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管理運営基準 

 (1)植物管理 

指定管理者は、公園の芝生、樹木等を良好に育成・管理するため、必要な措置を

行うものとします。 
区域・対象物 対象数量 業務内容 年間業務回数 

一般園地（高木） 

 

６００本 剪定 １回 

施肥 １回 

松等 ４０本 こも巻き １回 

一般園地（低木） ３２，４００㎡ 刈込み １回 

施肥 １回 

一般園地（芝生地） ５６，５００㎡ 芝刈り ４回 

一般園地（植込地） ３７，８００㎡ 人力除草 ３回 

一般園地（草地） ７４，２００㎡ 草刈 ６回 

一般園地（花壇） ２３２㎡ 

(５，８００株) 
植込み・管理 ３回 

バラ園 バラ ３，０００㎡ 

(１，６００株) 
元肥 １回 

目出し肥 １回 

追肥 ２回 

剪定 ２回 

花殻取り ２回 

人力除草 ４回 

生垣 １８８ｍ 刈込み ２回 
公園センター 花壇 １４㎡ 植込み・管理 ４回 

低木 １５０㎡ 刈込み ２回 

植込地等 １６４㎡ 人力除草 ３回 

総合競技場 芝生地 ７，３６９㎡ 芝刈 ８０回 

人力除草 ４回 

施肥（粒剤） １８回 

施肥（液肥） ３回 

エアレーション ３回 

転圧 ２０回 

目土 １回 

播種 １回 

競技場外周部 芝生地 ４７４㎡ 芝刈 ３回 

高木 ７０本 剪定 １回 

低木 ５３８㎡ 刈込み １回 

植込地 ８４６㎡ 人力除草 ３回 
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野球場 外野芝生地 

９，０７２㎡ 

芝刈 ２０回 

人力除草 ４回 

エアレーション  １回 
施肥 ６回 

目土 １回 

スタンド芝生地 

６，８９７㎡ 

芝刈 ９回 

施肥 ３回 

外周芝生地 

２，９００㎡ 

芝刈 ４回 

施肥 １回 

日本庭園 高木 ２００本 剪定 １回 

低木 ５７０㎡ 刈込み ２回 

松  １４本 みどり摘み １回 

松  １４本 こも巻き  １回 

松  １４本 もみあげ  １回 

芝地 ３１０㎡ 芝刈  ６回 

人力除草  ３回 

エアレーション  １回 
施肥  ２回 

植込地 ４，３００㎡ 人力除草  ３回 

 

・ 倒木、枯損木、不要な支柱の撤去及び障害枝の除去は必要に応じて実施して下さい。 

・ 潅水は必要に応じて行ってください。 
・ 農薬の使用は原則禁止しています。（やむを得ず使用するときは県と協議すること） 
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(2) 施設管理 

建築物、工作物等の施設を安全で良好な状態に保つため、以下の業務を行います。 
施設名 業務内容 年間業務回数 

公園センター 

 
空調設備等保守点検 ２回 

消防設備保守点検 ２回 

エレベーター保守点検 １２回 

機械警備 ３６５日 

防火対象物定期点検 １回 

特殊建築物設備点検 １回 

建築物定期点検 ３年に１回  
（平成２６年度に実施） 

管理温室ボイラー保守点検 １回 

冷暖房切替点検 ２回 

外調機保守点検 ２回 

日常清掃（トイレ清掃含む） ３０８日 

床・カーペット清掃 １回 

温室管理 ３６１日 

コミュニティ体育館 

 
 

空調設備等保守点検 ２回 

消防設備保守点検 ２回 

エレベーター保守点検 １２回 

機械警備 ３６５日 

防火対象物定期点検 １回 

特殊建築物設備点検 １回 

建築物定期点検 ３年に１回  
（平成２６年度に実施） 

自家用電気工作物保守点検 １２回 

真空式ヒーター保守点検 ２回 

トレーニング器具保守点検 ２回 

窓ガラス清掃 １回 

ｱﾘｰﾅ床水性ウレタン塗装 １回 

日常清掃（トイレ清掃含む） ３０８日 

文化ゾーン受水槽 清掃・水質検査 １回 

塩素滅菌機点検 １２回 

総合競技場 空調設備等保守点検 ２回 

消防設備保守点検 ２回 

エレベーター保守点検 １２回 

機械警備 ３６５日 
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防火対象物定期点検 １回 

特殊建築物設備点検 １回 

建築物定期点検 ３年に１回  
（平成２６年度に実施） 

高校サッカ－・ラグビートップ

リーグ等開催時の電気設備担

当者立会い 

開催回数 

自家用電気工作物保守点検 １２回 

照明・電光掲示盤保守点検 １回 

音響設備保守点検 １回 

膜屋根法定点検 ３年に１回  
（平成２５年度に実施） 

写真判定装置保守点検 １回 

陸上備品電子機器保守点検 １回 

陸上備品一般機器保守点検 １回 

自動券売機保守点検 ３回 

日常清掃（トイレ清掃含む） ３０８回 

床・カーペット清掃 １回 

トラック清掃 １２回 

スポーツゾーン受水槽 清掃・水質検査 １回 

塩素滅菌機点検 １２回 

茶室 日常清掃（トイレ清掃含む） ３０８日 

空調設備保守点検 ２回 

空調設備冷暖房切替点検 ２回 

消防設備保守点検 ２回 

機械警備 ３６５日 

特殊建築物設備点検 １回 

建築物定期点検 ３年に１回  
（平成２６年度に実施） 

日本庭園 日常清掃（トイレ清掃含む） ３０８回 

池濾過槽清掃 ６回 

池濾過ポンプ点検 ２回 

ボートハウス 日常清掃（トイレ清掃含む） ９０日 
(年度により異なる) 

消防設備保守点検 ２回 

機械警備 ３６５日 

特殊建築物設備点検  １回 
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建築物定期点検 ３年に１回  
（平成２６年度に実施） 

駐車場 機械警備 ３６５日 

自動精算機保守点検 ４回 

庭球場 日常清掃（トイレ清掃含む） ３０８日 

床・カーペット清掃  １回 

コ－ト整備 ５２回 

機械警備 ３６５日 

消防設備保守点検 ２回 

空調設備保守点検 ２回 

特殊建築物設備点検 １回 

建築物定期点検 ３年に１回  
（平成２６年度に実施） 

野球場 空調設備等保守点検 ２回 

消防設備保守点検 ２回 

エレベーター保守点検 １２回 

機械警備 ３６５日 

防火対象物定期点検 １回 

特殊建築物設備点検 １回 

建築物定期点検 ３年に１回  
（平成２６年度に実施） 

自家用電気工作物保守点検 １２回 

雨水ろ過装置保守点検 １回 

スコアボード保守点検 １回 

放送用設備点検 １回 

日常清掃（トイレ清掃含む） １０４日 

床清掃  １回 

野球場（クレー部） 内野整備 ５１回 
混合・転圧・表面処理 ２回 

ガス燈 ガス燈保守点検 １回 
遊具 日常点検 ３６５回 

定期点検 １２回 
総合点検 １回 

ボート池 ポンプ点検 １回 
園内 自家用電気工作物保守点検 １２回 

レストハウス 消防設備保守点検 ２回 

機械警備 ３６５日 
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特殊建築物設備点検 １回 

建築物定期点検 ３年に１回  
（平成２６年度に実施） 

空調設備等保守点検 ２回 

日常清掃（トイレ清掃含む） ３０８日 

トイレ（５箇所） 日常清掃 １５６回 
※トイレについては、公園利用者が快適に使用できるよう美化の取組に努めてくださ

い。 
 

(3) 清掃管理 

園路、広場等を良好に保つため、以下の業務を行います。 
対象物 対象数量 業務内容 年間業務回数 

園 地 １２．３６ｈａ 日常清掃 ５２回 

駐車場 ４５，８５８㎡ 日常清掃 ５２回 

 
(4) 利用管理   

公園利用者に施設を円滑に利用させるため、以下の業務を行います。 
対象施設 業務内容 年間業務回数 

公園センター 利用案内、受付、料金徴収 ３５９日 

みどりの相談所 利用案内、受付 ３０８日 

コミュニテ

ィ体育館 

全体 利用案内、受付、料金徴収 ３０８日 

トレーニング室 利用指導 ３６回 

貸しボート 利用案内、受付、料金徴収 ９０日 

茶室 利用案内、受付、料金徴収 ３０８日 

駐車場 料金徴収 ３５９日 

庭球場 利用案内、受付、料金徴収 ３０８日 

総合競技場 利用案内、受付、料金徴収 ３０８日 

野球場 利用案内、受付、料金徴収 ３０８日 

※１ 県民の日(６月１５日)には無料開放施設は、料金徴収を行いません。 

  施設の供用時間と休業日は〔参考資料－２〕に示していますが、指定管理者は千

葉県の承認を得て供用時間及び休業日を変更することができます。この場合、利用

者に対しその旨周知を図ってください。 
※２ 現在、県では施設予約などの関係業務を支援する「ちば施設予約サービス」  
 を導入中です。本公園も今後、導入について協力をお願いすることがあります。 
※３ 駐車場混雑時は周辺道路交通へ影響を及ぼさないよう対応をお願いします。 
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(5) 安全管理 

公園利用者の安全を図るため、以下の業務を行います。 
対象区域 対象数量 業務内容 年間業務日数 

園 地 ４３．５ｈａ 日常巡視 

(午前、午後各１回) 
３６５日 

茶室等 ４３．５ｈａ 夜間施設警備及び園

内巡視(警備員配置) 
３６５日 

 

(6) 危機管理 

事故・災害時に利用者の安全と公園の保全を図るため、次の業務を行います。 
対象 業務内容 

事故 初期対応、関係機関への連絡、事故報告 

災害 巡視、初期対応、関係機関への連絡、被害状況調査、被害報告、危

険物の撤去及び倒木等の撤去 

 

(7) 企画運営 

緑化意識の向上や公園に親しんでもらうため、以下の業務を行います。 
対象施設 業務内容 年間業務回数 

公園センター 相談業務 １５３日 

みどりの講習会 ２４回 

「相談所だより」等広報紙の企画・発行  ４回 

 

 (8) 修繕業務 

・ 管理対象施設、設備等が破損、損壊又は老朽化などで、安全又は管理運営上修

繕を行う必要がある場合は速やかに実施します。 
・ 修繕の実施にあたっては原則として、１件当たりの費用が３０万円未満の修繕

については指定管理者が、３０万円以上の修繕については県が、それぞれ費用を

負担することとします。 
 

(9) 管理業務用の施設及び備品管理業務 

管理業務用の施設及び備品を適切に管理するため、以下の業務を行います。 
・ 管理業務用の備品は台帳を作成し管理します。 
・ 新調備品は取得金額２万円以上の物品とします。ただし閲覧用の図書は全て備

品となります。 
・ 管理のために使用できる施設、備品は以下のとおりです。 
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〔施設〕 
番号 施設名 内 容 個数 設置年月日 

１ 第１作業員詰所 
鉄筋コンクリート造 

平屋 ２２２．８８㎡ 
１ 平成４年４月 

２ 第２作業員詰所 
鉄筋コンクリート造 

平屋 １８９．５７㎡ 
１ 平成７年４月 

３ 
公園センター 

事務室 

鉄筋コンクリート造 

２階  １４４㎡ 
１ 平成５年４月 

４ 管理用温室 
鉄骨造  

平屋 １１８．１２㎡ 
１ 平成５年６月 

５ 
茶室 

事務室 

木造  

平屋 ６．５㎡ 
１ 平成６年２月 

６ 
ボートハウス 

事務室 

鉄骨造 

平屋 １０．６㎡ 
１ 平成４年３月 

７ 
体育館 

事務室 

鉄筋コンクリート造 

２階 ５６．８㎡ 
１ 平成３年３月 

８ 
総合競技場 

事務室 

鉄筋コンクリート造 

４階 １０６．４㎡ 
１ 平成１１年４月 

９ 
庭球場 

事務室 

鉄骨造 

平屋 １４．８㎡ 
１ 平成１６年６月 

１０ 
野球場 

事務室 

鉄筋コンクリート及びプレ

キャスト 

２階 ４４．０㎡ 

１ 平成２２年４月 

 
〔備品〕 

 備品については、備品台帳のとおり。（現地説明会の際、閲覧することが出来ます。） 
 
(10) その他 

・ 管理運営基準については、最低水準を示すものであり､イベントの開催時、及び苦

情の発生等に対して指定管理者の適切な対応を求めます。 
・ 管理業務において発生した物は、出来るだけ公園内でのリサイクルに努めることと

します。 
・ 公園外に搬出処分する場合の費用は指定管理者の負担とします。 
・ 利用者の安全確保を図る観点から、施設内にＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置

し、緊急時に備えてください。また、ボートハウスに救命胴衣を常備してください。  
 

  


