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この報告書は、平成２８年度（平成２８年４月１日～平成２９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 理事会

・ 第１回理事会 平成２８年５月２４日（火） 午後２時４５分

・ 第２回理事会 　 平成２８年６月２３日（木） 決議の省略

・ 第３回理事会 　 平成２９年１月１１日（水） 決議の省略

・ 第４回理事会 平成２９年３月１０日（金） 午前１０時００分

② 評議員会

・ 定時評議員会 平成２８年６月２３日（木） 午後１時５４分

・ 第２回評議員会 平成２９年３月２１日（火） 午後１時５８分

③ 評議員選定委員会

・ 評議員選定委員会 平成２８年５月２５日（水） 午後２時００分

（２）

・ 平成２７年度業務及び決算の監査 平成２８年５月１８日（水） 午前９時５５分

監 査

第１　　平成２８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

6月18日（土） 常緑樹の剪定講習会 常緑樹の透かし剪定の実技講習 １０ 人

2月4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 １４ 人

1月28日（土） 接ぎ木技術講習会 接ぎ木の方法・刃物について、切り接ぎについての体験講習会 ２０ 人

　　　　イ　最新緑化情報研修会

期　　間 事　業　名 内　　　容

2月28日（火） 春先の病害虫防除対策講座 春先に行う病害虫防除の方法についての講習 ４０ 人

　　　　ウ　緑化技術資格研修会

期　　間 事　業　名 内　　　容

6月4日（土）・5日（日） 職長・安全衛生責任者教育講習会 労働安全衛生法に基づく職長・安全衛生責任者教育講習 ８ 名

6月11日（土）・12日（日） 高所作業車運転技能講習会 労働安全衛生法に基づく高所作業車運転技能講習 １７ 名

10月29日（土）・30日（日） ２級造園施工管理技術検定試験対策講習会 ２級造園施工管理技術検定試験対策講習 ７ 名

　（２）　展示会事業

　　　ア　春の園芸フェスタ
期　　間 事　業　名 内　　　容

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

　　　イ　第１4回駒込・安行植木まつり

期　　間 事　業　名 内　　　容

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7回川口安行の植木・盆栽展　麻布十番

期　　間 事　業　名 内　　　容

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

人

来場者数

人

５，７００

３，９５７

　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。

　「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。

受講者数

参加者数

受講者数

4月29日（金/祝）・30（土）

5月21日（土）・22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１9回春の園芸フェスタ １２，６１５

来場者数

人

第１4回駒込・安行植木まつり

来場者数

9月24日（土）・25日（日） 第7回川口安行の植木・盆栽展 麻布十番



　　　エ　その他

期　　間 事　業　名 内　　　容

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

3月15日 樹里安だより　Vol.37 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

3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

4月1日（金）～3月31日（金） 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 ７４，８１９ 件

　　　エ　カレンダー作成

発　行 事　業　名 内　　　容

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

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１４回緑の学会・ふれあい講演会

期　　間 事　業　名 内　　　容

テーマ『家庭菜園からはじめよう～食育と地産地消に夢をのせて～』

講師：恵泉女学園大学教授　藤田智　先生

　「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。

作成部数

１７５

参加者数

来場者数

人１８，４５０

第8回秋の並木元町公園花植木市

5月11日（水）～13日（金） 第２５回川口市安行の花・緑と物産展示会

作成部数

人

作成数

人第１4回緑の学会・ふれあい講演会

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

1月21日（土）

10月29日(土）～30日（日）

　　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。

アクセス数

作成部数

５，０６９



　　　イ　緑の園芸ゼミナール

期　　間 事　業　名 内　　　容

4月2日（土） 春のコンテナガーデン講習会 春の草花を使用したコンテナの作成と管理講習 ７ 人

5月28日（土） バラを使った寄せ植え講習会 バラを使用した寄せ植えの作成と管理講習 １３ 人

6月25日（土） 日陰で育つ植物の寄せ植え講習会 日陰で育つ植物を使用した寄せ植えの作成と管理講習 ９ 人

7月22日（金） 親子で育てておいしい夏野菜№6 小学生への緑化普及・啓発を目的とした夏休み自由研究教室 ２７ 人

9月24日（土） 多肉植物の寄せ植え講習会 多肉植物を使用した寄せ植えの作成と管理講習 ５ 人

10月15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 ７ 人

11月26日（土） クリスマスの寄せ植え講習会 クリスマスの時期に楽しめる植物を使用した寄せ植えの作成と管理講習 １０ 人

12月17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の作成と管理講習 １１ 人

2月25日（土） 冬から春にかけての寄せ植え講習会 冬から春にかけての草花を使用したコンテナの作成と管理講習 ９ 人

3月25日（土） ハンギ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 ７ 人

期　　間 事　業　名 内　　　容

5月22日（日） 皐月の花後の手入れデモンストレーション 皐月の花後の手入れについてのデモンストレーション １４ 人

6月12日（日） 盆栽の手入れデモンストレーション 盆栽の手入れについてのデモンストレーション ２７ 人

7月2日（土） 寄せ植えデモンストレーション 観葉植物の寄せ植えについてのデモンストレーション １２ 人

　（２）　園芸相談事業

　　　ア　花と緑の園芸相談

期　　間 事　業　名 内　　　容

4月1日（金）～3月31日（金） 園芸相談 緑化に関する園芸相談 １，６３４ 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

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

親子盆栽体験教室

親子苔玉体験教室

　　　イ　花と緑の祭典

期　　間 事　業　名 内　　　容

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

川口産の材料を使った生け花展示

枝物・鉢物の展示

来場者数

人

人

来場者数

人

相談件数

３，５００

来場者数

人

受講者数

受講者数

　　　ウ　プロに教わるテクニック

２４，９０８

2月24日（金）～26日（日）

１４，５２０

第５６回川口市花の文化展

第８１回春の安行花植木まつり ２５，０９５

　　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。

5月1日（日）～5日（木/祝） 花と緑の祭典

4月9日（土）・10日（日）

10月8日（土）～10日（月/祝） 第８２回秋の安行花植木まつり



　　　エ　各種緑化展示会事業

期　　間 事　業　名 内　　　容

4月1日（金）～3日（日） 第２１回彩風展 樹形を楽しむさつきの展示 ７，８０３ 人

4月15日（金）～17日（日） 春の山野草と小さな盆栽展 各種山野草、小品盆栽等の展示 ６，２２３ 人

4月26日（火）・27日（水） エビネ・斑入り・山野草展 エビネ・斑入り・山野草の展示 ４，７３６ 人

4月29日（金/祝）～5月5日（木/祝） 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 ３２，４４６ 人

4月29日（金/祝）～5月5日（木/祝） 伝統園芸展 各種盆栽・小品盆栽、飾り棚等の展示 ３２，４４６ 人

4月29日（金/祝）～5月8日（日） 花と緑の感謝ウィーク 春季の花・植木の展示等 ４１，１６０ 人

5月6日（金）～8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 ８，７１４ 人

5月21日（土）～30日（月） 皐月展 さつきの展示 ２３，０８１ 人

6月4日（土）・5日（日） ウチョウラン展 各種ウチョウランの展示 ６，８６５ 人

6月10日（金）～12日（日） 初夏の盆栽展 初夏に見ごろの五葉松・もみじ等の盆栽展示 ８，０５７ 人

6月18日（土）・19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 ６，１０８ 人

6月25日（土）・26日（日） 第５回秩父岩ギボウシ展 秩父産の岩ギボウシの展示 ６，４４２ 人

7月2日（土）・3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 ６，７８５ 人

7月8日（金）～10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 ６，７２７ 人

7月16日（土）～18日（月/祝） 植物と骨董展 各種盆栽の展示や、様々な骨董品の展示 ９，７５８ 人

7月21日（木）～28日（木） 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 １３，７０２ 人

8月26日（金）～28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 ５，８９５ 人

9月2日（金）～4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 ６，８６９ 人

9月10日（土）・11日（日） 秋の古典園芸植物展 古典植物の展示 ５，７５７ 人

9月17日（土）～19日(月/祝） 早秋盆栽展 盆栽の展示 ８，８４７ 人

9月25日（日） 川口物産観光フェア 川口の物産品や特産品の展示・販売 ４，５５１ 人

10月1日（土）・2日（日） 秋の岩ギボウシ展 岩ギボウシの展示 ５，６６７ 人

10月15日（土）・16（日） 植物と植木鉢展 秋の植物と植木鉢の展示 ５，３１５ 人

10月22日（土）・23日（日） 秋の大感謝祭 秋季における植物展示 ９，９５０ 人

10月22日（土）・23日（日） 第２３回坂東おもと名作展 古典植物おもとの展示 ９，９４１ 人

10月29日（土）・30日（日） 花のある空間 フラワーアレンジメント等の展示 ５，３３８ 人

11月3日（木/祝）～6日（日） 小品盆栽展 流行の小品盆栽の展示 ２６，７０１ 人

11月11日（金）～13日（日） 紅葉展 紅葉の美しい盆栽等の展示 ７，７８０ 人

11月18日（金）～20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 ８，７１２ 人

11月26日（土）・27日（日） 川口市いけばな愛好会展 草月流、古流松藤会、池坊、桂古流桂流の生け花の展示 ５，３２７ 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9日（金）～11日（日） 新春鉢物展 松竹梅等の新春向けの寄せ植え展示 ６，６４２ 人

1月3日（火） 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 １，５０３ 人

1月13日（金）～15日（日） 錦糸南天展 古典植物錦糸南天の展示 ５，７４３ 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

2月17日（金）～19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 ９，０８５ 人

3月10日（金）～12日（日） 放春花・地梨展 放春花（ボケ）・地梨（しどみ）等の展示 ７，３５７ 人

3月11日（土）・12日（日） 雪割草と山野草展 山野草と雪割草の展示 ５，９１２ 人

3月17日（金）～19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 １１，３８６ 人

3月18日（土）・19日（日） 第２０回スプリング緑花感謝祭 春季における来場者サービスイベント ９，５２６ 人

3月24日（金）～26日（日） 第１６回押花展 押し花額・押し花グッズの展示 ６，３３４ 人

3月25日（土）・26日（日） 春の古典園芸植物展 古くからの伝統がある植物の展示 ５，００７ 人

人

人４，６２４

歳末ギフトフェア ３０，７９５11月26日（土）～12月11日（日）

来場者数

1月21日（土）・22日（日） フラワーアレンジメント作品展



　　　オ　開館２０周年記念事業

期　　間

10月8日（土）～10日（月/祝） １４，５２０ 人

　　　カ　道の駅事業

期　　間

4月1日（金）～3月31日（金） ７３９，５８６ 人

期　　間

4月1日（金）～3月31日（金） 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

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

　　　エ　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

　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。

　　　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

　<事業報告の附属明細書について>

　　平成２８年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条第３項に規定する附属
　明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。

事　業　名 来場者数

開館20周年を記念した事業
記念式典・川口大盆栽展・無料お茶席体験・生け花展・枝物展・見本庭園展示
親子生け花体験教室・開館20周年記念記録誌作成等

９６件

来場者数

利用件数

　　　ウ　 冊子版緑花ガイド

　（４）　緑化産業振興に関する会議室等貸与事業

　　　ア　朝顔・ほおずき

　　　イ　樹里安アイス

　イベント等において物品販売を実施した。

　　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。

内　　　容

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
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