
 

令和３年度事業計画書 
 

 

１ 方針 

  福岡市緑のまちづくり協会は、公益財団法人として、うるおいとやすらぎのある緑豊

かな環境共生都市の形成と健康で文化的な市民生活をもたらすことを目的に、福岡市と

一体となり市政を推進し補佐しながら都市の緑化推進及び公園・街路樹の管理・運営な

どを行ってきたところである。 

  令和３年度については、花と緑による魅力あるまちづくりを推進していくため、体制

を強化し、一人一花運動や、協会の自主財源を活用した花と緑の活動支援など、「みど

りを活かす・育てる」の視点による都市緑化事業等をさらに充実・推進していく。    

また、東平尾公園及び舞鶴公園については、今年度から新たな指定管理期間（４年間）

が始まる。安全・快適に利用できる公園となるよう適切な管理運営に努めながら、自主

事業の充実や市民参加の促進、民間企業との連携など、それぞれの公園の特性を活かせ

る取り組みをさらに進めていく。 

 

２ 事業内容 

 

（１）公益目的事業会計       

予算額   1,216,096 千円  〔前年度 1,207,281〕 

（財源：受託料 1,018,050 千円、自主財源等 196,046 千円） 

  

① 公１事業 都市緑化等の推進 

  予算額     167,577 千円  〔前年度  157,098〕 

             （財源：受託料 － 千円、自主財源等 167,577 千円） 

 

風格ある緑豊かな環境共生都市をめざして、市民・企業等による花と緑のまちづく 

り活動を促進するとともに、都市緑化の普及啓発や緑化助成等の事業を行う。 

    今年度は、市民による花づくり・森づくり団体の増加、育成に努めるとともに、一

人一花運動の推進役である緑のコーディネーターを新たに養成し、緑のコーディネー

ターや新たな担い手を支援するとともに、企業等の多様な活動を更に推進していく。 
                                                              
 
 ア 事業費              予算額  123,240 千円  〔前年度  123,655〕 

  

                                 （単位:千円） 

項  目 内   容 

(ｱ) 緑の活動支援 

（予算額  26,000 ）

〔前年度   25,900 〕 

市民による花と緑のまちづくりを推進する。 

 ２年度実績 ３年度計画 

花づくり活動団体助成 190 団体   208 団体   

森づくり活動団体助成 20 団体   22 団体   
 



 

 

 

 

イ 事務費                      予算額  4,299 千円 

 

ウ 人件費                      予算額 40,038 千円 

(ｲ) 普及啓発 

（予算額  59,840 ） 

〔前年度   57,355 〕 

 

 

 

 

 

 

 

都市緑化に関する市民への普及啓発等を図る。 

・一人一花サミットの実施 

・福岡城さくらまつりの実施 

・福博花しるべの実施 

・花と緑のまちづくり賞の実施 

・一人一花写真コンテストの実施 

・おもてなし花壇事業  

・情報誌等発行 

・活動団体功労者表彰 

             等 

(ｳ) 緑化助成 

（予算額   7,000 ）

〔前年度    7,000 〕 

民有地の接道部緑化に対して助成を行う。 

 ・民有地の緑化への助成 ４５件  

           

(ｴ) 調査研究等 

（予算額   1,400 ）

〔前年度    1,400 〕 

都市緑化に関する調査・研究等を行う。 

・令和３年度テーマ 

「人材育成の場となる活動の拠点づくりについて」 

 

 

(ｵ) 緑のコーディネーター      

（予算額   8,000 ）

〔前年度    8,000 〕 

身近な花と緑の専門家「緑のコーディネーター」の活動拡

大、連携強化等を行う。 

・地域等への紹介・派遣 

・緑のコーディネーター養成 ５０名 

・登録者数 ２５３名 

・緑のコーディネーターのスキルアップ 

・緑のコーディネーター交流会開催   等 

        

(ｶ) 都市緑化基金の造成 

(予算額   21,000 ) 

〔前年度   24,000 〕 

  基金の運用益等により都市緑化等を推進する。 

 

（参 考）都市緑化基金の造成予定 

                     （単位：千円） 

   区   分    金   額 

令和２年度末造成額 １,０００,０００ 

令和３年度造成予定額       ２１,０００ 

令和３年度取崩予定額      △２１,０００ 

令和３年度末見込額    １,０００,０００ 

 

 



 

② 公２事業 街路樹等の維持管理等 

 

          予算額    444,238 千円  〔前年度  448,216〕 

（財源：受託料 444,238 千円、自主財源等 － 千円） 

 

    福岡市から受託した街路樹等の維持管理及び施設整備等を適切に行い、福岡市の街

路樹や花壇の健全な育成とまちの魅力づくりに寄与していく。 

  

  

   ア 事業費            予算額 381,863 千円    〔前年度  385,666〕 

 

 

                               （単位：千円） 

区   分 
内  訳 
〔前年度〕 

摘    要 

街路樹等維持管理 
380,917 

〔372,938〕  

剪定、除草、花壇管理等 

渡辺通り等４５５路線 ３５５㎞ 

街路花壇 ９４５㎡ 

高木の診断 約５，０００本 

街路樹整備 
        946    

    〔 12,728〕       
危険木の撤去、高木・低木補植 

 

 

イ 事務費                    予算額    17,082 千円 

 

 

ウ 人件費                    予算額   45,293 千円 

 

 

 

 

 



 

③ 公３事業 指定管理      予算額 571,204 千円     〔前年度 576,566〕 

（財源：受託料 557,798 千円、自主財源等 13,406 千円） 

 

     公園の特性を活かした自主事業を積極的に企画し、公園の活性化、市民サービス向

上を図る。 

 

  ○東平尾公園の管理運営のテーマ 

     市民がスポーツ・レクリエーションを競い・楽しめ、トップアスリートのプ

レーが都市に魅力と活力を生み出し、豊かな緑の中で自然と触れ合える公園を

目指します 

  ○舞鶴公園の管理運営のテーマ 

     市民とともに、花と緑を育て、歴史遺産を守り活かし、憩い・賑わい・交流

・活動の場となる公園を目指します 

              ～セントラルパーク構想の推進へ向けて～ 

 

 ア 運営費          予算額   219,066 千円    〔前年度 226,914〕 

 

（ｱ）自主事業          予算額    6,515 千円    〔前年度   6,628〕 

 

２か所の総合公園施設で公園の特性を活かした自主事業を企画し実施する。 

（単位：千円）
 

区 分 内 訳〔前年度〕 摘  要 

東平尾公園    3,076〔 3,640〕 

・博多の森ラン 

・緑まちテニス教室、緑まちテニス大会 

・テニスの日関連イベント 

・博多の森を楽しむ会（昆虫ウォッチング、 

きのこ観察会） 

・じゃぶじゃぶ池オープニングイベント 

・アビスパ共同企画（サッカー教室等） 

・ベススタバックヤードツアー（通年） 等 

舞鶴公園 3,439〔 2,988〕 

・福岡城藤まつり、福岡城梅まつり 

・秋の公園であそぼう 

・親子サッカー教室 

・緑の体験講座、ネイチャーウォッチング（毎

月） 

・ボランティア活動推進（花壇ボランティア支 

援、あじさい苑植栽、研修会開催） 

・ラジオ体操            等 

  

 （ｲ）事務費                      予算額  99,399千円 

 

（ｳ）人件費                  予算額  113,152 千円 



 

イ 維持管理費         予算額 352,138 千円     〔前年度  349,652〕 

  

    ２か所の総合公園施設の維持管理業務を行う。  

                          （単位：千円）
 

区    分  内 訳〔前年度〕 摘  要 

東 

平 

尾 

公 

園 

樹木等管理    69,047〔 70,081〕 

面積：８６．４ヘクタール 

陸上競技場、補助競技場、 

テニス競技場、球技場、野球場、 

弓道場、大谷広場、駐車場 

            等 

清掃・ゴミ収集 44,597〔 51,465〕 

警備    30,158〔 30,356〕 

体育施設管理 28,801〔 28,551〕 

保守・保安     37,202〔 40,322〕 

その他    20,419〔 17,253〕 

小 計   230,224〔238,028〕 

舞 

鶴 

公 

園 

樹木管理    54,600〔 49,590〕 

面積：３９．３ヘクタール 

陸上競技場、球技場、野球場、 

テニスコート、三ノ丸広場、  

鴻臚館広場、牡丹・芍薬園、 

駐車場 

 等 

清掃・ゴミ収集 24,102〔 21,820〕 

警備    8,313〔  8,413〕 

体育施設管理 16,627〔 17,289〕 

保守・保安 2,209〔  1,951〕  

その他 16,063〔 12,561〕 

小  計  121,914〔111,624〕 

 

 

 

④ 公益目的事業共通経費     予算額 33,077 千円       〔前年度 25,401〕 

（財源：受託料 16,014 千円、自主財源等 17,063 千円） 

 

本部事務所経費や総務課職員人件費等、各事業に区分できない共通経費 

 

  ア 事務費                  予算額 13,888 千円 

         

イ 人件費                  予算額  19,189 千円 

 



 

（２） 収益事業等会計        予算額  226,499  千円       〔前年度 210,676〕 

               〈事業収入  230,981  千円  〔前年度収入 221,924〕〉 

 

① 収１事業 協会駐車場の管理運営 

                  予算額  52,651 千円    〔前年度  50,264〕 

               〈事業収入    84,453 千円    〔前年度収入  87,904〕〉 

 

    福岡市の都市施設機能の増進を図るとともに、収益事業から生じる収益金により、 

  公益事業の推進等に資するため、６か所の協会駐車場の管理運営を行う。  

 

 

  ア 事業費           予算額 47,480 千円       〔前年度  47,322〕 

 
                               

（単位：千円）
 

区  分 内   訳 摘    要 

香 椎 駐 車 場 11,751  
駐車台数       ５２ 台 

〈事業収入：21,145千円〉 

香椎参道駐車場    15,191 
駐車台数    ９７ 台 

〈事業収入：21,010千円〉 

西 新 駐 車 場 11,041 
駐車台数     ３７ 台 

〈事業収入：19,160千円〉 

貝 塚 駐 車 場  7,759  
駐車台数   １４５ 台 

〈事業収入：18,809千円〉 

汐井大橋高架下駐車場 743  
駐車台数     ３４ 台 

〈事業収入： 1,795千円〉 

きよみ立体橋高架下駐車場  995  
駐車台数     ２４ 台 

〈事業収入： 2,534千円〉 

                  

   

イ 事務費                  予算額  1,073 千円 

 

   

ウ 人件費                  予算額  4,098 千円 

 

 

 

 

 

 



 

②  収２事業 公園等における便益施設の管理運営等 

 予算額  37,450 千円  〔前年度  35,176〕 

〈事業収入  146,528 千円   〔前年度収入 134,020〕〉   

 

   公園等利用者の利便を図るとともに、収益事業の収益金により公益事業の推進 

    等に資するため、公園等における便益施設の管理運営等を行う。  

   

ア 事業費         予算額 32,957 千円    〔前年度  32,921〕 

項  目 内   容 

(ｱ) 指定管理公園 

（予算額    8,124 千円） 

 

東平尾公園や舞鶴公園での臨時売店等の管理運

営、及び舞鶴公園でのバーベキュー事業やマルシ

ェ、キッチンカー事業の管理運営を行う。 

〈事業収入：18,566 千円〉 

(ｲ) 動植物園   

（予算額    6,972 千円） 

 動植物園において、食堂、喫茶店、売店及び遊戯

施設等の管理運営を行う。 

〈事業収入：16,134 千円〉 

(ｳ) 自動販売機の設置 

（予算額    4,927 千円） 

市内の公園等に自動販売機を設置し、飲料水等の

販売を行う。      設置台数 265 台 

〈事業収入：85,917 千円〉 

(ｴ) 公園駐車場  

（予算額  12,716 千円） 

百道中央公園及び大井中央公園の駐車場の管理

運営を行う。      駐車台数 144 台 

〈事業収入： 25,407 千円〉 

(ｵ) その他  

（予算額      218 千円） 

協会ホームページのバナー広告掲載などを行う。 

〈事業収入：  504 千円〉 

 

  イ 事務費                  予算額    888 千円 

 

  ウ 人件費                  予算額  3,605 千円 

 

 

③ 収益事業共通経費      予算額 136,398 千円   〔前年度 125,236〕 

 

本部事務所経費や総務課職員人件費等、各事業に区分できない共通経費 

 

  ア 事務費                   予算額  12,115 千円 

 

イ 人件費                   予算額   2,001 千円 

 

ウ 他会計繰入金(公益目的事業会計への繰入)等  予算額 121,753 千円 

   

エ 法人税等                  予算額     529 千円 



 

（３） 法人会計       予算額  32,219 千円      〔前年度 19,765〕 

（財源：受託料 18,138 千円、自主財源等 14,081 千円） 

 

    理事会等会議費、団体負担金や総務課職員人件費等、法人としての運営に関する経費 

 

  ア 事務費                  予算額    6,529 千円 

 

  イ 人件費                  予算額   25,690 千円 

    


