
令和元年度事業報告 
 

１．緑の普及啓発事業（緑化推進総合事業） 

 緑化推進並びにその拠点となる公園などについての情報を発信し、緑についての理解を深

めることに努めました。また、講習会、緑化相談、見学会の開催により緑についての学習の

機会を提供し、理解を深めるとともに、地域での緑化活動のできる人材の育成にも力を入れ

ました。そして、各地域の住民と協力して緑化活動を促進し、市民による緑の街づくりを推

進しました。 

（１）緑の情報発信 

   インターネットでの公園緑化情報の発信 

   公園でのイベント情報、開花情報など適時更新を行い、タイムリーな情報発信に務めました。 

（２）緑の学習機会の提供及び人材育成 

  ①緑化相談の実施 

   電話相談、窓口相談、現地調査等 24件 

  ②公園緑化文庫の運営 

   寺ケ池公園管理事務所に公園、緑化関係の図書を設置するとともに、市立図書館と連

携し、同分野のリサイクル書籍を設置。 

   蔵書数 901冊 

③緑化施設見学会の開催 

   開 催 日 令和元年10月31日(木) 

見学施設 淡路夢舞台奇跡の星の植物館・あわじ花さじき 

   参 加 者 120人 

④講習会の開催 

・専門講師による講習会 

 講習会 開催日 会場 参加者 

フラワーデザイン（夏色のハーバリウム） 5月29日(水) 
寺ケ池公園 

管理事務所 

 

8人 

苔玉づくり講習会 6月14日(金) 〃 30人 

フラワーデザイン（プリザーブドフラワーで森のお花

畑作り） 
6月19日(水) 〃 12人 

植木の手入れ（夏に行う植木の手入れ） 6月29日(土) 〃 14人 

夏休み子ども工作教室 8月20日(火) 〃 7人 

フラワーデザイン（ハーバリウムディフューザー） 9月25日(水) 〃 9人 

植木の手入れ（秋に行う庭木の手入れQ＆A） 10月18日(金) 〃 12人 



・協会職員による出張講習会 

出張先 開催日 会場 参加者 

三日市八千代会 6月19日(水) 三日市町会館 24人 

三日市八千代会 11月27日(水) 三日市町会館 22人 

  ⑤ボランティア活動の推進 

  ・既存ボランティアとの連携 

   花づくりボランティア「花の精」 寺ケ池公園での花壇管理 

   烏帽子里山保全クラブ 烏帽子形公園での雑木林及び竹林保全 

              南花台第9緑地での竹林保全 

ＮＰＯ法人森林ボランティアトモロス  上原地区の公園及び緑地にて除草、剪定など

の植物管理を実施 

   

・地域緑化の担い手育成 

   ガーデニング教室(全2回)の開催 参加者延べ33人 

 

２．緑と生き物を育む街づくり事業（地域緑化促進事業） 

 地域で活動する団体や市と連携し、地域の緑を育みました。また、自生す 

る地域特有の蝶や植物を地域緑化の象徴として取り入れ、地域に根差した緑化 

を推進してきました。 

さらに、緑化管理活動より排出される剪定枝等の廃材を堆肥としてリサイクル 

活用し、環境に配慮した地域緑化を推進しました。 

（１）地域の緑を育むための事業（その１支援を中心とした事業） 

  ①緑化用花苗の提供 

   提供時期 5月、11月 

   提供施設 河内長野市役所庁舎をはじめ市内の公民館、郵便局など37施設 

   提供花苗 12,162本（寺ヶ池公園設置のビニールハウスで栽培） 

    ②緑化用資材の提供 

園芸用資材の販売 

   花壇用の花苗などを販売 

   販売点数 837点 

  ③「ふれあい花壇」への助成 

対象団体 38団体 

フラワーデザイン（クリスマススワッグ） 11月28日(木) 〃 11人 

ミニ門松作り教室 12月23日(月) 〃 19人 



   花苗提供 花壇用花苗 33,300本 

   資材提供 肥料、赤玉土等 390袋 

（２）地域の緑を育むための事業（その２協会が主体となる事業） 

①街路樹を育むための事業 

管理対象道路箇所数 94箇所 

   業務一覧参照 

  ②主要駅前花壇の管理 

   駅前花壇 3箇所（河内長野駅前・千代田駅前・三日市町駅前） 

  ③保護樹木の啓発保全 

   河内長野市指定保護樹木 6件 

（３）地域に根差したエコ緑化 

  ①リサイクル堆肥「そだちのもと」の安価での販売 

   販売数量 2,738袋（40リットル袋） 

  ②蝶の舞うまちづくりの推進 

  ・バタフライガーデンを設けた施設等への支援 

   私立くすのき幼稚園ほか７施設 

  ・オオムラサキの飼育 

   飼育用ハウスを設け、オオムラサキの食樹となるエノキを栽培。 

３．人と公園をつなぐマネジメント事業（公園等利用促進事業） 

 地域の公園を住民の集う活動の場として、また、地域における主要な緑地として整備する

とともに、公園でのイベント開催により公園利用を促進し、地域の公園を核として町の活性

化を図りました。 

（１）快適な公園を整備するための事業 

  ①公園・緑地の緑を育むための事業 

  ・植物管理業務 

  ・樹林管理業務 

  ・公園花壇管理業務 

  ・支障木伐採業務  

  業務一覧参照 

  ②公園の安全管理 

  ・清掃業務 

  ・施設保全業務 

  ・寺ケ池公園管理事務所保守業務 

  業務一覧参照 



  ③市民参加による事業推進 

  ・市民協働による緑地整備モデル事業 

   ○地元市民で構成する美加の台植樹委員会と協働で美加の台第10緑地の整備に関する

取り組みを実施。 

    12月15日(日) 雑草の除去 

○森林ボランティア「トモロス」、河内長野市、当協会の三者で里山再生プロジェク

トを結成し、美加の台第10緑地の整備を実施。 

・市民協働による公園活性事業 

    冬期開催の公園イルミネーションに併せ、市民が市民をもてなす寺ケ池公園クリス

マスイルミネーションパーティーを各協力団体とともに開催。 

  ④公園の利用案内 

  ・公園の利用案内、相談、指導、要望等の受付 

  ・公園内制限行為有料施設使用の申請受付、許可の事務及び公園使用料の徴収事務 

   年間 274件 

（２）公園でのイベント開催 

①春市 

   開 催 日 4月20日(土) 

   会  場 寺ケ池公園 

   来場者数 約1,000人 

  ②寺ケ池公園オータムマーケット 

   開 催 日 10月26日(土) 

   開催場所 寺ケ池公園（メインエリア） 

   来場者数 約1000人 

  ③公園イルミネーション 

   開催時期 12月1日(日)～12月25日(水)24日間 

   開催場所 寺ケ池公園（メインエリア） 

   来場者数 約4万人  

４．その他公益目的を達成するために必要な事業 

（１）公園の利便性を高める事業 

   自動販売機の設置  ６基 

（２）公共的施設の緑を育む事業 

  ・河内長野市役所庁舎 

・河内長野市民交流センター（キックス） 

・河内長野市営住宅 



・南河内環境事業組合第２清掃工場 

などの除草、剪定、刈り込みなど植物の手入れ 

  業務一覧参照 

 

 ◎業務一覧 
 
 業務名 業務内容 備考 事業番号 

都市公園・道路街路樹 
等管理 

公園、緑地、街路樹、第２清掃工場、市
庁舎の剪定、刈り込み、除草他植物の手
入れ 

委託 ２（２）② 
３（１）① 
４（２） 

都市公園等植物及び施 

設管理 

公園の清掃、除草、花壇の手入れ他 委託 ３（１）① 

３（１）② 

都市公園等施設保全 公園施設点検4回、公園施設修繕 直営 
委託 

３（１）② 

都市公園樹林管理 間伐、枝払い3件 委託 ３（１）① 

都市公園支障木伐採 間伐、枝払い3件 委託 ３（１）① 

駅前花壇管理 河内長野駅前、千代田駅前、三日市町駅前 委託 ２（２）③ 

寺ケ池公園噴水設備維 

持管理 

噴水設備5箇所 委託 ３（１）② 

寺ケ池公園管理事務所 
保守点検 

定期清掃、機械警備、空調機器、エレベ 
ーター、自動扉、消防用設備、電気設備 

委託 ３（１）② 

市民交流センター植物 

管理 

市民交流センターの剪定他植物の手入れ 直営 ４（２） 

 市営住宅樹木等管理 市営住宅の除草、剪定他植物の手入れ 直営 ４（２） 

 第２清掃工場内造園管 

理 

第２清掃工場の除草、剪定他植物の手入
れ 

直営 

委託 

４（２） 

橋梁倒木等清掃 橋梁1箇所、倒木等清掃 直営 ２（２）② 

三日市住宅跡地除草 三日市住宅跡地の除草 直営 ４（２） 

市営三日市西住宅植

栽 

樹木の植栽 直営 ４（２） 

ノバティながの駐車

場清掃 

斜面地の清掃 直営 ４（２） 

 

 

 

 



５．その他 

（１）評議員会 
 
 会議名 内          容 備考 

６月定時評議員会 報告第1号 平成31年度の事業計画及び収支予算について 
報告第2号 平成30年度に係る事業報告について 
議案第1号 平成30年度に係る決算の承認について 
議案第2号 理事の選任について 

報告 
報告 
承認 
可決 

 決議省略提案 議案第3号 理事の選任について 可決 

 
（２）理事会 
 
 会議名 内          容 備考 

第1回理事会 議案第1号 平成30年度事業報告について 

議案第2号 平成30年度決算報告について 

議案第3号 理事の推薦について 

議案第4号 定時評議員会の招集について 

報告第1号 資産の運用について 

報告第2号 理事長及び常務理事の職務の執行状況につい 

て 

承認 

承認 

承認 

可決 

報告 

報告 

決議省略提案 議案第5号 代表理事及び業務執行理事選定について 可決 

決議省略提案 議案第6号 公益財団法人河内長野市公園緑化協会職員

給与規程の改正について 

 

 

可決 

決議省略提案 議案第7号 評議員会の開催に係る提案について 可決 

第2回理事会 議案第8号  公益財団法人河内長野市公園緑化協会財務

会計規程の改正について 

議案第9号  公益財団法人河内長野市公園緑化協会職員

給与規程の改正について 

議案第10号  規程の改正について 

議案第11号  令和2年度事業計画について 

議案第12号  令和2年度収支予算について 

議案第13号  常務理事の選定について 

報告第 3号 令和元年度補正予算の専決処分について 

報告第 4号 資産の運用について 

報告第 5号 理事長及び常務理事の職務の執行状況につ 

いて 
 

可決 
 
可決 

 

可決 

可決 

可決 

可決 

報告 

報告 

報告 

 

 

 


