
平成２３平成２３平成２３平成２３年度年度年度年度    財団法人市川市緑の基金事業報告財団法人市川市緑の基金事業報告財団法人市川市緑の基金事業報告財団法人市川市緑の基金事業報告書書書書    

    

事業活動方針事業活動方針事業活動方針事業活動方針    

 財団法人市川市緑の基金は、広く市民その他の積極的な参加と協力による緑地の取得、保全及

び緑化の推進を図り、もって健康で快適な潤いのある環境づくりに資することを目的としており、

引き続き市民参加による事業の実施や市民への緑化の普及啓発、市民との協同事業を一層充実さ

せ、実施してまいりました。 

 

第１第１第１第１    公益事業公益事業公益事業公益事業    

１１１１    緑化緑化緑化緑化の普及の普及の普及の普及啓発事業啓発事業啓発事業啓発事業    

（１） 「市川市緑と花の市民大学」花の講座の開催  

平成１８年度に開校した市川市との協同事業である「市川市緑と花の市民大学」を２３

年度も実施した。 

市民の花であるバラをたくさん市内に咲かせるために育て方の講座や、家庭園芸の基礎

的な技術の習得や環境にやさしい樹木を用いた生垣を制作するための植え付や剪定管理

の講座を行った。 

ア、バラ年間育成講座 

（ア）講習会場  里見公園 

４月～２月 全９回 参加人数  ２８名 

（イ）講習会場  広尾防災公園 

４月～２月 全９回 参加人数  １５名 

イ、バラボランティア育成講座（対象：バラ年間育成講座受講者）参加人数 ４５名 

（ア）講習会場  須和田公園バラ園 

５月～２月 全６回  

（イ）講習会場  南行徳公園バラ園 

５月～１月 全６回  

ウ、みんなで楽しい園芸講座 

（ア）講習会場  里見公園 

４月～９月 全７回 参加人数  ２６名 

（イ）講習会場  行徳地区会場 

４月～９月 全７回 参加人数  ２２名 

エ、庭木の手入れと生垣講座 

（ア）講習会場  里見公園 

４月～１２月 全６回 参加人数 ２０名 

オ、庭木の手入れ講座 

（ア）講習会場  里見公園 

４月～９月 全６回 参加人数  １６名 

（２） 市川市緑の基金独自講座 

市川市との協同事業である「市川市緑と花の市民大学」の講座とは別に、市民を対象



とした花の講座を行った。これは、壁や門扉を利用して簡単に花や緑が楽しめるハンギ

ングバスケット講座や季節にあった花や植物、性質や相性などを学びながら寄せ植えの

講座を行った。 

そして、日本の食文化に欠かすことのできない保存食でもある梅干を、梅の実の収穫か

ら梅干ができるまでの講座も実施した。 

また、市内の公共機関等へ「花苗・園芸資材等」を無償で配布した。 

ア、 ハンギングバスケットづくり講座 

講習会場  里見公園 

４月・８月・１２月  各回募集３回  参加人数 各回計６６名 

イ、 寄せ植えづくり講座 

講習会場  里見公園 

４月・５月・８月・１２月  各回募集４回  参加人数 各回計９９名 

ウ、身近な果実と親しもう 講座 

講習会場  里見公園 

６月から７月    全５回     参加人数 １８名 

 

（３）園芸講座・園芸相談 

現在、市民から電話や葉書き等で寄せられる園芸の相談に対し、平成２０年度から

毎月１回、定期的に園芸相談を実施した。 

実施日   毎月第一木曜日（４月・１月は休み）の１０回 

相談場所  里見公園緑の基金事務所 ２階研修室 

実施時間  午前 園芸講座  午後 園芸相談 

相談者数 

5 月 ６月 ７月 ８月 9 月 10 月 １１月 12 月 2 月 3 月  計  

 47 名 29 名 36 名 40 名 23 名 28 名 35 名 20 名 40 名 32 名 330 名 

     

（４） 催し物等の開催  

ア、ローズいちかわフェアの開催 

昨年度、春に実施したローズいちかわフェアを今年度は秋に１回開催（春は東日本大

震災の影響の為中止）し、広く市民の方に市民の花であるバラの普及を図るとともに緑

の基金の募金活動も行った。 

    第７回 秋のローズいちかわフェア（緑の基金設立２５周年記念行事兼ねる） 

    実施日  １０月２９日（土） 

    場 所  里見公園バラ園及び芝生広場 

    参加者  約 ３，０００名 

 

イ、スズムシの無料配付事業 

市民の昆虫スズムシを７月２６日に市民の方を対象に、里見公園で２万匹を超える 

スズムシの無料配布を行った。 

     また、スズムシの放虫を８月下旬に里見公園で行った。 



 ２２２２    緑化緑化緑化緑化のののの推進事業推進事業推進事業推進事業    

    

（１）花の街いちかわ推進事業 

      花で満たされた潤いのある街づくりや、市民の生活環境の向上を目指した市民活動を

行っているボランティア団体等へ支援を行った。 

 

ア、市民ボランティア支援事業 

（ア）市川ガーデニングクラブ支援   

市民等が組織する団体又は個人がボランティア活動として市などが管理する

都市公園等の花壇に植える花苗などの支援を行った。 

実施時期  年３回 花苗約２５，０００株とその他資材 

実施場所  市内の都市公園等５８箇所 

内 容   ５８団体、約５００名 

 

平成 23 年度 IGC 花苗支援実績一覧表 

  
  公 園 ・ 花 壇 名 所  在  地 株数 

  
1 西の下公園(宮久保婦人会） 宮久保１－１９ 180 

  
2 塚の上公園 宮久保２－１４ 450 

 

  
3 子の神中央公園 本北方２－１５ 120 

  
4 宮久保公園 宮久保３－９ 45 

 

  
5 百合台公園 曽谷３－３８ 930 

 

  
6 山王公園 Ｂ 曽谷５－１６ 600 

  
7 堀之内公園 堀之内３－２ 420 

  
8 権現原公園 堀之内３－３ 30 

  
9 大野みどり公園 南大野１－４１ 390 

  
10 もときたかた公園 本北方３－７ 750 

  
11 北方第１児童公園 北方１－１２ 500 

  
12 若宮いずみ公園 若宮１－１２ 180 

 

  
13 中山 3 丁目児童公園 中山３－５ 120 

 

  
14 平田公園 平田４－１９ 780 

 

  
15 下沼公園 東大和田１－３ 180 

  
16 あざみ公園 高谷２－７ 60 

  
17 田尻第１公園 田尻３－６ 75 

 

 
18 本行徳 3 丁目八幡宮児童遊園地 本行徳１４９ 90 

 

  
19 行徳中央公園 富浜３－１０ 600 

  
20 モッコク公園 塩焼４－１０ 240 

  
21 塩の花公園 塩焼１－１４ 360 

  
22 新場山公園 塩焼４－４ 180 

  
23 白妙公園 富浜 1－7 3000 

 



  
24 神輿公園 塩焼３－１０ 300   

  
25 広尾公園 広尾１－１１ 811 

  
28 須和田公園 須和田２－３４ 900 

 

  
29 大芝原公園 八幡３－４－1 320 

 

  
30 東大和田公園 東大和田１－３ 320 

 

  
31 本八幡公園 Ｂ（ひふみ会） 南八幡４－１８ 688 

 

  
32 山王公園 Ａ 曽谷５－１６ 390 

 

  
33 総武台公園 稲越４６６ 280 

 

  
34 本八幡公園 A（生涯大学市川校友会） 南八幡４－１８ 750 

 

  
35 妙典公園 妙典６－１ 480 

 

  
36 東場公園 福栄１－２０ 260 

 

  
37 福栄緑道 福栄３－２３ 901 

 

  
38 サルビア公園 Ｂ 塩焼２－２ 158 

 

  
39 御手浜公園 南行徳１－７ 660 

 

  
40 東海面公園 南行徳４－７ 380 

 

  
41 弁天公園 行徳駅前２－１９ 180 

 

  
42 行徳駅前公園 湊新田２－４ 720 

 

  
43 新浜公園 福栄３－９ 134 

 

  
44 妙典小前妙典花壇（河川敷） 妙典小学校内 417 

 

  
45 塩浜中央公園 塩浜４－２ 660 

 

  
46 サルビア公園 Ａ 塩焼２－２ 158 

 

  
47 南行徳駅前ロータリー 相之川４－７ 660   

  
48 南沖公園 行徳駅前３－４ 380   

  
49 柳形公園 欠真間２－１６ 180 

 

  
50 欠真間公園 欠真間２－４ 720 

 

  
51 八幡神社児童公園 八幡４－３ 134 

 

  
52 大和田 4 丁目児童遊園地 大和田４－１７ 417 

 

  
53 真間銀座商店会 市川１－２６－１７ 660 

 

  
54 妙典公園（桜の木の下花壇）他   600 

 

  
55 高石神公園 高石神５ 780   

  
56 中山東公園 中山４－１８ 248 

 
 

 

イ、草花等自治会配付事業     

   花で満たされた潤いのある街づくり活動をする団体等に草花苗等の支援を行っ

た。 

実施時期  平成２２年１２月１２，１３日 

実施場所  市内一円の３１団体 

内 容   ガーデンシクラメン ３，１７５株、腐葉土 ３１８袋の配布 



  ウ、公共施設への鉢物の設置 

       市役所及び市川市の出先機関に観葉植物を配置した。 

       実施時期   １年 

実施場所  市内の９公共施設、１０箇所 

エ、公共機関に花を広げる事業 

市内の公共機関等に「花苗・園芸資材等」を無償で配布した。 

（１５公民館、２８保育園、７幼稚園、市民談話室） 

       他に吉澤ガーデンギャラリー及び郭沫若記念館にバラを植栽し、東山魁夷記念館

駐車場新設に伴い花木、宿根草類を植栽した。 

    

３３３３    緑化助成事業緑化助成事業緑化助成事業緑化助成事業    

    

（１） 生垣助成事業  

潤いのある緑豊かな環境づくりと地震や火災などの災害に強いまちづくりの一環と

して生垣を設置する場合に助成した。 

実施時期    ９件 

実施件数   ９８.７ｍ 

 

番号 地区名 箇所数 施行延長（ｍ） 

1 国 分 1 11．8 

2 中国分 1 18．2 

3 東菅野 1 5．0 

4 大和田 1 7．7 

5 菅 野 1 10．7 

6 真 間 1 17．0 

7 若 宮 1 13．0 

8 北国分 2 15．3 

計 8地区 9 98．7 

 

（２） 屋上緑化助成事業  

都市緑化を推進し、都市の快適環境を創出すると共にヒートアイランド現象の緩和及

び良好な環境を図るためこれを設置する場合に助成するもの。 

実施時期   通 年 

実施件数   ０ 件 

整備面積   ０ ㎡ 

 

（３） 緑化活動団体等への助成事業 

    潤いのある緑豊かな環境づくりやまちづくりを推進するために緑化活動事業や緑化

に関する普及啓発事業等を実施している緑化団体等に対して助成した。 



ア、緑化活動団体助成 

実施時期   通 年 

実施場所   1 団体 

 

番号 団体名 助成額 

1 
行徳いきいき花の

会 
100,000円 

計 1件 100,000円 

 

 

イ、緑化モデル地区整備事業の支援  

新たに花で満たされた潤いのある街づくりの活動をする団体等に花苗等の支援を 

行った。 

実施時期   通 年 

実施場所   市内のモデル地区 1箇所 （南八幡商店会） 

       内 容    プランター及び花苗等の支援 

            

番号 団体名 助成額 

1 南八幡商店会 96，642円 

計 １件 96,642円 

 

４４４４    市内市内市内市内バラバラバラバラ園園園園のののの管理管理管理管理等等等等受託事業受託事業受託事業受託事業    

   市民の花であるバラの普及啓発を図るため、緑の基金では様々なバラに関する事業を展開

している。 

平成１６年度よりバラ講座を開催し同時にバラ管理委託を市川市より受託している。これは、

バラ育成には管理も大切な事からこの管理を基金が受託することで、受講生に対し管理を実

地に学んでいただき、より高い知識の習得を図っている。 

１８年度からは市との協働による「緑と花の市民大学」でバラ講座の拡充に努め、この講座

の卒業生からバラボランティア団体も立ち上がり、既にバラ園においてボランティアによる管

理活動も継続している。 

また、平成２０年度より里見公園バラ園でローズいちかわフェアを開催し、バラの普及に

努めている。なお、より一層市民の花バラの普及を図る事から、バラ園管理委託を市川市よ

り受託している。 

 

  管理受託バラ園  里見公園、須和田公園、大洲防災公園、行徳駅前公園、南行徳公園、 

広尾防災公園のバラ園 

 

 

 



第２第２第２第２    公益公益公益公益特別会計事業特別会計事業特別会計事業特別会計事業    

 

１１１１    江戸川さくら並木江戸川さくら並木江戸川さくら並木江戸川さくら並木整備整備整備整備事業事業事業事業    （緑化保全事業・・・会計分離）    

   市川市で実施しているさくらのネットワーク化推進事業について、市と事業協力を結んだ、

江戸川さくら並木管理整備（植栽）事業の管理及びさくらオーナーとの管理等の作業を担当

した。 

（１）江戸川さくら並木管理事業 

     実施場所  江戸川堤防市川南地区、妙典地区、国府台地区、広尾防災公園 

     本数    １７１本 

内 容   さくらの消毒、施肥、除草及びゴミ等清掃の実施 

   

第３第３第３第３    収益事業収益事業収益事業収益事業    

    

１１１１    自動販売機等の経営自動販売機等の経営自動販売機等の経営自動販売機等の経営    

      里見公園他１３公園の自動販売機を経営（運用）する。 

    設置台数 ３１台 

    

第４第４第４第４    その他事業・事務その他事業・事務その他事業・事務その他事業・事務    

    

        １ 緑化の推進に係る調査・研究 

理事・評議員他により、愛知県（豊田市、名古屋市）の先進団体の事業調査及び公園緑

地施設の視察研究を行った。【Ｈ.23.11.17～18】 


