Ⅰ
１

平成２７年度業務執行状況

会議等の開催
ア

理事会の開催

≪平成２７年度第１回理事会≫
平成２７年６月３日午前１０時、東コミュニティーセンター会議室に
おいて開催し、次の事項について可決または承認しました。
第１号議案 平成２６年度事業報告について
第２号議案
第３号議案

平成２６年度決算について
平成２７年度定時評議員会の招集について

≪平成２７年度第２回理事会≫
平成２７年６月２４日午前１０時、東コミュニティーセンター会議室
において開催し、次の事項について可決しました。
第４号議案 役付理事の互選について
≪平成２７年度第３回理事会≫
平成２７年１１月２０日午前１０時、京都府中丹広域振興局
議室に置いて開催し、次の事項について審議しました。
第５号議案 職務執行状況の報告について

第一会

≪平成２７年度第４回理事会≫
平成２８年３月４日午前１０時、京都府中丹広域振興局 第一会議室
に置いて開催し、次の事項について可決または承認しました。
第６号議案 平成２８年度事業計画について
第７号議案 平成２８年度収支予算について

イ

評議員会の開催

≪平成２７年度定時評議員会≫
平成２７年６月２３日午後２時、東コミュニティーセンター会議室に
おいて開催し、次の事項について可決または承認しました。
① 議長の選出
② 議事録署名人の選出
③ 議 事
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ウ

第１号議案
第２号議案
第３号議案

平成２６年度事業報告について
平成２６年度決算について
役員の選任について

第４号議案

評議員の選任について

監査の実施

≪平成２６年度に関する監査≫
平成２７年５月２１日９時３０分、当公社事務所において、平成２６
年度事業及び決算に関して監査を実施しました。
≪平成２７年度上半期に関する監査≫
平成２７年１１月１２日１０時、当公社事務所において、平成２７
年度上半期事業及び決算に関して監査を実施しました。

２

事業の実施

公益財団法人舞鶴市花と緑の公社は、公園や公共施設及び民有地において、
市民と協力のもと、緑化の促進や自然環境の保全を行い、その普及啓発を行う
ことにより、豊かな花と緑に彩られた美しいまちづくりを推進し、市民の健全
な心身の育成と快適な生活環境づくりに寄与するため、平成２７年度において、
以下の事業を実施しました。

（１）

公益目的事業

ア 民有地緑化支援事業
（ア）出前講座の実施
各団体等の要請を受け、出前講座を実施しました。
４月１７日 春の寄せ植え教室（城南会館）
６月

２０人

１日

文化園の四季についての講演
アジサイの挿し木教室（文庫山学園） ７２人
６月２６日 夏の寄せ植え教室（まちづくりサポートくらぶ）
９人
７月１５日 ツツジ剪定講習会（三笠小学校）
５人
７月２１日

夏のハンギングバスケット教室（城南会館）
１３人
１１月２５日 寄せ植え教室（まいづるファミリーサポートセン
ター）
２３人
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１１月２９日
１２月 ９日
１２月１８日

寄せ植え教室（鹿原婦人サークル）
寄せ植え教室（JA 女性部）
寄せ植え教室（城南会館）

１２人
２４人
２０人

（イ）緑化推進 PR 冊子等の配布
イベントや各種講習会等の機会に、花木の育て方や緑化推進に関
する冊子を配布し、民有地緑化推進啓発に努めました。
１５事業

４種類

４８４冊

（ウ）花木苗等の配布
展示会やイベント等にあわせ、花の種や苗、緑化木等を配布して、
民有地の緑化支援に努めました。
・ツバキ展期間中（平成２７年度内）
花の種 ３２０人
・ツバキ展イベント（4/18）
ツバキ挿し木苗１００人 リサイクル堆肥１００人
・春の山野草展期間中（5/16～5/24）
花の種
・アジサイまつりイベント（6/13・14）

５００人

アジサイ挿し木苗２００人
・秋の山野草展期間中（9/12～9/20）
花の種 ３００人
・その他講習会・イベント等
花の種 ２，０５９人
リサイクル堆肥３０人
さらに、農村環境保全活動を行う自治組織に、景観植栽の為の挿
し木苗を提供しました。
・５月 ３日
アジサイ挿し木苗
３０本
・５月２２日
アジサイ挿し木苗
３０本
・７月２３日
アジサイ挿し木苗
５０本
イ

緑のリサイクル事業
資源の循環型システムの構築を目的とする緑のリサイクル事業とし
て、次の事業を行いました。
（ア）ゴミの減量化・資源化による循環型システムの構築を目的として
公園等から発生した木屑（剪定枝など）をチップ化し、リサイクル
堆肥の製造に取り組み、花壇や育苗のほか、カブトムシの繁殖施設等
に使用しました。
また、伐採した樹木の一部を各小学校が行うキャンプファイヤー
の用材として提供しました。
（イ）公園内等の除草作業で発生した雑草を堆肥化し、公共施設の花壇
に使用しました。
（ウ）まいづる環境市民会議の「みどりのカーテンプロジェクト」にリ
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サイクル堆肥の提供を行いました。（６月２日・４００㎏）
（エ）イベント等の来場者や花のあるまちづくり事業（ハンギングバス
ケット作り）参加者へリサイクル堆肥の配布を行うとともに、希望
する市民や団体には有償で提供しました。

ウ

緑化普及啓発事業
緑化普及啓発を図るために次の事業を行いました。
（ア） 各種展示会の開催
市民や市民団体及び関係機関と連携しながら、各種展示会を実施し、
来場者数は２９，９３７人でした。
・ツバキまつり （平成 27 年度開催期間）
・春の山野草展
５月１６日～５月２４日
・アジサイまつり ６月１３日～７月１２日
・秋の山野草展
・紅葉展

４，１０２人
７６５人
２３，８９８人

９月１２日～９月２０日
１１月２１日～１１月２９日

３９３人
７７９人

（イ）

「花と緑」の情報発信
ホームページ、広報まいづる、FM 放送、情報誌等により、舞鶴
自然文化園を中心とした展示会、イベント、講習会や「花と緑」に
関する情報発信を行いました。
さらに、舞鶴観光協会の協力のもと「第１２回 舞鶴自然文化園
の四季写真展」を紅葉展と併行して開催しました。
（11 月 21 日～11
月 29 日 応募総数 ３７人・９１作品）
入選の１２作品については、西支所ロビーにて展示しました。
（12
月 1 日～12 月 13 日）

また、入選作品を中心にしたカレンダーを作成し、公共施設や観
光施設等に配布するとともに、一部を有償提供とし、自然と文化園
の魅力を広く紹介しました。
（ウ） 各種講習会の実施
市民を対象として、各種講習会を実施しました。
・４月 ４日 ツバキ接ぎ木教室
・６月１３日 剪定講習会
・７月２５日 アジサイ剪定体験会
・１２月５日 寄せ植え教室

１８人
１７人
８人
３０人

・３月 ５日 つるかご教室
８人
エ 貴重希少種保存事業
国内外から収集された、原種をはじめとする貴重なツバキや、貴重動
植物の維持保存や環境保護に努めました。
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（ア）ツバキの原種や希少種の適正な維持保存管理を行いました。
（イ）舞鶴自然文化園内において、絶滅危惧種「オオキンレイカ」の
維持保存管理を行いました。
（ウ）舞鶴自然文化園の適切な維持管理を行い、貴重動植物の生態系保
護に努めました。
オ

自然体験活動事業
（ア） 自然体験活動の支援
小学校等の自然学習や自然体験活動の支援を行い、挿し木講習を実
施して、植物育成の学習の支援をしました。
また、舞鶴自然文化園の施設を利用した各種団体の主催する自然
とふれあう行事や自然観察活動を支援しました。
（イ） 自然とのふれあいプログラムの実施
各種自然活動団体の協力のもと、自然とふれあい、恵みを実感で
きるプログラムを実施しました。
５月１６日 バードウォッチング

１１人

５月２４日
８月 １日
８月 ８日
１０月１７日

１７人
２２人
３３人
３３人

自然観察会（山野草観察・採取）
ツリークライミング
夏の星空観察会
秋の星空観察会

（ウ）
ａ
ｂ

自然とのふれあいプログラムの実施と充実のための環境整備
カブトムシの産卵場所を設置しました。 （７月１３日完成）
天体望遠鏡常設のための格納庫を設置しました。
（７月１５日完成）
ｃ アサギマダラの飛来を図るため、市民から提供を受けたフジ
バカマを移植しました。

カ

（７月２３日完成）

花のあるまちづくり事業
市内の公園、街路、広場等に、四季折々の花で潤いのあるまちづ
くり事業を推進しました。
（ア）花壇・ハンギングバスケット等の維持管理等
ａ 花壇の植え替え、維持管理（公園・公共施設１２カ所）
・春と秋の植え替え作業
・維持管理作業（花がら摘み・除草・消毒・切り戻し・施肥等）
＊JR 西舞鶴駅東口の花壇の植え替えは、幼稚園児の皆さんの
ご協力により実施しました。
春の植え替え
５月１９日 ３幼稚園 １４１人
秋の植え替え １０月２０日 ２幼稚園
６３人
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ｂ

ハンギングバスケットの植替え、維持管理（公共施設１０カ所）
・春と秋の植え替え作業
・維持管理作業（花がら摘み・切り戻し・施肥等）
＊春・秋の植え替えについては、市民の皆様のご参加を得て
実施し、駅前などに設置しました。
春の植え替え
６月２７日
２５人（一人２基）
秋の植え替え １１月２１日
２５人（
〃
）

ｃ

プランターの植替え、維持管理（公共施設４カ所）
・春と秋の植え替え作業
・維持管理作業（花がら摘み・切り戻し・施肥等）
ｄ 舞鶴市文化事業団から委託を受け、花壇の管理を行いました。
（１カ所）
（イ）プランター等の貸出
公社作製のプランター等を公共団体及び市内で開催されるイベ
ント等に貸出しました。
・９月２５日～１０月１３日
オープン・平和祈念式典
・１０月９日～１０月１３日

舞鶴引揚記念館

リニューアル

プランター
２８基
赤レンガハーフマラソン
プランター
５０基

キ 高齢者・障害者支援事業
高齢者・障害のある人への支援事業として、都市公園や花壇の維持
管理を行いました。
（ア） 公園、広場の日常の清掃や除草業務を地元老人会や高齢者団
体等に依頼しました。
（イ）

市内の障害のある人を受け入れる社会福祉法人に公園の除草
業務等を依頼しました。
また、椿油精製のため、舞鶴自然文化園内の椿の実(種子)の採
取作業を同様の社会福祉法人に依頼しました。

＊都市公園や緑地・広場を、市民の憩いの場、自然とのふれあいの場、
レクリエーションの場として快適に利用できるよう、適切な維持管理
及び運営を行いました。
・都市公園管理
舞鶴市の指定管理者として、都市公園１箇所
・維持管理受託
舞鶴市からの受託として、都市公園１６箇所、緑地２箇所
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（２）

収益事業

ア

販売事業
花木苗や椿油及び、ツバキ展・アジサイ展における関連商品等
の販売を行いました。

イ

喫茶店事業
舞鶴自然文化園内において、来園者のサービスの一環として、
喫茶店の営業を行いました。

３

事業報告附属明細書
１

記載事項はありません。
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