
　　当公社は、「地域の公衆衛生、環境保全及び緑の保全、啓発に関する事業を行うこ

　とにより、住みよい生活環境の保全と向上に寄与する」ことを目的に、法令・規則・

　社会規範等の遵守のもと、次の経営理念に沿って、2021年度も事業展開をしてまいり

　ます。

　《経営理念》

　  　◎　私たちは、お客様が安全で安心して利用していただける管理運営に努めます。

 　　 ◎　私たちは、お客様の依頼に対し、迅速な対応に努めます。

　　  ◎　私たちは、お客様の目線に合わせたサービスに徹します。

Ⅱ　事業計画

　１　公益目的事業１《地域の公衆衛生と環境保全に関する事業》

　　　清潔で快適なまちづくりを念頭に、トイレ清掃やし尿等の収集などを適切に行い、

　　住みよい生活環境の保全と向上に寄与するため、厚木市民等を対象に公衆衛生の向

　　上及び環境保全に関する次の事業を実施する。

　（１）公衆トイレ清掃事業

　　　　厚木市内全域における公園施設等に設置されている公衆トイレの清掃を実施し、

　　　公衆衛生の向上に努める。

　　　　《公園、厚木バスセンター、愛甲石田駅北口広場、スポーツ広場、河川敷及び

　　　　　観光地ほか》

　（２）一般廃棄物収集運搬及び処理施設の維持管理事業

　　　ア　し尿収集運搬事業

　　　　　一般家庭、事業所及び仮設トイレ等より発生するし尿の収集を行い、収集し

　　　　たし尿は、一般廃棄物処理施設(厚木市衛生プラント)へ運搬する。収集箇所は

　　　　市街化調整区域が主であるが、市内全域に点在するため効率の良い収集計画の

　　　　もと市内の公衆衛生の保全のため実施する。なお、事業の実施にあたっては、

　　　　安全運転の徹底と安全作業を確保し、燃費等経費の節減に努めるなど環境にも

      イ　動物死骸収集運搬事業

          車両との接触等により、厚木市内で発生する犬・猫等の死骸、ペットとして

　      飼われていた動物の死骸の収集運搬を行う。

　　      収集した死骸は、市が指定する動物死体処理施設へ運搬する。

2021年度公益財団法人厚木市環境みどり公社事業計画

Ⅰ　基本方針

　　　　配慮する。
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      ウ　家庭雑排水収集運搬事業

　　      浸透桝設置者からの依頼により、家庭雑排水の収集運搬を実施する。

　　      収集した家庭雑排水は、一般廃棄物処理施設へ運搬する。

      エ　一般廃棄物処理施設維持管理事業

　　　　　収集したし尿、浄化槽汚泥及び家庭雑排水は、微生物の働きによる浄化処理

　      （標準脱窒素処理方式)により、その処理水を公共下水道へ排出する。

　　      そのため、各処理工程における水質分析等を実施し、常にし尿等の一般廃棄

　      物の適切な処理が行われているか監視を行うとともに、施設の良好な維持管理

　　　　に努める。

　　　　　なお、一般廃棄物処理施設から出るし渣等は、厚木市が指定するごみ中間処

　　　　理施設（厚木市環境センター)へ運搬する。

      オ　その他の事業

　　      台風や集中豪雨等による緊急排水処理業務を可能とする体制を確保し、厚木

　      市との協定に基づき要請を受けた際は、迅速な対応を実施する。

　（３）浄化槽清掃等事業

      ア　浄化槽清掃事業

　　      浄化槽設置者との契約により、浄化槽法の規定に基づく適正な浄化槽清掃を

　      実施する。

　　      また、浄化槽設置者に対して、清掃時期の通知や清掃を促進するパンフレッ

　      トを配付するなど、浄化槽清掃の必要性を周知していく。

　　

      イ　浄化槽保守点検事業

　　      浄化槽設置者との契約により、浄化槽法の規定に基づく適正な保守点検を実

　      施し、浄化槽機器の正常な機能を維持する。

      ウ　浄化槽修理事業

　　      浄化槽設置者からの依頼により、排水管の詰まりや浄化槽のブロア交換など

　      の簡易な修理を実施する。

　２　公益目的事業２《緑の保全と啓発に関する事業》

　　　緑豊かな安らぎと快適な生活空間を提供する公園緑地等の適正な管理を行い、そ

　　の利用を促進するとともに、緑に対する啓発に努め、住みよい生活環境の保全と向

　　上に寄与するため、厚木市民等を対象に緑の保全と啓発に関する次の事業を実施す

　　る。
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　（１）緑の保全に関する事業

　　　ア　ぼうさいの丘公園維持管理事業

　　      維持管理業務として、除草、剪定、施肥及び灌水を実施し、施設内に設置さ

　      れている機器の点検を実施するとともに、簡易な修繕を実施する。

　　      このほか、利用者へ案内や受付等を併せて実施する。

　　      また、当公園は広域避難場所と位置付けられていることから、厚木市との覚

　      書に基づき、災害時には当公社職員が初動体制を確保し、厚木市災害対策本部

　      が設置され、当公園に市職員が配備されるまでの間、避難誘導や救護活動の支

　　　　援などを自主的に実施する。

　　　      ①　施設面積　　9.4ha

　　      　②　施設内容　　【センター施設】

　　　　　　　　　　　　　      講義室Ａ・Ｂ、研修室、会議室

　　　　　　　　　　　      【その他の施設】

　　　　　　　　　　　　　      多目的広場、季節の丘、ふれあい広場、子供広場、

　　　　　　　　　　　　      展望広場、遊びの丘、野鳥の池、ミニコート、スケー

　　　　　　　　　　　　      トボード場、ふわふわドームほか

      イ　あつぎつつじの丘公園植栽管理事業

　　      植栽管理の業務として、除草、剪定、施肥、間引き及び灌水のほか、つつじ

　      の生育環境調査等を実施する。

　　　      ①　施設面積　　13.7ha

　　　      ②　施設内容　　約52,000本（７種類）のつつじ

　　　　　　　　　　　      多目的広場、展望広場、散策路ほか

      ウ　コミュニティガーデン草花育成管理事業

　　      育成管理の業務として、耕運、播種、施肥及び灌水等を実施する。

　　      ホームページでコスモスやポピーなどの開花状況を公開し、満開の時期を過

　      ぎるころには、自由に摘んでいただけるような取り組みを実施する。

　　　      ◎　市内５箇所　　総面積 3,950㎡

      エ　荻野運動公園拡張区域植生管理事業

　　      植生管理の業務として、散策路周辺の間伐、除草、倒木の整理及び巡回管理

　      等を実施する。
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　　　      ①　散策路総延長     2,378ｍ

　　　      ②　除草範囲面積　　 4,756㎡（散策路部分含まず）

      オ　相模川修景バラ花壇育成管理事業

　　　　　相模川右岸堤防道路に架かる鉄橋を境にして、上流168ｍと下流202ｍの区間

　　　　に植栽されている５種類の半つる性四季咲きバラの育成管理業務として、除草、

　　　　剪定、整枝、施肥、病害虫防除、灌水、散在塵芥処理を実施する。

　　　　　　①　施設面積　　185㎡

　　　　　　②　施設内容　　約738本（5種類）

　　　カ　剪定枝等のリサイクル推進事業

　　　　　緑の保全に関する事業によって発生する剪定枝や刈草、また市内から回収さ

　　　　れた剪定枝等を原料とする堆肥の生産並びに販売することにより、地球温暖化

　　　　防止に寄与する。

　　　      ◎　堆肥の生産・販売　　５Kg（1,800袋）、10㎏（500袋）

　（２）緑の啓発等に関する事業

      ア　緑の講座等の開催

　　　　　厚木市民等を対象に自然をテーマとした花や緑を感じることが出来る講座等

　      を開催する。

　　　　　講座等の内容については、毎回、参加者によるアンケート調査の結果を参考

　　　　にしながらテーマを決め、身近なものから専門的な分野まで幅広く取り上げる

　　　　ことにより魅力あるものとする。

　　　      《開催日程》

№ 内　　　容開催日

2021年６月３日（木）
ラベンター等の４種類の夏の花を
寄せ植えして花を楽しむ

2021年９月18日（土）
秋のお花でオシャレなインテリア
を作り、家庭で楽しむ

2021年９月25日（土）
根付きの植物を花束のように組み
合わせて植込む技法を学ぶ

2021年10月７日（木）
冬春に向けた花の苗の選び方や花
壇をきれいに保つための管理方法
等について学ぶ

2021年10月13日（水）
2021年10月20日（水）
2021年10月27日（水）

東京農業大学の教授を講師に招
き、緑に関連する講座を行う

1
夏の花係2021
～花の寄せ植え体験～

2 秋のスワッグを作ろう

講座等の名称

3 秋を彩る寄せ植え体験

5 緑の講座

冬春花壇を作ろう4

4



      イ　緑のまつりへの参画

　　　    緑のまつりへ参画し、緑の啓発に努める。

　　　      《開 催 日》　2021年５月８日（土）・９ 日（日）

　　　      《参画内容》　子供たちを対象に間伐材によるアートクラフトを楽しんで

　　　　　　　　      　もらう。また、剪定等のリサイクル推進事業によって生産し

　　　　　　　　      　た堆肥の販売を行う。

      ウ　イベントの開催

　　　　　ぼうさいの丘公園では、公園利用者にとって魅力のある空間を提供するため、

　　　　既存の公園施設を活かしたイベントを開催することで公園の活性化を図ってい

　　　　く。

　　　　　　◎　鮎のつかみどりinぼうさいの丘公園

　　　      《開 催 日》　2021年８月13日（金）

　　　      《開催内容》　ぼうさいの丘公園にある「あそびの池」に大きく育った鮎

　　　　　　　　　　　　を放ち、小学生以下を対象に鮎のつかみどりを開催し、夏休

　　　　　　　　　　　　みの楽しい思いでとして残るイベントを実施する。

　　　　　　◎　Aloha E Komo Maiぼうさいの丘公園!2021

　　　      《開 催 日》　2021年８月28日（土）

　　　      《開催内容》　ぼうさいの丘公園内「ふれあい広場」の芝生の上で、市内

　　　　　　　　　　　　外のフラダンスチームへ発表の場を提供し、出演者・来園者

　　　　　　　　　　　　に楽しんでいただけるイベントを実施する。

　　　　　　◎冬のリユースイルミネーション

　　　      《開催期間》　2021年11月26日（金）～2022年１月14日（金）

　　　      《開催内容》　冬の風物詩として、市民から寄せられたＬＥＤイルミネー

　　　　　　　　　　　　ションをリユースすることで、ぼうさいの丘公園西側入口付

　　　　　　　　　　　　近の樹木等に飾付けをして来園者等に楽しんでもらう。

6 果樹剪定講座 2021年11月13日（土）

2021年11月27日（土）
プリザーブドフラワーでお正月の
花飾りを作り、家庭で楽しむ

2022年２月11日（金）
2022年２月19日（土）

春の庭木の手入れ方法や花木の剪
定を学ぶ

2022年３月17日（木）
夏秋に向けた花の苗の選び方や花
壇をきれいに保つための管理方法
等について学ぶ
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9 夏秋花壇を作ろう

緑の講習会

お正月のプリザーブドフ
ラワー教室

8

小町緑地において、果樹の剪定方
法を学ぶ
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　３　収益事業《駐車場、仮設トイレ賃貸に関する事業》

　　　収益事業は、その利益を公益目的事業の推進や経営基盤の強化に資することを目

　　的とし、商店街等への利用者に対する利便性を確保した駐車場の管理運営並びに公

　　衆衛生の確保を図るため、次の事業を実施する。

　（１）駐車場管理運営事業

　　　　中町立体駐車場では、中心市街地にある駐車場の立地条件を活かし、周辺の商

　　　店街に駐車場の利用促進を図るとともに、利用者に対するサービスの向上と安全

　　　で安心して利用しやすい駐車場の管理運営を目指す。

　　　　また、施設の適切な保全を考慮したリニューアルを実施していく。

≪駐車場建物内≫

　　　　　①　収容台数　　550台

　　　　　②　構 造 等    鉄骨耐火被覆造　５階建６層

≪屋外バイク定期駐車場≫

　　　　　　　収容台数  　12台

≪屋外原付バイク定期駐車場≫

　　　　　　　収容台数　  50台

　（２）仮設トイレ賃貸事業

　　　　スポーツ広場、河川敷及び市内で開催されるイベントや工事施工業者などに簡

　　　易水洗式仮設トイレを賃貸し、迅速な対応を心がけ、設置・撤去のほか、定期的

　　　な清掃、薬品及びトイレットペーパーの補充など実施する。

　　　　　◎　保有基数　　102基　

　　　　　◎　型　　式　　和式（81基）、洋式（19基）、身障者用（１基）

　　　　　　　　　　　　　小便用（１基）
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