
 
 

 
 

令和２年度（公財）川口緑化センター事業計画書 
 

１ 基本方針 

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。 

 

２ 公益目的事業 

［１］緑化事業  

「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・啓発事業の

実施。 

 

（１）技術研修事業 

高齢化社会や家族の世代交代等、庭木の手入れ技術のニー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・啓発を図る。 

 

ア 技能・伝承習得研修会 

  ・常緑樹の剪定講習会の実施 

  ・根巻き体験講習会の実施 

  ・接ぎ木技術講習会の実施 

 

イ 最新緑化情報研修会 

  ・緑化対策研修会の実施 

 

ウ 緑化技術資格研修会 

  ・チェーンソー特別教育講習会の実施 

  ・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育講習会の実施 

  ・２級造園施工管理技術検定対策講習会の実施 

  

（２）展示会事業 

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に努める。 

 

ア 第２３回 春の園芸フェスタ 

イ 第１８回 駒込・安行植木まつり 

ウ 第１１回 川口安行の植木・盆栽展 麻布十番 

 

 



 
 

エ 共催事業 

  ・第２９回川口市安行の花・緑と物産展示即売会の実施 

  ・第１２回秋の並木元町公園花植木市の実施 

 

（３）情報発信・収集事業 

植木・花の栽培、育成等の情報を収集し、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社会に緑化の普及・啓発を図る。  

 

ア 樹里安だより発行     

イ 緑花ガイド発行       

ウ インターネット情報発信 

エ カレンダー作成 

 

（４）樹木等生産調査事業 

川口市内の樹木等植物の生産状況調査事業で、調査結果を報告書にまとめ、広く一般に公開 

し、緑化の普及・啓発を図る。 

 

ア 川口市樹木等生産調査報告書 

 

［２］施設緑化事業 

「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・啓発事業の実施。 

 

（１）講習会、体験会事業 

園芸及び自然に造詣の深い講師を招き、広く一般の方を対象として、講習会を開催し、花と緑に

ふれる機会を提供するとともに、緑化の普及・啓発を図る。 

 

ア 第１８回 緑の学会・ふれあい講演会 

イ 緑の園芸ゼミナール 

  ・夏休み自由研究教室の実施 

ウ プロに教わるテクニック 

  ・皐月の手入れ、樹木の剪定、寄せ植え等のデモンストレーションの実施 

 

（２）園芸相談事業 

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、知識、技術の普及・向上を図る。 

 

ア 花と緑の園芸相談 

 

 

 

 



 
 

（３）展示会事業 

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・啓発を図る。 

 

ア 春・秋の安行花植木まつり事業（第８９回・第９０回） 

イ 花と緑の祭典 

ウ 各種緑化展示会事業 

エ 道の駅事業   

 

（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・個人へ優先的に行う貸与事業。 

 

３ 収益目的事業 

［１］会議室及び多目的ホールの貸与事業 

３階会議室・５階会議室・日本間・広場を一般に貸与するとともに、緑化の普及・啓発イベントに伴

い、１階多目的ホールを貸与する。また自動販売機事業を実施する。 

 

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 

施設利用者にイベント等を通じて物品販売を行う。 

 

ア 朝顔・ほおずき 

イ 樹里安アイス 

 

［３］植物取引センターの管理運営に関する事業 

「川口市営植物取引センター設置及び管理条例」に基づき、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行う。 

 

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 



NO 主催・共催

1 4月 3日 （金） ～ 4月 5日 （日） 第２５回彩風展

2 4月11日 （土） ・ 4月12日 （日） 第８９回春の安行花植木まつり 主催

3 4月17日 （金） ～ 4月19日 （日） 春の山野草と小さな盆栽展

4 4月18日 （土） 春の草花を使った寄せ植え講習会

5 4月25日 （土） ・ 4月26日 （日） 第１８回駒込・安行植木まつり 主催

6 4月25日 （土） ～ 4月29日 （水/祝） 春の山野草・盆栽・鉢物展

7 4月25日 （土） ～ 5月 6日 （水/祝） ツツジ・シャクナゲ展

8 4月26日 （日） 寄せ植えデザイナー協会　講習会

9 5月 2日 （土） ～ 5月 6日 （水/祝） 伝統園芸展

10 5月 3日 （日/祝） ～ 5月 5日 （火/祝） 花と緑の祭典 主催

11 5月 6日 （水/祝） ～ 5月 8日 （金） 第２９回川口安行の花・緑と物産展示即売会 共催

12 5月15日 （金） ～ 5月17日 （日） 春の小品盆栽展

13 5月16日 （土） 寄せ植えデザイナー協会　講習会

14 5月22日 （金） ～ 5月24日 （日） 皐月展

15 5月23日 （土） バラを使った寄せ植え講習会

16 5月23日 （土） ・ 5月24日 （日） 第２３回春の園芸フェスタ 主催

17 5月30日 （土） ・ 5月31日 (日） 初夏の古典園芸植物展

18 6月 5日 （金） ～ 6月 7日 （日） 初夏の盆栽展

19 6月 6日 （土） ウチョウラン展

20 6月12日 （金） ～ 6月14日 （日） 斑入植物展

21 6月13日 （土） 常緑樹の剪定講習会 主催

22 6月13日 （土） 寄せ植えデザイナー協会　講習会

23 6月20日 （土） フルハーネス型墜落防止用器具特別教育講習会 主催

24 6月20日 （土） 野草の寄せ植え講習会

25 6月20日 （土） ・ 6月21日 （日） 斑入植物・カンアオイ・山野草展

26 6月26日 （金） ～ 6月28日 （日） チェーンソー特別教育講習会 主催

27 6月27日 （土） ・ 6月28日 （日） 山野草とシダ展

28 6月27日 （土） ・ 6月28日 （日） 第９回秩父岩ギボウシ展

29 7月 4日 （土） ・ 7月 5日 （日） 第２４回朝顔・ほおずき市 主催

30 7月 4日 （土） ・ 7月 5日 （日） 夏の観葉植物の寄せ植え展

31 7月17日 （金） ～ 7月19日 （日） 植物と骨董展

32 7月19日 （日） 寄せ植えデザイナー協会　講習会

33 7月22日 （水） ～夏休み自由研究教室～親子で育てておいしい夏野菜No.10 主催

34 7月23日 （木/祝） ・ 7月24日 （金/祝） 初夏の山野草展

35 7月29日 （水） ～ 8月 5日 （水） 花と緑の写真展

36 9月 4日 （金） ～ 9月 6日 （日） 秋の山野草・盆栽・鉢物展

37 9月12日 （土） 多肉植物の寄せ植え講習会

38 9月12日 （土） ・ 9月13日 （日） 第１９回ミニ盆栽きらく会展

39 9月19日 （土） ～ 9月22日 （火/祝） 第１５回早秋盆栽展

40 9月26日 （土） ・ 9月27日 （日） 第１１回川口安行の植木・盆栽展 麻布十番 主催

41 9月26日 （土） ・ 9月27日 （日） 秋の古典園芸植物展

42 9月26日 （土） ・ 9月27日 （日） 秋の岩ギボウシ展

令和２年度（公財）川口緑化センター事業一覧

開催予定日 事　業　名



NO 主催・共催開催予定日 事　業　名

43 10月3日 （土） ・ 10月4日 （日） 第６回草月流いけばな桃和会展

44 10月10日 （土） ・ 10月11日 （日） 第９０回秋の安行花植木まつり 主催

45 10月17日 （土） ハロウィンの寄せ植え講習会

46 10月17日 （土） ・ 10月18日 （日） ローヤ柿・山野草・植木鉢展

47 10月24日 （土） ・ 10月25日 （日） 第１２回秋の並木元町公園花植木市 共催

48 10月24日 （土） ・ 10月25日 （日） 第２７回坂東おもと名作展

49 10月31日 （土） 寄せ植えデザイナー協会　講習会

50 10月31日 （土） ・ 11月 1日 （日） ２級造園施工管理技術検定試験対策講習会 主催

51 10月31日 （土） ・ 11月 1日 （日） 秋の大感謝祭

52 10月31日 （土） ～ 11月 3日 （火/祝） 秋の小品盆栽展

53 11月 6日 （金） ～ 11月 8日 （日） 紅葉展

54 11月 7日 （土） ・ 11月 8日 （日） 第２９回緑と大地の豊年まつり 共催

55 11月13日 （金） ～ 11月15日 （日） 植物と骨董展

56 11月14日 （土） クリスマスのための寄せ植え講習会

57 11月21日 （土） ～ 11月23日 (月/祝） 晩秋の古典園芸植物展

58 11月22日 （日） ・ 11月23日 （月/祝） 川口市いけばな愛好会展

59 11月28日 （土） 寄せ植えデザイナー協会　講習会

60 12月 5日 （土） ・ 12月 6日 （日） 花のある空間

61 12月11日 （金） ～ 12月13日 （日） 正月を楽しむ盆栽展

62 12月12日 （土） 寄せ植えデザイナー協会　講習会

63 12月19日 （土） 松竹梅の寄せ植え講習会

64 1月16日 （土） 第１８回緑の学会・ふれあい講演会 主催

65 1月16日 （土） ・ 1月17日 （日） フラワーアレンジメント作品展

66 1月23日 （土） 寄せ植えデザイナー協会　講習会

67 1月30日 （土） 根巻き体験講習会 主催

68 2月 6日 （土） 接ぎ木技術講習会 主催

69 2月12日 （金） ～ 2月14日 （日） 植物と骨董展

70 2月20日 （土） 盆栽の手入れ講習会

71 2月20日 （土） ・ 2月21日 （日） 雪割草最新品種展

72 3月 5日 （金） ～ 3月 7日 （日） 放春花・地梨展

73 3月 6日 （土） ・ 3月 7日 （日） 雪割草と山野草展

74 3月12日 （金） ～ 3月14日 （日） 第２０回押花展

75 3月13日 （土） 寄せ植えデザイナー協会　講習会

76 3月20日 （土） 苔玉の作り方講習会

77 3月27日 （土） ・ 3月28日 （日） 第２４回スプリング緑花感謝祭 主催

78 3月27日 （土） ・ 3月28日 （日） 自然を生かす“花とラタン展”


