
平成２４年度事業報告 

１．事業概要 

（１）緑化推進・普及啓発事業 

①「緑とふれあい桜まつり」開催 

・開催年月日  平成２４年４月７日（土） 

・開催場所   ふれあい広場 

・事業内容 

ア 花見茶会。１席１００円でお抹茶、お茶菓子、銘々皿を提供。 

   イ 協会で育成したテルスターの花苗の販売。 

ウ 来場者先着３００名に花の種子のプレゼント。 

エ 来場者先着１００名に堆肥の無料配布。 

オ イベント前後１週間の平成２４年３月３１日から４月１４日まで、ふ 

れあい広場堤防を提燈でライトアップ。 

 

②花いっぱい運動の推進 

・４月テルスター３，２３０株、６月サルビア・マリーゴールド６，９６０株、 

１１月パンジー・ビオラ・葉ボタン４，５５９株の花苗を市内公共施設約５ 

０箇所に配付。 

      ・ふれあい広場堤防・州見台公園に春は菜の花、夏にヒマワリ、秋にコスモス 

の回廊を造成。 

   ・木津川市夏祭り実行委員会が主催する平成２４年 7月２８日開催の木津川市 

夏祭り会場において、ヒマワリの花苗を先着５００名にプレゼント。 

 

③都市緑化推進運動ポスター（絵画）コンクールの実施 

・緑化活動の推進、普及啓発を図るため、「緑の自然を大切に」「花いっぱいの 

まちに」のテーマで、市内小・中学生を対象にポスターコンクールを実施。 

・応募総数８２２名（小学生４９９名、中学生３２３名）があり、平成２４年

１１月１４日～２１日まで、木津中央図書館展示室にて優秀作品２６点を展

示（各部門、市長賞１点、教育長賞１点、理事長賞１点、入選５点、佳作５

点）。 

 

④園芸教室の開催 

・開催年月日  平成２４年 ６月２６日（火） 

平成２４年１２月２０日（木） 

・開催場所   緑化協会会議室 

・受講人数   １４名 

１５名 
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・内  容   水辺の植物を使った涼しげな寄せ植え 

迎春向け寄せ植え 

・受 講 料   各２，０００円 

 

 ⑤緑化友の会の活動の充実 

・公園、緑地、広場の清掃作業 

  ふれあい広場、兜谷公園、大里公園、土師山公園、音浄ヶ谷公園、木津川 

  台公園、州見台公園の清掃作業（ゴミ収集、トイレ清掃、花壇の手入れ等） 

  を週２回実施。 

  上人ケ平公園の清掃作業（ゴミ収集、トイレ清掃）を週１回実施。 

・公園、緑地、広場の除草作業 

ふれあい広場等の公園、鹿川堤防敷の桜並木の除草作業の実施。 

・公園、緑地、広場の間伐作業 

ふれあい広場等の公園の間伐作業の実施。 

・公園等の花づくり作業 

春はテルスター、夏にサルビア・マリーゴールド・ヒマワリ、秋はコスモ 

ス、冬にパンジー・ビオラ・葉ボタン・菜の花の播種等四季折々の花の育 

成及び各公園に花壇づくり。 

   ・ふれあい農園の除草及び農地整地作業 

     畦畔及び通路の除草。ゴミ処理。新規利用区画の農地耕運等。 

   ・雑草堆肥化作業 

     公園で除草した草をチップ処理、切り返し作業を行い、堆肥づくり。 

 

（２）受託事業 

①公園緑地維持管理事業 

・都市公園・緑地・堰堤緑地１３箇所の維持管理 

ア ふれあい広場、兜谷公園、大里公園、土師山公園、音浄ヶ谷公園及び 

緑地、木津川台公園、州見台公園、梅美台公園、曽根山大・小緑地、渋 

谷川堰堤緑地及び鹿川堰堤桜並木の維持管理を受託し、公園内の清掃

（トイレ清掃、ゴミ収集等）を毎週２回、除草作業を年３回、樹木の剪

定等の作業を年１回及び花壇の管理等を実施。 

イ 上人ケ平公園のトイレ清掃、ゴミ収集等を実施（毎週１回）。 

ウ ふれあい広場竹林の施肥、間引き等の管理作業の実施。 

 

②ふれあい農園管理運営事業 

・農園の管理、運営 

ア １９３区画の管理、運営の実施 

 イ 平成２５年度空区画（４０区画）について、市広報（２月号）に掲載し 
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募集した結果３２名の申込者があり、木津川市農政課担当者立会いのも 

と抽選を行い、新規利用者を決定。また、区画数に満たなかったため追 

加募集を実施し募集した結果、募集区画８区画に対し２２名の申込者が 

あり、木津川市農政課担当者立会いのもと抽選を行い、新規利用者を決 

定。なお、まだ区画数に満たなかったため再度募集を実施し募集した結 

果、１名の応募があり新規利用者を決定。 

ウ １９３区画の利用者に使用料納入通知書を送付。 

エ 畦畔や農地周辺の除草を緑化友の会会員の協力を得て、年３回除草作業 

及びゴミ処理を実施。また、４月には新規利用区画の農地耕運及び整地 

作業。 

    オ 木津川市雑草堆肥化事業で出来た堆肥及びマサ土の運搬。 

・作物栽培講習会の開催 

ア 開催年月日  平成２４年４月２８日（土） 

平成２４年８月２５日（土） 

      開催場所   リサイクル研修ステーション会議室 

             ふれあい農園（中体東側農園） 

      受講人数   延べ３３名 

内  容   ＪＡ京都やましろ地域相談員、ＪＡ京都やましろ営農指 

導員、ふれあい農園栽培指導員を講師に招き、土壌づく 

り、栽培技術や害虫防除の方法等についての講習会を実 

施。また、現地において作物の状態や土壌を見て、現地 

指導を実施。 

 

  ③木津川市雑草堆肥化事業 

   ・雑草堆肥化作業 

ア 木津川市が公園・河川等で除草した草をチップにし、堆肥化処理を行い、 

  堆肥の作成。 

イ 市広報に掲載し、出来上がった堆肥を希望者に木津中央体育館裏にて年 

７回無料配布やイベント開催時に無料配布。また、木津川市アダプト事 

業及び小学校や保育園、ふれあい農園利用者に提供。 
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２．役員会等の開催 

（１）理事会及び評議員会 

会議名 開 催 日 審 議 事 項 

 

理事会 
 

平成 24年 5月 25日 
第 1号議案 平成 23年度事業報告及び決算報

告書について 

第 2号議案 定時評議員会の日時及び場所、目

的である事項について 

 

評議員会 
 

平成 24年 6月 11日 
第 1号議案 平成 23年度事業報告及び決算報

告書について 

第 2号議案 理事の選任について 

臨時 

理事会 
平成 24年 6月 15日 

第 1号議案 理事長及び副理事長の選定につい

て 
 

理事会 
 

平成 25年 3月 7日 
第 1号議案 平成 24年度補正予算（案）につ

いて 

第 2号議案 平成 25年度事業計画（案）及び

収支予算（案）について 

第 3号議案 評議員会の日時及び場所、目的で

ある事項について 
 

評議員会 
 

平成 25年 3月 19日 
第 1号議案 平成 24年度補正予算（案）につ

いて 

第 2号議案 平成 25年度事業計画（案）及び 

      収支予算（案）について 

第 3号議案 監事の補欠選任について 

 

（２）会計監査 

会議名 開 催 日 監 査 内 容 

監査 平成 24年 5月 17日 
平成 23年度事業報告書及び決算報告書に関する

財務諸表並びに関係証憑書類審査 

 

３．行事、会議への出席、出張等 

会議等の名称 開 催 日 場   所 

緑とふれあい桜まつり 平成 24年 4月 7日 ふれあい広場 

緑化友の会総会 平成 24年 4月 26日 
リサイクル研修ステーショ

ン会議室 

ふれあい農園栽培講習会 
平成 24年 4月 28日 

平成 24年 8月 25日 

リサイクル研修ステーショ

ン会議室 

ふれあい農園（中体東側農

園） 
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会議等の名称 開 催 日 場   所 

木津川市夏祭り実行委員会 
平成 24年 5月 29日 

平成 24年 7月 2日 
木津川市役所会議室 

緑化友の会視察研修会 平成 24年 6月 20日 
比叡山延暦寺 

京都府立植物園 

園芸教室 
平成 24年 6月 26日 

平成 24年 12月 20日 
緑化協会会議室 

木津川市夏祭り 平成 24年７月 28日 木津グラウンド 

ポスターコンクール審査会 
平成 24年 10月 4日 

平成 24年 10月 9日 
緑化協会会議室 

木津川市緑の基本計画策定

委員会 

平成 24年 11月 21日 

平成 25年 3月 27日 
木津川市役所会議室 

木津川市制施行５周年記念 

桜の木記念植樹事業 
平成 25年 2月 23日 木津城址公園 

ふれあい農園新規申込者抽

選会 

平成 25年 3月 8日 

平成 25年 3月 22日 
緑化協会会議室 
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