
平成20年度事業報告 

 

１．緑化事業 

（１）地域施設の緑化支援 

  ①地域の公共的な施設に花壇用の花苗を提供 

    提供時期  5～6月、12月 

   提供施設  河内長野市内の警察署、郵便局、公民館など33施設 

    提 供 数  8,060本（寺ヶ池公園に設置した温室で栽培） 

②学校、保育園等の公共的な施設を対象として緑化研修会を開催 

  開催日  平成20年8月28日 

  会 場  寺ヶ池公園管理事務所棟 

  参加者  11名 

 

（２）緑化資材の提供 

①園芸用資材の販売 

  花壇用の花苗、植木鉢、園芸用の小物などを販売 

  販売点数  3,877点 

②リサイクル堆肥「そだちのもと」の販売 

  販売数量  9,097袋（40リットル袋） 

 

（３）緑化イベントの開催 

①植木市 

  開催日  平成20年4月26日、27日 

  会 場  寺ヶ池公園 

  記念品引換券  1,347枚 

②講演会 

  開催日  平成21年2月28日 

  会 場  河内長野市立文化会館ラブリーホール 

  演 題  緑と花の街を目指して ～花づくり、ここにコツあり～ 

  演 者  江尻光一 



  参加者  180名 

③講習会へ講師派遣 

  環境ボランティア養成講座「みんなで花作り」第1回 

   開催日  平成20年11月27日 

   会 場  寺ヶ池公園 

  環境ボランティア養成講座「みんなで花作り」第2回 

   開催日  平成20年12月2日 

   会 場  千代田公民館 

④緑化施設見学会 

  開 催 日  平成20年11月18日 

  見学施設  神戸花鳥園、神戸市立森林植物園 

  参 加 者  113名 

 

（４）緑化情報の提供 

①機関紙「公園緑化だより」の発行 

  発行時期  10月 

  発行部数  43,000部 

②インターネットでの公園緑化情報の発信 

③緑化相談 

  電話相談、窓口相談、現地調査  29件 

④公園緑化文庫の運営 

  寺ヶ池公園管理事務所に公園、緑化関係の図書を設置 

 

（５）公園愛護啓発事業 

  ①公園イルミネーション 

    開催時期  12月1日～12月25日（24日間） 

         （12月17日はライトダウンキャンペーンに協力） 

    開催場所  寺ヶ池公園（メインエリア） 

    来場者数  約53,900人 

 



（６）その他 

①緑化募金 

②公園緑化意識の調査 

  公園利用状況のアンケート調査 

  調査期間  平成21年2月10日～3月10日 

  調査対象  ロジェ長野488団地自治会（488世帯） 

  回 答 数  271件 

③どんぐり銀行の窓口業務 

  預入時期  10月～11月 

  預入数量  20,939個 

  発行通帳  55冊 

  ④中学生職場体験学習の受け入れ 

    受入時期  10月、2月 

    受入人数  7人 

  ⑤環境への取り組み 

公園イルミネーションの電力の消費により排出される二酸化炭素について、

その二酸化炭素排出量を吸収可能な樹木を植樹 

    植栽樹木  コハウチワカエデ 1本 

    植栽場所  寺ヶ池公園 

    看板設置  1基 

  ⑥河内長野市民まつりでパネル展示 

    開催日  平成20年5月11日 

    会 場  寺ヶ池公園 

 

２．公園管理事業 

（１）維持管理業務 

  業務一覧 

 

（２）緑化推進業務 

①緑化意識啓発業務 



 ・講習会の開催 

   講習会「オレンジを使った花のポマンダー」 

    開催日  平成20年9月25日 

    会 場  寺ヶ池公園管理事務所棟 

    参加者  20名 

   講習会「秋冬のテーブルフラワー」 

    開催日  平成20年10月21日 

    会 場  寺ヶ池公園管理事務所棟 

    参加者  20名 

   講習会「小さな花の押し花」 

    開催日  平成20年10月23日 

    会 場  寺ヶ池公園 

    参加者  19名 

   講習会「楽しもうバラいっぱいフラワーアレンジメント」 

    開催日  平成20年11月20日 

    会 場  寺ヶ池公園管理事務所棟 

    参加者  20名 

   講習会「門松風の寄せ植え」 

    開催日  平成20年12月16日 

    会 場  寺ヶ池公園管理事務所棟 

    参加者  20名 

   講習会「ミニ門松作り」 

    開催日  平成20年12月18日 

    会 場  寺ヶ池公園管理事務所棟 

    参加者  20名 

   講習会「トレンドカラーを使ったプリザーブドフラワーアレンジメント」 

    開催日  平成21年2月25日 

    会 場  寺ヶ池公園管理事務所棟 

    参加者  20名 

 ・ふれあい花壇への助成 



   対象団体  28団体 

   花苗提供  花壇用花苗 23,570本 

   資材提供  肥料、腐葉土等 210袋 

 ・花の種の配布 

あさがお、コスモス、マリーゴールド、百日草、ナデシコ、矢車草、金盞

花、カスミソウ、鶏頭、松葉牡丹、貝細工 

 ・緑化啓発パンフレットの配布 

「寺ヶ池公園案内マップ」、「緑のガイドブック」、「花と緑の相談室」、「楽

しいコンテナガーデン」、「こんな花や緑を育てたい」、「つる植物園芸読本」 

②グリーンバンク移植及び管理業務 

  樹木移植  7件 

  圃場管理  2箇所 

③ボランティア活動に関する業務 

  活動相談、資材提供 

 

（３）公園利用管理業務 

 公園施設使用の受付、許可、使用料徴収  625件 

 

３．街路樹管理事業 

（１）河内長野市市道 

  業務一覧 

 

４．公共施設植物管理事業 

（１）河内長野市役所庁舎 

（２）河内長野市民交流センター（キックス） 

（３）河内長野市営住宅 

（４）河内長野市衛生処理場 

（５）河内長野市立文化会館（ラブリーホール） 

（６）南河内清掃施設組合第二清掃工場 

  業務一覧 



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、文化会館、第２清

掃工場、衛生処理場、市庁舎の剪定、刈

り込み、除草、薬剤散布他植物の手入れ 

委託 ２（１） 

３（１） 

４（１） 

４（４） 

４（５） 

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 ２（１） 

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 

２（１） 

 

都市公園樹林管理 伐採、間伐、枝払い、除伐、蔓切り8件 委託 ２（１） 

都市公園支障木伐採 伐採、間伐、枝払い8件 委託 ２（１） 

都市公園等樹木灌水 公園、緑地10箇所、道路6箇所 直営 ２（１） 

駅前花壇管理 河内長野駅前、千代田駅前 委託 ２（１） 

公共施設植物管理リサ

イクル 

植物管理業務で発生する刈草、剪定枝の

破砕処理、堆肥加工 

委託 ２（１） 

都市公園等薬剤散布 樹木の害虫駆除8件 委託 ２（１） 

都市公園等砂場環境整

備 

砂場清掃19箇所 委託 ２（１） 

都市公園等施設塗装 遊具塗装29基 委託 ２（１） 

ベンチ設置 公園7箇所、ベンチ12基 委託 ２（１） 

寺ヶ池公園噴水設備維

持管理 

噴水設備5箇所 委託 ２（１） 

緑化樹植栽 公園、緑地等6箇所、植樹58本 委託 ２（１） 

花菖蒲園整備 土壌改良 委託 ２（１） 

保護樹木に関する業務 看板設置1件 委託 ２（１） 

寺ヶ池公園管理事務所

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 ２（１） 

市民交流センター植物

管理 

市民交流センターの除草、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（３） 

第２清掃工場内造園管

理 

第２清掃工場の除草、刈り込み他植物の

手入れ 

直営 ４（６） 

 



５．その他 

（１）評議員会 

会議名 内容 備考 

第1回臨時評議員会 

（5月13日） 

議案第1号 理事及び監事の選任について 可決 

第１回定例評議員会 

（6月20日） 

案件第1号 平成19年度事業報告（案）について 

案件第2号 平成19年度収支決算報告（案）について 

報告 

報告 

第２回定例評議員会 

（3月26日） 

案件第3号 平成21年度事業計画（案）について 

案件第4号 平成21年度収支予算（案）について 

案件第5号 規程の改正（案）について 

報告 

報告 

報告 

 

（２）理事会 

会議名 内容 備考 

第１回定例理事会 

（6月20日） 

議案第1号 評議員の選任について 

議案第2号 平成19年度事業報告について 

議案第3号 平成19年度収支決算報告について 

可決 

承認 

承認 

第1回臨時理事会 

（7月9日） 

議案第4号 評議員の選任について 可決 

第２回定例理事会 

（3月26日） 

議案第5号 平成20年度一般会計補正予算の専決処分

報告について 

議案第6号 平成21年度事業計画について 

議案第7号 平成21年度収支予算について 

議案第8号 規程の改正について 

議案第9号 評議員の選任について 

承認 

 

可決 

可決 

可決 

可決 

 

 

 

 


