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花と緑のまちづくりを進めていくには、市民・事業者・行政がそれぞれの役割に応じて

緑化に努めるとともに、パートナーシップに基づいてお互いに協力していく必要がありま

す。そのために、川崎市と財団法人川崎市公園緑地協会では、身近な緑を増やす活動や、

残された緑を守る活動をしている、そんな団体を「緑の活動団体」として支援しています。

平成23年10月1日現在登録活動中の211団体を紹介します。ご近所の団体から覗いてみ

てください。

Q 団体登録の申込み方
法を教えて下さい。

A 各区役所、市民館
等に置いてあるチ

ラシを

ご覧ください。専
用の申し込みはが

きを切

り取って活動場所
や活動内容等の必

要事項

を記入し、50円切
手を貼って財団法人

川崎

市公園緑地協会の
活動支援課へ郵送

してく

ださい。現場までお
話を伺いにまいりま

す。

Q 登録するとどうなりますか？

A 「花と緑のまちづくり講座（緑
化推進リーダー養

成講座）」や「里山ボランティ
ア育成講座」等の

講習会や「花と緑の交流会」等
の活動発表会への

参加、「緑のボランティア通信
」や各種事業のチ

ラシ等、花や緑に関わる情報提
供の支援を受ける

ことができます。

　また、各団体の活動内容に応
じて助成を受ける

ことも出来ます。詳しい助成申
請の方法は登録後

資料をお送りします。

Q 登録している団体の声を聞かせてください。

A 「生活に密着していた里山を守るため、下草刈り等の緑地保全活動を行っています。」「駅前の花壇づくりに取り組んでいます」「花壇づくりから維持管理までみんなで協力して行っています。」

 　「緑の活動団体」登録　　 ＆ 　　 

全団体、ご紹介！

Q 「緑の活動団体」ってどんな団体ですか？

A 市内にあって公開性の高い場所に植樹、花壇づくり、プランター等により緑化を行い年間を通じて維持管理を行う団体や、下草刈り等の緑地保全活動を行う、5人以上の団体です。

Ｑ Ａ



2 2011.11.26. No.17

「緑の活動団体」 2011年10月1日現在

区 登録
番号 団体名 主な活動場所

●

川

崎

区

●

6 田町２・３丁目町内会 小島新田公園、小島新田駅周辺

28 池田町内会 池田公園、池田西公園

29 下並木町会 八丁畷駅周辺

31 伊勢町町内会環境部第１部会 伊勢町第１公園

33 伊勢町町内会環境部第２部会 伊勢町第２公園

38 浅田３・４丁目町内会 浅田３・４丁目町内

39 藤崎町内会緑の会 藤崎第３、第６公園

42 大島２丁目緑化推進委員会 大島第４公園

59 サンスクエア川崎自治会 サンスクエア川崎団地敷地内

64 セソール川崎京町ハイライズ
管理組合グリーンクラブ マンション敷地内

68 花と緑の会 リジェンヌ京町敷地内

70 川中島中学校区地域教育会議 川中島中学校区内

80 桜本一グリーンサークル 桜川公園

83 大島商興会　つつじの里親の会 新川通り、大島商店街、
田島公園

86 鋼管通商栄会 鋼管通り商店街

96 大島３丁目町内会 大島第３公園等

97 川崎区旭港町内会 港町公園等

112 フローラかわさき 川崎駅前

116 海風の森をMAZUつくる会 浮島町公園
（川崎区市民健康の森）

124 小田公園花壇づくりの会 小田公園

125 NPO法人桜川公園愛護会 桜川公園

126 殿町第一公園緑愛護会 殿町第１公園

128 上並木公園管理運営協議会 上並木公園

135 ひまわり元気の会 鈴木町河川敷

136 さくらもと地域教育会議 桜本中学校区内

139 ビオトープLM10 ライオンズマンション
第10敷地内

147 桜川会 桜川第２公園

199 川崎水曜パトロ－ルの会掃除隊 富士見公園等

200 花を愛する友の会 中瀬河川敷

219 日進町中央公園に
菜の花をさかせる会 日進町中央公園

235 コラボ花クラブ 中留公園

241 はぐくみ有志団体・
大島１丁目老人花壇班 富士見公園等

244 小田第２公園愛護会 小田第２公園

252 川崎街の自然学みどりの会 田島地区公園等

268 芭蕉の碑保存会 日進町芭蕉記念碑付近

271 小田緑地公園渡田山王町
ボランティア 小田緑地公園

●
幸
区
●
12 小向仲野町新生会 小向第一公園

区 登録
番号 団体名 主な活動場所

●
　
幸
　
区
　
●

14 さいわい緑道西地区
管理運営協議会 さいわい緑道西地区内

20 川崎南河原銀座商店会 南河原銀座通り商店街

87 さいわい夢ひろば友の会 さいわいふるさと公園

109 南幸町１丁目都町町内会 南幸町1丁目都町内

110 戸手本町２丁目町内会
ガ－デニングクラブ 戸手本町2丁目町内

113 戸手町内会 戸手町公園、戸手東公園

117 さいわい加瀬山の会 夢見ケ崎公園
（幸区市民健康の森）

130 川崎ハイライズ
ガーデニング委員会

戸手本町はなの木公園、
マンション敷地内

140 ウインベル川崎管理組合 マンション敷地内等

154 小倉わんぱく広場 さいわいふるさと公園

158 鹿島田駅前花壇クラブ 鹿島田駅前

162 KBIC・ガ－デンさいわい KBIC新産業創造センタ－
敷地内

163 MRT（Moon River Tama） 幸区土手
（水上バス川崎発着場付近）

164 緑道花クラブ さいわい緑道

170 子育て広場ふるいちば
園芸サ－クル

地域子育て支援センター
ふるいちば

172 シャルマン南加瀬園芸クラブ 矢上川河川敷

173 辻町ガ－デンクラブ 南加瀬下町公園隣

194 新川崎ふるさとづくりの会 さいわいふるさと公園

208 さいわい緑道（東地区）
管理運営協議会 さいわい緑道東地区

236 ふれあい広場施設開放委員会 加瀬ふれあい広場

237 たかの大橋ガーデンクラブ 鷹野大橋付近

253 南三南高砂会 南幸町３丁目尻手黒川線通り

272 夢見緑化会 日吉出張所敷地内

●

中

原

区

●

2 中原区市民健康の森を育てる会　 井田山緑地
（中原区市民健康の森）

18 木月四丁目共和会 木月八幡公園等

19 ウイズモール 新丸子駅西口前

21 多摩川等々力
土手のさくらを愛する会 等々力土手

23 “一花会”下小田中１丁目町会G・C 下小田中１丁目町会内

27 中丸子中町内会 中丸子緑道

36 木月二丁目町会　緑の町づくり 木月二丁目町会内

54 中原ベランダ園芸研究会 等々力公園

77 苅宿町会 苅宿町会内

79 有限責任中間法人陣屋一丁目町会 小杉陣屋町公園

92 中丸子南緑道緑を守る会 中丸子南緑道

94 井田共和会第二町会 井田中ノ町公園等

100 医大通り商栄会商店街振興組合 商店街区内モール

104 伊勢台緑地保存会 井田伊勢台特別緑地保全地区
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区 登録
番号 団体名 主な活動場所

●

中

原

区

●

119 中丸子東町会 中丸子公園

131 木月花クラブ 木月公園

155 二ヶ領用水中原桃の会 二ケ領用水沿い

156 二ヶ領用水・中原桃の会
プロジェクト21 二ケ領用水沿い

182 川崎市立下沼部小学校PTA 下沼部小学校

202 ダイアパレス武蔵小杉環境美化部 マンション敷地内

211 井田協友会 井田杉山町公園等

●

高

津

区

●

22 久地東町会 平瀬川かすみ堤防

52 津田山緑地里山の会 久地特別緑地保全地区

57 川崎・多摩丘陵の里山を守る会 久本山ターザンの木緑地等

63 「区民ミニ・ガーデン」運営委員会 区内公共施設前等

98 津田山花の町づくり会 津田山花みずき通り

111 高津区市民健康の森を育てる会 橘特別緑地保全地区
（高津区市民健康の森）等

138 久地第三町会 久地駅前等

145 清水町ガ－デニングクラブ 蟹ヶ谷清水町大階段等

161 久末ふれあいの森を育てる会 久末東緑地
　　　（久末ふれあいの森）

171 久地西町フロ－ラル会 久地駅前通り

183 二子第一町会 二子第一町会内

203 下作延中央町内会 下作延第2公園

209 コスモ・ザ・ガ－デン
二子多摩川環境美化委員会 マンション敷地内

224 梶が谷駅前まちづくり協議会 梶が谷駅周辺

232 神庭里山を楽しむ会 神庭特別緑地保全地区

238 久地すみれの会 久地小学校前

264 久末緑地「まゆみの会」 久末特別緑地保全地区

270 末長西公園はな倶楽部 末長西公園

274 久地円筒分水サポートクラブ 久地円筒分水周辺

●

宮

前

区

●

1 飛森谷戸の自然を守る会 生田緑地飛森谷戸

3 有馬オープンガーデンの会　 有馬ふるさと公園、
かえで公園

40 野川町内会 野川交差点付近等

43 大塚町内会長坂下フラワー通り 長坂下フラワー通り

44 蔵敷商店会 蔵敷交差点付近

45 平瀬川流域まちづくり協議会 平瀬川親水橋周辺

53 水沢森人の会 菅生緑地
　　（宮前区市民健康の森）

58 ガーデニング・グループ
  こすもす 平瀬川流域、蔵敷交差点付近

61 鷺沼にんじんクラブ 鷺沼駅前　鷺沼第1公園等

67 清水台団地自治会みどりの会 清水台団地内ひだまり公園

71 宮前ガーデニング倶楽部 宮崎台駅前、区役所広場等

区 登録
番号 団体名 主な活動場所

●

宮

前

区

●

72 宮前・コミュニティガーデン
実行委員会 宮崎台小学校脇

75 犬蔵谷戸の自然に親しむ会 宮前美しの森公園

90 神木公園愛護協議会 神木公園

95 稗原団地自治会 鷲ヶ峰公園

99 花の台公園愛護会 宮前平第３公園、
宮崎第２公園

103 初友会 初山交差点付近

105 あじさいクラブ 東高根森林公園

121 花で町を飾る会 菅生3丁目周辺

148 南平自治会 南平ガーデン

159 南野川特別緑地保全地区
　管理運営協議会（野川はあも）

南野川特別緑地保全地区
（南野川ふれあいの森）

174 宮崎フローラクラブ 宮崎第４公園

175 宮崎第四公園･緑の里山の会 宮崎第４公園

176 子育て支援センターすがお　
ひまわりの会

地域子育て支援センター
　　　　　　　　　　すがお

178 野川第1公園管理運営協議会 野川第１公園

207 野川第4公園管理運営協議会 野川第４公園

210 矢上川源流美しの森管理会 宮前美しの森公園

213 新神木シニア会園芸サ－クル 宮前平こども文化センタ－

243 サンシャイングループ 有馬２丁目公園

248 土橋町内会・土橋園芸クラブ 東名川崎インターチェンジ前

256 野川第3公園管理運営協議会 野川第３公園

263 野川第2公園管理運営協議会 野川第２公園

265 菅生ヶ丘緑地管理運営協議会 菅生ヶ丘特別緑地保全地区

273 菅生2丁目公園管理運営協議会　 菅生２丁目公園

●

多

摩

区

●

4 多摩緑地保全地区こもれびの会 多摩特別緑地保全地区

30 小沢城址里山の会 小沢城址特別緑地保全地区

34 長沢団地会 長沢団地内

47 登戸新町町内会 登戸第2公園

60 新多摩川ハイム・
ガーデニング・クラブ マンション敷地内広場

82 生田緑地の雑木林を育てる会 生田緑地

91 堰町会 堰町会内

101 長尾町会 長尾会館

118 日向山うるわし会 東生田緑地
　　（多摩区市民健康の森）

143 星が丘地域の会
（みどりを守るグル－プ） 菅北浦緑地中央

149 菜の花咲かせる会 稲田公園

167 まほろばの会 菅馬場谷特別緑地保全地区

181 特定非営利活動
法人かわさき自然調査団 生田緑地

188 藤浦緑化部 生田東五反田特別
　　　　　　　緑地保全地区
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発行・編集

（財）川崎市公園緑地協会  緑の活動支援課 〒211-0052　川崎市中原区等々力3-12
電話　044（711）6631　 FAX　044（744）8410

区 登録
番号 団体名 主な活動場所

●

多

摩

区

●

192 生田山の手自治会 生田寒谷特別緑地保全地区
（生田ふれあいの森）

193 花と緑の町づくりボランティア
活動「長沢花みずき会」 長沢自治会区域内

195 生田緑地の谷戸と
ホトケドジョウを守る会 生田緑地

196 菅馬場3丁目環境部会 菅馬場３丁目女子大通り等

197 薫る坂ガ－デンの会 菅馬場３丁目38番付近

198 宿河原東住宅自治会園芸クラブ 宿河原東住宅敷地内

201 菅馬場グリ－ンクラブ 菅北浦緑地憩いの広場

214 おし沼自治会環境部 生田緑地おし沼公園

217 多摩区ふれあい花壇 登戸交差点付近

218 西三田団地園芸同好会 西三田団地敷地内

221 花友会 堰１丁目交番横

223 花とらのお会 寺尾台２丁目法面

225 ばら苑アクセスロード
花壇ボランティアの会 ばら苑アクセスロード

227 リバーグリーン和泉管理組合 マンション敷地内

228 野戸呂環境部会 菅野戸呂地区河川付近

233 布田っ子花クラブ 二ヶ領用水沿い

234 多摩グリーンクラブ 堰交差点付近

240 二ヶ領用水宿河原堀を愛する会 二ヶ領用水宿河原堀

246 菅ひまわりの会 菅稲田堤３丁目２番付近

247 大谷自治会 専修大学グランド前

250 菅町会環境整備委員会・
花壇美化部会

菅稲田堤３丁目・
菅北浦３丁目地内

251 花と緑の会 宿河原５丁目27番付近

254 五反田自治会 五反田川沿い

255 バラロード　新開　 ばら苑アクセスロード

258 マロニエの会 南菅小学校沿い

259 おし沼クラブ園芸部 おし沼バス停前

260 もみじ会 生田緑地ばら苑内もみじ谷

261 うるわし会 南菅こども文化センター

262 生田根岸古墳の杜保全会 生田榎戸特別緑地保全地区

269 多摩川の里ガーデニングクラブ 多摩川の里施設敷地内

●

麻

生

区

7 柿生保育園 柿生保育園敷地内

9 百合丘一丁目町会 百合丘第3公園

10 千代ヶ丘自治会公園花の会 千代ヶ丘第1、第2、第3公園

13 木こりの会 籠口ノ池公園等

区 登録
番号 団体名 主な活動場所

●

麻

生

区

●

25 早野聖地公園里山ボランティア 早野聖地公園内

50 多摩美みどりの会 多摩美ふれあいの森

55 “まちはミュージアム”
遊歩道ファンクラブ

おっ越し山緑の保全地域
（おっ越し山ふれあいの森）

78 麻生多摩美の森の会 麻生鳥のさえずり公園
　　（麻生区市民健康の森）

81 風の谷幼稚園　つちっ子クラブ 風の谷幼稚園敷地内

85 けやきの会 金井原苑施設内

122 王禅寺ふるさと公園を育む会 王禅寺ふるさと公園

123 NPO法人
　　　  かわさき自然と共生の会

岡上梨子ノ木
　　　　　特別緑地保全地区

134 花と市民参加の会“コスモス” 白山西緑地付近

141 麻生台団地管理組合 麻生台団地敷地内

142 西塔之越手をつなぐ会 東百合丘１丁目３番付近

144 かりうど むじなが池公園

146 くろかわグリ－ンネットワ－ク 黒川地内

151 あさおグリ－ンネットワ－ク 上麻生隠れ谷公園

153 森もりクラブ 向原の里特別緑地保全地区等

157 虹ヶ丘おやじの会 虹ヶ丘公園等

160 フェアリ－ベル しらかし園施設内

204 はるひ野里山学校 黒川谷ツ公園

205 黒川明坪緑地保全会 黒川地内

206 葉積緑と花の会 葉積緑地

226 白山花と緑の会 むじなが池公園

229 日吉谷戸ホタル保存会 王禅寺源左衞門谷特別緑地
保全地区

230 柿生駅前町内会 上麻生５丁目７番付近

231 麻生台フラワークラブ　 下麻生１丁目１６番付近

257 水辺のある里山を守る会 黒川よこみね
特別緑地保全地区

266 白山東緑地管理運営協議会 白山東緑地

267 柿生の里クラブ 柿生の里特別緑地保全地区

275 日向緑地保全会 片平緑の保全地域

276 吹込クローバーの会 吹込交差点付近


