
事  業  報  告  書

１　事業の概要

    公益目的事業では、公社の目的である「地域の公衆衛生と環境保全に関する事業」と

　「緑の保全と啓発に関する事業」を実施し、不特定多数の利益の増進に寄与しました。

　　収益事業では、「駐車場、仮設トイレ賃貸等に関する事業」を実施し、収益を上げる

  ことで、公益目的事業の推進や経営基盤の強化に努めました。 

        厚木市内に設置されている公衆トイレの清掃を実施し、清潔で綺麗な公衆トイレ

      の維持管理に努め、駅周辺の公衆トイレには職員が育てた観葉植物の小鉢を飾るな

　　特に、「緑の保全と啓発に関する事業」における講座の開催については、受講者のア

　ンケート結果を参考にして新たな講座を追加したことにより、受講対象者の年齢層を広

　げることができました。更に、ぼうさいの丘公園では、「鮎のつかみどりinぼうさいの

２　事業の内容

（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》

      公益目的事業１として、清潔で快適なまちづくりを念頭に、公衆トイレ清掃やし尿

    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しました。

     

　丘公園」を新規事業として開催したり、ＬＥＤイルミネーションをクリスマスの時期に

  　ア　公１－１　公衆トイレ清掃事業

　園内の樹木に飾り付けることで公園の新たな魅力を発信しました。

　　  衆衛生の向上が図られ、生活環境の保全に努めることができました。

　　　　更に８月には、厚木市衛生プラントの周知を目的に、市民を対象に施設見学会を

　　　実施し、快適な環境を維持するための施設について理解を深めていただきました。

      ど、利用者目線に立った公衆衛生の向上に取り組みました。

　　　　特に、排水管の詰りによるトラブルが発生した場合には、利用者に不便を掛けな

　　　いよう、公社ならではのメリットを十分に発揮し、バキューム車を使用して早急に

　　　詰りの解消に努めました。

  　イ　公１－２　一般廃棄物収集運搬及び処理施設の維持管理事業

        一般廃棄物収集運搬業の許可に基づき、し尿や家庭雑排水のくみ取りのほか動物

　　  死骸の収集運搬を衛生的に実施しました。

　　　　一般廃棄物処理施設（厚木市衛生プラント）では、適正な維持管理に努め、くみ

　　　取ったし尿等を衛生的に処理し、この処理施設から出るし渣等をごみ中間処理施設

　　　（厚木市環境センター）へ運搬する事業も滞りなく実施しました。

　　　　このように、収集から処理までの一貫した事業を実施することにより、市民等か

      らのくみ取り要請に対して、迅速かつ柔軟な対応ができ、市民サービスの確保、公
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　　　指導を受けながら適正な維持管理に努めました。

　　　　また、未耕地にポピーやコスモスの花を咲かせる「コミュニティガーデン草花育

　　　成管理」、山林にある散策路の維持管理及び散策路周辺の樹木管理を行う「荻野運

      動公園拡張区域植生管理」を実施し、緑の保全に努めました。

　　　することを目的にチューリップや向日葵、コキアを植栽したほか、クリスマスの時

　　　期には市民から寄せられたＬＥＤのイルミネーションを園内の樹木に飾り付けをし

　　　て、夜の公園をイメージアップいたしました。

  　ウ　公１－３　浄化槽清掃等事業

      内の公園施設の維持管理、相模川右岸堤防道路沿いに設置された修景バラの花壇育

      成管理及び未耕地を活用した事業を実施しました。

　　　　また、浄化槽の清掃や保守点検料金の支払方法については、従来の支払方法から

　　　コンビニエンスストアでの支払方法に切替えるお客様も増えて、利便性の向上に繋

（２）公益目的事業２《緑の保全と啓発に関する事業》

　　　公益目的事業２として、公園施設等の維持管理を行うことにより、緑豊かな安らぎ

　　のある空間を提供いたしました。また、講座やイベント等を開催することにより、緑

　　　　浄化槽清掃業の許可を受け、市民等からの依頼による浄化槽の清掃を実施するほ

　　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ことを目的に、緑の

　　保全と啓発に関する次の事業を実施しました。

  　ア　公２－１　緑の保全に関する事業

        緑豊かな安らぎのある空間を提供するため、緑の保全に係る事業として、厚木市

　　　するなど周知活動にも取り組みました。

　　　か、浄化槽保守点検業者の登録を行い、浄化槽の保守点検を計画的に実施するとと

      能するための業務を一体的に実施することにより、河川の汚濁防止、生活環境の保

　　  全や公衆衛生の向上を図ることができました。

　　　　更に浄化槽法に基づく定期的な清掃や保守点検を推進するため、その必要性や法

　　　令の遵守を多くの市民等に理解していただくよう、清掃時期を知らせる通知を発送

　　  もに、簡易修理に関しても迅速な対応をしました。このように、浄化槽が正常に機

　　　がりました。

        公園施設については、「ぼうさいの丘公園及びあつぎつつじの丘公園の維持管理」

　　　を実施し、厚木市と連携を図り、魅力ある施設となるよう主体性をもって取り組み

　　　ました。特に、ぼうさいの丘公園では、来園者に観て楽しんでいただける場を提供

　　　　「相模川修景バラ花壇育成管理」につきましては、バラ栽培の技術指導者による
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　　　　また、厚木市内から発生した剪定枝等を利用した堆肥をイベントなどで無料配布

　　　　また、公社が主催するイベントとして、あつぎつつじの丘公園では、52,000株の

      の賃貸を実施し、定期的な清掃、薬品補充を行うとともに、サービスの一環として

      くみ取り手配やトイレットペーパーの補充を実施しました。

  　イ　収１－２　仮設トイレ賃貸事業

        スポーツ広場、河川敷、市内で開催されるイベントや工事施工業者に仮設トイレ

  　ア　収１－１　駐車場管理運営事業

（３）収益事業《駐車場、仮設トイレ賃貸等に関する事業》

　　　収益事業として、公益目的事業の推進や経営基盤の強化を図ることを目的として、

    次の事業を実施しました。

　　　みどりの体験を通して緑と自然に触れ合う場を提供いたしました。

　　　し、厚木市が取り組んでいる「剪定枝等のリサイクルの推進」に寄与いたしました。

　　　用を希望される方も多く、安定した収入を確保することができました。

        商店街、近隣の大型店及び厚木市の施設などの利用者に対し、便利な駐車場を提

      供するとともに、安全・安心な駐車場として、お客様の目線に合わせたサービスの

      向上に努めた管理運営をしました。

　　　　また、駐車場の東・北側に設置した自動二輪車と原付バイクの定期駐車場は、利

　　　による意見を反映するなど、新たな講座を追加したことによって幅広い世代の方に

　　　緑の大切さを感じていただきました。

　　　つつじが咲きほこる４月には「つつじが元気に咲きました！」を開催し、もみじが

　　　紅葉する11月には「あつぎつつじの丘公園もみじまつり！」を開催するとともに、

　　　多くの来園者に四季の移り変わりを楽しんでもらいました。８月には、ぼうさいの

　　　丘公園で開催してる「アロハ・エ・コモ・マイぼうさいの丘公園！」に加え、新た

　　　　講座等の開催については、講座に参加された方を対象に実施したアンケート調査

　　　　このようなイベントの開催により、厚木市の公園の周知を図りながら公社の公益

　　　性をアピールしました。

  　イ　公２－２　緑の啓発に関する事業

　　　　緑に対する意識の向上を図るため、「緑の講座」をはじめ「みどりの講習会」や

　　　「果樹剪定講座」を開講し、厚木市が開催した「緑のまつり」イベントにも参画い

　　　たしました。

　　　な取り組みとして市内の小学生以下の子供たちを対象に公園施設の遊びの池を利用

　　　して「鮎のつかみどりinぼうさいの丘公園」を開催し、厚木の名産である鮎のつか
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箇所 回

箇所 回

箇所 回

箇所 回

件

件

㎘

件

件

件

件

件

　その他公衆トイレ 6 471

区　　　　　　分

　くみ取り延べ件数 10,549

件　数　等

  （２）公１－２　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

　　　　　一般家庭や事業所及び仮設トイレのし尿収集運搬業務を実施しました。

合　　　　　　計 76 9,072

区　　　　　　分 件　　　数

　臨時のくみ取り件数

　くみ取り量

1,959

1,560.31

　現地なし

合　　　　　　計

動
物
種
別

　犬

　猫

106

924

363

110

1,503

　　　イ　動物死骸収集運搬事業

　　　　　厚木市からの依頼により、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を収集し、厚木市が指定する動物霊園に運搬する業務を実施

　　　　しました。

　その他（タヌキ・ハクビシン）

附　　　属　  　明　  　細　　  書

  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》

  （１）公１－１　公衆トイレ清掃事業

        厚木市内全域における公園施設等公衆トイレの清掃を実施しました。

清　 掃 　箇 　所 箇　所　数 延べ清掃回数

　ぼうさいの丘公園等公衆トイレ 7 1,872

　公園等公衆トイレ 39 4,149

　スポーツ広場等移動トイレ 6 214

　厚木バスセンター等公衆トイレ 3 1,430

　観光地常設、仮設トイレ 15 936
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台

件

㎘

㎘

㎘

        

基

㎥

        

件

件

　し渣・汚泥運搬台数(２tダンプ)

　　　エ　家庭雑排水収集運搬事業

　　　　　浸透桝の設置世帯からの依頼により家庭雑排水を収集し、一般廃棄物処理施設

        までの運搬業務を実施しました。

197

　　　ウ　し渣・汚泥運搬事業

　　　　　一般廃棄物処理施設から出るし渣等を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）へ運搬しました。

区　　　　　　分 台　　　数

　くみ取り量

　　　オ　一般廃棄物処理施設維持管理事業

          収集したし尿等の一般廃棄物を標準脱窒素処理方式により浄化処理を行い、各

        処理過程においては水質分析などを実施し、施設の処理能力（１日当たり69㎘）

501.30

区　　　　　　分

　くみ取り件数

件　数　等

180

　　　　く浄化槽清掃を実施しました。

区　　　　　　分 基　数　等

　一日平均処理量

  （３）公１－３　浄化槽清掃等事業

　　　ア　浄化槽清掃事業

　　　　　浄化槽を設置している一般家庭や事業所等からの依頼により、浄化槽法に基づ

63.91

　　　　に合った適正な維持管理業務を実施しました。

区　　　　　　分

　年間処理量

処　理　量

15,721.25

　　　イ　浄化槽保守点検事業

　　　　　浄化槽を設置している一般家庭や事業所等との契約により、浄化槽法に基づく

　　　　適正な保守点検を実施しました。　

区　　　　　　分 件　　　数

　浄化槽清掃基数

　浄化槽清掃容積

4,981

11,708.34

　浄化槽保守点検契約件数

　浄化槽保守点検実施延べ件数

2,182

7,811
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件

件

件

人

      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沿いの植栽プランターに植えられたバラの育成管理業務と

　　　　して、剪定、施肥、病害虫防除、灌水、除草等を実施しました。

　　　　　また、園内の除草、剪定、施肥及び灌水を実施することで、緑の保全に努めま

　　　　した。

217,109

　浄化槽詰まり修理件数 7

　　　ウ　浄化槽修理事業

　　　　　浄化槽を設置している一般家庭や事業所等からの依頼により、便器や排水管の

　　　　詰まり対応及び浄化槽のモーター交換などの簡易な修理を実施しました。　　

区　　　　　　分 件　　　数

  ２　公益目的事業２《緑の保全と啓発に関する事業》

  （１）公２－１　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

　　　　　維持管理の業務として、園内の巡回、遊具の見回り点検、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、簡易な修繕を実施し、利用者に安全・安心

　　　　な施設を提供することに心掛けました。

　浄化槽モーター交換件数

消耗品(薬品等)販売件数 39

55

　　　イ　あつぎつつじの丘公園維持管理事業

　　　　　維持管理の業務として、つつじの剪定、施肥、間引き、灌水、除草を行い、つ

　　　　つじの育成状況や病害虫の調査を職員で実施するとともに、良好な育成を図るた

　　　　め、専門的な知識を有する樹木医の定期的な調査を実施し、緑の保全に努めまし

　　　　た。

区　　　　　　分

　来園者数

人　　　数

　　　ウ　コミュニティガーデン草花育成管理事業

　　　　　市内４箇所に設置されているコミュニティガーデンの育成管理の業務として、

　　　　耕運、播種、施肥及び灌水を実施しました。

　　　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

　　　　を実施しました。
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冬・春花壇を作ろう
《講師 ： 園芸研究家》

緑の講座
《講師 ： 東京農業大学》

果樹剪定講座
《講師 ： 東京農業大学》

10月11日

10月16日

10月23日

10月30日

11月11日

11月23日

２月６日

２月13日

クリスマスリース講座

７月３日

７月20日

７月27日

講座等の名称

～夏の花係～
＆

防災備蓄倉庫見学会

小学生を対象に樹木につい
て楽しく学ぶ

  （２）公２－２　緑の啓発に関する事業

　　　ア　緑の講座等の開催

　　　　　緑が果たす役割と緑に対する知識を深めるため、自然をテーマに花や緑を感じ

　　　　ることが出来る講座等を開催しました。

開催日

６月１日

ハーブと野菜でつくる
寄せ植え教室

なぞなぞみどりの学習会
《講師 ： 日本樹木医会》

20人

　　　イ　緑のまつり等への参画

　　　　　厚木市が開催する緑のまつりに参画しました。（5月11日・12日）

19人
樹木の剪定、病害虫対策、
肥料などについて学ぶ

樹木の診断や治療と身近な
銘木について学ぶ

みどりの講習会
《講師 ： 日本樹木医会》

31人
子供から大人まで楽しめる
クリスマスリース作りを学
ぶ

内　　容人　数

花卉園芸指導員による花の寄
せ植え教室とぼうさいの丘公
園にある備蓄倉庫の見学

22人

43人

花卉園芸指導員によるハー
ブと野菜の寄せ植え教室

37人
冬から春の花壇を素敵に彩
るコツを学ぶ

25人

25人

30人

テーマ
「リンドウのはなし」

テーマ
「人もペットも気を付けた
い有毒な園芸植物」

テーマ
「雑草を利用する」

11人
実践を交えながら果樹の剪
定方法を学ぶ

16組36人

８組19人
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円 ％

台 ％

台 ％

台 ％

台 ％

台 ％

台 ％

台 ％

来園者

3,000人

来園者

人　数 備　　考

多目的広場
開催期間（4月27日～5月6日）

多目的広場

ふれあい広場

開催日イ　　ベ　　ン　　ト

つつじが元気に咲きました!
《あつぎつつじの丘公園》

あつぎつつじの丘公園もみじまつり!
《あつぎつつじの丘公園》

4月27日

11月16日

　　　ウ　イベントの開催

アロハ･エ･コモ･マイ
ぼうさいの丘公園!

《ぼうさいの丘公園》
8月31日

鮎のつかみどりinぼうさいの丘公園
《ぼうさいの丘公園》 8月16日 遊びの池

10,000人

来園者

128人

参加者

3,000人

　　　(ア)　収入状況

区　　　　　　分 2019年度 前年度対比

　事業収入 222,472,212 99.3

  ３　収益事業《駐車場、仮設トイレ賃貸等に関する事業》

  （１）収１－１　駐車場管理運営事業

　　　ア　中町立体駐車場(中町１－４－２)

　　　(イ)　入出庫台数

区　　　　　　分 2019年度 前年度対比

　一般車両 538,085 95.3

月間平均台数 80 112.7

　　　(ウ)　一般定期契約台数

区　　　　　　分 2019年度 前年度対比

月間平均台数 106 112.8

　定期車両 43,171 107.4

合　　　　　　計 581,256 96.1

３月末台数 83 107.8

３月末台数 110 111.1

　　　(エ)　屋上定期契約台数

区　　　　　　分 2019年度 前年度対比
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台 ％

台 ％

台 ％

台 ％

円 ％

106 基 ％

98 基 ％

204 基 ％

３月末台数 12 100.0

  （２）収１－２　仮設トイレ賃貸事業

　　　ア　収入状況

区　　　　　　分 2019年度 前年度対比

　　　(オ)　屋外バイク定期契約台数　

区　　　　　　分 2019年度 前年度対比

月間平均台数 12 100.0

　　　(カ)　屋外原付バイク定期契約台数

区　　　　　　分 2019年度 前年度対比

月間平均台数 49 122.5

３月末台数 49

合　　　　　　計 （延べ） 103.55

 （保有基数：105基）

（駐車台数：12台）

（駐車台数：49台）

100

　事業所 （延べ） 102.91

　行事・イベント等 （延べ） 104.26

　事業収入 8,896,319 98.32

　　　イ　賃貸基数

区　　　　　　分 2019年度 前年度対比

10 


