
花の愛護団体一覧 2023.1.1現在

団体名 活動地 住所

1 アイギス花の会 梨香台ショッピングプラザ 高塚新田

2 秋山自治会 秋山天神公園、秋山自治会館通路 秋山

3 秋山花と緑の会 秋山駅前広場 秋山

4 明2東園芸部 上本郷トウカエデ通り 上本郷

5 Act小金原清掃ボランティア会 小金原さくら通り（根木内小学校前） 小金原

6 朝の体操友の会 六実中央公園 六高台

7 旭ケ丘四季花の会 旭ケ丘第2公園 松戸

8 旭ケ丘第3公園美化の会 旭ケ丘第3公園 岩瀬

9 紫陽花で参道を飾る会 北小金駅北口緑地 平賀

10 一期花の会 金ケ作育苗圃 金ケ作

11 岩瀬・胡録台みんなの庭 市道5-605号線脇 岩瀬

12 上の台ニコニコガーデンクラブ 上ノ台公園 二ツ木

13 大金平4丁目花の会 大金平4丁目会館/防災倉庫脇他 大金平

14 大橋東町会 大橋公園 大橋

15 柿ノ木台町会花づくり部 新萩公園 三矢小台

16 河南環境美化の会 河原塚南公園 河原塚

17 北小金ハイツ環境サークル 北小金ハイツB棟敷地内 小金

18 北仲町桜会 北仲町公園 仲井町

19 北松戸町会園芸クラブ 北之台公園、仲台公園 北松戸

20 きてみてまつど通り商店会 きてみてまつど通り 本町

21 協同組合北小金ピコティ西館名店街 北小金ピコティ西館名店街通り 小金

22 串崎南町花と緑の会 串崎公園 串崎南町

23 グラウンドゴルフ中矢会 三矢小台公園 三矢小台

24 グリーンハイツ牧の原住宅管理組合みどり会エコクラブ 牧の原緑地/グリーンハイツ牧の原 牧の原

25 けやきクラブ 花とみどりの会 牧の原団地集会所 牧の原

26 幸谷花の会 幸谷ふれあいホール 幸谷

27 幸谷ひまわりの会 新松戸西口駅前広場 新松戸

28 小金北商店会 北小金駅北口参道第1駐輪場脇 平賀

29 小金花ボランティアの会 小金交番 小金きよしが丘

30 小金原1丁目花の会 小金原１丁目地域内 小金原

31 小金原9丁目町会　花の会 はくちょう公園、ひばり公園 小金原

32 小金原5丁目町会 けやき通り 小金原

33 小金原四季の会 かもめ公園 小金原

34 小金原第三松寿会 小金原団地集会所周辺 小金原

35 小金原団地自治会園芸愛好会 小金原団地集会所周辺 小金原

36 小金原地区会まちづくり部八重桜フラワーロードの会 八重桜通り 小金原

37 小金原中央商店街振興組合 市道2-175号線他 小金原

38 小金原8丁目町会 貝の花公園 小金原

39 五香南町会 元山駅前広場 五香南

40 コスモ松戸コスモス会 水神沼第2公園 小山

41 寿三百寿会 児沼こどもの遊び場 西馬橋

42 子供と花の育成会 五香立体緑地 五香

43 小松園自治会 大清水湧水地 小金

44 小山七区花の会 JR線路脇 松戸

45 小山台町会 鴻之台公園 三矢小台

46 胡録台第三自治会 胡録台公園 胡録台

47 胡録台南自治会 拓野公園 胡録台

48 坂川プロムナード花の会 坂川親水プロムナード 西馬橋

49 相模台町会 岩瀬277番地の30 岩瀬

50 ｻﾝﾗｲﾄﾊﾟｽﾄﾗﾙ弐番街管理組合 サンライトパストラル弐番街 新松戸

51 下矢切第2町会 北総公園 栗山

52 公益社団法人松戸市シルバー人材センター　ボランティア委員会 県道松戸鎌ケ谷線 日暮

53 城町花みずきの会 城町公園 東平賀

54 新松戸1丁目花の会 下山公園/新松戸第1公園 新松戸

55 新松戸北一丁目町会花の会 新松戸北一丁目町会館周辺 新松戸北

56 新松戸ハイツ緑の会 新松戸ハイツ 新松戸北

57 すずくさの会 幸谷交差点 幸谷

58 スミレ会 仲井町交差点 仲井町

59 千駄堀湧水広場ふれあい会 千駄堀湧水広場 千駄堀

60 第一ゆうかりクラブ 新松戸南公園 新松戸南



61 大同西町会 元山第2公園 五香西

62 第二わかば花の会 六実保育所　外周塀外側 六高台

63 高塚こだま会 高塚新田こどもの遊び場 高塚新田

64 高塚シルバー 高塚新田集会所 高塚新田

65 高柳町会 上瀬上公園 六高台

66 高柳町会活き生き交遊会 富士見公園 六高台

67 つくしの会 ぺんぎん公園 小金原

68 道路花だんつどい会 市道6地区148号 古ケ崎

69 常盤平1丁目ひまわりネットワーク ひまわり公園 常盤平

70 常盤平環境会議 さるすべり通り 常盤平

71 常盤平第1小学校フラワーボランティア 常盤平ゆりのき通り/常盤平1小内 常盤平

72 常盤平6丁目町会 常盤平安全安心ステーション 常盤平

73 中金杉自治会 中金杉公園、中金杉区画整理記念館、消防19分団詰所 中金杉

74 中和倉第一町会 ゆりのき通り 中和倉

75 中割バス停花の会 河原塚・中割バス停前 河原塚

76 菜の花グループ鈴の会 県道松戸・鎌ヶ谷線 松戸新田

77 西窪町子供会 はなみずき通り 常盤平西窪町

78 虹の街町会 坂川親水プロムナード 西馬橋

79 西町町会花の会 向町公園 南花島

80 二十世紀が丘町会花づくり部 いちご公園 二十世紀が丘萩町

81 根木内8班ガーデニングサークル 上富士川管理用通路 根木内

82 根本第8町会 根本緑地遊歩道 根本

83 根本第6町会 新坂川脇三角地/市道6-269沿道 根本

84 八ケ崎新町町会 貝の花第2公園 八ケ崎

85 八ケ崎第一町会 八ヶ崎緑町区画整理残地 八ケ崎緑町

86 八ケ崎第三町会環境整備部 中掘込公園 八ケ崎

87 花のある街の会（小金街並み文化交流協会分科会） 北小金駅南口ロータリー 小金原

88 はなみずきの会 はなみずき通り 馬橋 二ツ木　三ケ月

89 花を愛でる会 新松戸コーポＡ棟敷地内 新松戸北

90 はまなすの会 県道松戸・鎌ヶ谷線 稔台

91 春雨橋親水広場の会 春雨橋親水広場 松戸

92 東平賀町会 東平賀公園 東平賀

93 陽だまりの丘　花の会 そよ風の広場 和名ケ谷

94 ふれあい公園わかば花の会 ふれあい公園 五香

95 前田花の会 馬橋第2公園 馬橋

96 牧の原団地１街区花の会 牧の原団地 牧の原

97 松戸曹友会 陸自松戸駐屯地 五香六実

98 マロニエ公園・花とみどりの会 マロニエ公園 栗ケ沢

99 稔台わかば会 県道松戸・鎌ヶ谷線 稔台

100 稔台わかば会歓談サークル 稔台2号緑地 稔台

101 六実連合町会 六実ゲートボール場 六実

102 矢切ヶ丘藤の会 矢切ヶ丘公園 上矢切

103 横二町会フラワー部 大流公園、町会センター 横須賀

104 ラミーユ松戸ハイライズ花壇クラブﾞ つぐみ公園 久保平賀

105 六高台2丁目町会 六実第2公園 六高台
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