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平成１９年度「みどりの月間」における緑化関係行事予定

（文部科学省関係）

番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

１ 4.29 第97回くらしの植物苑 人間文化研究機構国立歴史 国立歴史民俗博物館く 特別観察会の実施及び 無料開苑
観察会の実施及び無料 民俗博物館 らしの植物宛(千葉県）
開苑

２ 5.4 みどりの日における無 (独)国立科学博物館 (独)国立科学博物館筑 花と緑に親しむ日として、筑波実験植物園において無料
料開園 波研究資料センター筑 開園及び植物に関する講座を実施する。

波実験植物園(茨城県)

３ 5.4 武蔵野の自然に親しむ (独)国立科学博物館 (独)国立科学博物館附 武蔵野の自然に親しむ日として、無料開園及び園内観察
属自然教育園(東京都） 会等を実施する。

４ 5.4 みどりの日における国 北海道大学 北海道大学農学部附属 附属植物園を｢みどりの日」に無料開園する。
立大学法人の附属植物 植物園(北海道)
園の無料開園

東北大学 東北大学植物園(宮城
県)

東京大学 東京大学理学系研究科
附属植物園(東京都）

東京大学理学系研究科
附属植物園日光分園(栃
木県）

（農林水産省関係）

番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

１ 5.12～ 第18回森と花の祭典 農林水産省、林野庁、東京 日比谷公園 みどりの文化賞の顕彰、苗木と花の贈呈、緑と花のふれ
5.13 －みどりの感謝祭－ 都、(社)国土緑化推進機 あいフェア、緑と花のプレゼント、森林の市(）

構、(財)日本緑化センタ
ー、(財)林野弘済会、東京
緑化推進委員会



（林野庁関係）

番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

１ 2.1～4. 緑の募金 沖縄県緑化推進委員会 全県(沖縄県) 県広報誌及びテレビ、ラジオでの広報、街頭募金の実施
30

２ 2.15～ 緑の募金運動（4月下 (財)愛媛の森林基金 松山市ほか県内一円(愛 (財)愛媛の森林基金、各地区森林と緑の推進協議会及び
5.31 旬：街頭募金） 媛県） 各市町森林と緑の推進協議会が「緑の募金活動」を実施

するとともに、林業関係団体、ボーイスカウト、緑の少
年団の参加をえて街頭募金を実施

３ 2.15～ 春季緑化運動 三重県内各市町 県内各市町(三重県) 街頭募金、苗木配布、公共施設への植樹
5.31

４ 3月～5 みどりの募金 県緑化推進機構 県下一円(富山県) 街頭募金等
月

５ 3月～5 緑化ポスターコンクー 岡山県、(社)岡山県緑化推 岡山県下 児童、生徒の緑に対する愛情を養い、緑化思想の普及高
月 ル 進協会 揚を図るため、緑化運動ポスターを募集する。

６ 3.1～5. 「緑の募金」街頭キャ 兵庫県各市町緑化推進委員 県下各地(兵庫県) 緑化の普及啓発並びに「緑の募金」運動への求心力を高
31 ンペーン 会（未定） めるため「緑の募金法」に基づく街頭キャンペーンを県

下各地で行う（未定）
７ 3.1～5. 「緑の募金」運動 山口県県土緑化推進委員 県内一円(山口県) 県下各地で緑の募金のＰＲの実施、職場や家庭、学校、
14 会、(財)やまぐち農林振興 企業などを中心とした春の募金活動を展開

公社、市町緑化推進委員会
８ 3.22～ 春季緑の募金運動及び 福井県緑化推進委員会、市 県内各地（福井県） 街頭募金活動
5.31 募金キャンペーン 町村緑化推進委員会

９ 3.25～ 緑の募金活動 (社)鳥取県緑化推進委員会 県内一円(鳥取県) 県内全域で、期間中に家庭、職場、学校、街頭ほかで緑
5.31 の募金を行う。

１０ 4月 いまばり緑化フェア 今治市 今治市市民の森・フラ 苗木の配布、花木展示販売、緑化教室など
ワーパーク(愛媛県)

１１ 4月 ふれあいの親子森林教 上迫間ふれあいの森づくり 関市迫間（岐阜県） 森林教室、植樹、ふれあいイベント
室 の会

１２ 4月 緑の募金（街頭募金） (社)広島県みどり推進機構 県内各地(広島県) みどりの月間を中心に緑の募金の街頭募金を行い、協力
者に緑の羽根の配布を行う。

１３ 4月 企業の森植樹活動 企業6社 田辺市、紀美野町、日 企業（職員、組合関係者等）による植樹活動
高川町他(和歌山県)

１４ 4月 香川県緑化功労者表彰 香川県 香川県庁(香川県) 平成18年度香川県緑化功労者の表彰
１５ 4月～3 緑に親しむ集い（森林 長野県、長野県緑の基金 長野県林業総合センタ しいたけ栽培、きのこ教室、森林観察、リース作り、木

月 教室） ー（塩尻市）(長野県) 工教室など



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

１６ 4月～5 栃木県春季緑化運動期 栃木県、市町村、栃木県緑 県内各地(栃木県) 県内各地で苗木配布会などを実施
月 間 化推進委員会

１７ 4月～5 緑の募金（街頭募金） 埼玉県、緑の少年団、ボー 県内各所 (埼玉県） 緑の月間において、県内主要駅等において、緑の募金街
月 イスカウト等 頭募金を行う。

１８ 4月～5 新緑のつどい(仮称) 滋賀県、(財)滋賀県緑化推 県内3カ所（きゃんせの 新緑の季節にみどりに親しむためのイベント（ウォーク
月 進会 森、グリム冒険の森周 ラリー・植樹・除伐、間伐作業・木工体験・森の探検隊

辺等）（滋賀県） ・チェーンソーアートの見学など：内容は地域により異
なる）を実施する。（5.19きゃんせの森、5.20グリム冒
険の森周辺等）

１９ 4月～11 環境保全林再整備 未定（企業・民間団体） 未定（山梨県） 下草刈り、除伐等、つる切り等の景観修景・森林整備活
月 動

２０ 4月～11 みどりと花のふれあい (財)福島県都市公園・緑化 福島市、郡山市、会津 うるおいとやすらぎのある居住空間の向上を図るため、
月 講座 協会 若松市、いわき市(福島 草花や樹木の管理方法等について講習会を開催する。

県)
２１ 4月上旬 緑化木配布 愛知県幡豆町、吉良町、刈 幡豆町、吉良町、刈谷 緑化木配布：幡豆町(4月上旬)、吉良町（4.15）、刈谷市

～ 谷市、幸田町、安城市、岡 市、幸田町、安城市、 （4.21-22）、幸田町（4.27）、安城市（4.28）、岡崎市
崎市 岡崎市（愛知県） (5月上旬)

２２ 4月上旬 龍野さくら祭り(仮称) （未定） 龍野公園周辺（兵庫県 （未定）
たつの市）

２３ 4.1～ 学校関係緑化コンクー 愛知県、(社)愛知県緑化推 県内(愛知県） 募集（4.1-5.31）、審査（～9月）、表彰（H20.5)(予定)
ル 進委員会

２４ 4.1～5. 平成19年度春の森づく 静岡県、市町、森づくり団 県内全域(静岡県） 植栽、草刈り等の森林整備、間伐、竹の伐採
27 り県民大作戦 体、企業

２５ 4.1～5. 春の「緑の募金」活動 (社)福島県緑化推進委員 県内一円（福島県） 緑の募金窓口を設置し、街頭募金、家庭募金、学校募
31 会、各市町村緑化推進委員 金、職場募金を行う。

会
２６ 4.1～5. 緑の募金運動 (財)石川県緑化推進委員会 県内一円(石川県) 街頭、家庭、職場等による募金

31
２７ 4.1～5. 緑の募金キャンペーン 長野県、長野県緑の基金、 県下各地(長野県） 緑の募金キャンペーン（家庭、企業、職場募金推進、街

31 地区緑化推進、団体、市町 頭募金などのＰＲ活動）
村他

２８ 4.1～5. 市町村植樹祭 長野県、市町村 県内市町村(長野県） 市町村が行う参加者公募型による植樹祭（森林作業体
31 験、植樹活動）

２９ 4.1～5. 緑化木頒布会・即売会 長野県、中部森林管理局、 県内市町村(長野県) 緑化苗木の頒布会及び即売会
31 市町村 、森林組合



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

３０ 4月中旬 緑いっぱい花いっぱい (社)福島県緑化推進委員 福島市内（福島県） モデル花壇の造成を行うとともに、市民に花の苗や種子
市民の集い 会、農林中央金庫福島支 を配布し身近な環境緑化の推進を呼びかける。

店、福島民友新聞社
３１ 4月中旬 緑の募金街頭募金 (社)茨城県緑化推進機構 水戸駅前等(茨城県) 行政関係者、林業関係団体、緑の少年団等による街頭募

金活動
３２ 4月中旬 根来山げんきの森「里 NPO法人根来山げんきの森倶 根来山げんきの森(和歌 森の音楽会、自然観察、ネイチャーゲーム等

山祭り」 楽部 山県）
３３ 4月中旬 増穂植木まつり 増穂町、増穂町緑化推進会 増穂町(山梨県） 植木販売、木工教室、花の寄せ植え教室等

議
３４ 4月中旬 街頭募金 (社)島根県緑化推進委員会 松江市ほか(島根県) 大型スーパー等での街頭募金活動
３５ 4月中旬 緑の募金街頭啓発 和歌山県緑化推進会、地方 県内各地(和歌山県) 緑の募金の街頭による啓発活動

～5月初 緑化推進会
旬

３６ 4月中旬 第15回おおいた人とみ 大分市 大分市(大分県) 花壇コンクール、苗木の無償配布、ガーデニング教室、
～5月上 どりのふれあいいち 剪定実技教室、緑の相談所、緑のセリ市
旬

３７ 4. 13 日本さくらの女王によ (社)国土緑化推進機構、東 総理大臣官邸又は議院 閣議要請後、内閣総理大臣、内閣官房長官、農林水産大
る緑の羽根着用キャン 京緑化推進委員会 内 臣へ緑の羽根の着用
ペーン

３８ 4.14～ 第62回桐生市民植木市 桐生市みどりと花の会 桐生市新川公園（栃木 苗木、生花、盆栽展示即売、寄植え教室、緑の相談ほか
4.15 県）

３９ 4.14～ 緑化苗木無償配布 大野市緑化推進委員会 大野市有柊公園（福井 大野市観光協会主催の大野さくらまつり会場内におい
4.15 （緑の募金活動） 県） て、緑の募金活動、苗木の無償配布を実施

４０ 4.15 緑化苗木無償配布 越前市緑化推進委員会 越前市太陽の広場（福 緑の少年団による街頭募金活動、緑化木の無償配布
（緑の募金活動） 井県）

４１ 4.15 城下町小幡さくら祭り 甘楽町 甘楽総合運動公園(群馬 武者行列、緑の募金、苗木配布ほか
県)

４２ 4.15 沼田公園さくら祭り・ 利根沼田地区郷土緑化推進 沼田公園野球グランド 緑の募金、苗木配布
苗木配布会 委員会 （群馬県）

４３ 4.15 ゲンジの森植樹祭 ゲンジの森実行委員会 高野町高野山、高野町 ゲンジの森の植樹活動（ゲンジ＝クワガタムシ）
森林公園(和歌山県)

４４ 4.15 緑と桜に親しむ日 石川県 県林業試験場（白山 樹木・植物観察会、親子木工教室、緑の相談、緑化苗木
市） 配布、地元特産品の販売、緑の募金等

４５ 4.15 緑の募金街頭募金 (社)高知県森と緑の会 高知市帯屋町商店街(高 街頭募金
知県)



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

４６ 4.15 岐阜・各務原山火事跡 山火事跡地再生メモリアル 岐阜市芥見、各務原市 山火事跡地の再生を記念して、どんぐり山を往復するフ
地 どんぐり山ファミ 事業実行委員会 須衛町境老洞峠（岐阜 ァミリーウォキング大会の実施
リーウォーク 県）

４７ 4.15～ 赤城南面千本桜まつり 赤城南面千本桜まつり実行 赤城千本桜（前橋市苗 緑の募金、緑化まつり、植木の販売
4.19 委員会 ヶ島町）(群馬県)

４８ 4.15～ みどりの月間キャンペ 奈良県、(財)奈良県緑化推 県内全域(奈良県) 緑の少年団やボーイスカウト、ガールスカウト等による
5.14 ーン 進協会 街頭活動や職場募金、家庭募金、学校募金等により広く

県民に呼びかけ、積極的に取組を行う。
４９ 4.15 ～ 緑の募金全国一斉強調 (社)国土緑化推進機構、都 全国各地 ｢みどりの月間」期間中に地域の特色を活かした多様な緑

5.14 月間 道府県緑化推進委員会 化キャンペーン活動を展開

５０ 4.15～ みどりの月間キャンペ 奈良県、(財)奈良県緑化推 県内全域 緑の少年団やボーイスカウト・ガールスカウト等による街頭
5.14 ーン 進協会 募金や職場募金、家庭募金、学校募金等により広く県民に呼

びかけ、積極的に取り組みを行う。

５１ 4.16 中之条町「安市」 中之条町商店街、商工会 中之条町商店街 苗木、農機具販売、緑の募金、苗木配布ほか
（群馬県）

５２ 4.16～ 緑化啓発パネル展 奈良県、(財)奈良県緑化推 奈良県庁県民ホール(奈 広く県民に緑化に対する理解を深めていただくため、緑
4.20 緑化作品コンクール入 進協会 良県) 化啓発パネル、緑化作品コンクール入選作品等の展示を

選作品展示会 行う。
５３ 4.17 緑の募金街頭募金 (社)岩手県緑化推進委員 盛岡市大通り 副知事、盛岡市助役等による緑の募金への協力呼びかけ

会、盛岡市、岩手県 （募金受付、苗木配布等）
５４ 4.17 緑と花のふれあい教室 宮崎県緑化推進機構 野尻町紙屋、宮崎県緑 緑化木、鉢花等の養成、管理技術講習会の開催(参加者公

化木養成圃場(宮崎県) 募)
５５ 4.17 第58回全国植樹祭開催 七飯町 七飯町（北海道） 七飯高校、米国マサチュウセッツ州コンコード・カーラ

記念 みなみ北海道青 イル高校、150人参加予定、記念植樹・講演会
少年環境国際会議七飯
町植樹祭

５６ 4月下旬 婦人の森植樹 田老町漁協婦人部 宮古市青倉地区 市民による植樹活動
５７ 4月下旬 緑化苗木無償配布 あわら市緑化推進委員会 あわら市 緑化木の無償配布と緑化木の手入れ講習会開催
５８ 4月下旬 緑化苗木無償配布 敦賀市緑化推進委員会 敦賀市役所 緑化木の無償配布と緑化木の手入れ講習会開催
５９ 4月下旬 花のフェスタこうべ20 神戸市、(財)神戸市公園緑 神戸総合運動公園(兵庫 花と緑に関するPR、イベント、展示、各種体験教室等

07 化協会 県)
６０ 4月下旬 れんげ祭(仮称) 太子町阿曽自治会 未定(兵庫県) 未定
６１ 4月下旬 久瀬中学校「ふるさと 久瀬中学校 小津権現山（岐阜県） 地元中学生による登山・植樹

登山」



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

６２ 4月下旬 紅葉の植樹とタケノコ 金沢市 卯辰山（金沢市） 市民参加による竹林の拡大防止とモミジの植樹
堀体験

６３ 4月下旬 ミズバショウ鑑賞会 白峰観光協会 大嵐山ミズバショウ園 大嵐山のミズバショウ園で自然解説員のガイドにより散
（石川県白山市） 策

６４ 4月下旬 ふれあい森林浴(仮称) 岡山県、(社)岡山県緑化推 未定 県民に豊かな緑とふれあい、自然に親しみ、緑の大切さ
進協会 を普及啓発するため、「ふれあい森林浴（仮称）」を開

催する。
６５ 4月下旬 八代みどりの会植樹祭 八代市みどり推進協議会、 八代市内公有林内（熊 地区内の緑の少年団等にも呼びかけを行い、サクラ、ツ

八代ロータリークラブ、八 本県) ツジ等の植樹を行う。
代北ロータリークラブ、八
代南ロータリークラブ、八
代東ロータリークラブ、熊
本南部森林管理署

６６ 4月下旬 植木市と樹木医による 宮崎県、県緑化推進機構、 宮崎市、県庁前楠並木 緑化木、鉢花等の展示、販売、樹木医による緑化相談、
緑化相談 県緑花木生産協同組合、県 通(宮崎県) 緑の募金活動

樹木医会
６７ 4月下旬 園芸教室の開催 (社)福島県緑化推進委員会 県内4箇所（福島県） 園芸愛好者等に対し、園芸教室を開催する。

～5月下
旬

６８ 4月下旬 100万本植樹運動 山梨県 県下各地（山梨県） 山梨県の県有林が、平成23年3月に恩賜林御下賜100周年
～6月 を迎えるにあたり、公募で応募した県民による100万本の

植樹活動を行う。
６９ 4月下旬 各行政区イベント花苗 愛知県三好町 三好町内各行政区(愛知 各行政区において行われるイベント等で、1世帯に1個づ

～ 配布 県) つパンジー等の花苗を配布するなど
７０ 4月下旬 津市民緑と花の市 津市 津市お城西公園、津市 花木の販売、緑の相談室、ガーデニング教室、公園内の

～(未 グリーンアドベンチャ 偕楽公園(三重県) 樹木探索
定) ー

７１ 4.21 びわこ地球市民の森の びわこ地球市民の森のつど びわこ地球市民の森(滋 森の中の音楽会、記念植樹、あそびのブース、たいけん
つどい2007 い実行委員会（滋賀県ほ 賀県) ブース、食べものブースなど(予定)

か）
７２ 4.21 ｢市民の森｣第4期植樹 見附市 見附市市民の森(新潟 記念式典、サクラの植樹、サクラの維持管理講習会

祭 県）
７３ 4.21 緑のエコライフキャン 千葉県緑化推進委員会 千葉市(千葉県) 緑の少年団等による緑化キャンペーン(苗木配布、募金)

ペーン
７４ 4.21～ 植木祭り 岐阜県緑化推進委員会高山 高山市岡本町バロー駐 緑化木の無償配布（300本）2日間

4.22 支部 車場（岐阜県）



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

７５ 4.21～ 緑の教室（23回／年） 山梨県 県緑化センター(山梨 緑についての知識や技術に関する教室（寄せ植え、病虫
3.16 県) 害、盆栽、剪定などの教室）

７６ 4.22 第58回川上植樹祭 川上植樹祭実行委員会 夕森公園内(岐阜県） 夕森公園内で川上地区住民が集いヤマザクラ等を植栽。
過去に植栽した木に施肥や公園内のゴミ拾い等の環境整
備も合わせて行い山の役割を知ってもらう。
・植樹作業（ヤマザクラ等）
・県道環境整備（サルスベリ）
・育樹作業（施肥）
・環境美化作業（ゴミ拾い）

７７ 4.22 緑とのふれあいふるさ (社)岩手県緑化推進委員会 盛岡市周辺 各地位の巨木･名木を訪ねる。
との名木に親しむ集い

７８ 4.25 平成19年度山口県緑化 山口県、山口県県土緑化推 山口県庁(山口県) 県緑化功労者及び、学校関係緑化コンクール・各ポスタ
関係表彰式 進委員会 ーコンクールの最優秀受賞者の表彰

７９ 4.25 諏訪神社「春祭り」 嬬恋村商店街商工会 諏訪神社境内（長野原 花木、農産物展示販売、苗木配布、緑の募金ほか
町大字三原）（群馬
県）

８０ 4.26 苗木配布会 安中市 安中市文化センター 緑の募金、苗木配布
（群馬県）

８１ 4.28 平成19年度緑の募金 北海道森と緑の会 札幌市（北海道）
街頭募金出発式

８２ 4.28 街頭募金 大館市国土緑化推進委員 大館市内５箇所（秋田 緑の募金
県）

８３ 4.28 みどりのプレゼント会 大館市国土緑化推進委員会 桂城公園（秋田県） 苗木600本プレゼント、緑の募金

８４ 4.28 県民緑化まつり「みど 県民緑化まつり実行委員会 韮崎市(山梨県） 緑に対する意識の啓発と県民参加の緑づくりを実施する
りづくりの集い」 (山梨県、韮崎市、(財)山梨 （式典及びみどりづくり（植樹・間伐）活動）。

県緑化推進機構)
８５ 4.28 第37回岐阜県みどりの 第37回岐阜県みどりの祭り 中津川市馬籠（旧山口 「木の国・山の国」県民運動を進めるため行われている

祭り 実行委員会 村立神坂小学校）(岐阜 春の中心行事。19年度は中津川市で開催される。
県） ・みどりの祭り式典（各種緑化関係表彰他）

・記念植樹、「記念の森」造成
・クラフト、木工教室、地元物産展示販売
・馬籠宿散策



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

８６ 4.28 第55回大阪府植樹祭 第55回大阪府植樹祭実行委 茨木市(大阪府) 式典、各種表彰、記念植樹等を実施する。
員会(大阪府、茨木市、(財)
大阪みどりのトラスト協
会）

８７ 4.28 第12回みどりの日緑化 長与町 長与町中尾城公園(長崎 記念植樹
記念植樹祭 県)

８８ 4.28 天草郡市植樹祭 天草地域みどり推進協議 天草市(熊本県) 緑の少年団を中心に植樹を実施
会、天草市みどり推進協議
会

８９ 4.28 みどりのフェア 川西市緑化協会 川西市(兵庫県) 緑化の普及啓発
９０ 4.28～ 07とよた緑花まつり とよた緑花まつり実行委員 豊田スタジアム(愛知 コンテナガーデンコンテスト、モデルガーデン、緑花

5.3 会 県) 市、各種緑花講座、苗木等緑化関係展示会など
９１ 4.29 緑の募金街頭キャンペ 秋田県緑化推進委員会、秋 秋田市アゴラ広場（秋 緑の募金活動、緑化苗木配布、クラフト教室等

ーン 田市緑化推進委員会 田県）
９２ 4.29 しそう森林の祭典 宍粟森林王国協会 宍粟市千種町(兵庫県) 記念式典、緑の募金キャンペーン、記念植樹等
９３ 4.29 第13回ひだかフラワー 豊岡市日高町花と緑の協会 花の基地公園(兵庫県) 花苗販売、コンテナガーデンコンテスト等

フェスティバル
９４ 4.29 合同観察会（鳥、植 栗山町いきものの里づくり 栗山御大師山周辺（北 協議会会員、栗山町民約60人参加予定、御大師山周辺等

物、昆虫） 推進協議会 海道） の環境整備と鳥、植物、昆虫等の観察会

９５ 4.29 第58回全国植樹祭開催 長沼町 長沼町（北海道） 長沼町町民約100人参加予定、記念植樹
記念 長沼町町民植樹
祭

９６ 4.29 第58回全国植樹祭記念 NPO法人長万部町緑と樹を愛 長万部町（北海道） 長万部町民100人参加予定、記念植樹祭
「植樹祭」 する会

９７ 4.29 県民の森、眺海の森、 山形県 「県民の森」山辺町 緑のプレゼント、森林散策等オープニングイベント、講
源流の森オープン 「眺海の森」酒田市 演会の実施等

「源流の森」飯豊町
（山形県）

９８ 4.29 2007・ＫＨＢグリーン ㈱東日本放送 刈田郡七ヶ宿町（宮城 県民の水瓶である七ヶ宿ダム上流での「水源文化の森」
キャンペーン植樹式 県） 造成

９９ 4.29 緑の募金キャンペーン 栃木県緑化推進委員会 JR宇都宮駅、JR小山駅 地元緑の少年団と一緒に駅構内で「緑の募金」の街頭募
金を呼びかける。

100 4.29 高崎スプリングフェス スプリングフェスティバル 群馬音楽センター前広 緑の募金、苗木、花鉢、花の種等配布
ティバル 実行委員会 場（群馬県）



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

101 4.29 県立敷島公園祭り 群馬県公園緑地協会 群馬県立敷島公園（群 アトラクション、緑の募金、苗木の配布ほか
馬県）

102 4.29 苗木配布会 渋川市 小野上温泉センター 緑の募金、苗木配布
（群馬県）

103 4.29 れんげまつり 富岡市 伏見スポーツ広場 緑の募金、苗木配布
（群馬県）

104 4.29 嬬恋村「安市」 嬬恋村商店街商工会観光協
会

105 4.29 板倉町春の緑化キャン 板倉町 健康の里 季樂里（群 緑の募金、苗木配布
ペーン 馬県）

106 4.29 第24回県民みどりの祭 石川県他 県森林公園（津幡町） 記念式典、緑の少年団全県のつどい・活動発表、緑化相
典 談、緑化苗木配布、緑の募金、外各種催事

107 4.29 市民緑化フェアー 越前市緑化推進委員会 越前市万葉菊花園（未 緑の少年団による街頭募金活動、緑化木の無償配布、林
定）（福井県） 産物等の販売

108 4.29 産業祭 愛知県半田市、東海市、大 愛知県半田市、東海 緑化木の配布
府市、知多市 市、大府市、知多市

109 4.29 みどりのつどい(仮称) 滋賀県、(財)滋賀県公園・ びわこ文化公園（文化 緑化ＰＲ（パンフレット、花の種、花の苗、チップ堆肥
緑地センター ゾーン）(滋賀県) の無料配布）、緑化相談など(予定）

110 4.29 第53回鳥取県植樹祭 鳥取県、(社)鳥取県緑化推 名和スポーツランド(鳥 豊かな自然を有し、県民の財産である大山の山麓におい
進委員会 取県) て、1,000人の来場を見込み、森林の役割や大切さ、人と

の関わりを情報発信し、植樹作業をとおして、広く森林
づくり活動に県民参加を呼びかける（緑化功労者表彰、
代表植樹、一般植樹）。

111 4.29 「2007森の誕生日」 2007森の誕生日実行委員会 ふるさと森林公園(島根 緑の募金、森づくりボランティア団体、森とのふれあ
(構成：島根県、(財)宍道湖 県) い、水と緑の森づくり税の各ＰＲなど
西岸森と自然財団、NPO法人
もりふれ倶楽部）

112 4.29 みどりの集い みどりの集い実行委員会(広 県緑化センター(広島 「みどりの日」制定の趣旨を広く普及することを目的
島県、(社)広島県みどり推 県) に、みどりに親しむ行事を実施
進機構、林業関係団体等）

113 4.29 みどりの感謝祭 鹿児島県、(財)かごしまみ 鹿児島県県民の森(鹿児 表彰（県緑化コンクール，緑の少年団）、緑の少年団活
どりの基金、(社)鹿児島県 島県) 動発表、森の散策、緑の教室（木工教室，森のクッキン
森林整備公社 グ等）、苗木のプレゼント等

114 4.29 県植樹祭 沖縄県、国頭村、沖縄県緑 国頭村(沖縄県) 森林の造成、地域環境の整備及び緑化の普及啓発を目的
化推進委員会 に式典と植樹活動を実施する。



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

115 4.30 宇城植樹祭 城南町、宇城地域みどり推 塚原古墳公園(熊本県） 公園周辺への植樹
進協議会

116 5月 平成19年度八代地域植 八代地域みどり推進協議 氷川町潮遊池周辺、沖 毎年八代地域の市町持ち回りで植樹祭を開催し、八代地
樹祭 会、氷川町 塘排水機場付近(熊本 域全体の緑化推進を図る。（平成１９年度は氷川町）

県)
117 5月 「みどりの日記念行事 香川県、(財)かがわ水と緑 オリーブスタジアム 緑化思想の普及啓発及び募金

inオリーブスタジア の財団 （予定）
ム」（仮称）

118 5月 第58回全国植樹祭開催 檜山の森づくり実行委員会 せたな町（北海道） 檜山管内各団体、緑の少年団他250人参加予定、記念植
記念 檜山の森づくり 樹、交流会
植樹祭

119 5月上旬 リラの花香る街づくり 札幌市 札幌市内一円(北海道) 札幌市民4,000人参加予定、市内の植樹推進(苗木プレゼ
～ プラン ント含む)

120 5月上旬 一家庭一植樹推進運動 札幌市 札幌市内一円(北海道) 札幌市民10,000人参加予定、家庭での植樹(苗木プレゼン
～ ト含む)

121 5月上旬 北上・和賀地区植樹祭 西和賀町他 西和賀町沢内 地域住民等による広葉樹の植樹活動

122 5月上旬 豊かな海をはぐくむ大 大船渡市 大船渡市大野地区 市民による植樹活動
きな森づくり事業

123 5月上旬 地方植樹祭または地方 各地方緑化推進委員会、各 県内12箇所（うち2箇所 緑化思想の高揚を図るため、県内12箇所で広く県民の参
～5月下 育樹祭 市町村 は秋に実施）（福島 加を得て、地方植樹祭を開催する。
旬 県）

124 5月上旬 ファミリー緑の教室 各地方緑化推進委員会 県内9箇所（福島県） 森林とのふれあいにより、森林林業への関心を高めるた
～6月上 め、林業体験、自然観察会等を行う「ファミリー緑の教
旬 室」を開催する。

125 5月～8 森林機能学習・林業体 山梨県緑化推進機構 南アルプス市外(山梨 一般県民及び若い大工、設計士等を対象に森林の機能に
月 験事業 県） ついての学習、また間伐の体験、間伐材の加工と木材の

利用について学習し、森林整備の必要性と地域材の活用
との関連を学ぶ。

126 5月～10 第58回福島県学校関係 福島県、福島県教育委員会 県内一円(福島県） 国土緑化推進運動の一環として、青少年の緑化活動及び
月 緑化コンクール 学校における緑化教育の推進を図るため、コンクールを

実施する。
127 5.1 苗木配布会 渋川市 子持神社入口（群馬 緑の募金、苗木の配布

県）



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

128 5.3 藤まつり 前橋市 須賀の園（群馬県） 緑化まつり、植木の販売

129 5.3 空風街道つつじまつり (財)前橋観光コンベンショ 赤城神社参道松並木(群 緑の募金、苗木配布
ン協会 馬県）

130 5.3 岐阜市れんげまつり 岐阜市れんげまつり実行委 JAぎふアグリパーク 鈴 苗木の無料配布、緑の募金活動
員会 ヶ坂(岐阜県）

131 5.3 白川町林業フェスティ 実行委員会 白川町三川(岐阜県) 東濃桧のＰＲ、苗木の配布など
バル

132 5.3 みたけの森まつり 御嵩町 みたけの森(岐阜県） 緑の募金にあわせて環境奨励木を配布
133 5.3～5. けやきグリーンフェス 前橋市 前橋駅前通り(群馬県) 未定

4 タ
134 5.3～5. 緑の募金中央推進キャ 群馬県、(社)群馬県緑化推 前橋中央広場）(群馬 緑の募金、苗木配布ほか

4 ンペーン 進委員会 県）
135 5.3～5. 緑と花のフェスティバ 白山市（緑と花のﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 松任グリーンパーク 苗木・花苗配布、植木市・花苗市、園芸講習会、相談等

4 ル2007 実行委員会） （石川県）
136 5.3～5. 河内ふじ祭り 白山市 千丈温泉、白山麓ﾃｰﾏﾊﾟ 藤苗の配布、取れたての山菜や山菜料理の販売

4 ｰｸ吉岡園地(石川県)
137 5.3～5. グリーンフェスタ2007 伊勢崎市、伊勢崎市緑化推 華蔵寺公園（群馬県） 苗木配布、緑化相談ほか

5 進委員会

138 5.3～5. つけち「森林の市」木 つけち森林の市実行委員会 裏木曽街道公園(岐阜 原木、木工等の展示即売、木のこっぱ市、苗木無料配
5 のゴールデンウィーク 県) 布、アトラクション、その他

139 5.3～5. 鯉のぼりフェスタ 鯉のぼりフェスタ実行委員 神流川特設会場（神流 ゲーム大会、大道芸、特産品展示即売、苗木配布ほか
6 会 町）(群馬県)

140 5.3～5. 府民の森ひよし開園記 京都府 府民の森ひよし（京都 木工体験、乗馬体験、府民探鳥会、樹奥観察、間伐体験
6 念行事(新緑際)(予定) 府） 等（予定）

141 5.4 新婚記念植樹 金沢市、(財)金沢まちづく 金沢市(未定）(石川県) 平成18年3月1日～平成19年2月28日の間に金沢市に婚姻届
り財団 を提出した方の中から応募により選ばれた100組が記念植

樹する。
142 5.4 緑の募金フェステバル 県緑化推進委員会 秋田市アゴラ広場外 苗木プレゼント、街頭募金ほか

（秋田県）

143 5.4 ｢５月４日はみどりの ｢５月４日はみどりの日」実 高尾山一帯（東京都） 高尾山一帯で森林クイズラリー、木工クラフト等のイベ
研・保 日」キャンペーン 行委員会（林野庁等） ントを開催



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

144 5.4 みどりの日記念行事 埼玉県等（予定） 県民の森、みどりの 苗木の配布等（予定）
（予定） 村、彩の国ふれあいの

等（予定）(埼玉県)
145 5.4 緑の募金（街頭募金） 長野県、長野県緑の基金 JR長野駅前(長野県) 緑の募金のＰＲのため、長野駅前で一般ボランティア、

高校生ボランティア、県及び緑の基金関係者が街頭募金
を行う。

146 5.4（5 緑の体験学習１ 富山県緑化推進機構、(財) 砺波市、県民公園「頼 ①緑に親しむ集い、②子どもクイズラリー
月上 花と緑の銀行 成の森」(富山県）
旬）

147 5.4 さばえつつじまつり 鯖江市緑化推進委員会 鯖江市西山公園（福井 苗木配布及び募金活動
県)

148 5.4 平成19年度春の森づく 静岡県 藤枝市瀬戸ノ谷高尾 広葉樹の植栽、パネル展示、間伐の模範演技、ベンチ作
り県民大作戦 シンボ (静岡県） 成、森林インストラクターによる青空教室
ルイベント「よみがえ
れ森の力！－広葉樹の
植栽－」

149 5.4 みどりふれあい推進事 愛知県 県緑化センター(愛知 未定
業 県)

150 5.4 緑の募金推進キャンペ (社)愛知県緑化推進委員会 県緑化センター(愛知 緑の募金推進活動
ーン 県)

151 5.4(予 「みどりの日」記念イ 徳島県、(社)とくしま森と 県立神山森林公園、県 森づくり教室、森林ウォークなど
定) ベント みどりの会 立高丸山千年の森(徳島

県）
152 5月中旬 記念樹プレゼント (財)札幌市公園緑化協会 百合が原公園(北海道) 札幌市民6,000人参加予定、苗木プレゼント

153 5月中旬 第58回全国植樹祭開催 江別市、江別工業団地協働 江別市（北海道） 江別市民100人参加予定、記念植樹
～ 記念 第32回江別市民 組合

植樹祭
154 5月中旬 「北海道医療大学の 当別町、北海道医療大学 当別町（北海道） 北海道医療大学１年生、記念植樹

～ 森」植樹祭

155 5月中旬 第58回全国植樹祭開催 函館市 函館市（北海道） 函館市民120人参加予定、記念植樹、苗木配布
記念 函館市植樹祭

156 5月中旬 第58回全国植樹祭開催 福島町森づくり協議会 福島町（北海道） 福島町民500人参加予定、サクラ、クリ、その他広葉樹を
記念 町民１人一本植 植栽予定
樹祭



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

157 5月中旬 第58回全国植樹祭開催 八雲町 八雲町（北海道） 八雲町民80人参加予定、記念植樹
記念 八雲町植樹祭

158 5月中旬 森の市 雄勝広域森林組合 雄勝広域森林組合前 苗木プレゼント、バザー、木工教室
（秋田県）

159 5月中旬 全村植樹祭 上小阿仁村 上小阿仁村仏社（秋田 ケヤキ300本植樹
県）

160 5月中旬 地球温暖化防止緑づく 由利本荘市西目地域 由利本荘市西目町出戸 クロマツ3,500本植栽
り事業・植樹祭 字浜山地内（秋田県）

161 5月中旬 緑の百景歩こう会 福島民報社、(社)福島県緑 福島市（未定）(福島 自然とのふれあいを深めるため福島市において歩こう会
(未定) 化推進委員会、福島市 県) を実施する。

162 5月中旬 増穂町植樹祭 増穂町、増穂町緑化推進会 増穂町平林(山梨県） 植樹活動
議

163 5.10 しゃくなげ記念植樹 付知町観光協会 付知峡不動公園（岐阜 新１年生によるしゃくなげの記念植樹
県）

164 5.12 くずまき高原環境の森 葛巻町産業振興協議会 葛巻町「ふじしまの 一般市民等による植樹活動
づくり事業（第8回植 森」
樹祭）

165 5.12 緑の募金街頭キャンペ (社)国土緑化推進機構・東 東京都銀座数寄屋橋四 林野庁長官、大相撲力士、ミス中央、ガールスカウト等
ーン 京都、東京緑化推進委員会 丁目公園

166 5.12 キリンビールの森づく 実行委員会 八百津町笹池(岐阜県） 広葉樹の植栽
り

167 5.12 市民植樹祭 にかほ市 にかほ市金浦字ククツ 公募による市民参加の植樹祭でクロマツ１千本を植樹
原（秋田県）

168 5.12 誕生記念樹贈呈 (財)高崎市都市緑化協会 高崎市もてなし広場(群 誕生記念苗木配布
馬県)

169 5.12 森づくり活動 里山環境づくりネットワー 柏崎市夢の森公園(新潟 アカマツ林の下刈と落葉掻き作業
ク 県)

170 5.12 里山フェスティバル１ 千葉県 香取市(千葉県) 森林整備と竹炭づくり
日活動体験

171 5.12 愛媛県植樹祭 (財)愛媛の森林基金、八幡 八幡浜市(愛媛県) 記念式典、記念植樹
浜市



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

172 5.12～ 第18回森と花の祭典 農林水産省、林野庁、東京 日比谷公園 みどりの文化賞の顕彰、苗木と花の贈呈、緑と花のふれ
5.13 －みどりの感謝祭－ 都、(社)国土緑化推進機 あいフェア、緑と花のプレゼント、森林の市

構、(財)日本緑化センタ
ー、(財)林野弘済会、東京
緑化推進委員会

173 5.12 ～ 国際緑化ＰＲ展 (財)国際緑化推進センター 都立日比谷公園 国際的な緑化活動の普及啓発
5.13

174 5.12～ 花桃の里づくり NPO宝の山久瀬 揖斐川町日坂(岐阜県) 地域住民による花桃の植栽
5.13

175 5.13 元気の森づくり（げん 厚岸町 厚岸町（北海道） 植樹活動
きの森記念植樹）

176 5.13 第58回全国植樹祭開催 北斗市 北斗市（北海道） 北斗市民300人参加予定、記念植樹
記念・第2回市民植樹
祭

177 5.13 緑とのふれあいふるさ (社)岩手県緑化推進委員会 千厩町周辺 各地位の巨木･名木を訪ねる。
との名木に親しむ集い

178 5.13 里山フェスティバル１ 千葉県 東金市(千葉県) 山武林業体験
日活動体験

179 5.13 第49回福井県緑化大会 大野市、大野市緑化推進委 大野市（福井県) 一般公募による緑化木の植栽
プレイベント 員会

180 5.13 グリーンフェスティバ グリーンフェスティバル実 福岡県緑化センター(福 式典及び緑とふれあい楽しむことのできる様々なイベン
ル 行委員会 岡県) トを行う。

181 5.13 くまもと緑の祭典in阿 くまもと緑の祭典実行委員 阿蘇みんなの森（熊本 式典、記念植樹、ネイチャーゲーム等の森に親しむ体
蘇 会 県） 験、山菜天ぷら等の森の恵み体験、森林・林業パネル展

示、阿蘇の郷土料理の実演、農林産物販売など



（国土交通省関係）

番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

１ 3.1～ 緑の募金活動 とくしま森とみどりの会 ・職場募金 職場には募金ＰＲティッシュを配布
5.31 鳴門市支部 ・各学校で募金 各学校には花の種を配布し緑の募金活動を通じ緑化活動

（５月～）（鳴門市） を推進する。
２ 3.10～ 春のフローラル祭 宮崎市、宮崎市フェニックス フローランテ宮崎（宮 50品種約10万球のチューリップが次々に咲くチューリップ
5.27 自然動物園管理（株） 崎県宮崎市阿波岐原森 ・センセーション等のフラワーイベント、ガーデニング体

林公園） 験等

３ 3.21～ スプリングフラワーフ 関東地方整備局、(財)公園 国営ひたち海浜公園 スイセンファンタジー～チューリップワールド～ネモフ
6.3 ェスティバル 緑地管理財団 （茨城県） ィラハーモニーという春のフローラルイベントを連続的

に開催
４ 3.21～ 淡路花祭春2007 国営明石海峡公園事務所 〈メイン会場〉 チューリップ・ネモフィラ・ポピー・リビングストーン
5.13 (財)淡路花博記念事業協会 国営明石海峡公園淡路 デイジーをメインにした花修景と軽スポーツ・ミニ園芸

(株)夢舞台 地区、淡路夢舞台 体験・フラワーガイドツアー等のイベントを実施予定
ウェスティンホテル淡路 〈サテライト会場〉
兵庫県立淡路景観園芸学校 あわじ花さじき、県立
等 淡路島公園・淡路ハイ

ウェイオアシス、県立
淡路景観園芸学校・ア
ルファガーデン

５ 3.24～ 海の中道｢フラワーピ 海の中道「フラワーピクニ 海の中道海浜公園 フラワークイズラリー、フラワーコンサート等イベント
5.6 クニック2007」 ック」実行委員会（九州地 （福岡県） を開催

方整備局､福岡県､福岡市、
都再生機構、(財)公園緑地
管理財団等)

６ 3.24～ 花フェスタ2007春まつ (財)花の都ぎふ花と緑の推 花フェスタ記念公園 バラに関するイベント・展示及び講習会、寄せ植えコン
5.6 り 進センター （岐阜県） テスト、園芸相談、洋らん展、山野草展、盆栽展を開

催。森のめぐみ塾では森林内を散策し、自然・緑の大切
さを学ぶことができます。

７ 3.25～ 花まつり 大村市観光コンベンション 大村公園（大村市） さくら・花菖蒲のライトアップ、花菖蒲の配布、出店、
6.20 協会 イベント

８ 3.31～ フラワーフェスティバ 関東地方整備局、(財)公園 国営昭和記念公園 公園内の春の花のＰＲを行うとともに、関連イベントを
5.27 ル 緑地管理財団 （東京都） 実施

９ 4.1～ 春季における都市緑化 国土交通省、都道府県、市 全国各地
6.30 推進運動 町村



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

１０ 4.1～ つがの里花彩祭2007 都賀町経済課、ふるさとま つがの里 苗木配布会、演奏会、郷土芸能等
4.30 ちおこし協会 （栃木県都賀町）

１１ 4.1～ 春の花いっぱい運動 岡山市、(財)岡山市公園協 岡山市 緑と花のコンクール、写生大会、花の市、ガーデニング
5.31 会、岡山市連合町内会、岡 教室、緑の相談所、緑のクイズ大会等イベント、町内会

山商工会議所 他 等によるフラワーポット・花壇等の植え替え、花苗・花
の種子等の配布、募金活動、他

１２ 4.2～ 第６回前原市花と緑の 前原市 前原市内 ガーデニング等のコンクールを行う。
5.31 まちづくりコンクール

１３ 4.6～ 春の花市 佐世保緑水協同組合 新みなと暫定広場 花苗の販売、園芸相談、花苗チャリティーオークション
4.23 （佐世保市） など

１４ 4.13～ 春のグリーンフェア (財)広島市動植物園･公園協 中央公園自由広場（広 花・植木市・園芸相談コーナー、園芸講習会及び各種イ
4.22 会 島市） ベントの開催

１５ 4.7～ 吉田公園チューリップ （県営吉田公園指定管理 吉田公園（静岡県） 昨年11月に、住民参加によりチューリップ球根の植栽イ
4.15 祭り2007 者） 特定非営利活動法人 ベントを実施。8万球のチューリップを園内に植栽した。

しずかちゃん 警察音楽隊・高校生・市民バンドの演奏、大道芸、露
店など
サクラ（ソメイヨシノ）の観賞会やコンサート、草笛体験会等１６ 4.7～ さくらまつり (財)広島市動植物園・公園 広島市植物公園

4.30の 協会
土日祝

１７ 4.7～ 国営木曽三川公園開園 木曽三川公園「チューリッ 国営木曽三川公園 チューリップ大花壇、ミッフィー花絵大花壇等のイベン
4.22 20周年記念 木曽三川 プ祭」実行委員会（海津 木曽三川公園ｾﾝﾀｰ トなどを開催

公園「チューリップ祭 市、木曽川下流河川事務 （岐阜県海津市）
2007」 所、(独)都市再生機構中部

支社中部公園事務所 等）
１８ 4.8～ 春まつり 中国地方整備局、(財)公園 国営備北丘陵公（財） 春の花による修景及び各種イベントの開催

5.7 緑地管理財団 公園緑地管理財団
１９ 4.9～ 春らんまんフェスタ (財)公園緑地管理財団、ま 国営讃岐まんのう公園 ２５種７万本のチューリップ、キャラクターショー等の

5.6 んのう公園管理センター ステージイベントや各種体験教室を実施
２０ 4月上旬 2007年春の保存 春の 町田市 市内各所 市営苗圃で育てた苗を参加団体に配布し、公園・グリー

花壇コンクール 町田市花とみどりの会 ンベルト・学校など公共的な場所で育てた花壇のコンク
ール。年２回、春と秋に開催。道路花壇、公園団地等花
壇、学校花壇の３部門に分け審査が行われ、最優秀賞、
優秀賞、優良賞、努力賞を決定。現在３３０団体が参
加。



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

２１ 4.11～ 第19回佐倉チューリッ 佐倉市、(財)佐倉市観光協 佐倉ふるさと広場 112種類、48万本のチューリップまつりを開催。主な内容
4.15 プまつり 会 （千葉県） として、チューリップの販売、オランダ衣装の貸し出

し、オランダストリートオルガンの演奏、印旛沼屋形船
の遊覧、レンタサイクル、佐倉市土産品の販売。

２２ 4.12～ 「みどりの月間」サイ 関東地方整備局 国営武蔵丘陵森林公園
5.20 クリングクイズラリー (財)公園緑地管理財団 新緑とヤマツツジを満喫しながらサイクリングコース内

にクイズポイントを設け、期間内の正解者上位にすてき
なプレゼントを実施する。

２３ 4.13～ 第１５回おおいた人と 大分市、おおいた人とみど 平和市民公園(大分県） 苗木・草花の種子無料配布、緑の相談所、ガーデニング
5.6 みどりふれあいいち りふれあいいち実行委員会 教室、子ども広場、各種緑の講習会、ふれあい花壇コン

クール、緑のセリ市、農産物コーナー、ふれあい茶会、
みどりの募金広報活動、庭園木等の展示即売、各種イベ
ント等
花市・植木市、園芸相談コーナー、園芸講習会、各種イベ２４ 4.13～ 第20回グリーンフェア （財）広島市動植物園・公 中央公園自由広場（広
ント4.22 園協会 島市）

２５ 4.14～ 花と緑のフェスティバ 花と緑のフェスティバル実 富山市稲荷公園スポー 桜の植樹、ガーデニング講習会、苗木、植木、鉢物等の
4.15 ル 行委員会 ツ広場 展示即売、園芸資材の展示即売、ビンゴ大会、大抽選大

会等
２６ 4.14～ 第20回 花とワインフ 周南市観光協会 周南緑地 花苗・鉢物の展示販売、フラワーアレンジメント教室、

4.15 ェスティバル2007 ガーデニング体験教室、徳山巨峰ワインの販売、ステー
ジインベントなど

２７ 4.14～ 第35回高知市みどりの 高知市、(財)高知市都市整 高知市中央公園 モデル庭園、緑化木･鉢花･木製品の展示即売、樹木医相
4.16 週間行事 備公社、(社)高知県森と緑 談コーナー、緑の募金活動、竹細工教室、緑化木･花のチ

の会･グループみどり会 ャリティーせり市、木と花の種無料配布等
２８ 4.14～ 諫早つつじ祭り 諫早観光協会 諫早公園（諫早市） 花苗、苗木の販売などのほか、スケッチ大会、フリーマ

4.22 ーケット、市民参加劇などのイベントも開催。

２９ 4.14～ 第35回高知市みどりの 高知市、(財)高知市都市整 高知市中央公園 モデル庭園、緑化木･鉢花･木製品の展示即売、樹木医相
4.16 週間行事 備公社、(社)高知県森と緑 談コーナー、緑の募金活動、竹細工教室、緑化木･花のチ

の会･グループみどり会 ャリティーせり市、木と花の種無料配布等
３０ 4.15 紀州「熊楠の森」 紀州「熊楠の森」大植樹祭 目良公園（田辺市） 防風・防潮機能の向上のために、公園の海岸沿いに植樹

大植樹祭 実行委員会 を行う。（植樹予定：広葉樹10,000本、参加予定：1,000
人）



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

３１ 4.15 春のうず潮まつり 西海橋観光協会、西都市観 西海橋公園 花蜂の無料配布（限定２００鉢）
光協会、グリーンメイク、
岩永造園、中村造園指定管 （佐世保市、西海市）
理者共同企業体共催

３２ 4.15～ 花と緑のキャンペーン 福岡市都市緑化推進行事実 福岡市植物園 グリーンツーリズム、みどりの日無料開園、展示会、園
2007 行委員会 芸講座、植物観察会等

３３ 4.15 紀州「熊楠の森」 紀州「熊楠の森」大植樹祭 目良公園（田辺市） 防風・防潮機能の向上のために、公園の海岸沿いに植樹
大植樹祭 実行委員会 を行う。（植樹予定：広葉樹10,000本、参加予定：1,000

人）
３４ 4.16～ ﾌﾗﾜｰﾀｳﾝ推進事業 小松市 小松市浮柳町 市内の町内会や公共施設等へ苗木の無料配布 (計18,00

5.21 小松市ﾌﾗﾜｰｾﾝﾀｰ 0株)

３５ 4.16～ 緑化啓発パネル 奈良県、(財)奈良県緑化推 奈良市登大路町「奈良 広く県民に緑化に対する理解を深めていただくため、緑化啓
4.20 緑化作品コンクール入 進協会 県庁県民ホール」 発パネル、緑化作品コンクール入選作品等の展示を行

選作品等展示会 う。
4.19 花ネットワークおばなざわ 「花ネットワークおばなざわ」総会３６ 尾花沢市花と緑のまち 尾花沢市学習情報セン

活動事例発表及び会員情報交換会づくり連絡会「花ネッ ター
トワークおばなざわ」
総会

３７ 4.20～ 2007となみチューリッ 砺波市、(財)砺波市花と緑 砺波チューリップ公園 450品種、100万本のチューリップが咲き誇る緑の祭典、
5.6 プフェア の財団 チューリップ切り花展、チューリップ染め体験教室、花

と緑の相談コーナー
３８ 4.20～ グリーンメッセ2007 （財）堺市公園協会・堺市 堺市都市緑化センター 「みどりの月間」にコンテナやハンギングバスケットの

5.13 堺の春物語 都市緑化センター 展示、エビネや春の山野草などの展示会を開催。ＧＷ期
間中に、花と緑のフリーマーケットや日替わり講習会の
開催。
※5/3～5/6園内ライトアップ（午後８時まで夜間開
館）。

３９ 4.21～ チューリップまつり’ 国営越後丘陵公園事務所、 国営越後丘陵公園（新 チューリップの花修景、関連イベントの実施
5.6 07 (財)越後公園管理センター 潟県）
4.21 第33回花と緑のつどい 山形市、山形市花と緑のいっ ほっとなる広場公園 花苗・種子の配布４０

ぱい会、農林中央金庫山形支
店



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

４１ 4.21～ 第20回新潟県都市緑花 新潟県 新潟県スポーツ公園 都市緑花功労者知事表彰、記念植樹、花と緑のイベント
4.22 フェア （新潟県） （花市場、寄せ植え体験等）

４２ 4.21 緑の相談広場 金沢市 金沢市役所前広場 参加者に、緑や花に関する知識を深め、好きになっても
(財)金沢まちづくり財団 らうため、季節に応じた花や木の手入れ等についての講
緑を育て金沢を美しくする 義を行う。
会

４３ 4.21 びわこ地球市民の森の 滋賀県、守山市、(財)滋賀 びわこ地球市民の森(滋 記念植樹、ガーデニング教室、木工クラフト、ウォーク
つどい“2007” 県公園・緑地センター 賀県) ラリー、草木染、緑化相談所、ふれあい動物園、模擬店

等
ボタン園の開花時期に合わせ、ボタン染体験、ボタ４４ 4.21～ 燕趙園ボタン祭り 燕趙園（指定管理者：鳥取 燕趙園
ン苗販売、押し花展示等を実施4.28 県観光事業団）

４５ 4.13～ よこはま花と緑のスプ よこはま花と緑のスプリン 横浜公園、山下公園 チューリップまつり、花壇展、園芸愛好団体による展
5.6 リングフェア グフェア2007運営委員会 （神奈川県） 示、園芸用品の販売、樹林地保全団体の活動発表、エコ

（横浜市、(財)横浜市緑の マネー実験
協会、協力団体等）

４６ 4.21 「みどりの月間」記念 パークマネージメント宮崎 （宮崎県宮崎市） 花苗の無料配布
4.28 行事 （財）宮崎県公園協会 <4.21>阿波岐原森林公 <4.21>公園朝市
5.4 （株）園田グリーンセンタ 園 <4.28>フリーマーケット、夜間のライトアップ等
5.5 ー <4.28>県立青島亜熱帯 <5.4>県民協働の花づくり

植物園 <5.5>お茶会
<5.4>県立平和台公園、
総合文化公園
<5.5>宮崎県総合運動公
園

４７ 4.21～ 国営木曽三川公園三派 国営木曽三川公園三派川地 国営木曽三川公園三派 春のお花畑や寄せ植えづくり等のイベントを開催
5.6 川地区センター「スプ 区センターイベント実行委 川地区センター【１３

リングフェスタ」 員会（一宮市、木曽川上流 ８タワーパーク】（愛
河川事務所、（独）都市再 知県一宮市）
生機構 等）

４８ 6.2 第18回全国「みどりの 国土交通省、長野県、松本 国営アルプスあづみの
愛護」のつどい 市、大町市、安曇野市、松 公園 堀金・穂高地区

川村、(財)公園緑地管理財 （安曇野市）
団



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

第 回松阪こどもま 松阪こどもまつり実行委員会 中部台運動公園(松阪市) 平成１９年度「みどりの月間」中に行なわれる「第３０回４９ 4.22 30
つり 松阪こどもまつり」において花の種１５００袋を配布す

る。
５０ 4.22 みどりの日丸亀フェス 丸亀市緑のまちづくり協議 丸亀駅前広場 苗木の販売

タ 会
寄せ植教室
花と緑の相談コーナー
グリーンライブコンサート

５１ 4.21～ さくら草まつり‘07 (社)さいたま観光コンベン さいたま市役所会場 ・さくら草、山草、盆栽、植木、物産、鉢物、農産物等
4.22 ションビューロー の販売

・さくら草、山草、盆栽の展示
・さくら草、盆栽の栽培に関する相談コーナー
・ボランティア会員を対象とした球根等の配布、新規会
員の募集
・出展等

さくら草公園会場 ・コンサート、キャラクターによるアクションショー、
各種展示・販売（配布）・ゲーム、緑の基金、バザー、
出店、その他各種イベント等

５２ 4.23 藤江南ふれあい公園 金沢市 藤江南ふれあい公園 藤江南ふれあい公園の開園を記念し、式典やアトラクシ
開園式 ョンを行う

５３ 4.23 プランターつくり 指定管理者 （株）ISP 島根県立石見海浜公園 草花のプランター100個作成 。園内展示後プレゼント

５４ 4.23, 緑の週間キャンペーン 水巻町、水巻町緑づくり推 ＪＲ水巻駅前 他 苗木・花を無償配布し、緑の大切さをアピールすると同
4.24, 進協議会 時に緑の募金活動を行う
4.28

５５ 4.25 ジャパンフラワーセレ ジャパンフラワーセレクシ 浜名湖ガーデンパーク 花壇苗部門の春花壇の審査
クション花壇苗部門 ョン実行協議会 (静岡県)
（春花壇）審査会

５６ 4.26 緑のフェスティバル 坂出市花と緑のまちづくり 市民広場(坂出駅前) 苗木無料配布（1050本(12種)）
推進協議会、香川県造園協 緑化募金（募金後，抽選で草花の種や球根，鉢花などを
会坂出支部、坂出市 進呈）

緑化相談（造園協会坂出支部による緑化相談所の開設
（ガーデニング等））
緑化樹即売（緑化樹の展示即売を実施）
その他（婦人会によるうどん接待）（1杯100円）



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

５７ 4.27～ 第36回もりおか環境緑 もりおか環境緑化まつり実 盛岡城跡公園(岩手公 花苗・苗木等販売、園芸相談、苗木プレゼント、コンサ
4.29 化まつり 行委員会 園)（岩手県） ート、抽選会等

５８ 4.27頃 香川県緑化功労者表彰 香川県 県庁予定 香川県緑化功労者に対する知事感謝状の贈呈
予定

５９ 4.27～ 浜名湖フラワーフェス 浜名湖フラワーフェスタ実 浜名湖ガーデンパーク 花みどり商談会、花みどりセミナー、花き産業見学会、
4.29 タ2007 行委員会 (静岡県) 花と緑の各種コンテスト、庭づくりプレゼンテーショ

ン、県産花きの紹介展示、花緑ふれあい体験等
６０ 4.28～ 新あづみの体験2007～ 国営アルプスあづみの公園 国営アルプスあづみの 緑・花クイズラリー、イベントを開催

5.28 春～ 事務所、(財)アルプスあづ 公園（長野県）
みの公園管理センター

６１ 4.28～ ｢みどりの日｣緑化キャ 北海道森林管理局帯広事務 帯広市みどりと花のセ ・森づくり活動等の写真パネル展
5.7 ンペーン 所、北海道十勝支庁、帯広 ンター等 ・ガーデニング相談会、

市、十勝緑化推進委員会、 ・樹木当てクイズ
（社）北海道造園緑化建設 ・ガーデンクラフト製作
業協会十勝支部 ・ペーパクラフト製作

・キノコのほだ木づくり
・緑の募金（街頭募金）

６２ 4.28 グリーンフェスティバ 府中市緑の活動推進委員会/ すずかけ公園 草花苗木頒布、腐葉土、枝葉チップの混合土無料配布、
ル2007 府中市 緑化相談、緑化講習会、花卉植木販売、巣箱づくり／竹

とんぼづくり／木の実細工等の体験、自然環境保護団体
ＰＲほか

６３ 4.28～ 春の園芸まつり 名古屋市指定管理者 名城公園フラワープラ 鉢花・花の苗・園芸資材の販売など
4.30 (財)名古屋市みどりの協会 ザ

６４ 4.28～ おおつ花フェスタ春 大津市、(財)大津市公園緑 大津湖岸なぎさ公園サ ミニガーデンコンテスト、花のガラポン抽選会、 園芸教
4.29 地協会 ンシャインビーチ周辺 室、花の大オークション、子供向けアトラクション、花

苗等の販売等
６５ 4.28, 服部緑地 緑花フェス 北部公園事務所 府営服部緑地 都市緑化植物園の無料開放、草花の即売会、園内植物の

4.30 タ2006 ガイドツアー、自然工作、竹炭のくじ引き、ふうせん遊
びなど

６６ 4.28～ 米子市つつじまつり つつじ苗木無料配布、花木展示即売、つつじミニウォー米子つつじまつり実行委 福市公園他
4.29 ク、員会

素人のど自慢、フリーマーケット



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

オープニングセレモニーのなかで、「花と緑のある街並６７ 4.28～ 出雲「花と緑」総合 出雲市・出雲市教育委員会 出雲ドーム
・風景」写真コンテスト表彰を行う。4.29
来場者に、両日、（花苗・種・木工製品など）をプレゼフェスティバル2007 ・出雲「花と緑」総合フェ

ントする。スティバル実行委員会
（開催内容）
・庭園コーナー 庭木などの展示販売
・花と野菜コーナー 花・野菜・農産加工品の展示販売
・木のコーナー 木工品の展示販売、樹医センターによる
無料相談
・ガーデニングコーナー ガーデニング展示
・生け花コーナー 生け花展
・肥料コーナー リサイクル堆肥の展示販売
その他 園芸教室、フリーマーケット、ニュースポーツコ
ーナーなど

６８ 4.28, いまばり緑化フェア 20 今治市 市政50周年記念公園（愛 花苗の無料配布、植木まつり、ちびっこ広場等
4.29 07 媛県）

６９ 4.28 第４回グリーンフェス 佐賀県、有田町、(財)さが 有田町｢歴史と文化の森 緑化功労者表彰、こだまの森林づくり(植樹活動)、体験
タ 緑の基金 公園｣ イベント（木工教室、草花遊び等）、パネル展示、アト

ラクション等の実施

７０ 4.28 みどりの日記念植樹 長与町 中尾城公園（長崎県） ツツジの植樹、参加者への花苗無料配布の他、緑の少年
団による緑の募金活動

７１ 4.28 新緑祭 仙台市、(財)仙台市公園緑 勾当台公園（仙台市） 緑化功労者表彰、緑化相談、花木・花苗の即売等
地協会、(社)宮城県造園建
設業協会、杜の都づくり植
木市協賛会

７２ 4.28, 春季みどりと花の催し 千葉市 中央公園、稲毛海浜公 苗木、花等の無料配布、植木・花・鉢物の展示即売、園
4.29 園内千葉市花の美術館 芸相談、市の木・花・四季の花のPR、野菜市等

他
７３ 4.28, 春の園芸市 静岡市花と緑のまちづくり 清水日本平運動公園 苗木・花苗・鉢物等販売、苗木抽選会、赤土プレゼント、

4.29 協議会 （静岡市） 緑化講習会等
７４ 4.28～ 春爛漫！ (財)広島市農林水産振興セ 広島市森林公園 大道芸ショー、アカペラコンサート、紙ヒコーキ教室等

5.6 森林公園ツツジウィー ンター
（同時開催：春のハチミツフェスタ～チョウとミツバチ～）ク



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

７５ 4.28～ 第34回平塚市緑化 神奈川県平塚市 平塚市総合公園 緑化相談、花壇コンクール、植木市・花市、園芸教室
4.30 まつり 等

７６ 4.28～ 国営木曽三川公園開園 木曽川下流河川事務所 国営木曽三川公園 ガーデニングコンテスト、つる細工等植物を使用したイ
5.20 ２０周年記念 国営木 木曽三川公園ｾﾝﾀｰ ベントなどを開催

曽三川公園「春の花物 （岐阜県海津市）
語」

７７ 4.28～ 国営木曽三川公園「た 木曽川下流河川事務所 国営木曽三川公園 トウカイタンポポの植付、トウカイタンポポを使用した
4.30 んぽぽまつり」 アクアワールド水郷パ クラフト等のイベントなどを開催

ークセンター
（岐阜県海津市）

７８ 4.29 第33回山形を緑でつつ 山形市及び山形市花と緑の 山形市西公園 記念植樹
む植樹祭 いっぱい会

８０ 4.29 あづま総合運動公園 (財)福島県都市公園協会 あづま総合運動公園 親子野球教室、ストラックアウト体験、クライミングウ
「春の感謝デー」 （福島県） ォール体験、スナッグゴルフ体験、ファミリー写生会、

フリーマーケット、有料施設の無料開放 他
８１ 4.29 「みどりの日」の花苗 (財)いわき市公園緑地観光 ２１世紀の森公園三崎 花鉢の無料配布

無料配布 公社 公園、勿来の関公園
（福島県）

８２ 4.29 敷島公園まつり 群馬県、前橋市、(財)群馬 敷島公園（群馬県） 和太鼓、ミニコンサート、ネイチャークラフト作り、華
県公園緑地協会 のオブジェ等

８３ 4.29 高崎スプリングフェス スプリングフェスティバル 群馬音楽センター前広 苗木、花鉢、花の種の配布
テイバル(緑花祭) 実行委員会 場

８４ 4.29 みどりのふるさとづく みどりのふるさとづくり実 清水公園 第二公園広場 苗木・花苗の配布、野鳥観察会、野草観察会、樹木観察会
りフェスタ2007 行委員会 （千葉県） 、遊びの広場、花の寄せ植え講習会、小中学校吹奏楽等

コンサート、よさこいソーラン等。
８５ 4.29～ グリーンフェスティバ グリーンフェスティバル実 流山おおたかの森駅前 花で絵を描くなど花と緑関連の展示・発表、コンサート

5.7 ル 行委員会 都市広場（千葉県） 等

８６ 4.29 グリーンフェスタ2007 板橋区 区立赤塚植物園 緑化功労者の表彰、緑の講習会、緑のガイドツアー、区
民緑化活動の紹介、苗木・花苗・花のタネ・ウッドチッ
プの無料配布、花苗・花の切手・リサイクル堆肥等の販
売、ハーブティーのサービス等



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

８７ 4.29 あきしまグリーン 昭島市・あきしまグリーン 昭島市立昭和公園 苗木・花鉢・植木・花・腐葉土入り土の販売、ハーブ苗
フェスティバル フェスティバル実行委員会 ・山野草・盆栽の展示販売、ハーブ・多摩産材利用工作

などの各種教室、花と緑の相談、造園コーナー、カブト
虫の幼虫の配布、緑に関するパネル展示、募金等

８８ 4.29 東村山市春の緑の祭典 東村山市緑を守る市民協議 東村山中央公園 苗木の半額販売、野菜･植木･花の販売、フリーマーケッ
会 ト、緑の絵画写真展示、模擬店、車イス体験コーナー、

ミニＳＬ、ＰＲコーナー等
８９ 4.29 県民緑化まつり 山梨県、南アルプス市、 県民の森・北伊奈ヶ湖 毎年、県民参加による森林づくりとして、緑豊かな県土

｢みどりづくりの集い｣ (財)山梨県緑化推進機構 周辺（南アルプス市上 づくりを目的に、県・開催市町村・山梨県緑化推進機構
市之瀬地内） の共催で開催し、植樹・枝打ち・間伐の森林活動等様々

なイベントを行う。
９０ 4.29 グリーンフェア 緑づくりを推進する実行委 富士見町役場(駐車場） 苗木の販売、 親子の木工教室、椎茸の菌の打ち込み、環

員会 境関係の展示
９１ 4.29 第18回あいち都市緑 愛知県、(財)愛知県都市整 県営大高緑地 ＮＰＯ団体による自然体感プログラムの他、樹木医と歩

化フェア 備協会【愛知県都市緑化基 く大高緑地、フリーマーケット、ステージイベント等 各
金】 種イベントを開催。来場者には花鉢をプレゼント。

９２ 4.29 花と緑の普及事業 桑名市（農林水産課） 桑名市星川地内 「潤い環境づくり」推進事業の一環として花苗、苗木の
or 配布
5.4
確定

９３ 4.29 みどりのつどい 滋賀県、(財)滋賀県公園・ びわこ文化公園(滋賀 花の種苗の配布、チップ堆肥の配布、グリーン・アドベ
緑地センター 県) ンチャー（樹名等のクイズ）、植木市、みどりの中の茶

会等
９４ 4.29 大阪府植樹祭 大阪府、大東市、(財)大阪 住道駅南公園（大阪府 記念植樹、各種表彰

みどりのトラスト協会 大東市）
９５ 4.29 緑化苗木配布会 奈良県、(財)奈良県緑化推 生駒市鹿畑町「ジャス 苗木の配布を行う。

進協会 コ登美ヶ丘店」
９６ 4.29 スプリングイベント 生駒市 生駒市真弓「花のまち 寄せ植え教室、自然創作教室、フィールドビンゴ（参加

づくりセンターふろー 賞として花苗の配布）、チップの配布、園芸市、授産施
らむ」 設・福祉作業所等による模擬店、地域の方々によるフラ

ダンスショー等
９７ 4.29 鳥取市花のまつり 鳥取市花と木のまつり実行 若桜街道本通り 路上イベント各種、花苗の無料配布

委員会
９８ 4.29 万葉まつり 指定管理者 大畑建設 島根県立万葉公園 苗木（サツキツツジ500本）の無料配布

緑化苗木プレゼント



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

９９ 4.29 みどりの集い みどりの集い実行委員会 広島県緑化センター 手作りハガキ教室，木工教室，クラフト作り等
100 4.29 第２７回防府市緑化祭 防府市、防府市緑化推進委 防府駅てんじんぐち 苗木の無料配布、剪定講習会、緑の相談、モデル庭園の

頃 員会 多目的広場 展示植木等の展示即売、フリーマーケット等
101 4.29 とくしま植物園ガーデ 徳島市、徳島市花と緑の会 とくしま植物園（徳島 市民が出品したコンテナガーデン、ハンギングバスケッ

(作品5. ニングコンクール 市） ト等を展示・公開審査する。
7まで展
示)

102 4.29 緑のサイクリング 久留米市、久留米市みどり 久留米市百年公園
の市民会議 筑後川河川敷をサイクリング、記念品やブタ汁の無料配

布
103 4.29 二日市温泉藤まつり ｢二日市温泉藤まつり｣実行 天拝公園（筑紫野市） 藤供養祭典、ステージ公演、物産卸売会、足湯、史跡案

委員会 内、スタンプラリー、手作り遊びコーナー、カメラ撮影
会、
スケッチ大会、茶会

104 4.29 人生記念植樹 大牟田市 諏訪公園（大牟田市） 市民より募集を行い、出生・入学等の意義深い日のため
に諏訪公園内において記念樹を植栽する。

105 4.29 「みどりの日」花苗・ 北薩広域公園管理事務所 北薩広域公園 みどりの日を記念して花の苗，竹炭焼を先着200名に、無
竹炭無料配布 （鹿児島県） 料配布。

106 4.29 「みどりの日」花苗無 吉野公園管理事務所、吹上 吉野公園、吹上浜海浜 みどりの日を記念して花の苗を先着200名に無料配布
料配布 浜海浜公園管理事務所、北 公園、北薩広域公園

薩広域公園管理事務所 みどりの日を記念して花の苗と竹炭を先着200名に無料配
布

107 4.29 押し花教室 大隅広域公園管理事務所 大隅広域公園 自然の草花で独自のしおり等を作成
108 4.29, ありまふじフェスティ 有馬富士公園運営・計画協 有馬富士公園(兵庫県） 花苗・園芸資材等の販売、住民グループによる手作りイ

4.30 バル'06春 議会（兵庫県、三田市等） ベント（フルートコンサート、バードウォッチング等）
109 4.28～ 第33回加古川市植樹祭 加古川市、加古川みどりの 日岡山公園（兵庫県） 記念植樹、木工教室、ガーデン展、植木の競市等

4.29 ・花とみどりのフェス 会
ティバル

110 4.29 あづま総合運動公園 (財)福島県都市公園・緑化 あづま総合運動公園 親子野球教室、ストラックアウト体験、クライミングウ
「春の感謝デー」 協会 （福島県） ォール体験、スナッグゴルフ体験、グランドゴルフ体

験、ディスクゴルフ体験、園芸教室、ファミリー写生
会、フリーマーケット、有料施設の無料開放 他



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

111 4.29 あいかわ公園 あいかわ公園つつじまつり 県立あいかわ公園 木工教室、あい染め体験教室、手漉き和紙体験教室等の
つつじまつり 実行委員会 イベント

の実施 等
112 4.29 神奈川県茅ヶ崎市 茅ヶ崎市立中央公園 花苗の配布、緑化相談、坪庭の展示、緑化基金への募金みどりフェア

活動 等ちがさき2007

113 5.3～ グリーンフェスタ2007 伊勢崎市・伊勢崎市緑化推 華蔵寺公園（伊勢崎 緑化推進苗木無償配布、緑化相談、植木市、ステージイ
5.5 （第25回全国都市緑化 進委員会 市） ベントなど

ぐんまフェアinいせさ
きプレイベント

114 5.3～ 緑と花のフェスティバ 緑と花のフェスティバル実 松任グリーンパーク 園芸講習会、園芸相談、花苗市、植木市、苗木・花苗の
5.4 ル2007 行委員会事務局 （白山市） 無料配布等を開催し緑化推進を図る。

白山市建設部公園緑地課

花のフェスタこうべ20 神戸市・（財）神戸市公園緑 神戸総合運動公園（神戸 花苗の配布、市民参加型イベント、水上ステージ、植木市115 5.3～
07 化協会 市須磨区） など5.4

116 5.3～ 梅小路公園 グリーン グリーンフェア実行委員会 梅小路公園（京都市） 花苗・植木・資材などの即売会，「公園で遊ぼ！」（フ
5.4 フェア2007春 （事務局：（財）京都市都 リスビーでの的当て，ウォークラリー等），自然観察会

市緑化協会） 等

117 5.3～ 第22回永源山公園「つ つつじ祭り実行委員会(周南 永源山公園 各種イベント、バザール
5.5 つじ祭り」 市共催)

118 5.3～ 里山あそび広場2007春 飛鳥里山クラブ、国営飛鳥 国営飛鳥歴史公園高松 「里山・あそび」をテーマとした体験教室等を開催
5.5 歴史公園 塚周辺地区

119 未定 苗木の配布 国営沖縄記念公園事務所、 国営沖縄記念公園（海
5.4 (財)海洋博覧会記念公園管 洋博覧会地区）

理財団
120 5.4～ 春のグリーンバザール 名古屋市指定管理者 名古屋市緑化センター 花苗、鉢花等の展示販売

5.6 (財)名古屋市みどりの協会
121 5.4 日本庭園無料開放 福岡県 県営大濠公園 大濠公園に設置している日本庭園（有料施設）を無料開

放
122 5.4 グリーンキャンペーン 久留米市、久留米市みどり 筑後川発見館くるめｳｽ 緑の貢献者表彰、緑の相談所開設、緑化基金の募金箱設

の市民会議 置



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

123 5.4 「みどりの日」花苗無 吉野公園管理事務所 吉野公園 みどりの日を記念して、花の苗を先着２００名に無料配
料配布 （鹿児島県） 布。

124 5.4 「みどりの日」花苗無 大隅広域公園管理事務所 大隅広域公園 みどりの日を記念して花の苗を先着２００名に無料配
料配布・押し花体験教 （鹿児島県） 布。
室

自然の草花で独自のしおり等を作成。
125 5.4 「みどりの日」にお花 (財)いわき市公園緑地観光 ２１世紀の森公園、三 花鉢の無料配布

をどうぞ！ 公社 崎公園、勿来の関公
園、松ヶ岡公園、さは
この湯温泉保養所
（福島県）

花苗のプレゼントやコンサート、オリエンテーリング等126 5.4 みどりの日記念行事 (財)広島市動植物園・公園 広島市植物公園
協会

127 5.4～ 「みどりの日」記念行 北九州市 白野江植物公園、勝山 花苗の無料配布、園芸教室、写真・パネル展示、園芸相
5.6, 事 公園等市内７ヵ所の公 談等
6.3, 園
6.10,
6.17

128 5.4 苗木の無料配布 国営沖縄記念公園事務所、 国営沖縄記念公園（海
(財)海洋博覧会記念公園管 洋博覧会地区）中央ゲ
理財団 ート、熱帯・亜熱帯都

市緑化植物
129 5.6 花と音楽のフェスタ 大津市、(財)大津市公園緑 大津市一里山ふれあい 園芸教室作品展示、地域有志の演奏会、花苗等の販売、

地協会 センター 花苗の配布（数量限定）等
130 5.12～ ポピーまつり 栃木県、（財）栃木県民公 鬼怒ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ 約２ｈａの花壇修景等

5.27 園福祉協会 （栃木県）
131 5.12 中野区花と緑の祭典 中野区花と緑の祭典実行委 中野駅北口広場 花・植木販売、地方都市の出店、緑の写真展、園芸相談～

5.13 (春) 員会、中野区(共催) ・園芸教室・剪定教室の各種コーナー等
132 5.12～ バラまつり 名古屋市指定管理者 庄内緑地グリーンプラ 展示会・体験教室・果物等販売など

5.13 (財)名古屋市みどりの協会 ザ
133 5.12 トラスト８号地見学会 （財）さいたま緑のトラス 北本市 ボランティアスタッフの指導による自然観察会の開催と

ト協会、埼玉県、北本市 高尾宮岡の景観地 緑のトラスト運動の普及啓発を実施
134 5.13 寒河江フラワーロード 寒河江フラワーロード推進 寒河江市中心市街地及 住民８０００人の参加よる、中心市街地および国道１１

植栽 協議会、寒河江市 び国道１１２号沿線 ２号沿線への約３５０００本の花の植栽



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

135 5.15 紀三井寺公園ガーデニ 紀三井寺公園管理事務所 紀三井寺公園（和歌山 ガーデニング教室、花壇デザインコンテスト
ングコンテスト 県）

136 5.15 紀三井寺公園ガーデニ 紀三井寺公園管理事務所 紀三井寺公園（和歌山 ガーデニング教室、花壇デザインコンテスト
ングコンテスト 県）

137 5月中旬 春の緑化祭 淀川河川事務所 淀川河川公園（守口地 花木即売、寄せ植え教室、緑化講習、グッズ等配布など
(財)河川環境管理財団 区）

（環境省関係）

番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

１ 4.21 バードウォッチング 月山ビジターセンター 山形県鶴岡市羽黒町 月山ＶＣ周辺で野鳥の観察を行う。
磐梯朝日国立公園

２ 4.21、 週末天体観望会 ～金 主催：福井県自然保護セン 福井県大野市・福井県 福井県No.1の口径８０cmの天体望遠鏡などで、金星、土
4.28 星、土星、しし座の銀 ター、共催：白山自然保護 自然保護センター観察 星、しし座の銀河トリオ（M65、M66、NGC3628）やアルギ

河トリオを見よう～ 官事務所 棟 エバの二重星などを見る。
白山国立公園

３ 4.22 湿原の鳥を見よう 釧路湿原国立公園連絡協議 茅沼蝶の森 茅沼蝶の森を散策しながら、初春の野鳥（渡り鳥）を観
（渡り鳥の中継地） 会、塘路湖ＥＭＣ、釧路自 （北海道標茶町） 察する。

然環境事務所共催 釧路湿原国立公園

４ 4.28 ２００７新宿御苑みど ２００７新宿御苑みどりの 新宿御苑（東京都） 関係団体等によるブースの設置やクラフト工房、野外プ
りの月間の集い（自然 月間の集い実行委員会 ログラムの実施など。
公園法５０周年記念事 また、自然公園法５０周年記念事業の一環として国立公
業）） 園フェアを同時開催。

５ 4.28 みどりの月間バードウ 支笏湖自然保護官事務所・ 北海道千歳市支笏湖温 支笏湖畔の野鳥の森で、野鳥観察会を実施。
ォッチング 休暇村支笏湖 泉

支笏洞爺国立公園

６ 4.28 みどりの月間バードウ 稚内自然保護官事務所・北 北海道幌延町三日月湖 三日月湖周辺で野鳥観察会を実施。
ォッチング 海道留萌支庁・幌延町 利尻礼文サロベツ国立

公園



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

７ 4.28 和琴半島野鳥観察会 川湯自然保護官事務所、屈 和琴半島 和琴半島を散策しながら、初春の野鳥（留鳥、渡り鳥）
斜路カルデラ自然ふれあい （北海道弟子屈町）阿 を観察する。
推進協議会共催 寒国立公園

８ 4.28 熊野長峰湿原観察会 月山ビジターセンター 山形県鶴岡市羽黒町 里山の自然散策を行う。
磐梯朝日国立公園

９ 4.28 春の姉ヶ崎を歩こう♪ 宮古ビジターセンター運営 岩手県宮古市 ネイチャーゲームとカタクリ等の春の植物の観察会を行
協議会 宮古ビジターセンター う。

陸中海岸国立公園

１０ 4.28 自然公園法制定50周年 関東地方環境事務所箱根自 神奈川県足柄下郡箱根 箱根ビジターセンターから仙石原公園を歩き、早春の草
記念「自然とふれあう 然環境事務所 町 花を観察する。
みどりの日の集い」自 富士箱根伊豆国立公園
然観察会

１１ 4.28 横山自然観察会 志摩市、伊勢志摩国立公園 三重県志摩市阿児町横 詳細未定
自然ふれあい推進協議会 山周辺

伊勢志摩国立公園
１２ 4.28 うるずんの西表島自然 環境省 西表野生生物保護セン 後良川（シイラ川）河口干潟でカニ、貝など、泥の中の

観察会 ター他（沖縄県竹富町 生き物等の観察を行う。
西表島）
西表国立公園

１３ 4.29 春の自然教室 京都御苑管理事務所、 京都御苑（京都府） 植物、きのこ、野鳥、昆虫それぞれの専門の講師の先生
（財）国民公園協会京都御 方の解説を聞きながら苑内を歩く。
苑

１４ 4.29 浄土ヶ浜ガイドウォー 宮古観光協会主催 岩手県宮古市 浄土ヶ浜周辺の自然歩道にて、春の植物（カタクリ等）
ク 宮古自然保護官事務所共催 浄土ヶ浜 の自然観察を行いながら、浄土ヶ浜周辺の見所を案内す

陸中海岸国立公園 る。

１５ 4.29 自然公園法制定５０周 鹿角・盛岡自然保護官事務 八幡平山頂（岩手県八 輪カンジキを付けて散策し、雪解けや木々の芽吹きなど
年記念 残雪の八幡平 所、自然公園財団共催 幡平市） から春の自然を感じ取る。
山頂での自然観察会 十和田八幡平国立公園



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

１６ 4.29 みどりの日観察会 藤里自然保護官事務所、白 白神山地世界遺産セン 世界遺産センター（藤里館）周辺である高山コースを講
神山地世界遺産センター ター 師の解説を聞きながら自然観察を行う。
（藤里館）活動協議会共催 白神山地世界遺産地域

周辺

１７ 4.29 みどりの日クリーン活 岡山県倉敷市鷲羽山 鷲羽山地区ボランティアの会が、鷲羽山の清掃を行う。
動 瀬戸内海国立公園

１８ 4.29 みどりの日自然観察会 自然公園財団雲仙支部 高岩山（長崎県南雲仙 春の野鳥、昆虫を雲仙温泉から徒歩で行くことの出来る
市） 身近な高岩山で、専門講師とともに観察する。
雲仙天草国立公園

１９ 4.29 自然とふれあうみどり 九州地方環境事務所 南阿蘇ビジターセンタ 南阿蘇ビジターセンターに隣接する阿蘇野草園内にて、
の集い ー（熊本県高森町） 春の野草を中心に自然観察を行う。

阿蘇くじゅう国立公園

２０ 4.29 自然とふれあうみどり 九州地方環境事務所 宮崎県えびの市えびの えびの高原に自生するノカイドウ観察と３つの火山湖を
の日の集い「池巡り自 高原 巡りながら、動植物の観察を行う。
然観察会」 霧島屋久国立公園

２１ 4.29 講演会『仮称・あまみ 環境省奄美野生生物保護セ 奄美大島 未定
のカエル』 ンター・奄美自然体験活動 奄美群島国定公園

推進協議会

２２ 4.29～ 特別観望会『金星、土 主催：福井県自然保護セン 福井県大野市・福井県 福井県No.1の口径８０cmの天体望遠鏡などで、日没後西
4.30、 星、月を見よう』 ター、共催：白山自然保護 自然保護センター観察 の空に見える金星（よいの明星）、土星のリングや衛
5.3～ 官事務所 棟 星、満月で見やすいティコクレーターの光条（レイ）な
5.5 白山国立公園 どを見る。

２３ 4.29～ おはよう観察会＆クラ 月山ビジターセンター 山形県鶴岡市羽黒町 ＧＷ中、月山ＶＣにおいて早朝観察会や各種クラフト体
5.5 フト体験周辺ガイド 磐梯朝日国立公園 験、またミズバショウやザゼンソウのガイドウォークを

行う。

２４ 4.30 自然公園法制定５０周 下田自然保護官事務所、 静岡県下田市須崎 九十浜、グリーンエリア内遊歩道、昭和天皇歌碑広場な
年記念自然とふれあう 下田市 富士箱根伊豆国立公園 どを散策しながら自然観察を行う。
みどりの日の集い「瓜
木崎自然観察会」



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

２５ 5.3 宇久井磯観察会 環境省 近畿地方環境事務 和歌山県那智勝浦町宇 磯で見られるカニ、ハゼ等の様々な生物やヤドカリの引
所 久井 越し等を観察しながら、専門家による解説を行うことに

吉野熊野国立公園 よって、磯の生き物への理解を深める。

２６ 5.4 みどりの日における新 新宿御苑管理事務所 新宿御苑（東京都） 新宿御苑を「みどりの日」に無料開園する。
宿御苑の無料開園

２７ 5.4 ヨモギ餅を作ろう 月山ビジターセンター 山形県鶴岡市羽黒町 身近な野草（薬草）のヨモギを使って餅つきを行う。
磐梯朝日国立公園

２８ 5.6 春の湿原ハイク 釧路湿原国立公園連絡協議 温根内木道 温根内木道を散策しながら、春の植物等を観察する。
（春の風と語ろう） 会、温根内ＶＣ （北海道鶴居村）

釧路湿原国立公園

２９ 5.6 新緑バードウォッチン 月山ビジターセンター 山形県鶴岡市羽黒町 新緑の中にいる鳥たちを探す。
グ 磐梯朝日国立公園

３０ 5.6 アクティブレンジャー 環境省 近畿地方環境事務 兵庫県豊岡市竹野町 竹野にある遊歩道や浜辺を散策しながら春の植物や海浜
と自然体験～春の竹野 所竹野自然保護官事務所 山陰海岸国立公園 植物について解説を行う。また、山陰海岸国立公園の紹
を歩こう～ 介も行う。

３１ 5.8 自然に親しむ「新燃岳 九州地方環境事務所 鹿児島県霧島市高千穂 新燃岳中腹のミツバツツジのトンネルをくぐり、新燃岳
ミツバツツジ鑑賞登 河原 山頂を経るルートで、中岳から高千穂河原まで歩きなが
山」 霧島屋久国立公園 ら自然観察を行う。

３２ 5.11 自然観察会「黒崎仙峡 大船渡自然保護官事務所、 陸前高田市広田半島 太平洋を望む海沿いの歩道を歩きながら植物観察を楽し
を訪ねる道」 陸前高田市、陸前高田市観 陸中海岸国立公園 む。

光協会共催

３３ 5.12 「春のめぐみ」をいた 月山ビジターセンター 山形県鶴岡市羽黒町 身近な野草を五感で楽しむ。
だきます 磐梯朝日国立公園

３４ 5.12 自然公園法制定５０周 関東地方環境事務所箱根自 神奈川県足柄下郡箱根 箱根ビジターセンターから大湧谷の歩道コースを、ブナ
年記念箱根地域自然に 然環境事務所 町 林の新緑を楽しみながら歩く。
親しむ運動「新緑のブ 富士箱根伊豆国立公園
ナ林と大湧谷を訪ね
て」



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

３５ 5.12 横山自然観察会（野鳥 志摩市、伊勢志摩国立公園 三重県志摩市阿児町横 詳細未定
観察会） 自然ふれあい推進協議会 山周辺

伊勢志摩国立公園

３６ 5.12 季節のクラフト教室 中国四国地方環境事務所 五色台ビジターセンタ 自然豊かな五色台において毎月自然や環境をテーマにし
（五色台学運営協議会と共 ー た様々なクラフトを行う。
催） 瀬戸内海国立公園

３７ 5.13 全国野鳥保護のつどい 環境省、(財)日本鳥類保護 瀬戸市文化センター 海上の森等にて早朝探鳥会等を実施する。
連盟、愛知県 （愛知県）

３８ 5.13 皐月の鳥ウォッチング 釧路湿原国立公園連絡協議 茅沼蝶の森 茅沼蝶の森を散策しながら、春の野鳥を観察する。
会、塘路湖ＥＭＣ （北海道標茶町）

釧路湿原国立公園

３９ 5.13 自然公園法制定５０周 十和田自然保護官事務所 青森県十和田市大字奥 夏鳥の到来と春植物の自然観察を通じて、参加者に八甲
年記念 春の蔦野鳥の 瀬字蔦野湯一番地 田の春を体感してもらう。
森自然観察会 十和田八幡平国立公園

４０ 5.13 天文教室『土星や星の 主催：福井県自然保護セン 福井県大野市・自然保 撮影対象を土星、星の日周運動として、一眼レフのデジ
日周運動の写真をとろ ター、共催：白山自然保護 護センター観察棟 タルカメラを使用した天体写真を撮ります。①天体望遠
う』 官事務所 白山国立公園 鏡による「直焦点法」や「拡大法」での土星の撮影と②

屋外での北天や東天の日周運動や春の星座のバルブ撮影
を交代で行う。※悪天候の場合は講座のみ実施

４１ 5.13 春の天草のんびり紀行 九州地方環境事務所 熊本県上天草市 天草の絶景を望みながら、新緑の中をハイキング。
～新緑の観海アルプス 雲仙天草国立公園
ハイキング～

４２ 5.13 杵島岳散策 九州地方環境事務所 杵島岳（熊本県阿蘇 阿蘇五岳の一つで比較的新しくできた杵島岳の火口を巡
市）、集合場所：旧阿 り、初夏の植物を中心とした自然観察を行う。
蘇山スキー場駐車場
（熊本県阿蘇市）
阿蘇くじゅう国立公園



番号 月 日 行 事 主 催 者 場所・会場 備 考

４３ 4.29～ 企画展『仮称・あま 環境省奄美野生生物保護セ 奄美大島 未定
5.31 みのカエルパネル展』 ンター・奄美自然体験活動 奄美群島国定公園

推進協議会

４４ ４月下 自然観察会 九州地方環境事務所 大分県くじゅう地域 春の植物を中心に、自然観察会を行う。
旬の日 阿蘇くじゅう国立公園
曜日
（予
定）

４５ ４月～ 環境企画展示 中国四国地方環境事務所 五色台ビジターセンタ ４～５月は「五色台を楽しもう！」がテーマ。
５月 （五色台学運営協議会と共 ー

催） 瀬戸内海国立公園

４６ 5.3-5. 四季の自然観察シリー 主催：福井県自然保護セン 福井県大野市六呂師・ 5/3（木）キビタキやカラ類に会いたい（講師：野鳥の
6、5.13 ズ ター、共催：白山自然保護 自然観察の森 会）、5/4（金）ホオジロやモズに会いたい（講師：野鳥

官事務所 白山国立公園 の会）、5/5（土）オオルリとクロツグミに会いたい（講
師：野鳥の会）、5/6（日）風のにおいはいいにおい？
（講師：ネイチャーゲーム協会）、5/13（日）ミソサザ
イとコゲラに会いたい（講師：野鳥の会）

４７ ５月中 鷲羽山を探検しよう 中国四国地方環境事務所 岡山県倉敷市鷲羽山 鷲羽山自然探求路において、多島海景観や鷲羽山の春の
旬 （春） （鷲羽山地区パークボラン 瀬戸内海国立公園 植生についてパークボランティアが解説ガイドを行う。

ティアの会と共催）

４８ 常時 クラフトコーナー 中国四国地方環境事務所 五色台ビジターセンタ 五色台ビジターセンターを訪れた方の申込で、マイ箸作
（五色台学運営協議会と共 ー り・竹とんぼ作り等を行う。
催） 瀬戸内海国立公園


