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平成３０年度 事業報告 

（自 平成３０年４月１日  至 平成３１年３月３１日） 

 

 平成３０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実施しました。 

 また、公益目的事業を推進するために、組織再編を行うとともに職員の技術継承

を図るなど、事業執行の公平性、透明性を確保できる組織づくりを積極的に推進し

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）を通じて緑化思想の普及及び啓発を行う

ことを目的として、苗木の生産・頒布等を行い、講演会や園芸講習会を通じ

て緑化の重要性を理解していただき、地元自治体主催のイベント等に参加し

て緑化の推進に努めるとともに名古屋港の臨港緑地等における植物の展示を

通じて、緑化の振興を図りました。 

 

   （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、花の種子を配布しました。 

緑のリサイクルとして維持管理で発生した剪定枝・枯損木等の配布を実

施するとともに、維持管理で発生した刈草・剪定枝等から製造した堆肥の

配布を実施しました。 

   花鉢生産数       9,820 鉢 

   観葉植物貸出数    120 鉢 

 花の種子の無償配布  約 17,000 粒  

堆肥の無償配布    228 件  約 100 ㎥ 

剪定枝の無償配布   3件    約 1㎥ 

 

   （イ）講演会、園芸講習会等の開催 

   緑化の重要性を理解していただくために、講演会、園芸講習会等、さま

ざまな緑化普及事業を行いました。 

   寄せ植え教室      10 月から 3 月まで 13回実施 参加人数 58名 

   園芸講習会「お正月の寄せ植えづくり」 

12月 7 日実施 参加人数 17 名 

緑の講演会「名古屋の緑地に生息する野鳥の変遷」 

名城大学准教授 橋本啓史氏           2月 28日実施 参加人数 87名 
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 （ウ）イベントでの緑化推進事業 

   当協会及び地元自治体主催のイベント等において花鉢等を提供し、花木

へのふれあいを通して緑化の推進に努める事業を行いました。 

   「富浜緑地交流ひろば」「富浜緑地わくわく体験教室」 574 鉢原価販売 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計 

鉢 30 52 96 32 30 20 6 42 102 54 34 76 574 

 

   「港区ふれあい広場」         10月 27日実施   50 鉢無償提供 

「港区民まつり」             11 月 3日実施 238 鉢原価販売 

「名古屋港開港祭フレンドリーポート」11 月 11日実施 219 鉢原価販売 

 

   （エ）名古屋港の臨港緑地等における植物の展示 

   快適な港湾環境を創出するため、緑化推進の一環として、当協会で育成

した草花や観葉植物を名古屋港の臨港緑地等に展示しました。 

６ヶ所（ガーデンふ頭臨港緑園、名古屋港水族館、名古屋港ポートビル、

名古屋港鉄鋼埠頭㈱本社、名古屋港管理組合本庁、同建設部施

設事務所） 

 

イ 緑にふれあう場を提供する事業 

緑にふれあう場を提供することを通じて緑化思想の普及及び啓発を行うこ

とを目的として、名古屋港の臨港緑地の見学や体験活動を通して緑化の推進

及び緑化思想の普及啓発を行うとともに、名古屋港管理組合から指定管理者

として受託した施設を活用し、名古屋港の臨港地区内及びその周辺の住民・

団体等が緑と親しむことのできる機会を増やし、緑化の振興を図りました。 

 

   （ア）名古屋港臨港緑地の見学・体験活動 

   名古屋港の臨港緑地の見学会を行ったほか、花の名前当てクイズ、木工

による手作り体験教室等、様々な体験活動を行い、緑化の推進及び緑化思

想の普及啓発を行いました。 

      ボランティア活動として、中川口緑地の隣接地において「みなとアクル

ス」のまちびらき、大型商業施設ららぽーとの開業、水上交通の船着場利

用も開始されたことから、11 月 21 日に大手学区連絡協議会と協働で中川

口緑地において環境美化運動を実施しました。 

「富浜緑地交流ひろば」4月 28日、6月 2日、10月 27 日、 

12月 15 日、16日実施              参加人数 702 名 

「中川口緑地交流ひろば」 5 月 4 日、9 月 30日実施 参加人数 126 名 

「富浜緑地わくわく体験教室」 

1月から 3月までの土曜日及び日曜日に実施     参加人数 457名 

「花の名前当てクイズ」           4月 28日実施  参加人数 107名 

「緑地見学会」              11 月 11日実施   参加人数 21 名 

「中川口緑地環境美化運動」       11月 21日実施   参加人数 17 名 

「みどりの教室はっぱのしおり作り」   26回実施 参加人数 145 名 

「竹を使った竹馬体験教室」       30回実施 参加人数 260 名 



 -3- 

「木製キュービックパズルつくり教室」  13回実施  参加人数 24 名 

「木製コマつくり教室」         14回実施  参加人数 55 名 

「木製けん玉つくり教室」        16回実施  参加人数 51 名 

「竹を使った水鉄砲つくり教室」 

6月から 11 月まで 6 回実施  参加人数 13 名 

「竹を使った体操人形つくり教室」 

11月から 2 月まで 3 回実施   参加人数 3 名 

「木製凧組立教室」   12 月から 2月まで 3回実施   参加人数 3名 

「どんぐりコマ工作教室」 

1月から 3月まで 21 回実施  参加人数 228 名 

「木製ヨーヨーつくり教室」 

1月から 3月まで 6回実施    参加人数 8名 

「竹を使った竹トンボつくり教室」 

2月から 3月まで 5回実施    参加人数 5名 

「木製だるまおとしつくり教室」   3月 10日実施    参加人数 1名 

 

   （イ）指定管理施設を活用した植物の展示及び解説 

   緑にふれあう場を提供するため、指定管理施設を活用して植物の育成及

び展示をし、緑化の推進を行いました。 

   展示場所 富浜緑地 

 

（２）緑化に関する調査研究事業 

「緑化思想の普及啓発」や「緑地を活用した地域住民の健康増進」に活かす

ことを目的として、講習会・研修会等へ参加、樹木・苗木・草花等の栽培に関

する調査の実施及び緑化に関する研究資料の収集を行い、収集した研究資料の

閲覧を実施したほか、講演会録の作成及び閲覧を実施しました。 

7 月から 8 月まで、東浜中央緑地において、愛知県森林・林業技術センター

による「樹木加害性昆虫の被害発生状況調査」に協力しました。 

講演会録作成   1 冊       図書等閲覧   利用人数 99名 

 

研修会の参加状況 

日 内容 主催 

2月 5日 土壌と肥料の基礎知識 愛知県植木センター 

 

（３）レクリエーションの機会と場を提供する事業 

名古屋港管理組合から指定管理者として受託した施設を活用して、レクリエ

ーションのための機会と場の提供を行い、地域住民の健康増進、青少年の健全

な育成を目指しました。 

 

ア レクリエーションの機会を提供する事業 

レクリエーションの機会（イベント等）を提供することを通じて、施設利

用者だけでなくより多くの方々に魅力と親しみを感じていただける企画・イ

ベント（テニス大会、サッカー大会等）を行いました。 
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「テニス大会」 

4月 28 日、6 月 2 日、9月 29 日、10月 27日実施 参加人数 234 名 

「野球ソフトボール普及イベント」 4 月 28日、5 月 4 日、6 月 2日、 

9月 29 日、10 月 27日、12 月 15日、16 日実施 参加人数 338 名 

「ハロウィンイベント」     10月 7 日、8 日実施  参加人数 100 名 

「サッカー大会」           12 月 15日、16日実施  参加人数 360 名 

「クリスマスイベント」  12 月 22 日、23 日、24日実施  参加人数 90名 

 

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）の運営を行いました。 

  

   運動施設等の利用状況 

施設区分 利用件数（件）   利用延人数（人） 

 富浜緑地（サイクリングロード） 

及び楠緑地（サイクリングロード） 
７，０７７ ８，１７３ 

 富浜緑地（テニスコート） １，７０９ １３，６７２ 

 富浜緑地（運動広場） ４０９ ４９，０８０ 

 楠広場（野球場） １４７ ４，４１０ 

 楠南広場（野球場） １４３ ４，２９０ 

 木場南広場（野球場） ６４５ １９，３５０ 

 東浜中央緑地（運動広場） ３５６ ４２，７２０ 

 船見緑地（運動広場） ６３１ ７５，７２０ 

合 計 １１，１１７ ２１７，４１５ 

 

 

 

 

 

 


