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令和２年度 事業報告 

（自 令和２年４月１日  至 令和３年３月３１日） 

 

 

 令和２年度は、これまでの実績を踏まえ、当協会の設立の趣旨に則り、豊かで快

適な港湾環境を創出し、緑地及び運動施設の一層の利用促進を図り、親しまれる港

づくりに寄与するために、富浜緑地始め８緑地並びに中川口緑地始め８緑地等を活

用した公益目的事業を確実かつ発展的に実施しました。 

   その中で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて、講習会やイベン

ト開催時の手指消毒の実施及びマスク着用の啓発、ファクシミリによる野球場の利

用抽選の実施など、安心して各施設をご利用いただける環境づくりに努め、新たに

グラウンドゴルフエリアの開設を行うなど、変化するニーズに対応した管理運営を

行うとともに、経費削減等の経営改善に取り組むなど、公益目的事業の更なる充実

に努めました。 

 

１ 公益目的事業 

（１）緑にふれあう機会と場を提供する事業 

ア 緑にふれあう機会を提供する事業 

緑にふれあう機会（イベント等）を通じた緑化に関する思想の普及及び啓発を

目的として、苗木の生産・頒布等を実施するとともに、園芸講習会や寄せ植え体

験教室等を開催し、緑化や環境保全の重要性などの意識啓発を図りました。 

また、当協会及び他団体主催のイベント等における花木とのふれあいや環境に

配慮した緑のリサイクルを実施するとともに、臨港緑地等における植物等の展示

を通じて緑化の推進と振興を図りました。 

なお、講習会や体験教室等の開催においては、新型コロナウイルス感染症対策

として手指消毒の実施やマスク着用の啓発等を実施しています。 

 

  （ア）苗木の生産・頒布及び観葉植物の貸出事業 

緑化に関する思想の普及及び啓発を目的として、観葉植物及び花鉢を生産し、

頒布・貸出を行うとともに、花の種を配布しました。 

 

【主な事業】 

花鉢の生産 14,800 鉢 通年 

観葉植物の貸出 延べ 192 鉢 通年 

花の種の無償配布 920 袋（約 20,000 粒） 通年 

 

 （イ）園芸講習会、寄せ植え体験教室等の開催 

   緑化や環境保全の重要性などの意識啓発を図ることを目的として、園芸講習会や

寄せ植え体験教室を開催するなど、緑化に関する思想の普及啓発事業を実施しまし

た。 
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なお、当初予定していた「緑の講演会」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大防止に伴い、開催を中止しました。 

 

 【主な事業】 

園芸講習会「クリスマスの寄せ植えづくり」 20 名参加 令和 2 年 12 月開催 

寄せ植え体験教室 64 名参加 
通年（土・日・祝日） 

及び イベント時に開催 

 

（ウ）イベント等における緑化推進事業  

当協会及び他団体主催のイベント等において花鉢を提供するなど、花木への

ふれあいを通して緑化の推進を図る事業を実施しました。 

また、環境に配慮した緑のリサイクルとして、緑地等の維持管理で発生した

刈草・剪定枝等から製造した堆肥の配布を実施するとともに、薪ストーブの燃

料などに利用いただくよう剪定枝や枯損木等の配布を実施しました。 

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴い、例年出展し、花鉢

の提供や堆肥の製造の説明等を行ってきた「港区ふれあい広場」、「港区区民ま

つり」、「名古屋港開港祭フレンドリーポート」は開催が中止となり、「環境デ

ーなごや」は WEBによる開催となりました。 

 

【主な事業】 

 花鉢の原価販売 1,773 鉢     通年 

 堆肥の無償配布 

126 件（約 121 ㎥）     通年 

30 件（1kg のサンプル配布） 
「戸田川緑地秋あそび 

（令和 2 年 10 月）」で実施 

 剪定枝の無償配布 10 件（約 4 ㎥）     通年 

 

  （エ）臨港緑地等における植物等の展示 

  豊かで快適な港湾環境を創出するため、当協会で育成した草花等を臨港緑地等に

展示するとともに、富浜緑地の花壇の拡充を行うなど、緑化の推進と振興を図

りました。 

 

    【主な事業】 

花の展示 4,281 鉢 
富浜緑地、中川口緑地、 

ガーデンふ頭臨港緑園など 

 正月用寄せ植え盆栽の展示 

（貸出し及び販売） 
4 箇所（5 鉢） 

（公財）名古屋みなと振興財団、 

名古屋港鉄鋼埠頭㈱など 

 

 

 



 -3- 

イ 緑にふれあう場を提供する事業 

緑にふれあう場の提供を通じた緑化に関する思想の普及及び啓発を目的として、

臨港緑地の見学会や様々な体験活動を実施するとともに、指定管理施設等を活用

して、近隣の住民や団体の方々が緑と親しむ機会と場を増やすなど、臨港緑地の

利用促進及び振興を図りました。 

また、生物多様性の推進に向けて、臨港緑地の環境保全に係る啓発などに取り

組みました。 

なお、体験教室等の開催においては、新型コロナウイルス感染症対策として手

指消毒の実施やマスク着用の啓発等を実施しています。 

 

  （ア）臨港緑地の見学会、体験活動等 

  臨港緑地の魅力を伝える緑地見学会や木工工作を楽しむわくわく体験教室等、

様々な体験活動を富浜緑地において実施した他、中川口緑地では、近隣の保育

園や団体、住民の方々との協働で花壇の管理や清掃活動を実施するなど、緑と

親しむ機会と場の提供を通じて、臨港緑地の利用促進及び振興を図りました。 

なお、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出に伴い、令和 2年 4 月

11 日から 5 月 15 日までの間「わくわく体験教室」及び「富浜緑地交流広場」

の開催を中止した他、当初予定していた「中川口緑地交流広場」は新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大防止に伴い、開催を中止しました。 

 

  【主な事業】 

緑地見学会（富浜緑地） 138 名参加 令和 2 年 10・11・12 月開催 

わくわく体験教室（富浜緑地） 

1,608名参加 通年（土・日・祝日）開催 

・竹を使った竹馬体験教室 

・花の名前当てクイズ 

 ・緑の教室 はっぱのしおり作り 

 ・木製コマ作り教室 

 ・木製けん玉作り教室 

 ・竹を使った体操人形つくり教室 

 ・竹を使った竹トンボつくり教室 

 ・木製ヨーヨーつくり教室 

 ・どんぐりコマ工作教室 

 ・木の実工作教室 

 ・木製キーホルダーつくり教室 

 ・木製マグネットつくり教室 

 ・木製ＩＱパズルつくり教室 
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夏休みの自由研究 

木の名前あてクイズラリー 

（富浜緑地） 

92 名参加 
あいち・なごや生物多様性 2020 連携事業 

令和 2 年 7～8 月開催 

富浜緑地交流ひろば 530 名参加 令和 2 年 9・11・12 月開催 

ゴーヤの収穫体験（富浜緑地） 10 名参加 令和 2 年 9・10 月開催 

中川口緑地 花壇の花の植替え 23 名参加 
近隣の保育園、団体の方々等との協働事業 

令和 2 年 10 月開催 

中川口緑地 環境美化運動 19 名参加 
近隣の団体の方々等との協働事業 

令和 2 年 10 月開催 

 

（イ）生物多様性の推進への取組み 

生物多様性の推進に向けて「なごや生物多様性保全活動協議会」に参画し、各種

講習会等に参加して情報収集や知見の蓄積を図った他、「WEB版 なごや生物多様性

センターまつり」に参加するなど、多様な生物の生息空間となっている臨港緑地の

環境保全に係る啓発などに取り組みました。 

 

  【主な事業】 

なごや生物多様性 

保全活動協議会主催 

第 1 回 昆虫標本作成講座 参加 令和 2 年 7 月開催 

第 2 回 昆虫標本作成講座 参加 令和 2 年 9 月開催 

なごや生きもの一斉調査 2020 

「バッタ編」調査リーダー講習 参加 
令和 2 年 9 月開催 

なごや生きもの一斉調査 2020 

「バッタ編」 参加 
令和 2 年 10 月開催 

なごや生物多様性 

センター主催 

《WEB 版》 

なごや生物多様性センターまつり 参加 
令和 2 年 10 月開催 

環境省主催 ヒアリ講習会（オンライン講習会）参加 令和 3 年 3 月開催 

 

（２）緑化に関する調査研究事業 

緑化思想の普及啓発を目的として、各種講習会に参加し、樹木・苗木等に関する

知見を蓄積するとともに、緑のカーテンによる減熱効果の確認や緑化に係る図書等

の閲覧など、緑化に関する調査研究等を実施しました。 
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【主な事業】 

愛知県植木センター 

主催 

「樹木の掘り取りと根巻き」講習会 参加 令和 2 年 10 月開催 

「樹木の整姿・剪定」講習会 参加 令和 2 年 10 月開催 

緑のカーテン（ゴーヤ）の実践 
令和 2 年 7～10 月 

（富浜緑地） 

緑化に係る図書等の閲覧 
通年 

（富浜緑地など） 

 

（３）レクリエーションの機会と場を提供する事業 

指定管理施設を活用してレクリエーションの機会と場の提供を行い、より多くの

方々の利用を促す企画等を実施し、利用者の健康増進及び青少年の健全な育成を図

るよう取り組みました。 

なお、施設の利用に際しては、新型コロナウイルス感染症対策として手指消毒の

実施やマスク着用の啓発等を実施しています。 

 

ア レクリエーションの機会を提供する事業 

指定管理施設において、NPO 法人との共催によるテニス大会の開催や当協会主

催の少年サッカー大会の開催など、より多くの方々の利用を促進する企画を実施

しました。 

なお、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出及び感染拡大防止に伴い、

当初予定していた三つのテニス大会の開催を見送りました。（NPO法人との共催:2、

弥富市との共催:1） 

 

【主な事業】 

第 1 回 

富浜ファミリーテニス大会 
22 ペア（44 名）参加 

令和 2 年 9 月開催 

NPO 法人 尾張テニス 

ネットワークとの共催 

第 3 回 

チーム対抗テニス富浜大会 
16 チーム（96 名）参加 

令和 2 年 11 月開催 

     〃 

第 10 回 

富浜 Cup ミックステニス大会 
40 ペア（80 名）参加 

令和 2 年 12 月開催 

     〃 

第 7 回 

名港富浜カップ少年サッカー大会 
8チーム（延べ 372名参加） 

令和 2 年 12 月開催 

（2 日間） 

 

イ レクリエーションの場を提供する事業 

富浜緑地（サイクリングロード、テニスコート、運動広場）及び楠緑地（サイ

クリングロード）、楠広場（野球場）、楠南広場（野球場）、木場南広場（野球場）、

東浜中央緑地（運動広場）、船見緑地（運動広場）の一層の利用促進を図るよう、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて、野球場の利用抽選を対面で
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の応募・抽選からファクシミリによる応募・抽選に変更するなど、利用者が安心

して利用できる環境を整えるとともに、富浜緑地のミストシャワー及び時計台の

設置、アニマル広場（ペット同伴エリア）及びグラウンドゴルフエリアの開設な

ど、利用者の利便の向上やニーズに応じた管理運営を実施しました。 

なお、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出に伴い、令和 2年 4 月 11

日から 5月 15日までの間、各運動施設の供用を中止しました。 

 

  【令和 2 年度の運動施設等の利用実績】 

施設名 利用件数（件） 利用延べ人数（人） 

富浜緑地・楠緑地 サイクリングロード 

（自転車貸出し） 
9,838  10,426  

  富浜緑地 テニスコート 1,690  13,520  

  富浜緑地 運動広場 372  44,640  

  楠広場 野球場 12  360  

  楠南広場 野球場 152  4,560  

  木場南広場 野球場 583  17,490  

  東浜中央緑地 野球場 259  31,080  

  船見緑地 運動広場 523  62,760  

合計 13,429  184,836  

 


