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この報告書は、平成２５年度（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）の事業実績
であります。

2

当年度の事業計画に基づき、川口緑化センター及び川口市営植物取引センターの

管理・運営を市から受託するとともに、各種の緑化振興事業を実施しました。

3

（１）

① 平成２５年度 第１回理事会

平成２５年 　５月２８日（火） 午後２時００分

② 平成２５年度 定時評議員会

平成２５年 　６月１１日（火） 午後２時００分

③ 平成２５年度 第２回理事会

平成２６年 　３月１１日（火） 午後２時００分

④ 平成２５年度 第２回評議員会

平成２６年 　３月２６日（水） 午後２時００分

（２）

① 平成２４年度業務及び決算の監査

平成２５年 　５月２０日（月） 午前９時３０分

監 査

第１　　平成２５年度（公財）川口緑化センター事業報告書

ま え が き

概 況

庶 務 報 告

会 議



４　事 業 報 告

1　基本方針

２　公益目的事業

［１］緑化事業

　（１）　技術研修事業

　　　　ア　技能・伝承習得研修会

期　　間 事　業　名 内　　　容 受講者数

6月21日（金） 常緑樹の剪定講習会 常緑樹の透かし剪定の実技講習 １４人

2月1日（土） 根巻き体験講習会 根巻きの講義及び低木を対象とした根巻き技術の体験講習 １９人

2月8日（土） 接ぎ木技術講習会 接ぎ木の方法・切り接ぎ等の技術講習 １５人

　　　　イ　最新緑化情報研修会

期　　間 事　業　名 内　　　容 参加者数

2月26日（水） 松枯れの予防と診断・対策 松枯れの原因と現状及び診断・予防についての講習 ３３人

　　　　ウ　緑化技術資格研修会

期　　間 事　業　名 内　　　容 受講者数

6月27日（木）～30日（日） フォークリフト運転技能講習会 募集人数に達しないため中止 －

7月5日（金）～7日（日） １級造園施工管理技術検定試験対策講習会 募集人数に達しないため中止 －

11月30日（土）・12月1日（日） 高所作業車運転技能講習会 高所作業車に関する講義及び実技講習 １４人

　（２）　展示会事業

　　　ア　春・秋の園芸フェスタ

期　　間 事　業　名 内　　　容 来場者数

川口駅東口公共広場（キュポ・ラ広場）において植木の里安行のPR

安行の植木、鉢花、園芸資材等の展示

川口駅東口公共広場（キュポ・ラ広場）において植木の里安行のPR

安行の植木、鉢花、園芸資材等の展示

※15日（日）は、台風18号接近のため中止

　　　イ　第１１回駒込・安行植木まつり

期　　間 事　業　名 内　　　容 来場者数

豊島区駒込染井吉野桜記念公園において植木の里安行のPR

安行の植木・鉢花・園芸資材等の展示

　　　ウ　第４回川口安行の植木・盆栽展　麻布十番

期　　間 事　業　名 内　　　容 来場者数

東京都港区麻布十番において植木の里安行のPR

安行の植木・盆栽の展示、デモンストレーション等

4月27日（土）・28（日） 第１１回駒込・安行植木まつり ４，４２８人

9月8日（日）・9日（月） 第４回川口安行の植木・盆栽展 麻布十番 ３，１５３人

　公益財団法人川口緑化センターは、植木・花と造園の特産農業の振興、豊かな自然環境の保全及び緑化産業の振興事業
の促進を図り、もって伝統ある「植木の里」の健全なる育成と地域社会の発展に寄与することを目的とする。

第１６回秋の園芸フェスタ

　「公益財団法人川口緑化センター定款」に基づき、県内各地において実施する県民を対象とした技術研修事業、展示会事
業、情報発信・収集事業、樹木等生産調査事業等、緑化普及・啓発事業を実施した。

　　高齢化社会や家族の世代交代等、庭木の手入れ技術のニ－ズが高まる社会状況を踏まえ、広く一般を対象に植木の里・
　安行伝統の植木等の手入れ技術の普及・啓発を図った。

6月1日（土）・2日（日）

　　県内各地において、広く一般を対象に花・緑をテーマとした展示会を開催し緑化の普及・啓発を図るとともに、植木の里安
　行のPRを図った。

第１５回春の園芸フェスタ １２，１１０人

４，５９６人9月14日（土）・15日（日）



　　　エ　その他

期　　間 事　業　名 内　　　容 来場者数

新宿駅西口広場イベントコーナーにおいて植木の里安行のPR

安行の植木・鉢物の展示及び物産展示

並木元町公園において植木の里安行のＰＲ

安行の植木・鉢花・園芸資材等の展示、デモンストレーション等

　（３）　情報発信・収集事業

　　　ア　樹里安だよりの発行

発　行 事　業　名 内　　　容 作成部数

3月15日 樹里安だより　Vol.34 緑化に関する情報誌の発行 ３，０００部

　　　イ　緑花ガイド発行

発　行 事　業　名 内　　　容 作成数

7月 緑花ガイド ４種類の植物栽培情報ガイドの発行 各１，０００部

　　　ウ　インターネット情報発信

期　　間 事　業　名 内　　　容 アクセス数

4月1日（月）～3月31日（月） インターネット情報発信 イベント情報・利用案内等の紹介・安行の紹介 ５２，２９０件

　　　エ　カレンダー作成

発　行 事　業　名 内　　　容 作成部数

11月 花と緑の四季カレンダー 安行地域の写真を使った四季カレンダーの作成 ３，３００部

　（４）　樹木等生産調査事業

　　　ア　川口市樹木等生産調査報告書

発　行 事　業　名 内　　　容 作成部数

12月 樹木等生産目録発行 市内生産者の生産状況目録の発行 ４００部

［２］施設緑化事業

　（１）　講習会、体験会事業

　　　ア　第１１回緑の学会・ふれあい講演会

期　　間 事　業　名 内　　　容 参加者数

テーマ　『外国人の視点から見た緑の大切さ』

講　師　ダニエル・カール 氏

　　　イ　緑の園芸ゼミナール

期　　間 事　業　名 内　　　容 受講者数

4月6日（土） 春の寄せ植え講習会 春の草花を使用したコンテナの作成と管理講習 ８人

5月25日（土） 春から夏にかけての寄せ植え講習会 春から夏にかけて見頃の草花を使用したコンテナの作成と管理講習 ９人

6月29日（土） 観葉植物の寄せ植え講習会 観葉植物を使用した寄せ植えと管理講習 １３人

7月27日（土） ～夏休み自由研究教室～親子で育てておいしい夏野菜№３ 若年層への緑化普及・啓発を目的とした夏休み自由研究教室 １４人

10月19日（土） 秋のコンテナガーデン講習会 秋の草花を使用したコンテナの作成と管理講習 １４人

11月9日(土）～10日（日）

10月2日（水）～4日（金） 第２２回川口市安行の花・緑と物産展示会

第１１回緑の学会・ふれあい講演会 １８２人

第５回秋の並木元町公園花植木市

１７，２０７人

４，０９２人

　「公益財団法人川口緑化センター定款」に基づき、川口緑化センターにおいて実施する、県民を対象とした講習会・体験事
業、園芸相談事業、展示会事業、緑化産業振興に関する会議室等貸与事業等の緑化普及・啓発事業を実施した。

　　園芸及び自然に造詣の深い講師を招き、広く一般を対象として講習会を開催し、花と緑に触れる機会を提供するなど、緑
　化の普及・啓発を図った。

　　植木・花の栽培、育成等の情報を収集及び提供するため、当センターのホームページで情報を発信するとともにオリジナル
　の情報誌を発行し、広く緑化の普及・啓発を図った。

　　川口市内の樹木等植物の生産状況を調査し、調査結果を広く一般に公開し、緑化の普及・啓発を図った。

1月25日（土）



期　　間 事　業　名 内　　　容 受講者数

11月16日（土） 冬のコンテナガーデン講習会 冬の草花を使用したコンテナの作成と管理講習 １４人

12月14日（土） 松竹梅の寄せ植え講習会 松竹梅を使用した寄せ植えと管理講習 ３０人

2月8日（土） 春のコンテナガーデン講習会 春を先どりした草花を使用したコンテナの作成と管理講習 ３人

3月8日（土） ハンキングバスケットの作り方講習会 春の植物を使ったハンギングバスケットの作成と管理講習 ２２人

期　　間 事　業　名 内　　　容 受講者数

4月16日（火） 北の花、南の花で作る寄せ植え講習会 北と南の草花を使用した寄せ植え方法と管理講習 ７人

　（２）　園芸相談事業

　　　ア　花と緑の園芸相談

期　　間 事　業　名 内　　　容 相談件数

4月1日（月）～3月31日（月） 園芸相談 緑化に関する園芸相談 １，４８６件

10月13日（日） 盆栽相談会 盆栽に関する相談 ２件

　（３）　展示会事業

　　　ア　春・秋の安行花植木まつり事業

期　　間 事　業　名 内　　　容 来場者数

植木・花卉・苗木・盆栽等の展示

生け花展・生け花デモンストレーション

花・植木オークション

ブルーベリー苗木プレゼント等

植木・花卉・苗木の展示

盆栽展（２３点）

親子盆栽体験教室・盆栽相談会

　　　イ　花と緑の祭典

期　　間 事　業　名 内　　　容 来場者数

ゴールデンウィークの来場者サービスイベント

植木・鉢花・資材等の展示

緑のステージショー

　　　ウ　共催事業

期　　間 事　業　名 内　　　容 来場者数

5月18日（土）～27日（月） 皐月展 さつきの展示 ２３，５１７人

6月14日（金）～16日（日） 初夏の盆栽展 初夏に見ごろの五葉松・カリン等の盆栽展示 ６，８６２人

10月5日（土）～6日（日） 秋の観葉植物の寄せ植え展 秋の観葉植物展示・寄せ植え実演 ４，１３１人

川口産の材料を使った生け花展示

枝物・鉢物の展示

　　　エ　各種緑化展示会事業

期　　間 事　業　名 内　　　容 来場者数

4月5日（金）～7日（日） 第１８回彩風展 樹形を楽しむさつきの展示 ７，６１７人

4月19日（金）～21日（日） 山野草と小さな盆栽展 各種山野草、小品盆栽等の展示 ６，１１６人

4月27日（土）～5月6日（月） ツツジ・シャクナゲ展 ツツジ・シャクナゲの展示及び品種展示 ４４，５１８人

4月27日（土）～5月6日（月） 花と緑の感謝ウィーク 春季の花・植木の展示等 ４４，５１８人

5月2日（木）～6日（月） 伝統園芸展 各種盆栽・小品盆栽、飾り棚等の展示 ２６，９０３人

5月10日（金）～12日（日） 春の山野草・盆栽・鉢物展 各種春の山野草、盆栽、鉢物等の展示 ７，０９０人

6月1日（土）～2日（日） ウチョウラン展 各種ウチョウランの展示 ６，０７７人

５，１１５人

5月3日（金）～6日（月） 花と緑の祭典 ２４，４１９人

2月28日（金）～3月2日（日）

　　園芸専門家が広く一般を対象として園芸に関する相談に応じ、花と緑の知識・技術の向上を図った。

　　広く一般を対象に、花・緑をテーマとした展示会を開催し、植物本来の魅力や植物と鉢の調和等の芸術性を伝え、緑化の
　普及・啓発を図った。

4月13日（土）～14日（日） 第７５回春の安行花植木まつり ２５，６０９人

10月12日（土）～14日（月） 第７６回秋の安行花植木まつり ２１，９６７人

第５３回川口市花の文化展

　　　ウ　プロに教わるテクニック



期　　間 事　業　名 内　　　容 来場者数

6月22日（土）～23日（日） ウチョウランと山野草展 山野草とウチョウランの展示 ６，１８３人

6月29日（土）～30日（日） 第２回秩父岩ギボウシ展 秩父産の岩ギボウシの展示 ５，３５３人

7月6日（土）～7月7日（日） 夏の観葉植物の寄せ植え展 多種多様な観葉植物を用いた寄せ植えの展示・寄せ植え実演 ５，５７１人

7月12日（金）～15日（月） 植物と骨董展 各種盆栽の展示や、様々な骨董品の展示 ８，６３１人

7月25日（木）～31日（水） 花と緑の写真展 川口市内を中心とした、風景・花・樹木等の美しい写真展示 １１，１９８人

7月26日（金）～28日（日） 斑入植物展 様々な斑入りの涼しげな山野草や植物の展示 ５，９１３人

9月6日（金）～8日（日） 岩ひば・小品盆栽・山野草展 岩ひばや、小品盆栽、山野草の展示 ６，５６２人

9月21日（土）～23日(月） 早秋盆栽展 盆栽の展示 ８，６１６人

9月27日（金）～29日（日） 秋の山野草・盆栽・鉢物展 紅葉した盆栽、山野草、鉢物の展示 ５，４５３人

10月19日（土）～20（日） 植物と植木鉢展 秋の植物と植木鉢の展示 ３，５４４人

10月26日（土）～27日（日） 秋の大感謝祭 秋季における植物展示 ８，１４５人

10月26日（土）～27日（日） 第２０回坂東おもと名作展 古典植物おもとの展示 ８，１４５人

11月1日（金）～4日（月） 小品盆栽展 流行の小品盆栽の展示 １７，９５７人

11月9日（土）～10日（日） 花に癒されて フラワーアレンジメント等の展示 ３，３８８人

11月15日（金）～17日（日） 植物と骨董展 各種盆栽の展示や、盆器等様々な骨董品の展示 ８，１６０人

11月22日（金）～24日（日） 紅葉展 カエデ、ハゼ等紅葉した盆栽の展示 ８，３５５人

歳末の来場者サービスイベント

シクラメン、シンビジューム等の展示等

12月6日（金）～8日（日） 新春鉢物展 松竹梅等の新春向けの寄せ植え展示 ７，０１９人

1月3日（金）～5日（日） 新春緑花祭 縁起植物、松竹梅、バスケットアレンジ等の展示 ５，８４９人

1月17日（金）～19日（日） 錦糸南天展 古典植物錦糸南天の展示 ５，５８３人

2月14日（金）～16日（日） 植物と骨董展 各種盆栽の展示や、盆器等様々な骨董品の展示 ４，０５５人

3月7日（金）～9日（日） 放春花・地梨展 放春花（ボケ）・地梨（しどみ）等の展示 ６，６３６人

3月8日（土）～9日（日） 雪割草と山野草展 山野草と雪割草の展示 ５，３２５人

3月13日（木）～16日（日） 第１３回押花展 押し花額・押し花グッズの展示 １０，７４６人

3月21日（金）～23日（日） 自然を生かす花とラタン展 プリザーブドフラワーを使ったアレンジメントや、籐を使った小物展示 １２，５９７人

3月22日（土）～23日（日） スプリング緑花感謝祭 春季における植物展示 １０，０４７人

フラワーアレンジメントの展示及び展示作品の審査会

フラワーアレンジメント講習会の開催

　　　オ　道の駅事業

期　　間 来場者数

4月1日（月）～3月31日（月） ６９５，００１人

期　　間 利用件数

4月1日（月）～3月31日（月） 緑化産業振興又は、緑化の普及、啓発を目的とした団体、個人へ会議室の貸与 １１２件

事　業　名

安行地域の一輪草、安行寒桜や道の駅関連情報の提供をした

3月28日（金）～30日（日） フラワーアレンジメント作品展 ７，０３６人

内　　　容

11月23日（土）～12月15日（日） 歳末ギフトフェアー ４２，７３０人

　（４）　緑化産業振興に関する会議室等貸与事業

　　緑化産業振興又は、緑化の普及、啓発を目的とした団体、個人へ会議室の貸与を実施した。



３　収益目的事業

［１］会議室及び多目的ホールの貸与事業

　　　ア　会議室貸与事業

　　　イ　多目的ホール貸与事業

　　　ウ　自動販売機事業

［２］物品等物産の販売事業

　　　オ　一筆箋・缶バッジ

［３］植物取引センターの管理運営に関する事業

　　　ア　植木、苗木、鉢物等の生産及び流通に関する情報の収集分析及び提供に関すること
　　　イ　センターの施設及び設備の維持管理に関すること

　　　ウ　その他目的を達成するために必要な事業に関すること

　植物取引センターの管理運営及び維持管理に係る業務を実施した。

　　　エ　 冊子版緑花ガイド

　　　イ　北海道産じゃがいも・たまねぎ・かぼちゃ等
　　　ア　朝顔・ほおずき

　　　ウ　樹里安アイス

　イベント等において物品販売を実施した。

　３階会議室・５階会議室・日本間を一般に貸与するとともに、緑化の普及、啓発イベントにおける販売に伴い、１階多目的ホー
ルを貸与した。また、自動販売機事業を実施した。
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