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心やすらぐ　花と緑のまち

ガーデンシティガーデンシティふかやふかや
住民によるまちづくりの実現・美しい街並みの実現・花の産地ふかやのイメージアップ

【計画策定の目的】

　深谷市では、平成１６年３月に策定した「深谷市ガーデンシティふかや構想」、平成

２８年３月に策定した「深谷市ガーデンシティふかやプラン」に基づき、花の産地とし

ての特徴を活かし、花が持つ魅力を十分に活用し、市民協働を基本理念とした「心やす

らぐ　花と緑のまち」づくりに取り組んできました。

　加速する少子化や高齢化、人口減少など、深谷市を取り巻く社会情勢は大きく変化

していますが、深谷は花の産地であり続けています。花と緑をキーワードにしたまち

づくりは、この生産の基盤があってさらに価値を高めていくものと考えます。

　また、ガーデンシティ推進の取り組みは市民協働の先駆けでもあり、市民協働によ

るまちづくりは社会情勢の変化に対応していくためにも大切になっています。

　このようなことから、引き続き、市民とともに、市の特産物である「花」を活かし、美

しい街並みをつくるとともに、子どもたちの情操教育の促進、地域間のコミュニティ

の形成などを図り、「心やすらぐ　花と緑のまち」づくりを推進することを目的とし

て、「ガーデンシティふかやプラン～セカンドステージ～」を策定します。

（写真）深谷駅北口ステイションガーデン
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【計画の位置づけ】

第２次深谷市総合計画

【前期基本計画（２０１８～２０２２）】

【主な市の関連計画】

深谷市都市計画マスタープラン

深谷市環境基本計画

深谷市緑の基本計画

深谷市シティプロモーション戦略プラン

など

深谷市ガーデンシティふかや構想

ガーデンシティふかやプラン
～セカンドステージ～

【計画の期間】

　本計画の期間については、深谷市の最上位計画である「第２次深谷市総合計画（前期

基本計画）」の期間が平成３４年度（２０２２）までであり、その後、本計画の評価及び

改善を行うことから、平成３１年度（２０１９）から平成３５年度（２０２３）までの５

年間とします。

【現況と課題】

　深谷市は、チューリップやユリの切花、シャコバサボテンやカランコエなどの鉢物

に代表されるように、全国でも有数の「花の産地」ですが、その生産される花のほとん

どが郊外でのハウス栽培のため、『花のまち』という印象があまり強くありませんでし

た。しかし、ふかや花フェスタの開催や同時開催のオープンガーデンフェスタをはじ

めとした『ガーデンシティふかや』の取り組みとともに、市民ガーデニングボランティ

アやアダプト団体などの市民活動によって市内の公共空間（道路・公園等）が花壇へ

と変わっていき、花のまちづくりの活動は市内全体に広がりを見せています。

　平成３０年４月１日現在、市民ガーデニングボランティアについては、２９名が登

録しており、活動は週２回を基本に公共花壇の除草や花苗の植込み、花フェスタのメ

イン会場の装飾を行っています。また、アダプト団体は３０団体約８００名が、深谷市

内の公共空間にてガーデニング活動や清掃活動を主に行っています。

　しかしながら、市民ガーデニングボランティアの登録者数は減少傾向にあり、ボラ

ンティアの高齢化や固定化などが課題となっています。

ふかや緑の王国運営計画～シーズン２～

－２－



【市民意識の把握】
　「平成３０年度深谷市民まちづくりアンケート」について、ガーデンシティふかや推

進事業に関係する項目の結果は次のとおりです。

「市民ガーデニングボランティア、王国ボランティアを知っていますか」

　　　知っている……………４１．３％　　知らない………………５７．９％

「花と緑をいかしたまちづくり活動に興味はありますか」

　　　興味がある……………６４．６％　　興味がない……………３３．９％

「花と緑をいかしたまちづくり活動に参加したいですか」

　　　参加したい……………３７．１％　　参加したくない………５８．９％

「市民活動 （ＮＰＯ団体での活動やボランティア活動など）の中で、興味のある活動は

ありますか」

　　　とてもある………………３．３％　　少しある………………２６．６％

　　　あまりない……………４４．１％　　ない……………………２４．８％

「深谷市には観光地としての可能性があると思いますか」

　　　ある……………………４７．５％　　ない……………………５０．５％

「観光資源になるもの（上記設問で「ある」と答えた人）」

渋沢栄一：２９．７％、ふっかちゃん：２６．０％、花フェスタ：１８．４％、パティオ：

１６．６％、七夕まつり：１５．９％、花火大会：１２．４％、深谷まつり：１１．３％、

緑の王国：１１．０％、煮ぼうとう：８．５％……

　以上のことから、市民ガーデニングボランティアや王国ボランティアの知名度は４

割と、ある程度市民に浸透していると思われます。

　また、花や緑をいかしたまちづくり活動に興味がある方は６割を超えますが、活動

に参加したいと思う方は４割未満と、興味はあるが活動に参加することにためらいを

感じている市民がいることがうかがえます。

　さらに、市民活動に関しては、ＮＰＯ団体やボランティア活動に対して、あまり興味

を持っていないことがうかがえます。

　深谷市の観光資源になるものでは、花フェスタは１８．４％と全体で３番目の認知

度となっています。

　（その他詳しいアンケート項目及び結果については、「深谷市民まちづくりアンケー

ト」をご参照ください。深谷市のホームページから閲覧可能です）
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【目指すまちづくりの姿】

　「花」は、古くから人間の生活にかかわり深いものとして、美しさ、癒し、安らぎ、文化

など各方面において人々から親しまれていました。さらには、まちの景観づくりにも

大きく寄与しています。

　花の産地としての特徴を活かし、花が持つ魅力を十分に活用し、「住民による花のあ

る美しいまちづくりの実現」、「美しい街並みの実現」、「花の産地ふかやのイメージ

アップ」を図り、まち全体が庭園のような美しさとつながりを持ち、市民だれもが「美

しく　豊かな暮らしを実感できる　元気なまち」を目指します。

【ガーデンシティふかや推進のための３つのキーワード】

　本プランの実現に向けて市民の主体的な参加を得ながら、市民と行政の役割分担を

明確にした市民協働によって、「ガーデンシティふかや」を推進していきます。

　そのために、構想でも掲げている「愛する」、「創る」、「育む」の３つのキーワード（柱）

を基に展開してまいります（施策体系図）。

（写真左：第１５回ふかや花フェスタ）

（写真左右：市民ガーデニングボランティア活動風景）

（写真右：オープンガーデン）

－４－



施策体系図

市の花「チューリップ」

心やすらぐ　花と緑のまち

ガーデンシティガーデンシティふかやふかや
住民によるまちづくりの実現・美しい街並みの実現・花の産地ふかやのイメージアップ

愛する　花を愛し、緑を愛し、「ふかや」を愛する心を育む

ふかや花フェスタの開催　　　　　　　ガーデニング教室の開催

ガーデニングコンテストの開催　　　　ホームページ及びＳＮＳでの情報発信の充実

環境にやさしいガーデンシティ　　　　先進地などとの交流

①花と緑、さらには環境への意識向上を図る

②花と緑をいっぱいにする運動

③花や緑を愛する心を育む体制をつくる

公共施設のガーデニング　　　         　市民ガーデニングボランティアの活動支援

アダプト制度の活用　　　　　         　ふかや緑の王国の活用

オープンガーデンの充実　　　　         花園インターチェンジ拠点施設との連携

国や県、生産者との連携強化

創る　自慢のできる美しいまちをモットーに、花と緑のあふれるまちを創る

育む　市民協働により、子どもたちの感性や自然豊かなふかやを守り育む

ふかや学校花はなプラン

環境学習・王国自然クラブ

地域活動の充実

ふるさとの花や緑を保全・活用

①花と緑の豊かな場所を創る

②花と緑が楽しめる場所を創る

①花や緑を通して感性豊かな子どもたちを育む

②地域間のコミュニティを育む

③ふかや緑の王国での環境学習等で子どもたちの創造力や感性を育む

－５－



愛する　花を愛し、緑を愛し、「ふかや」を愛する心を育む

　第一に「愛する」です。

　これは、「花を愛し、緑を愛し、「ふかや」を愛する心を育む」をキャッチフレーズに、

　①花と緑、さらには環境への意識向上を図る

　②花と緑をいっぱいにする運動

　③花や緑を愛する心を育む体制をつくる

を目的に以下の事業を実施します。

　「ふかや花フェスタ」は、すでに深谷市の春の風物詩として定着しています。

　深谷市の特産物である「花」に、多くの市民や来場者が触れ合える機会を作り出

し、「花」が持つ魅力を十分に活用し、「花」の持つ素晴らしさを実感してもらえる場

を提供するとともに、会場ではガーデニング教室やガーデニングコンテストなど

市民参加型のイベントとして、深谷市内外へ「ガーデンシティふかや」をＰＲする

ため、今後も協賛企業や事業者の協力のもと、一体となり継続的に開催します。

　また、花フェスタが市内一体となって盛り上げられ、さらなる賑わいが創出でき

るよう、関係する団体や事業者と協議しながら企画をしていきます。

ふかや花フェスタの開催

ガーデニング教室の開催

　ガーデニング教室は、未経験者や初心者のかたにもガーデニングの楽しさ、花の

持つ素晴らしさを知っていただくための基本的な教室から、参加者のレベルに応

じた各種教室を開催します。

　また、１回限りの教室ではなく、数回にわたる教室開催でのガーデニング技術の

向上、アレンジメント等も取り入れ、多くの市民にガーデニングを楽しんでいただ

くとともに、花と緑に係わる最新の流行を柔軟に取り入れた教室を開催すること

で、ガーデニングへの関心を高めていきます。
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先進地などとの交流

ガーデニングコンテストの開催　

ホームページ及びＳＮＳでの情報発信の充実

環境にやさしいガーデンシティ

　ガーデニング教室を受講した初心者のガーデナーをはじめとして、すでにガーデ

ニングを楽しんでいる方々のさらなるレベルアップを目指すとともに、積極的に

ガーデニングに取り組まれている方々を応援し、その取り組みの広がりを期待する

ために「ふかや花フェスタ」などにおいて、ガーデニングコンテストを開催します。

　また、花のコンテストが主流ですが、緑への興味を持つかたも参加できるものを

開催し、会場に訪れた方々が見て、聞いて、感じることで心の和みを実感できるよう

な企画も開催します。

　現在、「ガーデンシティふかや」に関する情報については、「おいでよ、深谷に」と

「ふかや緑の王国」のホームページの開設とツイッター及びフェイスブックでの情

報発信を行っています。

　ホームページでは、各イベントや教室の参加者募集の記事、ボランティア活動の

報告等の情報発信をこまめに行っていきます。

　また、花好きな市民のかたや深谷を訪れたかたに、深谷のどこにどのような花が

咲いているのかを伝える「ふかや花マップ」の充実にも努めます。

　「ガーデンシティふかや」の推進において、環境問題も無視することはできませ

ん。社会問題となっている地球温暖化などの環境問題について、「花」や「ガーデニン

グ」を通して環境への負荷の少ないライフスタイルを呼びかけていきます。

　また、花や緑を植え込むことで人にやさしい環境を得られ、心も体も癒される効

果が得られると言われています。身近にこんな優れたものがあることを認識しても

らい、個人の庭や会社などに花や緑の植栽を促進していきます。

　深谷市と同じく「花」や「ガーデニング」でまちづくりを成功させた先進地、あるい

は、現在、取り組みを行っている地方自治体などと交流を図り、情報交換などを行い

ます。

　また、行政同士の交流だけではなく、市民協働の観点から「深谷オープンガーデン

花仲間」をはじめとした市民団体同士の交流については、視察対応などの支援をし、

行政、市民それぞれの立場で習得した知識や技術等を「ガーデンシティふかや」づく

りに活用していきます。
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　第二に「創る」です。

　これは、「自慢のできる美しいまちをモットーに、花と緑のあふれるまちを創る」を

キャッチフレーズに、

　①花と緑の豊かな場所を創る

　②花と緑が楽しめる場所を創る

を目的に以下の事業を実施します。

創る　自慢のできる美しいまちをモットーに、花と緑のあふれるまちを創る

　市内外へのＰＲや啓発等も含めて、「ガーデンシティふかや」のシンボルガーデ

ンであるＪＲ深谷駅北口に広がる「ステイションガーデン」をはじめ、秩父鉄道武

川駅南口ロータリー、市役所新庁舎や道路の植樹帯、公園、その他公共施設を「市民

ガーデニングボランティア」、「アダプト制度」などを活用し、ガーデニングを施す

ことにより、訪れる方々に潤いと安らぎのある憩いの空間を今後も提供していき

ます。

　「ガーデンシティふかや」推進に欠かせないのが「市民ガーデニングボランティ

ア」の存在です。美しい街は自らの手で創り出そうということで、ガーデンシティ

推進事業の当初から募集を開始し、現在も活躍しています。ステイションガーデン

をはじめ、秩父鉄道武川駅南口ロータリーや深谷城址公園、深谷駅通りや国道１７

号のプランターなど、花苗の植栽から除草などの維持管理を行っています。

　ボランティア活動を目にしてもらうことで、ボランティア経験のないかたへの

刺激となり、新たな市民の力の創出につなげていく役割も果たしています。

　市民協働のまちづくりを継続するためには、労力提供だけでなく、ボランティア

個々のレベルアップも図れるよう、研修などの支援も行います。

　また、高齢化や定年の延長などにより、ボランティアが減少していることから、

期間を限定した短期ボランティアの募集やボランティア体験講習会の開催、ボラ

ンティア活動の実施に伴うポイントや電子地域ポイントの導入についても検討

し、幅広い年齢層のボランティアや新たなボランティアの育成に努めます。

市民ガーデニングボランティアの活動支援

公共施設のガーデニング

－８－



オープンガーデンの充実

ふかや緑の王国の活用

アダプト制度の活用

　「アダプト制度」も「ガーデンシティふかや」推進に欠かせない存在となっていま

す。「アダプト」とは、「養子縁組をする」という意味で、道路の植樹帯や公園、緑地な

どの公共空間を養子と見立て、その土地を市民や自治会・学校・事業者の皆さん

が里親となり、一定区域の緑化・美化・清掃活動等を行うもので、市民と行政の役

割分担を定め、両者のパートナーシップのもとでさらなる活用を図ります。

　「ふかや緑の王国」は、かつては、埼玉県農林総合研究センター園芸研究深谷試験

地であったことから、たくさんの樹木が存在しています。

　平成１８年度をもって県の活動は廃止となり、平成２０年に深谷市が施設全体

を借り受け、『ふかや緑の王国』として市民の手で整備を進め、平成２５年１２月に

県より施設全体を譲り受けました。

　その後、樹木だけではなく、「ガーデンシティふかや」の名にふさわしく、四季

折々の花が楽しめる様々なガーデンも王国ボランティアの手で作り、育て、管理し

ています。ここを訪れる人々全てが「花と緑」を楽しめるよう、今後も活用していき

ます。

　イギリスから発祥した「オープンガーデン」も今やすっかり深谷市に定着してい

ます。「深谷オープンガーデン花仲間」主催によるオープンガーデンフェスタでは、

来場者へ様々な花で彩られた庭を公開し、深谷市を花のまちとして盛り上げてい

ます。

　また、深谷オープンガーデン花仲間は、「人がつながる　花でつながる」をモッ

トーに市内外を問わず、多くのガーデニング愛好家や県外への視察も開催して他

市との交流も深めています。

　オープンガーデンは「まち」の景観の一部を創り上げていることから、市民一人

ひとりがまちづくりに貢献することとなります。

　個人のオープンガーデンと公共施設のガーデンが一体となり、深谷市全体が大

きな一つの庭園になるような活動を今後も支援していきます。
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　平成２６年６月に公布された「花きの振興に関する法律」の趣旨をふまえ、引き

続き、国や県及び市内花き生産者との連携を図りながら、花と緑があふれるまちづ

くりを進めていきます。

　花園インターチェンジ拠点施設と連携して、市の特産である「花と緑」に多くの

かたが触れ合え、楽しめるような機会が創れるよう、また、新たな花と緑の発信地

となるように関係課などと調整していきます。

国や県、生産者との連携強化

花園インターチェンジ拠点施設との連携

（写真左：ガーデニングコンテスト風景） （写真右：アダプト団体　活動風景）

（写真左：天空の散歩道　活動風景） （写真右：ガーデニング教室）

－１０－



育む　市民協働により、子どもたちの感性や自然豊かなふかやを守り育む

　第三に「育む」です。

　これは、「市民協働により、子どもたちの感性や自然豊かなふかやを守り育む」を

キャッチフレーズに、

　①花や緑を通して感性豊かな子どもたちを育む

　②地域間のコミュニティを育む

　③ふかや緑の王国での環境学習等で子どもたちの創造力や感性を育む

を目的に以下の事業を実施します。

環境学習・王国自然クラブ

ふかや学校花はなプラン

　「ふかや学校花はなプラン」は、子どもたちが立てたプランに基づき、子どもたち

や先生はもちろん、ＰＴＡや地域の住民も加わって、学校内のガーデニングを進め

ていくものです。

　子どもたちが家族以外の地域の方々と触れ合う機会が増え、顔なじみになり、地

域のコミュニティが図れるとともに、防犯対策としても有効であると考えます。

　また、花や土に触れたり、草花を育てたりすることによって、子どもの情操教育

の促進や責任感、達成感、忍耐力を養い、心身ともに成長していくことにもつなが

ります。

　学校だけに子どもの教育をお願いするのではなく、地域で将来の日本を担う子

どもを育て、豊かな心を持った子どもを育てられるよう、子ども・学校・ＰＴＡ・

地域が一体となって取り組める「ガーデニング」を推進していきます。

　緑と自然豊かなふかや緑の王国において、その自然の恵みである木の枝や葉、

花、石などを使って動物などを作る「環境学習」、年間を通してふかや緑の王国で自

然の遊び、農業体験、季節の行事、昔の遊びなどを体験する市内小学生を対象とし

た「王国自然クラブ」などを通して、子どもたちの創造力や感性を育んでいきます。
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　ふかや緑の王国が位置する櫛引地域には雑木林、竹林等の防風林が残っていま

す。それら貴重な緑を保全し、市民が花や緑に関心を持って、気軽に緑の活動に参

加できるよう、ふかや緑の王国内の自然を活かした四季折々のイベントや各種教

室、子どもたちを対象とした自然環境プログラムなどを開催していきます。

ふるさとの花や緑を保全・活用

地域活動の充実

　自分たちが住んでいる地域にある公園などの公共空間を、アダプト制度などを

活用し、みんなで使う場所をきれいにする活動を支援していきます。

（写真左：学校花はなプラン活動風景）

（写真左：環境学習活動風景）

（写真右：ふかや緑の王国風景）

（写真右：王国自然クラブ活動風景）
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【資料編】
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１.【策定体制】

（１）市民参加

　　　市民の意見を反映するため、市民ガーデニングボランティアやアダプト登録

　　団体などと意見交換を行い、意見の反映に努めながら策定作業を進めます。

（２）庁内体制

　　　策定にあたっては、関係部局との連携が必要であることから、庁内検討会議

　　を設置し策定作業を進めます。

（設　置）

第１条　「深谷市ガーデンシティふかやプラン」及び「ふかや緑の王国運営計画」（以

　下「プラン等」という。）は、それぞれ深谷市後期総合振興計画の終期の平成２９

　年度の翌年にプランの評価及び改善を行い、次期プランの策定を行うためそれぞ

　れの終期を平成３０年度までとしている。

　　平成３０年３月に「第２次深谷市総合計画」が策定されたことから、プラン等

　の見直しに関し、広く検討を行うため、庁内検討会議（以下「検討会議」という。）

　を設置する。

（所掌事務）

第２条　検討会議は、次に掲げる事務を所掌する。　

（１）　ガーデンシティふかやプランの見直しに関すること。　

（２）　ふかや緑の王国運営計画の見直しに関すること。　

（３）　第２次深谷市総合計画、深谷市緑の基本計画などの上位計画との整合性の確

　保に関すること。

（４）　その他ガーデンシティふかや構想の推進に関し必要な事項に関すること。

（組　織）

第３条　検討会議は、会長、副会長及び委員をもって構成し、別表に掲げる職にあ

　る者を充てる。

２.【庁内検討会議設置要綱】

「深谷市ガーデンシティふかやプラン」及び「ふかや緑の王国運営計画」

の見直しに関する庁内検討会議設置要綱

平成３０年６月１９日　協働推進部長決裁
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（職　務）

第４条　会長は、会務を総理し、検討会議を代表する。

２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、　

　その職務を代理する。

（会　議）

第５条　検討会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

２　会長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、

　又は必要な資料の提供を求めることができる。

３　会長は、検討会議を円滑に運営し、専門的事項の調査・検討をさせるため、必

　要があると認めるときは、検討会議に専門部会を置くことができる。

（庶　務）

第６条　検討会議及び専門部会の庶務は、協働推進部ガーデンシティふかや推進室

　において処理する。

（その他）

第７条　この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長

　が別に定め、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。

　　　附　則

　この要綱は、平成３０年６月１９日から施行する。
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会 長 ガーデンシティふかや推進室長 

副会長 ガーデンシティふかや推進室長補佐 

委 員 
産業拠点整備室長補佐 

企画課課長補佐 

財政課課長補佐 

公共施設改革推進室室長補佐 

総務防災課課長補佐 

協働推進課課長補佐 

自治振興課課長補佐 

福祉政策課課長補佐 

農業振興課課長補佐（特産係担当補佐） 

商工振興課課長補佐 

産業ブランド推進室室長補佐 

環境課課長補佐 

都市計画課課長補佐（都市計画係担当補佐） 

公園緑地課課長補佐 

区画整理課課長補佐（中央区画整理係担当補佐） 

道路管理課課長補佐（管理係担当補佐） 

学校教育課課長補佐 

 

別表（第３条関係）
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月日 主な内容 担当 

７月２７日 策定方針案 

現行計画の進捗状況 

検討会議 

８月２９日 委員からの意見徴収 

意見の取りまとめ 

検討会議 

事務局 

９月 見直し案の検討 

 

検討会議 

１０月 中間案の提示、調整 

ボランティア、アダプト団体及び庁内の意見聴取 

検討会議 

事務局 

１２月 最終案提示、内容確認、最終調整 

 

検討会議 

３月 市長決裁、プランの公表 事務局 

３.【策定スケジュール】
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４.【用語集（五十音順）】

・オープンガーデン

　個人の庭などを一般のかたに公開する活動のこと。１９２７年イギリスで創設され

たナショナル・ガーデン・スキームという慈善団体が、個人庭園等を一般の人々に公

開し、それに関わる収益を看護・医療など公益団体に寄附する活動が、オープンガー

デンの始まりと言われている。

　深谷市では、『深谷オープンガーデン花仲間』主催によるオープンガーデンが２００

４年から活動を開始している。オープンガーデンフェスタでは、「人がつながる　花で

つながる」をモットーに市内外を問わず、多くのガーデニング愛好家と交流を深める

ことを目的に開催している。

・花きの振興に関する法律

　平成２６年６月２７日に公布された法律。花き生産者の経営の安定、花きの加工及

び流通の高度化、花きの輸出の促進、公共施設及びまちづくりにおける花きの活用な

どの措置を講じ、もって花き産業の健全な発展と心豊かな国民生活の実現に寄与する

ことを目的としている。

・市民協働

　住民などと行政が、相互の立場や特性を認識・尊重しながら、共通の目的を達成す

るために協力して活動すること。

・ＳＮＳ

　ソーシャル・ネットワーキング・サービス（social networking service）の略であ

り、インターネット上の交流を通して、社会的ネットワークを構築するサービスのこ

と。ツイッターやフェイスブック、ミクシィ、ラインなどがその代表的なものである。
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ガーデンシティふかや推進室深谷市役所


