
５ 愛知県緑化センター事業報告 

(１) 事業の実施状況 

緑化に関する知識の普及の場と機会を提供するため、愛知県緑化センターを活

用し、次の６つの事業を別表７（１）のとおり実施しました。 

   ア 研修・教室 

   イ 緑化普及指導 

   ウ 公共施設緑地等現地指導 

   エ レクリエーション大会 

オ 展示事業 

カ その他事業 

(２) 施設の利用状況 

施設の利用状況については別表７（２）のとおりです。 

(３) 施設の維持管理 

利用者に施設を快適に利用していただくため、緑化に関する展示等の機能が高

度に発揮できるように工作物、園路、芝生及び植栽木等を適切に維持管理し、施

設の補修工事を実施しました。 

(４) 広報活動の実施 

愛知県緑化センターでは、機関紙「緑のオアシス」を年２回発行するととも

に、みどりづくり研修等のパンフレットやチラシを作成し、県公報コーナー、

ホームページ、情報誌を活用した広報のほか、テレビ、新聞等の報道機関及び

県・市町村などへ積極的な広報活動を行いました。 



別表７

（１）事業等実施状況

　　ア 研修・教室　

定員(人) 参加者(人)

90 92 

マツのみどり摘み 50 46 

生垣の種類と管理 50 41 

低木類の刈込 50 44 

25 24 

25 28 

庭木の上手な管理ポイントを学ぼう 90 92 

庭に彩りを添えるおススメ花木 90 91 

90 95 

90 95 

90 89 

90 95 

90 92 

90 94 

40 36 

40 38 

50 51 

90 72 

90 79 

50 47 

20 19

20 23

20 20

20 24

20 29

ハーバルライフを楽しむ　エッグポマンダーを作ろう 20 21

庭木の手入れ  （広葉樹の剪定） 50 46

ゴヨウマツの整枝・剪定 50 38

50 42

20 20

20 21

20 24

ウメの整枝・剪定 6月11日

6月18日

6月18日

緑化木の病害虫について 6月25日

事 業 名 実施日

緑 化 研 修

樹木の年間管理 4月16日

5月12日

5月21日

5月28日

花木の整枝・剪定 6月4日

庭における除草剤の効果的な利用法 9月3日

庭木に果樹を取り入れよう 9月3日

広葉樹の整枝・剪定 10月15日

病害虫の防除と対処法 6月25日

緑化木の肥料の基礎知識 8月27日

それぞれの樹木の特性を知り剪定をしよう 8月27日

コケに魅せられて 1月14日

キンモクセイの整枝・剪定 3月4日

小　　　計  予定回数20回　実施20回  予定定員1,370人　参加数1,341人

針葉樹の整枝・剪定 10月22日

モミジの整枝・剪定 11月5日

読んでこそ庭園鑑賞「山水画と庭」 1月14日

8月7日

9月15日

10月16日

10月17日

庭木の手入れ  （針葉樹の剪定） 10月23日

家庭で楽しむ芝生ガーデン 4月24日

みどりの教室

小さい苗から育てる山野草 5月9日

ヤマアジサイを楽しむ 5月26日

親子で多肉植物の寄せ植えを作ろう 7月4日

親子でコケテラリウムを作ろう

小　　　計  予定回数12回　実施12回  予定定員330人　参加数327人

冬から春まで楽しむ　ハンギングバスケット 12月9日

鉢で楽しむブルーベリーの育て方 2月18日

インテリア盆栽を楽しむ 3月12日



定員(人) 参加者(人)

20 28

80 28

30 25

30 28

20 23

80 120

20 31

20 34

20 22

ヒラタケとナメコの菌打ち体験 30 32

定員(人) 参加者(人)

定員(人) 参加者(人)

20 29 

20 28 

20 27

20 38

　　イ 緑化普及指導

緑 化 相 談

事 業 名 実施日

草木染めに挑戦 春を先どりさくら色に染めよう 2月10日

2月26日

小　　　計  予定回数10回　実施10回  予定定員350人　参加数371人

合　　　計  予定回数42回　実施42回  予定定員2,050人　参加数2,039人

11月20日

親子で楽しむ森のクラフト マツボックリのミニクリスマスツリー作り 11月21日

ミニ門松を作ろう 12月18日

親子でしめ縄作りに挑戦 12月19日

野 外 教 室

間伐材でダックスフントを作ろう 5月3日

親子で楽しむ森のクラフト モミジバフウのくす玉を作ろう 5月5日

昭和の森の自然観察 トウカイコモウセンゴケについて学ぼう 6月9日

野生きのこ入門 9月25日

藤づるのクリスマスリース作り

事 業 名 実施日

みどりの
学習教室

みどりの少年団を対象にモリのクイズラリー、モリのあ
そびを実施

7月27日～30日　　
　　の4日間

250 146

 予定日数4日間　実施4日間  予定定員250人　参加数146人

野鳥観察会Ⅳ 3月6日

 予定回数4回　実施4回  予定定員80人　参加数122人

事 業 名 実施件数 参加者(人)

事 業 名 実施日

野鳥観察会

野鳥観察会Ⅰ 4月11日

野鳥観察会Ⅱ 5月15日

野鳥観察会Ⅲ 1月15日

緑化木一般 220 

緑化木生産 78 

緑化木管理 713 

随時研修 自然観察、剪定講習会、親子工作教室等 14件 233

事 業 名 相談件数（件）

その他 269 

合 計 　　　  　　　　     　相談件数 1,960件

緑化材料 278 

緑化計画 23 

緑化センタ― 379 



ウ　　　　公共施設緑化指導

事業名 実 施 日 対　象　者 場所

4月20日 東浦町シルバー人材センター
藤江工業団地緑地維持
管理ヤンチャ

7月20日 長久手市シルバー人材センター 長久手福祉の家

9月22日 阿久比町シルバー人材センター
阿久比町立ふれあいの
森　ふれあい館

10月6日 （公財）愛知県シルバー人材センター連合会 緑化センター

12月7日 阿久比町シルバー人材センター
阿久比町立ふれあいの
森　ふれあい館

1月13日 高浜市シルバー人材センター 高浜市立高浜中学校

1月18日 常滑市シルバー人材センター 湯本館

2月1日 東海市シルバー人材センター
東海市しあわせ村健康
ふれあい交流館

合計

（ア）みどりフェスティバル

開催日及び日数

5月3日（月・祝）～
5月5日（水・祝）
3日間

11月20日(土)～
11月21日(日)
2日間

開催日及び日数

11月19日(金)～
11月21日(日)
3日間

実　施　日 対　象　者 内　   容 

4月1日～4月16日 来園者

11月10日～11月23日 来園者

1月13日～3月31日 来園者

実施８件

　　エ　レクリエーション大会

活　　動　　名

内容 

公
共
施
設
緑
化
指
導

刈払い機の安全講習会

工具類の安全講習会
三脚・安全帯の安全使用について

工具類の安全講習会
三脚・安全帯の安全使用について

剪定作業安全講習会について

工具類の安全講習会
三脚・安全帯の安全使用について、剪定の方法について

工具類の安全講習会
三脚・安全帯の安全使用について、剪定の方法について

剪定作業安全講習会
マツの整枝・剪定について

工具類の安全講習会
三脚・安全帯の安全使用について、剪定の方法について

参　加　者　数

みどりフェスティバル2021秋 26,500人

日 数 延 ５ 日 参 加 数 93,000 人

（イ）紅葉ライトアップ事業

みどりフェスティバル2021春 66,500人

活　　動　　名 参　加　者　数

紅葉のライトアップ 3,800人

　　オ　展示事業

事　　　　業　　　　名

展
示
事
業

藤岡観光協会（雛人形・藤岡地区の郷土史資
料）

パネル等によ
る作品・資料
展示

労福協「友の会」絵画同好会（油絵・水彩画）

藤岡観光協会（雛人形・藤岡地区の郷土史資
料）



事業名 参加者

季節の花めぐり 359人

ハーブ夢倶楽部 274人

山野草倶楽部 121人

　　カ　その他事業

実施回数 内容

年１２回
スタッフ及びボランティアに
よるロックガーデンの整備活
動等

年１６回
スタッフ及びボランティアに
よるハーブ園の整備活動等

年１６回　　　　　
　　　　　　　　　

（中止１回）

スタッフ及びガイドボラン
ティアによる自然観察会（花
の案内）

（２）施設利用状況

700,000 人 635,300 人 △ 64,700 人

　　（△は減を示す）

事業計画 利 用 者 数 差 引 増 減


