
平成24年度事業報告 

 

１．緑化推進事業 

（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月、11月 

    提供施設  河内長野市役所をはじめ市内の郵便局、公民館など32施設 

    提 供 数  8,182本（寺ヶ池公園に設置した温室で栽培） 

  ②上記施設管理者を対象とした緑化研修会の開催 

    開催時期  11月 

    受 講 者  25人 

 

（２）緑化資材の提供 

  ①園芸用資材の販売 

   花壇用の花苗などを販売 

   販売点数  4,546点 

  ②リサイクル堆肥「そだちのもと」の販売 

   販売数量  7,411袋（40リットル袋） 

 

（３）緑化イベント等の開催 

  ①植木市 

   開催日  4月14日(土)、15日(日) 

   会 場  寺ヶ池公園 

   記念品引換券  1,100枚 

  ②公園イルミネーション 

   開催時期  12月1日(土)～12月25日(火)25日間 

        （12月19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5万人 

  ③音楽イベントの開催 

   開 催 日  10月28日(日) 

   開催場所  寺ヶ池公園（メインエリア） 

   来場者数  約650人 

 



（４）緑化情報の提供等 

  ①緑と公園に関する情報発信 

   ア 機関紙「公園緑化だより」の発行 

      発行時期  10月 

      発行部数  40,000部 

   イ 情報紙「みどりのまちづくり」の発行 

      発行時期  7月、10月、2月 

      発行方法  公民館等の公共施設に設置 

   ウ インターネットでの公園緑化情報の発信 

  ②緑と公園に関する学習機会の提供 

   ア 緑化相談 

    電話相談、窓口相談、現地調査等 47件 

   イ 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 

    蔵書数 約800冊 

   ウ 出張教室等の開催 

    ・11月15日(木)  三日市第５老人クラブ 受講者23人 

    ・12月 6日(木)  北貴望ヶ丘自治会 受講者10人 

   エ 緑化施設見学会 

    開 催 日  11月2日(金) 

    見学施設  宇治市植物公園 

          けいはんな記念公園 

    参 加 者  110人 

   オ みどりのシンポジウムの開催 

    開催日  2月3日(日) 

    会 場  河内長野市立市民交流センター４Ｆイベントホール 

    内 容  加我宏之（大阪府立大学大学院准教授）による基調講演とパネル  

         ディスカッション 

    来場者  113人 

 

（５）地域に根差した緑化推進事業 

  ①蝶の舞うまちづくり事業 

   ア 展示花壇の管理 

    寺ヶ池公園の一画に設けた蝶の食草、食樹、吸蜜源植物の展示園を管理 



   イ 保育園等を対象としたバタフライガーデンの普及 

    社会福祉法人天野山保育園  ハイビスカス等３種を植栽 

 

（６）地域活動団体との協働事業の推進 

  ①市民協働による緑地整備事業 

   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 

  する様々な取り組みを実施。 

    6月24日(日)、7月1日(日) 将来に植樹する苗木の挿し芽講習会 

   11月24日(土) 樹木医による樹木管理講習会 

    3月 2日(土) 管理作業用階段の作製 

    3月23日(土) サクラの苗木114本を植樹 

 

２．公園等管理事業（指定管理事業） 

（１）公園等維持管理事業 

  管理対象公園・緑地数 271箇所 

  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 開催日 会場 参加者 

山野草（セッコク・フウラン）の育て方  4月20日(金) 寺ヶ池公園 

管理事務所 

29人 

植木の手入れ（低木の刈り込み方）  6月23日(土) 〃 28人 

フラワーデザイン（タニワタリを使ったテ 

ーブルリース） 

 6月26日(火) 〃 7人 

水辺の植物の楽しみ方  7月19日(木) 〃 5人 

夏休み子供工作教室  8月27日(月) 〃 12人 

バタフライガーデンの作り方  9月21日(金) 〃 5人 

フラワーデザイン（竹の小枝を使った花の 

デザイン） 

10月23日(火) 〃 6人 

秋から冬にかけての植木の手入れ 11月 3日(土) 〃 29人 

フラワーデザイン（白樺の器に飾るプリザ 

ーブドフラワー） 

11月28日(水) 〃 20人 

ミニ門松作り教室 12月20日(木)     〃  20人 



 

 講習会 開催日 会場 参加者  

フラワーデザイン（しっくい紙と水引を使 

ったお正月用の壁掛け） 

12月21日(金) 寺ヶ池公園 

管理事務所 

13人 

フラワーデザイン（季節の花を作る贈り物）  3月21日(木) 〃 20人 

春に行う植木の手入れ  3月24日(日) 〃 26人 

 

 

  ②ふれあい花壇への助成 

   対象団体  35団体 

   花苗提供  花壇用花苗 30,612本 

   資材提供  肥料、赤玉土等 285袋 

  ③グリーンバンク事業管理業務 

   樹木移植 59本 

   圃場管理 2箇所 

  ④ボランティア活動に関する支援等 

   活動相談、資材提供、イベント連携等 

３．公共施設等の緑の一元管理事業 

（１）街路樹管理事業 

  管理対象道路箇所数 82箇所 

  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）南河内環境事業組合第２清掃工場 

（７）河内長野市営斎場 

  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） 
４（６） 

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 伐採、間伐、除伐、蔓切り5件 委託 ２（１） 

都市公園支障木伐採 伐採、間伐、枝払い、除伐、蔓切り7件 委託 ２（１） 

都市公園等樹木灌水 公園、緑地、道路18箇所 直営 ２（１） 
３（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3件 委託 ２（１） 

都市公園等砂場環境整 

備 

砂場清掃21箇所 委託 ２（１） 

都市公園等施設塗装 遊具他塗装34基 委託 ２（１） 

ベンチ設置 公園5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） 

便益施設修繕 トイレ16箇所 委託 ２（１） 

寺ヶ池公園メインエリ 

ア張芝 

張芝1,477㎡ 委託 ２（１） 

樹木植栽 公園、緑地等4箇所、植樹230本 

張芝211㎡ 

委託 ２（１） 

保護樹木に関する業務 対象樹木なし 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 

汚水槽 

委託 ２（１） 

木製ベンチ作製 ベンチ12基 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）  

市営斎場 市営斎場の除草、剪定他植物の手入れ 直営 ４（７） 

市庁舎敷地内樹木伐採 伐採8本 委託 ４（１） 

河内長野駅前樹木調査 

診断 

樹木1本 委託 ３（１） 

 

 

５．その他 

（１）評議員会 
 
 会議名 内          容 備考 

第1回定例評議員会 案件第1号 平成23年度事業報告(案)について 
案件第2号 平成23年度収支決算報告(案)について 
案件第3号 評議員選定委員会の選任(案)について 
議案第1号 監事の選任について 
議案第2号 評議員候補者の推薦について 

報告 
報告 
報告 
可決 
可決 

第1回臨時評議員会 議案第3号 理事及び監事の選任について 
案件第4号   公益財団法人移行に伴う「定款の変更(案)」 
       について 
案件第5号 公益財団法人移行に伴う「役員等の報酬及 
      び費用に関する規程」について 

案件第6号 公益財団法人への移行の申請(案)について 

可決 
報告 
 
報告 
 

報告 

第2回定例評議員会 案件第7号 規程の改正(案)について 
案件第8号 平成25年度事業計画(案)について 

案件第9号 平成25年度収支予算(案)について 

報告 
報告 

報告 
 
 （２）理事会 
 
 会議名 内          容 備考 

第1回臨時理事会 議案第1号 評議員の選任について 可決 

第1回定例理事会 議案第2号 平成23年度事業報告について 
議案第3号 平成23年度収支決算報告について 
議案第4号 評議員選定委員会委員の選任について 

議案第5号 評議員候補者の推薦について 

承認 
承認 
可決 

可決 

第2回臨時理事会 報告第1号 公益財団法人への移行後の最初の評議員の 
      選任について 
議案第6号  公益財団法人移行に伴う「定款の変更(案)」 
      について 
議案第7号 公益財団法人移行に伴う「役員等の報酬及 
      び費用に関する規程」について 

議案第8号 公益財団法人への移行の申請について 

報告 
 
可決 
 
可決 
 

可決 
 
 



 会議名 内          容 備考  

  
 

 第２回定例理事会 

 

 

 

 

 

 

議案第9号   平成24年度一般会計補正予算の専決処分 
報告について 

議案第10号 規程の改正について 
議案第11号 平成25年度事業計画について 

議案第12号 平成25年度収支予算について 

 

 

 

 

 

 

 

 

承認 

 
可決 
可決 

可決 

 

 

 


