
分科会一覧表

活動の有無 メンバー
計画・報告の
有無

1 池における水質・底質調査分科会 愛知工業大学　八木明彦 H21
H21 第1回コア会議
H24 第2回総会

目的とする水質調査を実施し、池の状況を
把握した。 A

2 「モリコロパーク秋まつり」企画・運営分科会 愛知県建設部公園緑地課 H21 H21 第2回コア会議 イベントを実施した。 B

3 愛・地球博理念検証分科会 NPO法人愛・地球プラットフォーム H21
H21 第2回・3回・4回コア会議
H22 第3回コア会議
H26 第2回総会

有り － － D

4 花と緑とさくらを愛する分科会 日本さくらの会・愛知 H21
H21 第2回・4回コア会議
H22 第5回コア会議

- B

5 地球市民交流センターオープニング分科会 愛知県建設部公園緑地課 H21 H21 第4回・5回コア会議
地球市民交流センターのオープニングイベ
ントを実施した。 A

6 F・COMMUNITY サミット IN 愛知 分科会
内閣府認証特定非営利法人

Earth as Mother
H21 H21 第3回コア会議 イベントを実施した。 A

7 「モリコロパーク春まつり」企画・運営分科会 愛知県 公園緑地課 H21 H21 第4回コア会議 イベントを実施した。 B

8 モリコロパークの土壌環境調査分科会 愛知工業大学　武田美恵 H21 H24 第2回総会
モリコロパークの土壌について、調査、分析
を実施。COP１０関連イベントで調査結果の
公表。

A

9 万博閉幕5周年フェア分科会 NPO法人「とき」を祝うメモリー H22 H22 第2回コア会議 イベントを実施した。 A

10 人と感性を育む総合芸術分科会
NPO法人健康科学研究所
（キッズポケッツ）

H22 H28 第4回コア会議 有り － － モリコロパーク春まつりで幼児芸術祭を開催
している。 D

11 愛・地球博森のオーケストラ分科会 愛知工業大学管弦楽団 H22 C

12 「モリコロパーク春まつり」企画・運営分科会 愛知県 公園緑地課 H22 H22 第5回コア会議 イベントを実施した。 B

13 「モリコロパーク秋まつり」企画・運営分科会 愛知県 公園緑地課 H22 イベントを実施した。 B

14 モリコロパーク営業ツール分科会 愛知県 公園緑地課 H22
H23 第2回総会
H24 第1回･2回コア会議
H25 第1回総会

無し － － C

15 緊急時に備える実習分科会 愛知県 公園緑地課 H23 H24 第4回コア会議
・「防災時公園管理計画」の策定に関わる。
・避難訓練の実施 A

16 クリスマスフェスタ（仮称）企画運営分科会 愛知県都市整備協会 H23 イベントを実施した。 B

17 「樹木でよみがえれ被災地の緑」分科会
愛知県 公園緑地課

（実質は、どんぐりモンゴリ）
H23

H24 第1回コア会議
H25 第1回総会・第1回コア会議、
H26第1回コア会議
H29 第1回総会

有り 複数 有り D

18 愛・地球博記念イベント企画・運営分科会 愛知県 公園緑地課 H23

H23 第4回コア会議、
H25 第2回コア会議
H28 第4回コア会議、
H29 第2回総会、
H30 第1・3回コア会議

イベントを実施した。 B

19 モリコロパークのクリスマス会分科会 愛知県都市整備協会 H24

H25 第1回コア会議
H26 第2回コア会議
H29 第3回コア会議
H30 第4回コア会議

有り 複数 有り イベントを実施した。 C

20 自然の保全と活用を実践する分科会 愛知県 公園緑地課 H24
H27 第3回総会
H30 第1回総会 有り 複数 無し D

21 森の音楽会 NPO法人長久手エンジン H24
H25 第2回総会
H25 第2回コア会議
H26 第1回総会

無し － － イベントを実施した。 C

22 2016 夏祭り分科会 愛知県 公園緑地課 H27 H28 第1回総会・第1回コア会議 イベントを実施した。 A

23 2016 記念館特別展示検討分科会 愛知県 公園緑地課 H27 イベントを実施した。 A

24 子どもの遊び場を検討する分科会
愛知県 公園緑地課

（実質は、スポーツサポート）
H27

H28 第1回コア会議
H29 第1回総会 有り 複数 無し D

25 万博サンバフェスティバル分科会 GORIN ENTERTAINMENT H28
H28 第3回コア会議
H29 第2回・4回コア会議
H30 第3回コア会議

有り 単独 無し D

26 料理や工作が楽しくなる分科会 いだか竹とんぼの会 H28 H30 第2回総会 有り 単独 無し D

27 イベント・運営・交流分科会 これぱ！ H29 有り 複数 有り D

28 さくらと緑を愛する分科会 日本さくらの会・愛知 H30 有り － 無し D

No. 分科会名 代表
設立
時期

総会・コア会議での報告

代表者が退会しており活動なし

成果 分類

活動終了

　開催毎の設立としており、単年度の活動を終
了した。翌年、同内容の「13.モリコロパーク秋ま
つり企画・運営分科会」を立ち上げた。

　活動を「28.さくらと緑を愛する分科会」へ引き
継いだ。

現在

活動終了

活動終了

　開催毎の設立としており、単年度の活動を終
了した。翌年、同内容の「12.モリコロパーク春ま
つり企画・運営分科会」を立ち上げた。

活動終了

活動終了

活動終了

活動終了

　開催毎の設立としており、単年度の活動を終
了した。翌年、同内容の「18.愛・地球博記念イ
ベント企画・運営分科会」を立ち上げた。

　開催毎の設立としており、単年度の活動を終
了した。翌年、同内容の「18.愛・地球博記念イ
ベント企画・運営分科会」を立ち上げた。

活動終了

　開催毎の設立としており、単年度の活動を終
了した。翌年、同内容の「19.モリコロパークのク
リスマス会分科会」を立ち上げた。

　H23~H30のモリコロパーク春まつり・秋まつり
を実施し活動終了した。その後は、イベント企
画運営実行委員会で実施する事とした。

参考資料１

・これまでに合計28分科会が設立し活動した。

・分科会の設立手続きはあるが、終わる手続きが明確でないことから、活動実態が分からなくなってい

る分科会も多い。

⇒分科会の完了及び廃止ルールを作る。

⇒活動実態を公園マネジメント会議全体で共有するため、計画及び結果報告をしっかりと実施する。

・今回の見直しでは、一旦全ての分科会が解散する。その上で、今後も活動の意思がある分科会は、再度、

設立する。

分類 状態 分科会数

A 設立時に設定した目的を終えた分科会 8

B 新たな分科会に活動を引き継いだ分科会 7

C 活動が休止している分科会 4

D 活動している分科会 9


