加者が増えてほしいです。
・ 「きれいでいいですね」「ごくろうさまです」の言
葉はとてもうれしかったです。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 ５，６５１世帯
人口 １４，００３人
男 ６，９５８人
女 ７，０４５人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/c-juo/

活動拠点 十王交流センター
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活動の概要

活動の成果

参加者の感想

昔遊びや折り紙の楽しさを感じてもらうことを目
的に、幼児からお年寄りまで楽しめる機会をつくり、
３回ほど実施しました。指導者の研修も行い、特に
竹馬のりやベーゴマ回しは、大人でも難しく時間も
多く費やしました。小さい子はお魚つり、ゴム鉄砲、
けん玉、輸投げに興味を持ち、中学生は竹馬、紙
ひこうき、コマ、ベーゴマ、お手玉など難しい遊び
に挑戦していました。

幼児、小学生中心の遊びでは、保護者の参加も
多く、子どもと共に楽しんでいたことは大変よかっ
たと思います。特に、遊びの最後に大きなサイコロ
２つを使っての景品付きゲームは盛り上がりまし
た。中学生対象の昔遊びでは、７種類の遊びを用
意し、できるだけ多くのものにチャレンジしてもらい
ました。「時間がもっとほしい」との意見が多く出さ
れました。

幼児からお年寄りまで楽しめる遊びであることが
よくわかったので、「今後もできるだけ続けていけ
ればいいと思います。」という意見が、サポーター
（指導者）や参加者からいただきました。また、
「ゲームやテレビから離れて、このような遊びを
時々やることは大事なことですね。」という言葉もい
ただきました。大変なこともありましたが、教えてい
るお年寄り自身が「楽しい」と言っていただけたこと
もよかったです。

単会活動助成事業
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豊浦学区まちづくり推進会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定

参加者の感想

国道６号沿いの花壇、かわじり第一児童公園
内花壇、交流センター海側道路沿い花壇を整
備し、パンジー、マリーゴールド、サルビアなど
の花の苗を植えました。地域の方はもちろん、
国道6号を利用する方々にも花の景観を楽しん
でもらえたと思います。国道6号沿い花壇は地
域の小学生、中学生、高校生の協力も大きく、
楽しみながら花壇整備を行いました。

国道６号沿いの花壇が花でいっぱいになっ
た事で、景観がとても華やかになりました。公
園内も海側道路も華やかになり、利用者の方
に「きれいだね」と声をかけてもらうことも増え
ました。

茨城国体に向けて今後も、この活動は続け
ていく予定です。今までどおり小学生、中学生、
高校生にも協力を依頼し、地域全体で盛り上
げると共に、老人会やおやじの会など様々な
グループに参加してもらえる取組を進めてい
きます。

花壇整備、花の苗植えと子供たちとの関わ
りや地域の方との交流に楽しく参加していま
す。きれいに花が咲いた姿を見ると、とても嬉
しい気持ちになります。小学生の一生懸命な
姿にも元気づけられています。
仲間を誘い、今後も参加していきたいと思い
ます。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 ４，０３６世帯
人口 ９，７００人
男 ４，８１４人
女 ４，８８６人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/h-435755/

活動拠点 豊浦交流センター

5



活動の概要

活動の成果

参加者の感想

地域の三大イベント「夏まつり花火大会」・「市
民体育祭」・「三世代文化祭」の中で各行事を盛
り上げるイベントを企画しました。生演奏による
ベンチャーズサウンド、市内高校生によるチアダ
ンス、保育園の子ども達の太鼓、小学生以下を
対象とした「本物を探せ」ゲームを実施しました。

多くの方々に喜んでもらい、参加者も増え、地
域活性化につながりました。 「夏まつり花火大

会」・「市民体育祭」・「三世代文化祭」の３つの行
事で合計１万人を超える参加があり、地域のイ
ベントとして、多くの方の交流があったと思いま
す。

文化祭での「本物を探せ」は、交流センター内
に同じ格好をした人がたくさん現れ、子供達が
笑顔で本物を探す姿が楽しそうで印象に残りま
した。大人も大変喜んで、会場を訪れた人だけ
でなく、実施している側にも笑顔があふれ、楽し
いイベントになり文化祭が大変盛り上がりました。
また餅つき大会や漁協のイベント参加も大変人
気があって、ぜひ来年以降も行いたい企画のひ
とつです。

単会活動助成事業
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日 高 学 区 市 民 自 治 会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定

参加者の感想

日高学区市民自治会が日高学区高齢者クラ
ブ、日高小学校ＰＴＡと共催して日高小学校の
通学路でもある日高交流センター広場の市道
側の土手に９月より花壇つくりを始め、ビオラ、
パンジー、チューリップと菜の花の種まきを行
いました。まちの環境美化と子供たちが楽しく
通学できることを目指し実施しました。

花壇を作ったことで、通学路が華やかになり、
市道を通行する歩行者や車を運転する人もき
れいで心が和みますとの声も挙がり、景観もよ
くなったことで地域の方からも喜ばれています。
通学する児童も花壇を大切にしている様子が
見えて微笑ましいです。

定期的に手入れを進め、季節ごとに花の種類

を変え市民の目を楽しませたい。また協賛団体
との交流をさらに深め、参画する人を募り、花壇
の設置箇所を増やすなどして、まちの活性化を
図っていきたいです。

子供たちにも手伝ってもらい花壇の花植え行い
ましたが、とても楽しかったです。自分たちが植
えた花で通学路がきれいになり、多くの人に喜ん
でもらえると思うと、これからもこのような活動に
は参加していきたいです。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 ４，１３２世帯
人口 ９，３４４人
男 ４，６８５人
女 ４，６５９人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/hitaka.com/

活動拠点 日高交流センター

7



活動の概要

活動の成果

参加者の感想

日高交流センターの敷地に設置してある「日高
の散策絵図」は、設置後の経年劣化により文字や
絵の消滅、看板の腐食等がみられ、更新整備の
時期になりました。また、平成18年に日高交流セ
ンターに植えられた「日立紅寒桜」の看板も木の
生い立ちなどを加えた看板に更新して、桜をはじ
め学区の史跡などをさらにＰＲをします。

「ひたかふるさとマップ」「日高の散策絵図」につ
いては、日高の史跡や地域を見直し、正確な情報
を市民に伝えることができるようになりました。

「日立紅寒桜」看板更新は、２０年前の看板を見
直し、日立紅寒桜の生い立ちなどを加え、訪れる
市民により細かな情報を提供できるようになりまし
た。

・日高の古い史跡などがよく分かりました。

・日立紅寒桜の生い立ちが理解でき、桜を大切
にしたいと思いました。

単会活動助成事業
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田尻学区コミュニティ推進会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定

参加者の感想

４月頃から、田尻交流センター敷地内に、
フラワースタンドを１８個作製し、サルビア、
マリーゴールド、パンジー、菊など４種３２６
本を植えました。

この活動を行ったことで、田尻交流セン
ターの利用者及び、地域住民の方々から、
「次は何の花が咲くのか楽しみにしている」
との声がたくさん聞かれ、環境美化活動を
進めていく上での励みになりました。

今後は花壇に植える花の種類を、季節に合
わせ変えることで、１年中花が見られるように
していきたいです。また、花の手入れ講座を
実施し、地域住民への意識の向上を図って
いきます。

小学5年生の孫が、交流センター脇の道路

を通学路として利用しているので、夫婦で、
今回の活動に参加しました。自分が育てた花
を気にするようになり、交流センターもより身
近に感じるようになりました。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 ５，１４３世帯
人口 １１，６０５人
男 ５，６８３人
女 ５，９２２人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/c-tajiri/

活動拠点 田尻交流センター
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活動の概要

活動の成果

参加者の感想

今回の事業では、地域の防災・防犯予防及び
避難行動要支援者宅の巡回を行いました。

事前に茨城国体や地域福祉等について幅広
く町内会へ説明、意見交換を実施した中で、高
齢化、後継者不足、脱会者の増加等の問題が
意見として挙がりました。地域のつながりを維
持できるよう事業に取り組みました。

避難行動要支援者、高齢者、一人暮らし世帯
には、町内会を挙げてパトロールや声かけを行
い防災、防犯の意識の向上が見られました。個
人情報の問題もありますが、声かけの重要性
とともに、安否確認の必要性を痛感しました。

福祉推進員として、町内の避難行動要支援者
宅を訪問しましたが、日頃のコミュニケーション
不足のため、信頼関係も薄く、対話の必要性を
感じました。今後は日常から一声かけるようにし
たいです。

単会活動助成事業
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滑川学区コミュニティ推進会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定

参加者の感想

滑川交流センター前、県道日立・いわき線沿
道（１８０ｍ）の植え込みが、雑草で覆われ景観
が損なわれていました。今回の事業を契機に
県工事事務所と相談し、雑草に覆われている
樹木を伐採して、新たな花壇として両沿道に飾
花し地域の環境整備を進めました。

県道の対面側にはコキア、マリーゴールド、
ひまわりを飾花し、センター側には鉢植えの小
菊をプランターに植え配置しました。県道日立・
いわき線は朝夕、日中の通行車両が多く、また、
滑川小・中学校の通学路となっているため、今
までの景観からの変貌に驚きの声が挙がりま
した。また、スーパーの買い物の行き帰り等、
花の生育を楽しみにしている方が多かったで
す。

県工事事務所から道路里親制度の要請があ
り、滑川学区コミュニティ推進会で協議し、継続
して活動を進め、無理のない道路除草ボラン
ティアとして支援することで要請を承諾しました。
今後は、小・中学校、他の諸団体と話し合い、
地域の環境美化に貢献していきます。

６月からの活動でしたが、植栽から成長、開
花の一連の様子、それに伴う通行人の反応を
通して、改めて感激し、この活動に参加して良
かったと思います。地域の一員としてがんばり
ます。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 ４，１４８世帯
人口 ９，４１６人
男 ４，５９４人
女 ４，８２２人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/h-221654/

活動拠点 滑川交流センター
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活動の概要

活動の成果

参加者の感想

平成１８年、落書きを消して地域の環境整備を
しようと、国道６号下の市道２３０３号沿道に滑川
中学校美術部の協力を得て、壁画を描いてもら
いました。あれから１２年が経過し、色褪せていて、
景観が芳しくなく、付近は小、中学校の通学路に
なっていることから、絵画プリント板を制作し、壁
に取り付けて景観を良くすることを目的に事業を
実施しました。

当初の計画では、今までの壁画を消すことも考
えましたが、既存の壁画は当時の記念作品として
残す事としました。しかし、その場所では、沿道老
朽化の為、国土交通省での安全点検で剥離等の
様子が見られ、いずれは補強工事があるのでは
ないかとの事になりました。そのため、もっと多くの
方にみてもらえる場所がないか検討した結果、交
流センター前沿道のフェンスに設置し、多くの方に
見ていただいています。

今回の事業で滑川学区コミュニティ推進会とし
て、交流センターを中心に活動出来ればいいと
思いました。

また、いろんな方々の目にとまり、沿道の花壇
の飾花との調和がとれ活気ある通りになったと
思います。素晴らしい体験をさせていただき感謝
しています。

単会活動助成事業
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宮田学区コミュニティ推進会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定

参加者の感想

６月頃から、学区内の８か所に花壇を整備し、
サルビアやマリーゴールド、ビオラ、パンジーな
ど１０種類の花を約１，０００本植えました。周り
の景観をよくするとともに、楽しみながら交流セ
ンターを利用していただきたいと思い、この事
業を行いました。

この活動を行ったことにより、交流センターを
はじめ、飾花した箇所については周りの景観も
よく華やかになりました。地域の方からも「とて
もきれいですね」という声も聞かれ、交流セン
ターの利用者からも喜ばれております。

今後は、交流センターや宮田小学校の花壇

などに植える花の本数を増やしていきたいと考
えています。また、飾花する場所も増やしなが
ら、この活動に参加してくださる方も増やしてい
きたいと考えています。

散歩している方から、「通り道に花がたくさん
植えられていて心が癒されました」と声をかけ
られました。自分たちの植えた花がきれいに咲
いているのを見るのは大変気持ちのいいもの
です。私たちの飾花した花が、散歩する方々の
元気の元になり、また、「いきいき茨城ゆめ国
体」へのメッセージになることに飾花を実施した
喜びを感じています。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 ３，６２８世帯
人口 ７，６４４人
男 ３，８３５人
女 ３，８０９人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/miyatasuisinkai

活動拠点 宮田交流センター

13



活動の概要

活動の成果

参加者の感想

コミュニティの基盤である、町内会の解散や脱
会が増加しており、地域活動の担い手や後継
者不足が懸念されています。

高齢者世帯や働き世帯など、負担を感じない
程度に地域活動ヘの参加を促進しながら、後
継者不足を解消するにはどうしたらいいのか、
講師の長谷川幸介先生（茨城生涯学習・社会
教育研究会 会長）を招いて講演会を行いまし
た。

１２月２日（日）長谷川先生の講演を聞きなが
ら、地域コミュニティの基礎を学びました。向こ
う三軒両隣の精神が大切であり、日ごろから声
をかけ会う「挨拶」が基本である。まずは、挨拶
から始めよう。

世間話しの中から情報の交換、共有化、同じ
目線で話し納得してもらうことにより、お互いが
理解しあえることが大事であるということを学び
ました。

今回の講演会に参加し、改めてコミュニティの
基礎を知ることができました。学区内に住んで
いる方全員がコミュニティの会員であるというこ
とを知っていただき、地域活動により多くの方
に参加していただけるよう、声を掛けあいなが
ら努力していかなければならないと感じました。

単会活動助成事業
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中里学区コミュニティ推進会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定

参加者の感想

７月２２日（日）に地域の方たちとコミュニティ
関係者でマリーゴールドとサルビア５４０本の花
苗を１８０個のプランターに植え、中里スポーツ
広場の道路脇に飾花しました。日々の水やり
は、長寿会の方々の協力をいただきました。

スポーツ広場来場者に楽しんでもらうこと、
「いきいき茨城ゆめ国体２０１９」開催のＰＲを目
的として事業に取り組みました。

活動によって、中里スポーツ広場の景観が華
やかになり、利用者から「見事に咲いていてと
てもきれい」等の声があり、スポーツ広場利用
者の方たちにも喜んでいただくことができまし
た。また国体のＰＲにもつなげることができまし
た。

来年度も予算が計上されれば、予算に応じ

た規模で活動を計画し、実施していく予定です。

長寿部として、花苗の植え付けや日々の水
やりに協力しました。日々成長し、花数が増
え、やがて満開になり、スポーツ広場が華や
かに彩られたのを見て、水やりの苦労も吹き
飛びました。

来年も可能な範囲で活動に参加しようと思
います。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 ５６８世帯
人口 １，１６４人
男 ５７３人
女 ５９１人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/nakasatokouryusenta/

活動拠点 中里交流センター
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活動の概要

活動の成果

参加者の感想

①わんぱく隊事業とタイアップして、レーシン
グカーの製作、タイムレース大会の実施、およ
び表彰式を行いました。

②交流センター、中里小学校、中里中学校に
パンポンコート、ネット、ラケット、ボール等の実
施環境を整備し、競技のデモンストレーションを
行いました。

①小中高校生、父兄、教師、コミュニティ役員
他多数の参加があり、レーシングカー大会を通
してお互いの親睦を深めることができました。

②パンポンの実施環境を整備し、経験者によ
るデモンストレーションを実施することで、いつ
でもだれでもパンポンを楽しめるようになりまし
た。

わんぱく隊で楽しかったことは、レーシング
カーを作ったことです。タイヤをつけるのを頑張
りました。難しかったり、分からないところは、理
科のおじさんに手伝ってもらいました。

レースの時、止まってしまった時もあったけど、
最後まで走りました。自分の車や友達の車を追
いかけて、私もたくさん走りました。

単会活動助成事業
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仲町学区コミュニティ推進会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定

参加者の感想

県道日立・山方線と日立中央ＩＣの交差点
付近に、５０ｍに渡りプランターを設置し飾花
しました。日立中央ＩＣより日立市に入る皆様
を花で歓迎することを目的として、まず除草
と土砂の撤去を行い、その後プランターを設
置しました。水撒きは、近くに水道がないた
め、近くのご家庭に水道栓を提供してもらい
１００mのビニールホースを敷設し、行いまし
た。

県道日立・山方線を通るドライバーと高速
道路を降りてくるドライバーには、信号待ち
のときにプランターを観る機会があったと考
えると、公共性の高い場所で、「まちを花で
飾ろう事業」をアピールできたと思います。

花の位置が低いため、もう少しアピールす
るようプランターを多くするか、高くする工夫
が必要と感じました。
何のために花を飾っているのかＰＲするた
め、具体的に大きな看板を設置する必要が
あったのではないかとも思います。

約３か月にわたる花の管理は歩道の土砂
除去から始まる重労働でした。夏の炎天下で
の４０か所のプランターの水まき作業は思っ
たよりも時間がかかりましたが、その努力も
あり、花を枯れることなく最後まできれいに咲
いてくれました。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 １，７３１世帯
人口 ３，６９５人
男 １，７８９人
女 １，９０６人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/c-nakama/

活動拠点 仲町交流センター
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活動の概要

活動の成果

参加者の感想

仲町学区内にある白銀町仲町芝内歩道橋３
か所を仲町小学校・平沢中学校の生徒の安全
確保のため、通学路の雑草刈りと通路上部の
立木の剪定整備を実施しました。

今までも学区内の父兄も参加により実施をし、
雑草の量が多い中で各自が持参する鎌等で手
作業の活動となっていたが、今回機械化を図り、
作業時間の短縮を目指しました。

作業時間を短縮することにより、仲町コミュニ
ティ環境美化部員と共に、仲町小学校交通安
全保護者会、平沢中学校PTAと連携を取る時間

ができ、地域の一体感が生まれました。歩道橋
の清掃、通学路の草刈りをすることで、学生が
通学路の歩道から外れ、車道を通ることがなく
なり安全が確保されました。

今回も、小中学校の生徒と先生方も参加して
いただき地域の父兄とともに通学路の除草作
業を実施しました。作業を通して子どもたちに
地域活動の重要性を見せることができ大変有
意義に感じました。機械化により時間短縮と作
業が容易になり、各自への負担が少なくなりま
した。

単会活動助成事業
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中小路学区コミュニティ推進会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定

参加者の感想

６月頃から、「なかこうじ児童公園」内の東
側花壇の美化及びマリーゴールド・サルビ
ア等の植栽をすすめ、地区住民の手で中小
路学区を花でかざり日立市や中小路学区
への訪問客へのおもてなしを進めました。

「なかこうじ児童公園」東側花壇が華やか
にきれいになり、隣接する中小路幼稚園・中
小路小学校の先生や保護者から、「とてもき
れいで、付近を散策する楽しみが増えまし
た」という声をいただきました。

「なかこうじ児童公園」里親制度メンバーや
諸団体との連携を図りながら、他地区・公園
等での環境美化活動も検討中です。２０１９
年国体に向けてより一層の「まちを花で飾ろ
う」を進めていきます。

中小路学区内の少子高齢化や異常な暑さ
等の影響で、活動メンバーを確保することが
大変でしたが 良い居住環境・訪問客のおも

てなしに、役立てるように「まちを花で飾ろう」
を継続していきたいです。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 １，９７５世帯
人口 ３，７５６人
男 １，８８５人
女 １，８７１人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/nakakouji.k/

活動拠点 中小路交流センター
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活動の概要

活動の成果

参加者の感想

次世代を担う地域の小学生等が参加する交
流イベントが少ないので、国体開催にあわせ
て、スポーツイベントを通じて、スポーツの楽し
さ・フェアープレーの精神等の醸成を図りなが
ら、世代間交流・学区地域の活性化を目指し
ました。

１月１４日中小路小学校グランドで、国体ＰＲ
事業として、祖父母世代とサッカースポーツ少
年団の子ども達が一緒にプランターヘのパン
ジー移植と、イバラッキーマイ缶バッジ作成・
体験を行いました。サッカー教室では、元日本
代表中田浩二氏と鹿島アントラーズスタッフを
お招きし、中小路・宮田・助川の３学区サッ
カースポーツ少年団員約４０名が参加しました。
サッカーグラウンドで元気に・楽しみながら、
パス練習やゲーム形式など中田浩二さんの
アドバイスをもらいながら２時間サッカー教室
を開催できました。

サッカースポーツ少年団員が、パンジー移
植では北風が吹く中、花で中小路学区をきれ
いにしようと花植え・水やり等が体験できた。
またサッカー教室では中田浩二氏のモットー
である「楽しむと一所懸命」をサッカーを通じて
体験でき、４０人の笑顔がグランドで見られ、
また他学区スポーツ少年団とのサッカー交流
ができました。

今後も地域の子どもたちの応援・交流イベン
トを通じて学区・地域の活性化を進めていきた
いです。

単会活動助成事業
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助川学区コミュニティ推進会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定

参加者の感想

国道245号の美化活動は、自主的に１２年

前から取り組んできましたが、３年前から県の
里親制度のもと、活動をしています。この度
の「いきいき茨城ゆめ国体2019」開催を期に、

リニューアルを強力に推進し、具体的に休花
壇の整備、土入替え花壇整備、不要樹草花
の撤去等を実施して、花の花壇とアジサイの
花壇の分別整備を進めていきます。

活動は、環境美化部を中心に支部・沿線住
民・かみちょう保育園の協同作業により、連携
と一体感も育み、全線（けやき通り交差点～国
道６号交差点）整備され、リニューアルはほぼ
完了しました。おかげで通行人・沿線住民・ドラ
イバー・交流センターに来る人からもきれいに
なったと評判です。

来年度はマリーゴールドを主に７００本咲か
せます。また生育中のあじさい７０本を新たに
植栽する。太くなった街路樹（銀杏の樹）の伐
採を含めた整備をして、安全できれいな道路
となるように、協力の輪を広めて活動して行き
ます。

かみちょう保育園は、昨年度から国道２４５号
の美化活動に参加しています。年長児がひま
わりの種を蒔き、空いているスペースに花苗を
移植しました。暑い夏には水やりをし、成長を
観察したり、保護者や地域の皆さんと一緒に、
花を楽しみました。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 ４，１３０世帯
人口 ８，１７４人
男 ４，０７６人
女 ４，０９８人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/c-sukega/

活動拠点 助川交流センター
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活動の概要

活動の成果

参加者の感想

「助川学区夏祭り」を盛り上げるため、会場にＬＥ
Ｄ照明を整備し、また子ども達へ光るうちわを用
意しました。「助川小との合同大運動会」は、２年
前に新設し、立ち上げた「助川小学校子ども会」
による「地域対抗リレー」の復活で地域住民の一
体感を育むとともに、懸案事項の大看板の取付け
方法を専用金具ねじ止めを作成し改善しました。

「助川学区夏祭り」は、新しい若い力でお祭りを
多いに盛り上げました。地域の方も沢山参加し大
盛況で、今年の夏祭りは賑やかで大変良かったと
大評判でした。

「助川小との合同大運動会」は、今年も大盛況で、
特に学校子ども会による「地域対抗リレー」は地域
の一体感を育み、継続の力となります。

また、今回改良した開催大看板は、来年度の夏
祭りにも活用したいと思います。

「助川学区夏祭り」は、地域の皆様方と楽しく過
ごすことができました。児童も夏休みに入ってすぐ
の行事として、とても楽しみにしてます。地域の方
たちの前で花笠音頭やダンスを発表できることは、
児童の大きな自信につながっています。

「助川小学区大運動会」は、天候にも恵まれ、地
域の方達と共に清々しい１日を過ごすことができ
ました。今年は開催看板の設置や取り外しが安
全でスムーズにできました。

単会活動助成事業
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会瀬学区コミュニティ推進会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定

参加者の感想

この事業で、会瀬交流センター敷地内に新規
の花壇を造成しました。８、９月に構想を具現
化するために本格調査をし、１０、１１月に選定
物品を購入・設置し完成させました。花は四季
折々の花、多年草を意識して２２種類、約１９０
本を植えました。

また除草等、維持管理軽減のための方策を
講じ、合わせて花壇の美観向上を図りました。

本活動は５団体、延べ５９人で推進しました。
目的をひとつにし、完成できた事は今後のコ
ミュニティ活動に対する協調性向上の一助とな
りました。

また造成の途中でも来訪者から「きれいだ
ね」「凄いね」」「楽しみだね」と言われ、作業す
る関係者の意欲の向上につながりました。また、
塩害による損傷著しい空調室外機 ３基を自
前で補修し、花壇の美観低下を招かないよう
努めました。

花壇の維持継続として、学区や交流センター
の運営予算の助成による花や備品を充足し、
また、館内外定例大掃除の際、利用者と共に
除草作業等を実施していきます。限られた予算
での活動になるので、地域住民を対象に、花や
備品の提供もお願いしたいと思います。

私はこれまで当センターの空地に野菜や花
など多少植えたりしていましたが、本格的な
花壇づくりに参画するとは思いませんでした。

実際に参加してみると、構想段階から意見
を求められる中で、やる気と楽しさが増し、積
極的に参加できました。

今後は花の知識を広め、来訪者との花会
話で交流を深めつつ、花壇の維持管理を皆
で協力して頑張ろうと思います。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 ２，７８８世帯
人口 ５，６４５人
男 ３，０１７人
女 ２，６２８人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/com-ose06/

活動拠点 会瀬交流センター
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活動の概要

活動の成果

参加者の感想

茨城国体に向けて学区内の更なる意識高揚
を図り、誰もが利用するゴミ収納ボックスに学
区内約１６０か所ある中１００か所におもてなし
の心を込めた表示板を設置しました。
多方面からの来訪者を“きれいな会瀬”で歓

迎し、国体の開催を地域内に広くＰＲしました。
表示板には国体のスローガンと「みんなできれ
いな会瀬づくり」「地区名」をプリントしました。

ゴミ収納ボックスヘ表示板の取付けにより、
会瀬をきれいにしておもてなしの気持ちで、来
訪者を歓迎でき、国体開催を多くの人に知らせ
競技会場へ向かう意欲の向上が期待できます。

また、燃えるごみ処理の際、ルール順守と周
辺美化意識の向上が見られたと思います。

国体を意識しながら環境美化をいつも心がけ
ていたが、この表示板取付けにより、多くの来
訪者に対してのおもてなしの気持ちが伝わる様
「きれいな会瀬づくり」を目指して、地域の人た
ちが一緒になって環境美化を目指していく事に
大変感動した。
今後も活動を継続させたい。

単会活動助成事業
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成沢学区コミュニティ推進会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定

参加者の感想

成沢学区内の青葉台入口、成沢団地内（ワ
－クスたんぽぽ下）、成沢交流センタ－を花壇
の花できれいにしました。道路から見て綺麗と
思える場所を選定し、地域奉仕の方々（ボラン
ティア）に花の植込み、水やりを実施してもらい
ました。

７月９、１３、２３日でワ－クスたんぽぽ近辺
の花壇の整備。１１月１８日に青葉台入口およ
び成沢交流センタ－の花植えを実施しました。
計１２４名のボランティアによりきれいな花壇が
できました。

また、成沢交流センタ－には成沢小児童が
寄せ書きしたプランタ－２１個も併せて設置し
ました。とても綺麗になりました。

日々の水やりを徹底し、花を生き生きした状
態に保てるよう頑張ります。

また、来年の６月には夏苗の植込みを実施
し、継続して花壇の美化活動に努めます。

花壇の美化により交流センタ－前を通行す
る地元の方々がきれいだねと言ってくださる
ことを受けると非常に嬉しくなります。
日々の水やりに力が入ります。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 ４，６１６世帯
人口 ８，９９３人
男 ４，７６５人
女 ４，２２８人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/narusawa.com/

活動拠点 成沢交流センター
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活動の概要

活動の成果

参加者の感想

夏祭りに向けてステ－ジ作りを実施しました。
ただし、夏祭りが中止になりましたのでステ－
ジ完成は１１月にずれ込みましたが、無事に完
成しました。９ブロックでまとめるステ－ジは
９ｍ×４ｍで９ブロックで構成されます。１ブロッ
ク単位の貸出が可能です。

夏祭りには使用出来ませんでしたが、平成
３１年１月１２日に実施された、成沢地区賀詞交
歓会でお披露目しましたが、非常に好評で、早
速、借用の依頼がありました。

これからは、地域（支部）の行事に使用しても
らえればと思っています。

単会活動助成事業

総勢２５名のボランティアで製作したのですが、
専門知識を有する方に設計を依頼し、素晴らし
いものが製作できたと思います。

できるだけ多くの地域の行事に使用してもら
えるよう努めていきたいと思います。
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油縄子学区コミュニティ推進会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定

参加者の感想

８月頃から、交流センター周りのフェンスに
壁掛けプランターを整備し、ゼラニューム・
ポーチュレカ。ペチュニアの花を約１８０本植
えました。交流センター周りの景観をよくする
とともに、利用者の方が交流センターを楽しく
利用できるようにすることを目的として行いま
した。

この活動を行ったことによって、交流セン
ター周りの景観がとてもよくなりました。交流
センター利用者の方にも「きれいで、この道
を歩くのが楽しくなった」と喜ばれました。

今後も、壁掛けプランターを利用して、花
を植える予定です。広報活動にも力を入れ
ていく予定です。

植栽を行い、花の成長を見守りながら月１
回の肥料を入れて花の管理を行った。

通行人や学校の生徒に喜んでもらうことが
でき、良かったです。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 ２，３７６世帯
人口 ４，７３３人
男 ２，４０２人
女 ２，３３１人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/c-yunago/

活動拠点 油縄子交流センター
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活動の概要

活動の成果

参加者の感想

コミュニティ推進会の総務企画部と福祉部
のメンバーが集まり、記載する内容を検討し、
地域活動の維持や加入促進のための効果
が高くなり、また、高齢者等の見守りができる
ような手引書を作成しました。

作成後は、民生委員等を中心に配布をして
いきます。

高齢者等にわかりやすく、日頃から使える
ようにするため、地図や図を多くしました。

地図等は、市等から配布されたものを利用
しました。

記載する項目も絞り込み、必要最小限にし、
Q&A形式にしました。

便利帳を作成するにあたり、情報をいかに
絞り込んでわかりやすくするかが大変でした。

完成品については、ほぼ満足がいくもので
した。

普段気がつかないことを、気づく機会になり
ました。

単会活動助成事業
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諏訪学区コミュニティ推進会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定

参加者の感想

国体用の花壇を整備することと同時に、一般
の方も国体に向けての事業と見てすぐわかる
ように例年とは違う花壇整備に取り組みました。
①アーチ形の骨組みに朝顔、琉球雀瓜などの
つるものを植栽しました。

②国体のＰＲ看板を道路から見えるように設置
しました。
③朝顔の後にアーチ形に電飾を設置しました。

アーチ形の朝顔や、そのあとの電飾は地域
の皆さんに大変喜ばれました。

同時に国体看板にも目が行くことで、国体の
ＰＲもでき、機運醸成につながりました。

国体のＰＲ看板は多くの方の目に留まり、設
置の効果があったと思います。

例年、花壇作りは春と秋に整備して季節の花
を咲かせており、今年度は違った飾りつけを行
いましたので、来年度はもう少し、アーチと看板
を工夫して国体をＰＲしたいと思います。

例年、交流センターの花壇作りは手伝いをし
ていますが、今年は立体的な飾花で、少しと
まどいましたが、１０月まで咲くようなアーチに
絡ませる朝顔の種類を考え、飾花したことが
とても良い経験になりました。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 ２，９０６世帯
人口 ６，３５８人
男 ３，２１６人
女 ３，１４２人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/c-suwa/

活動拠点 諏訪交流センター
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活動の概要

活動の成果

参加者の感想

諏訪学区コミュニティ推進会の主催する行事
の際に、本部前に設置する看板はコミュニティ
推進会が発足した当時に作られたもので傷み
が激しくなってきました。

今回の事業でデザインを一新し、新しい看板
で行事を開催することにしました。

行事参加者から看板が新しくなったねとの
声が多数あり、やはり今までの看板は少し傷
みが激しかったかなと反省しました。

このようなものは、ある程度のサイクルで交
換や変更をして、気持ちを新しくすることも必
要だと実感しました。

６月にソフトボール大会で使用する看板を補
修していましたが、看板を一新するため、デザ
インを考え作成しました。

苦労した部分もありましたが、とても良い経
験になりました。

単会活動助成事業
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大久保学区コミュニティ推進会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定

参加者の感想

クリーンアップ運動に参加したコミュニティの委
員、地域の方には活動のボランティアとして登録
をし、その後の活動も支えてくれています。また、
１１月２３日（勤労感謝の日）大久保中学校の生
徒、先生、ボランティア７５名が多賀市民プラザ・
多賀駅周辺のクリーンアップ作戦を行いました。
活動を見ていた人からもボランティアに参加した
いとの申し出もあり、活動の成果もみられました。

多賀市民プラザ内の応援花壇の整備、１００個
のプランターに花の植栽をし、みんなで育てる予
定にしています。また、地域住民や中学生、さら
に小学校の高学年を対象に事業を行い国体開
催の周知徹底を図りたいと考えます。

来年の国体開催に向けてのボランティアに登
録し、クリーンアップ運動やプランターに花を植え
る作業を行い、地域の方たちと一緒に活動でき
ることがとても楽しく感じました。

これからも多くの皆さんと一緒に続けていきた
いと思います。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 ５，２６７世帯
人口 １０，９０９人
男 ５，５６７人
女 ５，３４２人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/c-okubo/

活動拠点 大久保交流センター

５月から大久保交流センター、常陸多賀駅周辺を
きれいにするために活動を始めました。国体１年前
のリハーサル大会に参加する方たちを迎えるため
と、来年茨城国体が開催されること、日立市でも競
技が行われることを地域住民に知ってもらうことが
目的に活動です。
１００個のプランターにはベコニアとニチニチ草を
育て、多賀市民プラザ周辺に飾花しました。
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活動の概要

活動の成果

参加者の感想

活動拠点である多賀市民プラザ内の大久
保交流センターは、コミュニティの案内などを
するのは建物内に限られていました。そのた
め、通りに面した歩道を歩く人たちにコミュニ
ティの活動やお祭り、各種事業のお知らせが
できる看板を設置しました。

マグネットでポスターを張ることもできるよう
にしました。

多賀駅から国道６号につながる「よかっぺ
通り」に看板を設置することにより、１１月に
開催したおまつりには約１，０００人の来場
者がありました。

また、「まちを花で飾ろう事業」などに参加
した役員やボランティア等と看板の前で記
念撮影をしました。

地域の方たちに、コミュニティの活動を理
解してもらい、一人でも多くの人がボラン
ティアとして参加できるように案内看板を
役立てたいです。

単会活動助成事業
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河原子学区コミュニティ推進会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定

参加者の感想

6月14日学区各団体を招集し、実行委員会を
立ち上げました。現在、植栽中のコミ推花壇、
学子連花壇、高齢者クラブ花壇を遠方よりのお
客様をお迎えするために花量を多くし、さらなる
充実したものを目指す。その他、河原子十字路
横空き地を借用し植栽、BRTかわらご停留所、
交流センター入口にプランターを配置し、それ
ぞれ色違いのパンジー、デイジー、葉ぼたん等
を植え込みました。

この活動により各団体間との交流が深まると
共に、従来の花壇、河原子十字路花壇、プラン
ターを設置した場所等が、多くの市民から称賛
されている。

今後花の種類を増やし皆様に喜ばれるよう
事業を進めていきます。

来年度は産業道路十字路化にともない、学
子連、高齢者クラブ花壇の移転等が予定され
るので、コミ推常任委員も動員して、新しい花
壇を造る予定です。

７月の早朝より１１月末までの４か月、コミ推
の方々と河原子十字路花壇造りに親子で参加
しました。雑草取り、石の撤去、鍬による耕し
等、全員が額に汗し、土いじりが楽しそうに見
えました。植栽をより美しく見える様に整列させ、
気持ちを込めて植え込みました。私達が植え
た花が咲き誇っているさまを見ると嬉しく、今後
学区内の花壇作業にも積極的に参加して行き
たいと感じました。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 ２，５０２世帯
人口 ５，１２８人
男 ２，６３６人
女 ２，４９２人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/c-kawara/

活動拠点 河原子交流センター
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活動の概要

活動の成果

参加者の感想

実行委員会において河原子交流センターの場
所がわかりづらいとの意見により交流センター
案内板、交流センター表示板を設置し交流セン
ターの利用アップを図りました。

それにより町内、同窓会等の集まり、総会等に
利用していただける様幅広く広報活動にも力を
入れて行きます。

交流センター案内板を日立笠間線道路沿い入
口に設置し、また、交流センター表示板を建物に
も設置しました。

看板が目印になったことで、電話による場所の
問い合わせに対して、場所の説明がスムーズに
できようになりました。

また、ＢＲＴかわらご停留所より、交流センター
の所在が確認できるようになり、認知性が上がり
ました。

今回の環境整備は予算枠内での看板製作の
ため、業者と話合いにより、安価で、見やすい看
板が完成することができました。

今後は案内板をそれぞれの入り口に設置し、
交流センターまで分かりやすく案内が出来る様
に考えて行きたいです。

単会活動助成事業
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塙山学区住みよいまちをつくる会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定

参加者の感想

「花の里親」募集や「マナーアップ事業」を通し
て、多くの人たちで花いっぱいの塙山を実現し
てきました。５月から幼稚園児や少年団団員な
ども加わり、塙山交流センターから小学校まで
の道路、交流センター周辺に、様々な花を美し
く咲かせ、道行く人を和ませました。１２月には
春の花へ植え替えが終わりました。

花をテーマに、子どもから高齢者までが一緒
になって活動し、年間を通して花があるきれい
な塙山をつくることができました。来館される人
たちにも好評でした。園児と高齢者が一緒に花
を植え、園児たちが水やりをする姿はほほえま
しい光景でした。今後も継続していきます。

初冬と初夏の年２回、花の植え替えを行い、
年中花が咲いている塙山を継続します。そして、
子どもから高齢者までが一緒になって活動し、
花を通して誰もが地域づくりに参加する機会を
つくっていきます。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 ３，０８４世帯
人口 ６，７９２人
男 ３，４００人
女 ３，３９２人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/hanayama/

活動拠点 塙山交流センター

今年はこれまで以上に暑い夏でしたので、
国体の花育てには随分気を使いました。マ
リーゴールドが暑さに弱いこと、プランターで
の育成の難しさを知りました。塙山で毎年植え
ているベゴニアは、少しの水を与えることで秋
にはきれいな花を咲かせてくれました。
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活動の概要

活動の成果

参加者の感想

塙山小ＰＴＡ役員子ども会育成会のＯＢ、スポー
ツ少年団関係者など、若い世代で構成する「塙山
まちづくり応援隊」の増員を図るとともに、塙山学
区のコミュニティ活動を応援することによって、地
域の活動を担い、事業を通して仲間の絆を強める
ことを目指しています。

１泊２日の「子どもサマーフェスタ２０１８」の企画
や運営、地域の事業を応援することで、仲間意識
が強まり、交流センター前にイルミネーションを設
置するなど、道行く人たちに元気を届けています。

メンバーが友だちや知人に声をかけており、少し
ずつ会員が増えています。

最初は訳も分からず活動していましたが、地域事
業の応援活動に参加し続けたことで、自分の子ども
だけでなく、塙山小学校の子どもたち、その保護者
や地域の方々と顔見知りになり、自分も楽しみなが
ら活動できるようになってきました。
これからも活動を続けたいと思います。

単会活動助成事業
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大沼学区コミュニティ推進会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定

参加者の感想

交流センターの外側（道路側）に花を飾ること
により、通行者から「きれいですね」という言葉
をいただきました。

お褒めの言葉で花へ水やりをやる人も喜ん
でやるようになりました。

今後は、交流センター内（中庭）通りを主体に
花植えを実施することにより、交流センター内
外ともに国体広報活動を広めるよう運動する予
定です。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 ５，５１０世帯
人口 １１，８９０人
男 ５，９９４人
女 ５，８９６人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/ohnuma-ko-c/

活動拠点 大沼交流センター

まず学区の子どもたちに今回の事業をＰＲす
るため、アクアワールド大洗の協力で、夏休み
に「移動水族館」を開催しました。飾花は夏の
異常な暑さを避け、１１月に重点的に花苗の植
付を実施しました。主として道路に面した外側
及びＢＲＴ駅などに飾ることにより、広く一般の
方々に見てもらうことができたと思います。

子どもたちと一緒に花苗を植えることで、親子
で一緒に地域の環境美化活動に参加でき意義
深かったです。

今後もこの運動に参加し、国体を盛り上げて
いければと思います。

37



活動の概要

活動の成果

参加者の感想

中ノ沢公園を学区の有志や大沼小学校などと
協力し、草刈・花壇整理・憩いのベンチ設置・立て
看板の設置を実施し、公園の整備を行いました。
６～７月にかけて現地調査を実施し、１０月に大
沼小学校の児童と一緒に、共同でクリーン化作業
を行いました。 その後１１月に花苗植付・クリーン
化看板設置・くつろぎベンチ取り付けなどを行い、

その後は定期的に水やりと雑草取りなどを行いま
した。

活動当初、整備が行き届いていなかった公園を
整備したことで、小学生からお年寄りまで、自由に
集える場所になりました。今後も、大沼小学校の
授業での活用や、高齢者同士の懇親の場になる
よう、整備をしていきます。

雑然としていた公園が綺麗さを取り戻し、徐々
に整備され公園らしくなりつつあります。
主に高齢者と小学生が訪れていて、最近は幼
児を連れた保護者が訪れ、ベンチに腰掛けてお
話をしている微笑ましい光景が見られました。

単会活動助成事業
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金沢学区コミュニティ推進会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定

参加者の感想

6月頃から、金沢交流センター前にある花壇

を整備し、サルビアやマリーゴールドなどの花
を植えました。交流センター周りの景観をよくす
るとともに、利用者の方が交流センターを楽しく
利用できるようにすることを目的として行いまし
た。

この活動を行ったことによって、交流センター
周りの景観がとても華やかになりました。また、
近隣を散歩する市民の方からも「とてもきれい
で、通るたびに眺めてしまう」とお褒めの言葉
をいただきました。交流センター利用者の方に
も「きれいだね」と、大変喜ばれました。

今後は、交流センター前の花壇に植える花の
本数を増やすとともに、「花いっぱい運動」の担
当の方々とも連携し、近隣の住民の方々や散
歩をされている多くの方々に「花がいっぱいで
見るのが楽しみ」と、言っていただけるよう、
様々な種類の花を植えていく予定です。それに
あたり、活動の参加者もさらに増やしたいと考
えているので、広報活動にも力を入れていきま
す。

何年かぶりで花を植えましたが、久しぶりに
土に触れ楽しく作業することが出来ました。
自分たちで植えた花がきれいに咲いて、皆さ
んを楽しませてくれると嬉しいですね。

これからもこのような活動の際には積極的
に参加していきたいと思いました。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 ３，５７７世帯
人口 ７，９４３人
男 ３，９１６人
女 ４，０２７人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/c-kanesa/

活動拠点 金沢交流センター
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活動の概要

活動の成果

参加者の感想

茨城県主催の森林湖沼環境税活用事業
「霞ヶ浦湖上体験スクール」を活用し、生涯学
習かねさわの体験学習を特別事業として８月１
日（水）に開催しました。

湖上で霞ヶ浦にふれながら水の汚れを調べ、
水の利用や環境などについて学ぶ体験型の環
境学習を有意義に学ぶことができました。

地域住民の交流が図られ、金沢学区コミュニ
テイ推進会開催行事への参加意識の向上が
期待できました。

また、いきいき茨城ゆめ国体２０１９事業を本
体験学習の共催として、車中参加者全員へＰＲ
し、本年開催のリハーサル大会の参加を促し
機運醸成を図りました。

この体験学習に参加し、実際に湖上で水質な
どを調べることにより、まだまだ水質改善が進
んでいないことがわかりました。「泳げる霞ケ
浦」を目指すには、未だ遠い状況である。水質
汚濁の一番の原因が「生活排水」であることか
ら、「シャンプーや洗剤を使いすぎないこと」「油
や生ごみを流さない」など、生活する上で水を
汚さない工夫をすることが改めて必要であると
感じました。

単会活動助成事業
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水木学区コミュニティ推進会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定

参加者の感想

昨年度から国体の花いっぱい運動をきっかけ
に、交流センター入口および泉が森体育館玄関
両サイドにサルビア、日々草、マリーゴールドの
花を植えました。また、国道６号沿いに１００mに

サルビアのプランターを置いて渋滞時のドライ
バーのストレス解消にも役に立てればと、また、
水木小学校入口歩道橋山側の赤いサルビアを
見ながら登校する小学校児童へ元気を与える
と共に茨城国体をアピールするための目的とし
て行いました。

花があることにより、足を止めて交流センター
利用者の方々からきれいだねという声が挙が
るようになった。またボランティア活動にあたっ
た人々も種をまき、芽を出し、花が咲いたこと
によって、学区に対して更に愛着を感じるよう
になったのではないかと思います。

開花時期をもっと早めの７月初め頃にして、
本数を増加させて学区全体を華やかにすると
ともに、各戸の方々にも花を咲かせ国体があ
ることを意識付け、国体を盛り上げて行きたい
です。

国体をきっかけに交流センターに花が咲き華
やかになった反面、持続するには難しさも感じ
ました。

第一に水やり、追肥、消毒（ナメクジ対策）、
台風対策等が課題になると思います。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 ４，００４世帯
人口 ８，９８０人
男 ４，４９２人
女 ４，４８８人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/mizuki-1/

活動拠点 水木交流センター

41



活動の概要

活動の成果

参加者の感想

「交流センターに足を運んでもらう機会の増加」
を目的として、常陸太田市の「里美ふれあい館」
で実施された「第31回かかし祭り」のかかしを借

用し、水木小学校出展のかかしと併せ、交流セン
ター広場に展示をしました。

同時にイルミネーションでの飾り付け及びライト
アップも実施しました。また、学区内８つの子ども
会総勢１５３名の参加で、クリスマス会を実施しま
した。

かかし祭りで上位入賞した作品の展示及び、水
木小学校児童の作品を展示したことにより、地域
住民の方の興味をそそり、老若男女を問わず多く
の皆様にみてもらいました。

この事により、事業の目的であった「交流セン
ターに足を運んでもらう機会の増加」は、十分に果
たせたと思います。

この様なイベントを今後も計画し、５年後、１０年
後もコミュニテイ活動が活発に運営出来る仕掛け
作りをしていきたいです。

今までは、子ども会単独で「クリスマス会」を実施
していましたが、今回は水木学区コミュニティ推進
会の呼びかけで参加しました。

コミュニティ推進会としても初めての試みとの事で
したが、体育館でのゲーム、交流センターでのマ
ジックショーや、コーラスの鑑賞、イルミネーション
の点灯式、サンタクロースからのプレゼント等、盛り
沢山の行事内容にビックリしました。子ども達も、他
の子ども会との交流もでき、大喜びで、今後も継続
実施してもらえればと思います。

単会活動助成事業
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大みか学区コミュニティ推進会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定

参加者の感想

６月２４日、コミュニティ推進会、子ども会で協
力して、フランター１００個に、サルビア・マリー
ゴールド・ブルーサルビア５００株を植えました。
苗が育ってから、７月１５日に、大みか駅ロータ
リー前、駅前通りの両側の店舗前に飾花しまし
た。

駅前通りにお花があることで、周辺の景観が
華やかになりました。ちょうど大みか学区の夏
の最大イベントである「大みか祭り」の時にも花
が咲いていて、一層、彩を与えてくれました。

ちょうどＪＲ大甕駅と西口・東口周辺の工事が
進行中で、地植えの花がない状況だったので、
住民に良い印象を持ってもらえました。

夏の花が終わってからプランター１００個を回
収し、１１月に再度プランターの土を入れ直して、
春に咲くチューリップの球根を３５０球植え付け
ました。現在大みか交流センターで育てていま
すが、春になりチューリップが咲いたら駅前通
りに設置する予定です。

花の植え付けには、大みか野球少年団の
子ども達や子ども会・育成会・各常会長の皆
さんの協力もあり、スムーズに進められまし
た。暑い時期の水やりなど植え付け後の活
動には、大みかの各商店の皆さんの協力も
大きいものでした。花だけではなく大みか住
民の優しさもいっぱいつまった今回の活動で
した。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 ３，２７２世帯
人口 ６，２９８人
男 ３，４０５人
女 ２，８９３人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/c-oomika/

活動拠点 大みか交流センター
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活動の概要

活動の成果

参加者の感想

大みか交流センターが開館して２０周年を迎え、
国体開催推進の年に重なりました。２０周年を振
り返り、新たな１０年に向かって進むために、２つ
の事業に取り組みました。

一つ目は２０周年記念誌を収納できる記念クリ
アファイルの作製です。

二つ目は大みかの街をきれいにして国体を迎え
るために、コミュニティで進めているゴミボックス助
成事業に合わせ、ボックスに付ける記念銘板を作
製しました。

記念クリアファイルは平成３０年１１月２５日の開
館２０周年記念式典に合わせて、コミュニティ関係
者に配布することができました。

また平成３０年度にコミュニティで予算化したゴミ
ボックス助成事業についても、今年度の予算枠の
１６台のゴミボックス助成の受付が完了し、これに
銘板を取り付け、交流センターの開館２０周年と、
国体を契機とした事業のＰＲをすることができまし
た。

ごみボックス設置に関する要望は、毎年、地域
懇談会等で必ず議題に挙がる問題でした。

大みかのまちの景観、ごみ集積場所周辺住民
の悩みなど、少しでも解決に繋がればと期待をし
ています。

今後の設置も含め、一つ一つ課題に対して、丁
寧な対応を心掛けていきたいと思います。

単会活動助成事業
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久慈学区コミュニティ推進会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定

参加者の感想

久慈学区では、国体開催会場（久慈サンピア
日立体育館）及びその周辺を花で飾り、来訪者
の心に「安らぎと癒やし」を芽生えさせる「おも
てなし」をお届けする活動を進めています。ま
た久慈地区大通り道路脇にある店舗前に数種
類の花を植栽したプランターや丸鉢を飾りまし
た。

サルビアを中心に植栽をしましたが、猛暑で
枯れてしまいました。１０月以降は数種類の花
を植栽したプランターや丸鉢を飾り、大通りに
設置し、きれいに飾花することができました。

ＢＲＴや幹線道路沿いといった公開性の高い
場所で花を飾り、数多くの市民や来訪者に事
業の様子を確認してもらえたと思います。

国体の成功を願って始めたこの活動は、国
体開催時期（今年９月下旬～１０月上旬）を
ピークに久慈地区大通りや国道脇花壇、久
慈サンピア日立体育館などへ可能な限り多く
のプランターや丸鉢を飾り国体を盛り上げた
いと計画しています。

今回の活動で、まちをきれいにすることの
楽しさ・喜びを味わい、誰もが美しい・きれい
な花で飾りたい気持ちを持ち合わせているこ
とを痛感しました。国体開催の時期はもちろ
ん、国体終了後も継続して、環境美化活動を
進めていきたいです。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 ３，８１２世帯
人口 ８，１８２人
男 ４，０７６人
女 ４，１０６人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/c-kuji/

活動拠点 久慈交流センター
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活動の概要

活動の成果

参加者の感想

コミュニティ活動におけるボランティア数の過
不足はコミュニティ活動量に直結する要素で、こ
れをどのようにして補強するかは大きな課題で
す。

久慈学区では、自主講座等に参加している方
に、今後、コミュニティ活動の担い手として、ボラ
ンティア活動に参加してもらうための足掛かりと
して、イベントを紹介しつつ興味を持ってもらい、
好きなイベントを選択して参加するよう働きかけ
ました。

久慈地区が毎年開催しているスポーツフェス
ティバルやその他のイベントに、久慈学区コミュ
ニティが新たに計画立案したイベントプラン（炬火
リレー、おもてなし・パフォーマンスなど）を組み込
んで実行した結果、新規ボランティアに繋がりそ
うな方たちを発掘できました。

国体の地元（久慈学区）開催を記念した活動に参
加しました。

私が参加した「おもてなし」では、地元魚種シラウ
オを主菜とし、ワカメや卵及び野菜を加えたシラウオ
汁５００食を準備して無料配食したところ約１時間３０
分で完食しました。

大盛況で、楽しい１日を体験することができてよ
かったです。ありがとうございました。

単会活動助成事業
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坂下地区コミュニティ推進会

活動の概要

活動の成果

今後の活動予定

参加者の感想

坂下地区は「花いっぱい運動」として、各支
部に毎年春、カンナの球根を配付し、花壇整
備を行っていますが、今年度は交流センター
敷地内の国道６号・２９３号沿いにプランター
による飾り花と茨城国体ＰＲのぼり旗を設置
しました。

飾った花は移動式の散水機で維持管理し、
事業を通して、茨城国体のＰＲに努めました。

各支部の花壇は、国体ＰＲ看板にメッセー
ジの添え書きを依頼し、例年よりも盛り上が
りがあったと感じます。

交流センター敷地の飾花は、国体のぼり旗
と併設のためＰＲの成果はみられたと思いま
す。

来年度はプランターを直置きするだけでは
なく、フェンス内側にフック掛けプランターで
の飾花を試み、より高い位置で目立つように
設置したいです。

プランターでの管理は、水やりなどの世話
に大変な負担がありました。

来年度は、秋の国体本番に備え、植える花
も検討できたので、努力が実る花を咲かせた
いと思いました。

まちを花で飾ろう事業 世帯数 ４，５３０世帯
人口 １０，４４０人
男 ５，１７０人
女 ５，２７０人

（H30.10.1現在）

ホームページ
http://www.net1.jway.ne.jp/hitachi-minami/

活動拠点 久慈川日立南交流センター
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活動の概要

活動の成果

参加者の感想

一人住まいの高齢者や障がいのある方のよう
に、一人での行動が思うようにできない方々に対
して支援を行う事業です。

すでに民生委員による支援をいただいていま
すが、この事業の特徴は対象となる方々の隣人
や、近所の人が中心となって支援をする点にあり、
具体的には、粗大ごみや再生資源の搬出、回覧
板届け等の支援活動の実施です。

昨年８月の支部長会議で、この事業について
初めて説明をしました。

その後、地域関連の会議や行事（敬老会や地
域避難訓練等）でも紹介に努めました。

その間に様々な課題や問題点も指摘をされた。
特に、声をかけにくいという指摘もあり、専用ビブ
スを作り改善を図ってきました。その結果、声か
けの大切さを再認識したという感想を多く聞かれ
るようになりました。

坂下地区を今よりさらに住みやすい地区にしよ
う、という考えからこの事業をスタートしました。
各地区の支部長たちには３回の会議を通して訴
えましたが、認知度はまだ低いです。

一人住まいの方たちの会合でも、直接この事
業の趣旨を説明しました。

今後も民生委員や、コミュニティ福祉局と連携
を図りながら、活動を進めていきたいです。

単会活動助成事業
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平成３０年度 コミュニティ活動事例集

～茨城国体開催を契機に取り組んだ活動～
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