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野田市総合公園の管理に関する基本協定書 
 

野田市（以下「発注者」という。）と野田市開発協会・シンコースポーツ共同事業体

（以下「受注者」という。）とは、次のとおり、野田市総合公園（以下「本施設」とい

う。）の管理に係る基本協定（以下「本協定」という。）を締結する。 
なお、この協定は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規

定による議会の議決を得るまで、仮協定とし、議会の議決を得たとき効力を生ずるもの

とする。ただし、議会の議決が得られないときは、この協定は無効となる。この場合に

おいて、発注者受注者の双方とも相手方に対して損害賠償等の要求を行わないものとす

る。 

第１章 総則 

 （本協定の目的） 
第１条 本協定は、発注者と受注者が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理する

ために必要な事項を定めることを目的とする。 
 
 （指定管理者の指定の意義） 
第２条 発注者及び受注者は、本施設の管理に関して発注者が指定管理者の指定を行う

ことの意義は、受注者の能力を活用しつつ、地域住民等に対するサービスの効果及び

効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。 
 
 （公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 
第３条 受注者は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う

管理業務（以下「本業務」という。）の実施に当たって求められる公共性を十分に理

解し、その趣旨を尊重するものとする。 
２ 発注者は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されること

を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。 
 
 （信義誠実の原則） 
第４条 発注者及び受注者は、互いに協力し信義を重んじ、対等な関係に立って本協定

を誠実に履行しなければならない。 
 
 （法令等の遵守） 
第５条 受注者は、本業務の遂行に当たり、日本国憲法及び法令等を遵守しなければな

らない。 
 
 （用語の定義） 
第６条 本協定で用いる用語の定義は、別紙１のとおりとする。 
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 （管理物件） 
第７条 本業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）は、管理施設と管理物

品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、別紙２のとおりとする。 
２ 受注者は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。 
 
 （指定期間） 
第８条 本業務に係る指定期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までとす

る。 
２ 本業務に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

第２章 本業務の範囲と実施条件 

 （管理の基準及び本業務の範囲） 
第９条 野田市都市公園設置及び管理に関する条例（昭和５１年野田市条例第２３号）

（以下「条例」という。）に規定する管理の基準及び業務の範囲は、野田市総合公園

指定管理仕様書（以下「仕様書」という。）に定めるとおりとする。 
 
 （業務実施条件） 
第１０条 受注者が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、仕様

書に示すとおりとする。 
 
 （管理の基準、業務範囲及び業務実施条件の変更） 
第１１条 発注者又は受注者は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第

９条で定めた管理の基準、業務の範囲及び前条で定めた業務実施条件の変更を求める

ことができる。 
２ 発注者又は受注者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。 
３ 管理の基準、業務範囲又は業務実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等

については、前項の協議において決定するものとする。 

第３章 本業務の実施 

 （本業務の実施） 
第１２条 受注者は、本協定、年度協定、条例、関係法令等のほか、仕様書及び事業計

画書等に従って本業務を実施するものとする。 
２ 本協定、仕様書及び事業計画書等の間に矛盾又は齟齬

そ ご

がある場合は、本協定、仕様 
書、事業計画書等の順にその解釈が優先するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、事業計画書等にて仕様書を上回る水準が受注者から提案

されている場合は、事業計画書等に示された水準によるものとする。ただし、仕様書

を上回る水準が提案されている場合に別途経費が発生する場合は、この限りでない。 
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 （開業準備） 
第１３条 受注者は、指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確

保し、必要な研修等を行わなければならない。 
２ 受注者は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、発注者に対して管理施設

の視察を申し出ることができるものとする。 
３ 発注者は、受注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除い

てその申出に応じなければならない。 
 
 （第三者による実施） 
第１４条 受注者は、事前に発注者の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三

者に請け負わせてはならない。 
２ 発注者は、本協定の締結をもって、指定管理者指定申請書に添付された委託業務計

画書の内容を承諾したものとする。 
３ 受注者が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて受注者の責任及び費用

において行うものとし、当該業務に関して第三者の責めに帰すべき事由により生じた

損害及び増加費用については、すべて受注者の責めに帰すべき事由により生じた損害

及び増加費用とみなして、受注者が負担するものとする。 
４ 発注者は、前項の規定により本業務の一部を実施させた第三者の責めに帰すべき事

由により発生した損害を賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額及びその他賠

償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。 
 
 （管理施設の修繕等） 
第１５条 管理施設の改造、増築、移設等については、発注者が自己の費用と責任にお

いて実施するものとする。 
２ 管理施設の修繕については、１件につき２０万円（消費税及び地方消費税を含む。）

未満のものについては受注者が自己の費用と責任において実施するものとし、それ以

外のものについては発注者が自己の費用と責任において実施するものとする。 
 
 （緊急時の対応） 
第１６条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場

合、受注者は速やかに必要な措置を講じるとともに、発注者を含む関係者に対して緊

急事態発生の旨を通報しなければならない。 
２ 事故、災害等が発生した場合、受注者は発注者と協力してその原因調査に当たるも

のとする。 
 
 （環境への配慮） 
第１７条 受注者は、管理業務の執行に当たっては、環境関連法令を遵守し、次のとお

り環境への配慮に努めることとする。 
（１）省エネルギーの徹底及び温室効果ガスの排出抑制に努めること。 
（２）廃棄物の発生を抑制し、リサイクルの推進及び廃棄物の適正処理に努めること。 
（３）環境に対する負荷の低減に配慮した物品の購入に努めること。 
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 （守秘義務） 
第１８条 受注者又は本業務の全部若しくは一部に従事する者（以下この項において

「従事者」という。）は、本業務の実施によって知り得た秘密を他に漏らし、又は自

己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の

指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後におい

ても、同様とする。 
２ 受注者は、第１４条第１項の規定により事前に発注者の承諾を受け本業務の一部を

第三者に請け負わせるときは、当該業務を請け負う者に対し、前項に規定する守秘義

務に関する措置を講じさせなければならない。 
 
 （個人情報の保護等） 
第１９条 受注者は、野田市個人情報保護条例（平成１２年野田市条例第２５号）及び

別紙３「個人情報の保護に関する事項」を遵守し、本業務の実施によって知り得た個

人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な

措置を講じなければならない。 
２ 受注者は、第１４条第１項の規定により事前に発注者の承諾を受け本業務の一部を

請け負わせるときは、当該業務を請け負う者に対し、前項に規定する個人情報の保護

に関する措置を講じさせなければならない。 
 
 （情報セキュリティの確保） 
第２０条 受注者は、本業務の実施に当たっては、野田市情報セキュリティポリシーの

本旨に従い、情報資産（個人情報を含む。）を適正に取り扱わなければならない。 
２ 受注者は、別紙４「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。 
 
 （管理文書） 
第２１条 受注者は、本業務に係る管理文書（本業務に関し、発注者が貸与し、又は受

注者が作成し、若しくは取得した文書をいう。以下同じ。）の管理は、仕様書の定め

に基づき適切に処理しなければならない。 
 
 （情報の公開等） 
第２２条 発注者は、管理文書について、野田市情報公開条例（平成８年野田市条例第

２５号）に基づく行政文書の開示請求又は野田市個人情報保護条例に基づく個人情報

の本人開示請求を受けた場合において、これらの請求に係る管理文書を保有していな

いときは、受注者に対し、当該管理文書の提出を書面により求めるものとする。 
２ 受注者は、前項の規定により求めがあった場合は、発注者に当該管理文書又は当該

管理文書を保有していない旨を記載した文書を速やかに提出しなければならない。 
３ 発注者は、前項の規定により提出のあった管理文書に係る開示請求に対応する事務

が終了したときは、受注者に当該管理文書を返却するものとする。 
４ 受注者は、野田市情報公開条例の趣旨を踏まえ、団体の経営状況等について、積極

的に情報の公開に努めなければならない。 
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 （管理文書の返還等） 
第２３条 受注者は、本業務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が作成

し、若しくは取得した管理文書は、指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を

取り消されたときは、直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 
 
 （公契約条例による賃金の支払） 
第２４条 受注者は、野田市公契約条例（平成２１年野田市条例第２５条）及び別紙

５「野田市公契約条例に係る特記事項」を遵守し、本業務に従事する野田市公契約

条例が適用される労働者（以下「適用労働者」という。）で次の表に掲げる職種のも

のの賃金については、同表に掲げる職種に応じて、それぞれ同表に掲げる最低額（以

下「表掲最低額」という。）以上の額を支払うものとする。ただし、受注者が自ら雇

用しない適用労働者については、当該適用労働者を雇用する者がその雇用する適用

労働者に対して支払った賃金の額が表掲最低額を下回ったときに、受注者は、その

差額相当額分について、当該適用労働者を雇用する者と連帯して支払う義務を負う。 

 
  市長が定める賃金等の最低額一覧            単位：円／時間 

職    種 最低額 
施設の維持管理事務員 １，０４３円 
受付等事務補助員 ９８１円 
清掃業務に従事する者 ９８１円 
トレーニング室トレーナー（インストラクターを

除く。） 
１，０４３円 

水泳場総括責任者 １，０４３円 
水泳場救助員、監視員 ９８１円 
看護師 １，１３４円 

  ※２つ以上の職種を兼務している場合は、最低額の高い職種で比較すること。 

２ 前項の規定の適用については、最低賃金法施行規則（昭和３４年労働者令第１６号）

第２条の規定を準用する。 

３ 仕様書１９(２)のただし書きの規定により、表掲最低額を改定した場合は、年度協

定にこれを定めるものとする。 

４ 指定開始日までに野田市公契約条例、野田市公契約条例施行規則等の改正により、

表掲最低額が変更となった場合、受注者は、変更後の額以上の額を第１項の規定によ

り支払うものとし、発注者と受注者の協議の上、指定管理料を定めるものとする。 
 
 （労働者への周知） 
第２５条 受注者は、表掲最低額及び適用労働者の範囲を労働者が自由に出入りできる

事務所等に掲示し、若しくは備え付け、又は書面を交付することによって適用労働者

に周知するものとする。 
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 （支払状況等の報告） 
第２６条 受注者は、適用労働者に対する賃金の支払状況等について、発注者が指定す

る期日までに労働者支払賃金報告書(指定管理者用)により報告しなければならない。 

第４章 管理物品の取扱い 

 （発注者による備品等の貸与） 
第２７条 発注者は、別紙２に示す備品等（以下「備品等（Ⅰ種）」という。）を、無償

で受注者に貸与する。 
２ 受注者は、指定期間中、備品等（Ⅰ種）を常に良好な状態に保つものとする。 
３ 備品等（Ⅰ種）が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった

場合、発注者は、受注者との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品等を購

入するものとする。 
４ 受注者は、故意又は過失により備品等（Ⅰ種）を滅失及びき損したときは、発注者

との協議により、必要に応じて発注者に対しこれを弁償しなければならない。 
 
 （受注者による備品等の購入等） 
第２８条 受注者は、受注者の任意により備品等を購入し、本業務実施のために供する

ことができるものとする。（以下「備品等（Ⅱ種）」という。） 
２ 受注者は、備品等（Ⅱ種）を購入又は廃棄した場合は、速やかにその種類及び数量

等を、発注者に報告しなければならない。 

第５章 業務実施に係る発注者の確認事項 

 （業務計画書） 
第２９条 受注者は、毎年度発注者が指定する期日までに次に掲げる事項を記載した業

務計画書を提出し、発注者の確認を得なければならない。 
（１）本施設の管理の実施計画 
（２）本施設の管理に係る経費の収支計画 
（３）前２号に掲げるもののほか、発注者が特に必要と認めた事項 

２ 発注者及び受注者は、業務計画書を変更しようとするときは、発注者と受注者の協

議により決定するものとする。 
 
 （業務報告書） 
第３０条 受注者は、野田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成２

１年野田市条例第７号）第１０条に基づき、本業務に関し、次に掲げる事項を記載

した業務報告書を提出しなければならない。 
（１）本施設の管理の実施状況及び利用状況 
（２）本施設の管理に係る経費の収支状況 
（３）前２号に掲げるもののほか、発注者が特に必要と認めた事項 
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２ 受注者は、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を明ら

かにしておくとともに、発注者が必要と認めるときは、その状況を報告しなければな

らない。 
３ 発注者は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容又はそれに関連する事項

について、受注者に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。 
 
 （発注者による業務実施状況の確認） 
第３１条 発注者は、前条により受注者が提出した業務報告書に基づき、受注者が行う

業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。 
２ 発注者は、前項における確認のほか、受注者による業務実施状況等を確認すること

を目的として、随時、管理物件へ立ち入ることができる。また、発注者は、受注者に

対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求

めることができる。 
３ 受注者は、発注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除い

てその申出に応じなければならない。 
 
 （発注者による業務の改善勧告） 
第３２条 前条による確認の結果、受注者による業務実施が仕様書等、発注者が示した

条件を満たしていない場合は、発注者は、受注者に対して業務の改善を勧告するもの

とする。 
２ 受注者は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければな

らない。 

第６章 指定管理料等 

 （指定管理料の支払い） 
第３３条 発注者は、本業務実施の対価として、受注者に対して指定管理料を支払うも

のとする。 
２ 発注者が受注者に対して支払う指定管理料の詳細については、別途「年度協定」に

定めるものとする。 
 
 （利用料金収入の取扱い） 
第３４条 受注者は、本施設に係る利用料金を受注者の収入として、収受することがで

きる。 
 
 （利用料金の決定） 
第３５条 利用料金は、受注者が、条例に規定する利用料金の範囲内において定めるも

のとする。ただし、その決定及び改定については事前の発注者の承諾を受けるものと

し、必要に応じて発注者と受注者の協議を行うものとする。 
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 （私人の公金の取扱い） 
第３６条 本施設における売払い代金等は発注者の収入とする。 
２ 発注者は、当該徴収事務について、地方自治法施行令第１５８条第１項及び同条第

３項の規定に基づき、受注者に委託する。 

第７章 損害賠償及び不可抗力 

 （損害賠償等） 
第３７条 受注者は管理業務の執行に当たり、受注者の責めに帰すべき事由により発注

者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 
２ 発注者の責めに帰すべき事由により受注者に損害、損失及び増加費用が発生した場

合、当該費用については合理性の認められる範囲で発注者が負担するものとする。な

お、受注者が付保した保険により補てんされた金額相当分については、発注者の負担

に含まないものとする。 
 
 （第三者への賠償） 
第３８条 本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が

生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注

者受注者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。 
２ 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対し

て賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用

を求償することができるものとする。 
 
 （保険） 
第３９条 本業務の実施に当たり、発注者が付保しなければならない保険は、火災保険

とする。 
２ 本業務の実施に当たり、受注者が付保しなければならない保険は、施設賠償責任保

険とする。 
 
 （不可抗力発生時の対応） 
第４０条 不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早

急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にす

るよう努力しなければならない。 
２ 受注者は、別紙６「大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事

項」を遵守しなければならない。 
 
 （不可抗力によって発生した費用等の負担） 
第４１条 不可抗力の発生により受注者に損害、損失及び増加費用が発生した場合、受

注者は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって発注者に通知するものとする。 
２ 発注者は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で受注者と協
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議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。 
３ 不可抗力の発生により受注者に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用

については合理性の認められる範囲で発注者が負担するものとする。なお、受注者が

付保した保険により補てんされた金額相当分については、発注者の負担に含まないも

のとする。 
４ 不可抗力の発生により発注者に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用

については発注者が負担するものとする。 
 
 （不可抗力による一部の業務実施の免除） 
第４２条 前条第２項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施

ができなくなったと認められた場合、受注者は不可抗力により影響を受ける限度にお

いて本協定に定める義務を免れるものとする。 
２ 受注者が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、発注者は、受注者と

の協議の上、受注者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管

理料から減額することができるものとする。 

第８章 指定期間の満了 

 （業務の引継ぎ等） 
第４３条 受注者は、本協定の終了に際し、発注者又は発注者が指定するものに対し、

本業務の引継ぎ等を行わなければならない。 
２ 発注者は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、受注者に対して発注者

又は発注者が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとす

る。 
３ 受注者は、発注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除い

てその申出に応じなければならない。 
 
 （原状復帰義務） 
第４４条 受注者は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に

回復し、発注者に対して管理物件を明け渡さなければならない。 
２ 前項の規定にかかわらず、発注者が必要と認める場合には、受注者は管理物件の原

状回復は行わずに、別途発注者が定める状態で発注者に対して管理物件を明け渡すこ

とができるものとする。 
 
 （備品等の取扱い） 
第４５条 本協定の終了に際し、備品等の取扱いについては、次のとおりとする。 
（１）備品（Ⅰ種）については、受注者は、発注者又は発注者が指定するものに対して

引き継がなければならない。 
（２）備品（Ⅱ種）については、原則として受注者が自己の責任と費用で撤去・撤収す

るものとする。ただし、発注者と受注者の協議において両者が合意した場合、受注
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者は、発注者又は発注者が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。 

第９章 指定期間満了以前の指定の取消し 

 （発注者による指定の取消し） 
第４６条 発注者は、地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により、受注者が次の

各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて

本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。 

（１）業務に際し不正行為があったとき。 

（２）発注者に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。 

（３）受注者が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。 

（４）本協定第３２条第１項の改善勧告に正当な理由がなく応じないとき又は改善勧告

をしたにもかかわらず合理的期間経過後も改善が見られないとき。 

（５）自らの責めに帰すべき事由により受注者から本協定締結の解除の申出があったと

き。 

（６）その他発注者が必要と認めるとき。 

２ 発注者は、前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には、事前にその旨を受

注者に通知した上で、次の事項について受注者と協議を行わなければならない。 

（１）指定取消しの理由 

（２）指定取消しの要否 

（３）受注者による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定 

（４）その他必要な事項 

３ 第１項の規定により、発注者が指定を取り消したときには、受注者に対して、対価

の全部又は一部の返還を命じることができる。 

４ 第１項の規定により、指定の取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一

部の停止を命ぜられた場合において、発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償

しなければならない。 

５ 第１項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一

部の停止を命じた場合において、受注者に損害、損失及び増加費用が生じても、発注

者はその賠償の責めを負わない。 

 
 （受注者による指定の取消しの申出） 
第４７条 受注者は次のいずれかに該当する場合、発注者に対して指定の取消しを申し

出ることができるものとする。 
（１）発注者が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。 
（２）発注者の責めに帰すべき事由により受注者が損害又は損失を被ったとき。 
（３）その他受注者が必要と認めるとき。 
２ 発注者は、前項の申出を受けた場合、受注者との協議を経てその処置を決定するも

のとする。 
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 （不可抗力による指定の取消し） 
第４８条 発注者又は受注者は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断

した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。 
２ 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、発注者は指定の取消しを行うものと

する。 
３ 前項における取消しによって受注者に発生する損害、損失及び増加費用は、合理性

が認められる範囲で発注者が負担することを原則として発注者と受注者の協議によ

り決定するものとする。 
 
 （指定期間終了時の取扱い） 
第４９条 第８章の規定は、前３条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用

する。ただし、発注者受注者が合意した場合はこの限りではない。 

第１０章 その他 

 （権利、義務の譲渡の禁止） 
第５０条 受注者は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承

させてはならない。 
 
 （本業務の範囲外の業務） 
第５１条 受注者は、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲に

おいて、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。 
２ 受注者は、自主事業を実施する場合、業務計画書に自主事業に関する事項を記載の

上、発注者に提出し、発注者の承諾を受けなくてはならない。その際、発注者と受注

者は必要に応じて協議を行うものとする。 
３ 受注者は、発注者の承諾を得た自主事業の内容に変更が生じた場合や年度の途中で

新たに自主事業を開始する場合には、発注者に対して書面による協議を行い、発注者

の承諾を受けなくてはならない。 
 
 （相殺） 
第５２条 発注者は、本協定によって生じる受注者の発注者に対する金銭債権と発注者

の受注者に対する金銭債権を相殺することができる。 
 
 （請求、通知等の様式その他） 
第５３条 本協定に関する発注者受注者間の連絡、協議、請求、通知、申出、報告、承

諾、回答及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、緊急時の連絡等は

口頭によるものとし、その内容は後日書面で提出すること。 
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 （協定の変更） 
第５４条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情が生

じたときは、発注者と受注者の協議の上、本協定の規定を変更することができるもの

とする。 
 
 （解釈） 
第５５条 受注者は、発注者が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会い

を行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、発注者が受注者の責任におい

て行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。 
 
 （疑義についての協議） 
第５６条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定

めのない事項については、発注者と受注者の協議の上、これを定めるものとする。 
 
 

本協定を証するため、本書を２通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各１通

を保有する。 

 
 
令和３年２月１９日  
 

発注者 野田市鶴奉７番地の１ 

      野田市 

野田市長 鈴 木  有 

 
 

受注者 千葉県野田市瀬戸１１１１番地 

野田市開発協会・シンコースポーツ共同事業体 

共同事業体の代表者  

一般財団法人野田市開発協会 

理事長 今村 繁 
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別紙１ 用語の定義 
 
（１）「指定開始日」とは、本業務に係る指定期間の開始日をいう。 
（２）「指定管理料」とは、発注者が受注者に対して支払う本業務の実施に関する対価

をいう。 
（３）「自主事業」とは、仕様書に規定した本業務以外の業務で、受注者が自己の責任

と費用において実施する業務をいう。 
（４）「事業計画書等」とは、本施設の指定管理者の申請に当たり、受注者が提出した

事業計画書、職員配置計画書等の申請書類をいう。 
（５）「年度協定」とは、本協定に基づき、発注者と受注者が指定期間中に毎年締結す

る協定をいう。 
（６）「不可抗力」とは、天災（地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩

壊等）、人災（戦争、テロ、暴動等）、法令変更及びその他発注者及び受注者の責

めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に

含まないものとする。 
（７）「法令等」とは、法律、法律に基づく命令（告示含む。）、条例及び規則（告示含

む。）をいう。 
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別紙２ 管理物件 
 
１ 管理施設 
 ・野田市総合公園及び付帯施設（座生調節池スポーツ広場） 
   野田市総合公園施設一覧のとおり 
 ・敷地内の外構及び植栽 
 
２ 管理物品 
 
（１）備品等（Ⅰ種） 

・野田市所有備品一覧のとおり 
 
（２）備品等（Ⅱ種） 
 

種類 数量 備考 
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別紙３ 個人情報の保護に関する事項 
 
 野田市（以下「発注者」という。）から指定管理者の指定を受けた者（以下「受注者」

という｡）は、野田市総合公園の管理に関する基本協定（以下「当該協定」という。）に

よる業務の処理に当たっては、次の事項を遵守し、個人の権利利益を侵害することのな

いよう個人情報を適正に取り扱わなければならないものとする。 

 なお、野田市個人情報保護条例（平成１２年野田市条例第２５号）の規定に違反する

行為には、罰則が科せられる。 

 

１ 秘密の保持 

（１）受注者は、当該協定による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知

らせ、又は不当な目的に使用してはならない。当該協定による指定の期間が満了

し、又は指定を取り消された後においても同様とする。 

（２）事務従事者への周知 

受注者は、その事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても当該協

定による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目

的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項の周知を

図らなければならない。 

（３）漏えい、滅失及びき損の防止 

受注者は、当該協定による業務に係る個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止

その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 再委託の禁止 

  受注者は、当該協定による業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、

発注者の指示又は承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。 

３ 個人情報の目的外利用・提供の禁止 

  受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、当該協定による業務に関して

知り得た個人情報を当該協定による業務を処理するため以外に利用し、又は第三者に

提供してはならない。 

４ 個人情報の管理 

  受注者は、当該協定において利用する個人情報を保持している間は、次に定めると

ころにより、個人情報の管理を行わなければならない。 

（１）施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室の管理の可能な保管室で厳重に個

人情報を保管すること。 

（２）発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から

持ち出さないこと。 

（３）個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと

同等以上の保護措置を施すこと。 

（４）事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範

囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。 

（５）個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。 

（６）個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びその
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バックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について定期的に点

検すること。 

（７）個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他

の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。 

（８）個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性

及び保存性の維持に責任を負うこと。 

（９）作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、

個人情報を扱う作業を行わせないこと。 

（１０）個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると

考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

５ 事故発生時等の対応 

  受注者は、当該協定に関し個人情報の漏えい等の事故（野田市個人情報保護条例違

反又はそのおそれのある事案を含む。）が発生し、又は発生するおそれがある場合は、

その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関

わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注

者の指示に従わなければならない。当該協定による指定の期間が満了し、又は指定を

取り消された後においても同様とする。 

  発注者は、当該協定による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、

必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 

６ 定期報告及び緊急時報告 

  受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、

直ちに報告しなければならない。 

  受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定め

なければならない。 

７ 立入検査等に関する事項 

  発注者は、当該協定に係る個人情報の取扱いについて、当該協定の規定に基づき必

要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対

して、監査又は検査を行うことができる。 

  発注者は、上記の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は当該

協定による業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 

８ 資料等の返還等  

受注者は、当該協定による業務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者

が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、当該協定による指定の

期間が満了し、又は指定を取り消された後、直ちに発注者に返還し、又は引き渡すと

ともに、すべての個人情報が記録された資料等を返還したことの確約書を提出するも

のとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 

９ 電子情報の授受及び搬送 

受注者は、個人情報が記録された記録媒体を発注者との間で授受する場合は、手渡

しで行わなければならない。 

受注者は、発注者から貸与され、又は作成した個人情報が記録された記録媒体を搬

送する場合は、盗難を防止する対策を講じなければならない。 
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受注者は、当該記録媒体を硬質のケースに入れる等、記録媒体を物理的に保護する

ための対策を講じなければならない。 

１０ 受注者における電子情報の保管及び廃棄 

受注者は、発注者から貸与され、又は作成した個人情報が記録された記録媒体を、

適切に管理しなければならない。 

受注者は、個人情報が記録された記録媒体を廃棄する場合は、当該媒体に記録され

た情報資産をいかなる方法によっても復元できないよう破壊又は消去する等、情報漏

えいのないよう処理するとともに、処理日時、担当者及び処理内容を発注者に報告し

なければならない。 

受注者は、端末機等の情報機器を貸借期間終了及び保守等により交換又は廃棄する

場合は、当該機器のハードディスク等に記録された個人情報をいかなる方法によって

も復元できないよう破壊又は消去する等、情報漏えいのないよう処理するとともに、

処理日時、担当者及び処理内容を発注者に報告しなければならない。 

１１ 個人情報保護マニュアルの遵守 

  受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、取り扱う個人情報の取得、利用又は

提供の方法などを定めた、個人情報保護に関するマニュアル（以下「個人情報保護マ

ニュアル」という。）を遵守しなければならない。 

１２ 従業者に対する教育の実施 

  受注者は、個人情報保護マニュアルに基づき従業者（派遣労働者、契約社員その他

の正社員以外の労働者を含む。）に対して個人情報に関する教育を実施し、個人情報

の保護に努めなければならない。 

１３ 派遣労働者等の利用時の措置 

  受注者は、当該協定による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働

者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に当該協定に基づく一切の義務を遵守させ

なければならない。 

  受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果につい

て責任を負うものとする。 

１４ 個人情報の責任者及び取扱者 

  受注者は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失、不正利用又はき損の防止その他

の個人情報を安全に管理するため、個人情報を取り扱うことができる者（以下「取扱

者」という。）を制限し、さらに取扱者を監督する責任者を選任しなければならない。 

１５ 指定の取消し 

  発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関

連する指定の全部又は一部を取り消すことができる。 

  受注者は、上記の規定による指定の取消しにより損害を受けた場合においても、発

注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

１６ 損害賠償 

  受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害

を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならな

い。 
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別紙４ 情報セキュリティ特記事項 
 
１ 基本事項 

 この協定により、野田市（以下「発注者」という。）から指定管理者の指定等を受

けた者（以下「受注者」という。）は、この協定による業務を行うに当たり、野田市

個人情報保護条例（平成１２年野田市条例第２５号）及び別記個人情報の保護に関す

る事項により個人情報を適正に取り扱うとともに、情報資産の取扱いに際し、情報セ

キュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護す

るため、必要な措置を講じなければならない。 
２ 定義 

 この情報セキュリティ特記事項において使用する用語の定義は、次に掲げるとおり

とする。 
（１）情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持する

ことをいう。 
（２）行政情報 この協定による業務を行うに当たり、発注者から提供された情報及

び新たに作成又は取得した情報（野田市個人情報保護条例第２条第２号に規定す

る個人情報を含む。）をいう。 
（３）情報システム この協定による業務を行うに当たり、ハードウエア、ソフトウ

エア、ネットワーク及び記録媒体等で構成され、これらの一部又は全体で業務処

理を行う仕組みをいう。 
（４）記録媒体 行政情報の記録及び管理に使用される磁気ディスク、磁気テープ、

光ディスク等をいう。 
（５）情報資産 行政情報及び情報システムをいう。 

３ 野田市情報セキュリティポリシー等の遵守 
 受注者は、この協定による業務に係る情報資産の取扱いについては、野田市情報セ

キュリティポリシーに加え、この情報セキュリティ特記事項及び仕様書等において定

められている情報セキュリティに関する事項を遵守するものとする。 
４ 組織体制 

 受注者は、この協定による業務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制とし

て、次に掲げる事項について書面により明らかにしなければならない。また、内容に

変更がある場合、受注者は速やかに書面により発注者へ連絡しなければならない。 
（１）情報セキュリティに係る責任体制 
（２）情報資産の取扱部署及び担当者 
（３）通常時及び緊急時の連絡体制 

５ 秘密の保持 
（１）受注者は、この協定による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、

又は当該業務以外の目的で使用してはならない。 
（２）受注者は、この協定による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後におい

ても、この協定による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は

当該業務以外の目的で使用してはならないこと及びその他情報資産の保護に関

して必要な事項を周知しなければならない。 
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（３）前２項の規定は、この指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後におい

ても同様とする。 
６ 業務目的以外の利用等の禁止 

 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情

報資産を当該業務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 
７ 複写及び複製の禁止 

 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情

報資産を複写し、又は複製してはならない。 
８ 情報資産の受渡し 

 この協定による業務に係る情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で

確認し行うものとする。 
９ 厳重な保管及び搬送 

 受注者は、この協定による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその

他の事故等を防止するため、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。 
１０ 再委託の禁止 

（１）受注者は、発注者の書面による承諾があるときを除き、この協定による情報資

産の取扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせ

てはならない。 
（２）受注者は、発注者の承諾を得て情報資産の取扱いを第三者に委託し、又は請け

負わせようとするときは、当該委託先又は請負先に、この情報セキュリティ特記

事項で要求する事項を遵守させなければならない。 
１１ 事故発生時の報告義務 

 受注者は、この協定による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその

他の事故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときは、速やかに発注者に

報告し、その指示に従わなければならない。この協定が終了し、又は指定が取り消さ

れた後においても同様とする。 
１２ 調査等の実施 

（１）発注者は、この協定による業務に係る指定管理者の情報セキュリティの運用状

況に関し定期的に報告を求め、必要に応じて業務履行場所への立入調査及び監査

（以下「調査等」という。）を行うことができるものとする。 
（２）受注者は、発注者から業務履行場所への調査等の申入れがあったときは、特段

の理由が認められる場合を除き、協力しなければならない。 
（３）発注者は、第１項による業務履行場所への調査等による確認の結果、受注者に

よる情報セキュリティの運用状況に瑕疵を認めたときは、期限を定めて改善を勧

告するものとする。 
（４）受注者は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じ

なければならない。 
１３ 情報資産の返還又は処分 

 受注者は、この協定が終了し、又は指定が取り消されたときは、この協定による業

務に係る情報資産を、速やかに発注者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に

処分しなければならない。 
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１４ 特記事項に違反した場合の指定の取消し及び損害賠償 
 発注者は、受注者がこの情報セキュリティ特記事項に違反していると認めたときは、

指定の取消し及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 
１５ 違反事実の公表等 

 受注者が、この情報セキュリティ特記事項に違反し、指定を取り消された場合や情

報セキュリティインシデントが発生した場合、発注者は、受注者の名称及び事業内容

等を公表することができる。 
１６ 実施責任 

 受注者は、受注者内における情報資産の情報セキュリティ対策を明確にし、発注者

が求めた際には速やかに報告しなければならない。 
１７ 従事者に対する教育の実施 

 受注者は、情報資産を取り扱う業務の従事者に対し、情報セキュリティに関する教

育を実施し、情報セキュリティの確保に努めなければならない。 
１８ その他 

 受注者は、１から１７までに定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必

要な措置を講じなければならない。
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別紙５ 野田市公契約条例に係る特記事項（指定管理協定用） 

 

当該指定管理業務は、野田市公契約条例（以下「条例」という。）第４条に規定する

公契約に該当するため、市との間で指定管理協定を締結した者（以下「受注者」という。）

は、指定期間終了までの間において条例に基づく必要な事務手続を行うこと。必要な事

務手続の内容は、この特記事項及び野田市公契約条例の手引（以下「手引」という。）

に定める。必要な事務手続が行われない場合は、指定を取り消すとともに指名停止等を

行う（共同事業体の構成員を含む）。 

また、受注者、下請負者及び労働者派遣法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働

者を派遣する者（以下「受注者等」という。）に対して、条例の効果と条例で設定して

いる賃金水準の適正性について検証するため、条例の適用を受ける労働者（以下「適用

労働者」という。）の賃金について、指定期間開始前の賃金等の状況をはじめ、指定期

間終了後に賃金が変動した場合にはその理由について調査を行う。受注者は調査に協力

するとともに、当該指定管理業務の一部を下請負者及び労働者派遣法の規定に基づき受

注者又は下請負者に労働者を派遣する者（以下「受注関係者」という。）に委託する場

合においては、その者に対しても協力するよう周知しておくこと。 

 

（賃金支払義務、受注者の連帯責任等） 

１ 受注者等は、適用労働者に対し、仕様書に定める「市長が定める賃金の最低額一覧」

（以下「賃金等の最低額」）または、「指定管理業務開始後に変更する場合の賃金等の

最低額」に記載された額以上の賃金を支払わなければならない。受注関係者が適用労

働者に支払った賃金が、賃金等の最低額を下回ったときは、その差額分の賃金等につ

いて、受注者は、受注関係者と連携して支払う義務を負う。 

  受注者は、当該指定管理業務に従事する労働者の適正な労働条件及びこの公契約の

質の確保が受注関係者の安定した経営に基づいて成り立つことを十分に考慮し、受注

関係者との契約を締結するに当たっては、各々の対等な立場における合意に基づいた

公正な契約としなければならない。 

 

（不利益取扱いの禁止） 

２ 支払われた賃金等の額が賃金等の最低額を下回るときその他受注者等が条例に定

める事項に違反する事実を適用労働者が申出をしたことを理由として、当該適用労働

者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

 

（適用労働者への周知義務） 

３ 受注者は、全ての適用労働者に対して、条例第７条第１号から第３号までの事項を

書面をもって周知しなければならない。 

  書面については、市が作成し受注者に配付する。受注者は、当該書面を次のいずれ

かの方法により周知を行うこと。 

・作業場の見やすい場所に掲示又は備付けで行うときは、指定期間とする。 

 ・適用労働者へ配付するときは、最初に当該指定管理業務に従事するときまでに行う。 
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（配置労働者報告書（指定管理者用）の提出） 

４ 受注者は、当該指定管理業務に従事する労働者の支払予定賃金を記入した「配置労

働者報告書」、「履行体系図」、「適用労働者への周知書類(写)」、「就業規則又は労働条

件を通知した書面(写)」を募集（申請）要項で指定された提出場所へ持参し提出する

こと。 

配置労働者報告書の提出には、原則として「賃金台帳(写)」、「給与等の支払明細書

(写)」等の実際に支払われた１時間当たりの賃金等が明確となる資料（以下「確認資

料」という。）の提出は不要とする。ただし、市が賃金を構成する手当等の区分を確

認するために、当該協定等の締結前から雇用している適用労働者の確認資料の提出を

求めることがある。 

受注者は、受注関係者があるときは、受注関係者に関する配置労働者報告書、就業

規則又は労働条件を通知した書面(写)及び確認資料についても取りまとめの上、提出

すること。 

提出時期は、市と受注者の間で締結する年度協定書の締結日から１４日以内とする。

受注関係者があるときは、受注者と受注関係者との間及び受注関係者間で締結する契

約書等の締結日から１４日以内とする。やむを得ない理由がある場合を除いて、期限

までに提出されない場合は、指定を取り消すとともに指名停止等を行う。 

 

（労働者支払賃金報告書の提出） 

５ 受注者は、適用労働者の従事日数、従事時間、実際に支払った１時間当たりの賃金

などが確認できる資料として、労働者支払賃金報告書（以下「賃金報告書」という。）

及び確認資料を募集（申請）要項で指定された提出場所へ持参し提出すること。 

受注者は、受注関係者があるときは、受注関係者に関する賃金報告書及び確認資料

についても取りまとめの上、提出すること。 

提出時期は、指定期間中、各年度の１０月末、業務報告書提出時（翌年４月末）の

２回とする。ただし、当該指定管理業務の履行状況により、市が別に提出時期を定め

た場合は、その期限までに提出すること。やむを得ない理由がある場合を除いて、期

限までに提出されない場合は、指定を取り消すとともに指名停止等を行う。 

 

（報告書の請求及び立入検査） 

６ 市長は、支払われた賃金等の額が賃金等の最低額を下回るときその他受注者等が条

例に定める事項に違反する事実の申出があったとき及び条例に定める事項の遵守状

況を確認するため必要があると認めるときは、報告書の提出を求める。 

提出された報告書でも履行状況が確認できないときは、立入検査を行う。報告書あ

るいは立入検査の結果、明らかに受注者等が負担すべき義務を果たしていないと確認

ができた場合は、是正措置を命じる。 

 

（指定の取消し等） 

７ 受注者等が次の一に該当すると認められるときは、指定を取り消すとともに指名停

止等を行う。 

（１）提出しなければならない配置労働者報告書、賃金報告書、その他の報告書、確
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認資料が期限までに提出されないとき。 

（２）提出された配置労働者報告書、賃金報告書、その他の報告書、確認資料の内容

が虚偽であったとき。 

（３）立入検査を拒んだり、妨げたり、若しくは忌避したとき。 

（４）立入検査で質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

（５）是正措置の命令に従わないとき。 

（６）是正措置の報告をしないとき、又は虚偽の報告をしたとき。 

受注者は、上記の規定による指定の取消しによって、市に損害が生じたときは、

その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認

めるときは、この限りではない。 

（１）から（６）の事由により指定を取り消した場合において、受注者等に損害

が生じても、市長はその損害を賠償する責任を負わない。 

（１）から（６）の事由により指定を取り消したとき、又は指定期間終了後に条

例の規定に違反したことが明らかになったときは、指名停止等を行う。 

 

（違約金） 

８ 市長は、指定期間中に受注者等が条例の規定に違反したことが明らかになったとき

は、指定管理料の１０分の１に相当する額を違約金として請求する。 

また、指定期間終了後に条例に違反していたことが明らかとなったときは、指定管

理料が１億円以上の場合は契約額の１０分の０．５に相当する額を、５千万円以上１

億円未満の場合は契約額の１０分の０．７に相当する額を、５千万円未満の場合は契

約額の１０分の１に相当する額を違約金として請求する。 

 

（公表） 

９ 指定を取り消したとき又は指定期間終了後に条例の規定に違反したことが判明し

たときは、次の事項を公表する。 

（１）指定管理協定の名称 

（２）指定管理協定を締結した年月日 

（３）受注者等の氏名及び所在地（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の

氏名並びに事務所の所在地） 

（４）指定を取り消した年月日及び理由 

（５）指定期間終了後に条例の規定に違反したことが判明した場合は、その違反内容

及びそれに対する措置 

（６）（１）から（５）のほかに公表する必要がある事項 

 

（その他） 

１０ この特記事項及び手引に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事

項については、必要に応じて協議して定めるものとする。 
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別紙６ 大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項 

 

野田市（以下「発注者」という。）から指定管理者の指定を受けた者（以下「受注者」

という。）は、野田市総合公園の管理に関する基本協定による業務を行うに当たり、大

規模災害発生時及びそのおそれがある場合（以下「災害時等」という。）においては、

野田市総合公園を野田市地域防災計画に基づく指定避難所として使用すること等につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 災害時等の対応 

（１）受注者は、発注者が策定した「野田市避難所運営マニュアル」（以下「マニュア

ル」という。）の施設管理者に該当することから、マニュアルに基づき、安全確認

等の初期対応及び必要に応じて避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。 

（２）受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優

先して行うこと。 

（３）受注者は、災害時等においては、避難所としての機能を果たせるよう施設の開錠

や安全点検など必要な措置を速やかに講じること。 

（４）受注者の職員の出勤時に災害が発生した場合は、受注者の管理者が施設を開場す

ること。なお、受注者の職員が出勤していないときに災害が発生した場合は、指定

された発注者又は受注者の職員が開場すること。 

（５）受注者は、上記（４）で定める措置を行った後、あらかじめ発注者と協議した内

容に基づき、避難所等を開設し、その後の運営については発注者の指示に従い行動

すること。 

（６）受注者は、避難所を開設し、閉鎖するまでの間、施設の利用及び予約を取り消す

ことができるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること。 

（７）受注者は、上記（５）に基づき協議した結果を３部作成し、発注者の施設担当課

及び災害主管課並びに受注者が各１部を保管する。 

（８）費用負担は、次のとおりとする。 

・避難者等の受入れのために必要となる物資の購入に係る経費は、発注者の負担

とする。 

・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費

を超える場合又は施設の平常利用の中止による経費が減少する場合の経費の

負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。 

・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注

者の協議の上決定する。 

・上記以外に発生する経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定す

る。 

 

２ その他 

災害時等における避難所運営の方針については、現在、全施設共通のマニュアルを

基本としている。今後、発注者において個々の施設に対応したマニュアルの策定を予

定していることから、受注者は策定に協力するとともに、策定後のマニュアルに基づ
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き行動すること。 

受注者は、発注者が実施する防災訓練に協力し、災害時等における適切な対応に備

えること。 

 

３ 疑義 

  この特記事項等に定めのない事項及びこの特記事項等に関し疑義が生じた事項に

ついては、発注者と受注者の協議の上決定する。 
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野田市総合公園指定管理仕様書 

 

 野田市総合公園の指定管理者が行う業務の内容及び範囲等はこの仕様書による。 

 

１ 趣旨 

 

  本仕様書は、野田市総合公園の施設（以下「総合公園施設」という。）の指定管

理者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的とする。 

 

２ 施設の概要 

 

（１）名 称  野田市総合公園 

（２）所 在 地  野田市清水 958 番地 

（３）敷地面積  187,000 ㎡ 

（４）主要施設  体育館、野球場、水泳場、庭球場、陸上競技場、自由大広場、 

スケートボードパーク等 

（５）付帯施設  座生調節池スポーツ広場（少年野球場１面）17,824 ㎡ 

※各施設の詳細は別紙「野田市総合公園施設一覧」のとおりとする。 

 

３ 管理に関する基本的な考え方 

 

  総合公園施設は市民の健康増進、スポーツの振興、休息、屋外のレクリエーシ

ョンの用に供することを目的として設置された施設であることを念頭に、次に掲

げる項目に沿って施設の管理運営を行うこと。 

 

（１）都市公園法その他関係法規を遵守し、その趣旨を十分に理解した上で管理を

行うこと。 

（２）利用者の利便性の向上及びきめ細かいサービスの提供に努めること。 

（３）利用者の平等利用が確保されること。 

（４）個人情報の適切な保護が図られていること。 

（５）施設の効用を最大限に発揮し、利用者のサービス向上を図ること。 

（６）効率的な管理を行い、経費の節減を図ること。 

（７）管理に関する業務の全部を第三者に委託しないこと。 

（８）地方自治体の設置する公の施設を運営するという自覚を常にもって、市の信

用を棄損、失墜させる行為をしないよう十分な注意を払って業務を遂行し、

行動すること。 

 

４ 施設の管理基準 

 

（１）供用日・供用時間 

区 分 供  用  日 供 用 時 間 備   考 

野球場 4 月 1 日から 11 月 30 日

まで 

3 月 1 日から 3 月 31 日

まで 

午前 9時から 

午後 9時まで 

火曜日(その日が

国民の祝日に関す

る法律(昭和 23 年

法律第 178 号)に

規定する休日(以陸上競技場 4 月 1 日から 12 月 28 日 午前 9時から 
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庭球場 まで 

1 月 4 日から 3 月 31 日

まで 

午後 6時まで｡ 

ただし､4 月 1

日から 8 月 31

日までの期間

にあっては､午

前 9 時から午

後 7 時までと

する｡ 

下「休日」とい

う。)に当たると

きは、その翌日

(その日が休日に

当たるときは、そ

の日後においてそ

の日に最も近い休

日でない日))は休

場日とする。 体育館 午前 9時から 

午後 9時まで 

水泳場 7 月第 1 土曜日から 9 月

第 1日曜日まで 

午前 9時から 

午後 6時まで 

無休 

自由大広場 

 

4 月 1 日から 12 月 28 日

まで 

1 月 4 日から 3 月 31 日

まで 

 

午前 9時から 

午後 6時まで 

ただし､4 月 1

日から 8 月 31

日までの期間

にあっては､午

前 9 時から午

後 7 時までと

する｡ 

火曜日(その日が

国民の祝日に関す

る法律(昭和 23 年

法律第 178 号)に

規定する休日(以

下「休日」とい

う。)に当たると

きは、その翌日

(その日が休日に

当たるときは、そ

の日後においてそ

の日に最も近い休

日でない日))は休

場日とする。 

芝生広場 

 

ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞﾊﾟ

ｰｸ 

座生調節池ｽ

ﾎﾟｰﾂ広場 

・利用者の安全の確保や施設整備のために緊急に休業する必要性が生じた場合 

は、野田市に報告するとともに承認を得て休場日又は休館日（以下「休業

日」という。）とすることができる。 

・供用日及び供用時間を変更する場合は、あらかじめ野田市の承認を得て変更

することができる。 

 

（２）休館日及び休場日 

・火曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律 178 号）に規定

する休日（以下｢休日｣という。）に当たるときは、その翌日（その日が休日

に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日）） 

・12 月 29 日から翌年 1月 3 日まで 

 

（３）休業日の取扱い 

休業日は、原則として競技や準備等を問わず貸し出さないこと。 

ただし、大会等の規模、日程、内容により実施せざるを得ないものについて

は、利用を認めるものとし、通常の利用料金を徴収すること。 

 

 （４）関係法令の遵守 

業務の遂行に当たっては、総合公園施設に係る法令等を遵守すること。特に次

の法令等に留意すること。 

地方自治法、労働基準法等労働関連諸法、下請代金支払遅延等防止法、建築 

物における衛生的環境の確保に関する法律、消防法、建築基準法、都市公園法、

野田市都市公園設置及び管理に関する条例、野田市都市公園設置及び管理に関す
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る条例施行規則、野田市総合公園施設の管理に関する規則、野田市情報公開条例、

野田市個人情報保護条例、野田市公契約条例、野田市スポーツ施設予約システム

の利用に関する規則等 

   ※本指定期間中に関係法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様と

する。 

  

（５）利用許可の基準 

    総合公園施設については、野田市都市公園設置及び管理に関する条例、野

田市都市公園設置及び管理に関する条例施行規則、野田市スポーツ施設予約

システムの利用に関する規則の規定に基づき、公平公正に利用許可を行うこ

と。 

 

（６）個人情報の取扱い 

指定管理者は、基本協定及び別記「個人情報の保護に関する事項」に基づ 

き、個人情報保護マニュアルを作成し、個人情報の適正な管理を行うこと。 

 

（７）情報セキュリティの確保 

指定管理者は、業務の処理に当たって、野田市情報セキュリティポリシーの

本旨に従い、情報資産（個人情報を含む。）を適正に取扱うこと。また、別記

「情報セキュリティ特記事項」を遵守すること。 

 

 （８）情報公開 

指定管理者は、公の施設の管理に関する情報の公開を行うために基本協定に

基づき、必要な措置を講じること。 

 

（９）行政手続条例の適用 

指定管理者は、野田市行政手続条例の適用を受けるので、施設の利用申請を

受けた場合には審査及び応答義務が生じ、申請を拒否する場合には理由の提示

をすること。また、一度行った許可を取り消す場合は不利益処分として聴聞を

行い、その理由を提示しなければならない。 

 

（１０）原状回復 

指定管理者は施設又は設備の変更をしようとするときは、あらかじめ野田 

市と協議をしなければならない。また、指定管理者の指定期間が満了した場合

又は指定を取り消された場合は、野田市の指示に基づき、施設及び設備を原状

に復して引き渡さなければならない（機能低下があった場合は機能低下前の状

態にすることを含む。）。 

ただし、機能向上を行った箇所については、この限りではない。 

 

（１１）占用又は設置の許可 

指定管理者が管理する区域内において、野田市が野田市都市公園設置及び管

理に関する条例、野田市都市公園設置及び管理に関する条例施行規則、野田市

総合公園施設の管理に関する規則の規定に基づき占用又は設置を許可したもの

について受諾すること。 

 

５ 指定管理者が行う管理運営業務 

 

 指定管理者が行う管理運営業務の範囲は次のとおりとする。 

なお、業務の執行は指定管理者が自ら行うことを原則とするが、部分的業務につ

いては、野田市の承諾を得て専門の事業者に委託できるものとする。 
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（１）利用調整業務 

 ア 年間予約調整 

・野田市は、野田市及び野田市スポーツ協会等（加盟団体を含む。）が開催す

る事業、大会、教室等について、利用年度の前年度にあらかじめ関係団体等

と年間利用調整を行い、利用日程を確定する。 

・野田市は、一般利用申込み開始までに指定管理者に対し連絡を行うので、指

定管理者は引き継ぐこと。 

・選挙の開票等に関する業務において、野田市選挙管理委員会から野田市総 

合公園施設利用許可の申請があった場合には、最優先に提供すること。 

 イ 予約等の引き継ぎ 

・令和 3 年 3 月 31 日以前において、受け付けた予約及び利用許可並びに年間

利用調整が済んでいるものは次期指定管理者が引き継ぐこと。 

 

（２）利用の案内、許可等 

  ア 予約、受付 

   ・施設利用の予約及びキャンセルの受付を行うこと。 

   ・施設利用許可申請の受付及び許可を行うこと。 

   ・天候不良等により施設の利用が不可能と判断した場合は、事前に予約者

に電話連絡し、利用者の利便を図ること。 

   ・施設利用開始時間の前後は、電話での問合せに対応できる体制を整える

こと。 

   ・施設の設置目的に合致した利用を優先すること。 

   ・次に該当する場合は、利用の承認をしないこと。また、承認を取り消す

こと。 

    ａ 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき 

    ｂ 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき（芝生

の養生期間も含む） 

    ｃ 管理上支障があると認められるとき 

・施設利用の予約受付は利用者の平等な利用を確保し、野田市スポーツ施

設予約システムの利用に関する規則に従って行うこと。 

・申請の受付は、スポーツ施設を利用しようとする日（以下「利用日」と

いう。）の属する月の 2 か月前の 1 日から 7 日までの間の申請（以下「事

前申請」という。）にあっては抽選により、利用日の属する月の 2 か月前

の 15 日から利用日の前日までの間の申請にあっては先着順により行うも

のとする。 

事前申請をすることが 

できる登録者 
事前申請をすることができるスポーツ施設 

(1)構成員が 5 人以上

かつ半数以上が市内

に住所を有する団体

で、その代表者が中

学生以上のものであ

るもの 

(2)市内に住所を有す

る中学生以上の個人 

総合公園体育館（トレーニングルーム、スポー

ツクライミングウォール、会議室及び控室を除

く） 

総合公園野球場 

総合公園庭球場（個人の利用に限る） 

総合公園自由大広場 

総合公園芝生広場 

座生川 1号調節池スポーツ広場 

   ・事前申請をすることができる者に対する利用者登録を施設窓口で受け付

けること。 

 ・抽選を利用日の属する月の 2 か月前の 8 日に行い、その結果を予約システ



5 

ムにより申請者に通知すること。 

   ・利用日の 7 日前までにキャンセルの手続きが行われていない場合は、予

約した施設の利用料金を利用者から徴収すること。 

     ・トレーニングルーム講習会を終了後、受講した証明の「野田市総合公園

体育館トレーニングルーム会員証」を発行すること。 

    なお、野田市関宿総合公園体育館でトレーニングルーム講習会を受講し

た者が総合公園体育館トレーニングルームを利用する場合、野田市関宿

総合公園体育館トレーニングルーム会員であることを「野田市関宿総合

公園体育館トレーニングルーム会員証」で確認又は野田市関宿総合公園

体育館に電話で確認して「野田市総合公園体育館トレーニングルーム会

員証」を発行すること。 

また、会員証を発行した場合はトレーニングルーム会員として情報をコ

ンピュータで管理すること。 

・スポーツクライミングウォール講習会を終了後、受講した証明の「野田

市総合公園スポーツクライミングウォール会員証」を発行すること。 

  また、会員証を発行した場合はスポーツクライミングウォール会員とし

て情報をコンピュータで管理すること。 

   ・予約状況の管理、空き時間帯の利用促進を図ること。 

   ・利用状況等について別途野田市の指示に従い報告書を提出すること。 

  イ 利用者への対応 

   ・施設の利用受付、利用案内を行うこと。 

    ・利用料金の徴収事務を行うこと。 

   ・利用者の活動等の便宜を図るため、備品等を必要に応じて貸し出すこと。 

   ・受付等、利用者へのサービスに十分に対応できる人員体制とすること。 

   ・電話等による問合せや施設見学に対応すること。 

 

（３）利用者サービスの向上 

  ア 利用者案内等 

・公園利用者が円滑な活動ができるように、必要な指導・助言等を行うこと。 

   ・案内板等で、利用者が必要とする情報を事前に提供すること。 

   ・電話等での問合せへの対応、来園者や見学者への施設案内等適切な対応

を行うこと。 

   ・利用に関する疑義等については、野田市に報告すること。 

  イ 利用者対応 

   ・接遇の向上に努めること。 

  ウ 禁止行為等 

    ・都市公園条例に規定されている禁止行為又は許可なく行っている制限行

為は、中止するよう指導すること。 

  エ 拾得物の処理 

   ・拾得物は拾得物台帳を作成し、適正に保管、処理をすること。 

  オ 喫煙スペース 

   ・建物内は禁煙とし、喫煙スペースを建物外の指定場所に設置すること。 

  カ 路上生活者の取扱い 

   ・路上生活者が起居の場所として使用している場合は、関係機関と協力し

て必要な措置をとること。 

 

（４）利用促進 

  ア 広報等 

   ・利用促進を図るため、次の例を参考に、積極的かつ効果的に宣伝・情報

提供を行うこと。 
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    （例） 

     来園案内・施設案内のパンフレットの作成、配布 

     事業概要等の資料の作成、配布 

     必要に応じて、情報誌等への掲載、振興事業等のチラシ等の作成、配

布 

  イ 企画・実施 

・各施設の利用促進の方法を企画・実施すること。 

 

（５）保安・リスク対応 

  ア 警備 

   ・利用者の安全確保、財産の保全のため、総合公園施設について毎日 1 回

以上巡回警備を行うこと。夜間については体育館、野球場、水泳場及び

陸上競技場の機械警備を行うこと。 

イ 事故防止対策 

   ・施設の日常点検においては常に事故防止の観点に留意し、異常を発見し

た場合は、直ちに修繕を行い、必要な場合は施設の利用禁止、立ち入り

禁止等の措置をとること。 

   ・危険な行為をしている利用者に指導等を行い、利用者の安全に努めるこ

と。 

・防護柵等の安全対策については、適宜整備点検し利用者の事故防止に努

めること。 

・施設の出入口等の施錠、解錠等の点検、確認及び鍵の適正な管理を行う

こと。 

・消防設備の配置状況等の把握、日常点検を行うとともに消防署の査察等

がある場合は、立ち会いの上、必要な是正措置を講じること。 

 

（６）施設別運営留意事項 

 ① 有料公園施設 

  ア 野球場 

   ・硬式、軟式野球以外の利用は原則認めないこと。 

   ・冬季（12 月から 2月まで）は、芝生養生のため原則閉鎖とする。 

  イ 陸上競技場 

   ・芝生を良好な状態に保つため、インフィールド内でのサッカー競技での

利用は年間利用調整された大会のみとする。 

   ・スポーツ以外の利用も可能とする。 

  ウ 庭球場 

   ・原則、庭球以外の利用は認めないこと。 

  エ 体育館（大体育室、小体育室） 

   ・スポーツ以外の利用も可能とする。 

  オ 体育館（格技室） 

   ・原則として他の利用目的は認めないこと。 

  カ 体育館（トレーニングルーム） 

   ・利用にあたっては、講習会を受講した証明の「トレーニングルーム会員

証」の所有を確認し、許可すること。 

   ・講習会の実施、受講証明の発行等 

・利用者への指導、安全管理、補助、助言等を行える体制をとること。 

   ・トレーニング機器類は、良好な状態に保ち常時利用できること。 

キ 水泳場 

   ・プール公認規則に基づく資格を有するプール管理者を配置すること。 

   ・事故防止のため、常時監視体制をとること。 
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  ク スポーツクライミングウォール 

   ・利用にあたっては、講習会を受講した証明の「スポーツクライミングウ

ォール会員証」の所有を確認し、許可すること。 

   ・講習会の実施、受講証明の発行等 

 ② その他施設 

  ア 自由大広場 

   ・サッカーやグラウンド・ゴルフ等の利用に無料開放すること。 

   ・水泳場開場期間中は、臨時駐車場として使用すること。 

  イ 芝生広場 

   ・グラウンド・ゴルフ等の利用に無料開放すること。 

  ウ スケートボードパーク 

   ・スケートボード以外の利用目的は原則認めないこと。 

   ・路面状態が悪い場合は閉鎖すること。 

  エ 林内園地 

   ・利用者に無料開放すること。 

  オ 駐車場 

   ・競技大会等駐車場、駐輪場の混雑が予想される場合は、大会等の主催者

に対し、駐車場内及び車両出入口等の要所に車両を誘導する整理員を配

置するなど、混雑の緩和、安全の確保について適切な対応を行うように

指導すること。 

   ・障がい者、高齢者及び車椅子使用者等の車両を優先的に駐車できるよう

配慮すること。 

   ・駐車場内の事故、車両の盗難、車上荒らし等の未然防止に配慮すること。 

   ・公園利用者の利用を原則とすること。 

   カ 座生調節池スポーツ広場 

   ・少年野球やソフトボール等の利用に無料開放すること。 

  キ 緑地 

  ・利用者が緑と花の中で活動でき、木陰で休憩ができるように、常に良好な

状態を保持し、植物の特性にあった育成管理に努めること。 

   ・ＣＯ２の削減、施設外からの景観の向上、防火帯としての機能が発揮で

きる状態に育成管理を行うこと。 

   ・種類により何百年も生きる樹木や大木に育つ樹木は、その長期的な視点

から剪定等の育成管理を行うこと。 

 

（７）報告書等の作成及び提出に関する業務 

①管理報告書 

1 日の業務内容（点検、修繕、清掃、その他維持管理業務、窓口運営等）や利

用者対応など特記事項を記した日報等を作成すること。 

②月事業報告書（施設利用者、利用料金収入、管理業務実施状況等）を作成の

上、翌月 10 日までに提出すること。 

③野田市総合公園施設の管理に関する規則第 11 条に基づき、指定管理者は当該

年度終了後 30 日以内に業務報告書を野田市に提出すること。 

 

（８）野田市への協力体制 

・各種調査、資料作成に協力すること。 

  ・野田市による検査等に協力すること。 

  ・指定管理業務期間満了後も、指定管理者の調査が行われるため、調査に協

力すること。 

 

（９）関係機関との連絡、調整 
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  ・野田市、各種スポーツ競技団体等関係機関と円滑な連絡、調整ができる体

制と手法を確立すること。 

 

（１０）スポーツ振興事業 

   総合公園施設を使用して、市民の健康増進を図るためスポーツの振興及び普

及事業を行うこと。 

  ① 内容 

   ・市民のスポーツに対するニーズの多様化に対応し、年齢、体力、目的に応

じたスポーツ活動に気軽に参加して楽しむことのできる機会の充実を図る

こと。 

・年代、性別、技術の習熟度等別またスポーツ等の種類別に年間を通した事

業計画書を策定し、野田市の承認を得ること。 

   ・1 回 2 時間程度、5回～10 回のスポーツ教室を 4種目以上実施すること。 

   ・公園の利用促進に寄与するものであること。 

  ② 保険加入 

・スポーツ教室等の事業実施に際しては、下記と同等以上の保険に加入する

こと。 

種類 傷害保険 

保 険 金

額 

死亡  ２００万円 

入院  ２千円／日 

通院  １千円／日 

 

６ 指定管理者が行う維持管理業務 

 

維持管理業務は、管理運営方針に沿った適正な維持管理を行い、別紙「管理運

営業務要求水準書」を参照し、総合公園施設を適切な機能と快適で安全な利用が

できる状態に維持するとともに、円滑なサービス提供を常に行うこと。また、業

務の執行は指定管理者が自ら行うことを原則とするが、部分的業務については、

野田市の承諾を得て専門の事業者に委託できるものとする。なお、各業務は出来

る限り利用者の妨げにならないようにすること。 

 

（１） 公園施設全般について 

 ① 保守管理業務 

  ・長期的な視点から施設の機能と環境を維持し、サービス提供が円滑に行わ

れる状態を常に保つこと。 

  ・日常的に点検を行い、施設本来の状態を保つこと。 

  ・施設を安全かつ安心して利用できるよう、施設の予防保全に努めること。 

  ・施設の不具合を発見したときは、速やかに野田市に報告すること。 

 ② 法定点検業務 

   指定管理者は、法令により点検等が義務付けられている施設又は安全上若

しくは保安上点検等が特に必要と認められる施設について点検等の措置を

行うこと。 

 ③ 施設修繕業務 

   天災や老朽化等、指定管理者及び利用者の責任に帰すことができない施設

又は設備の修繕に要する経費は、指定管理者と野田市が負担するものに分

かれ、その内容は次のとおりとする。 

   なお、修繕による有料公園施設等の閉鎖に伴う利用料金収入の減について

は、原則として野田市は補填しないものとする。 

   また、指定期間終了による施設の返還時には、指定管理者が行った修繕箇
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所を固定資産から除去し、権利を放棄すること。 

  ア 応急的な修繕 

   ・公園内における施設又は設備が破損、損壊又は老朽化した場合で、利用

者の安全上又は管理運営上、直ちに修繕を行う必要がある場合は、早急

に修繕方法の検討及び見積書作成等を行い修繕すること。 

   ・修繕に要する費用は、20 万円未満の小規模修繕については指定管理料に

含まれるものとする。 

   ・20 万円以上の修繕を実施する必要が生じた場合の費用負担は、あらかじ

め野田市と指定管理者が協議の上決定すること。 

   ・指定管理者が行った修繕は、箇所、修繕前の状態、内容、費用等がわか

る図書を添付した報告書を作成し、野田市の指示があったときは提出す

ること。 

  イ 計画的な修繕・改修 

   ・利用者の安全上及び管理運営上緊急に対応する必要がないと判断される

施設又は設備の破損、損壊等について、次年度以降の計画的な修繕・改

修で対応可能なものは、野田市が別途指示するときに、修繕・改修項目、

内容、方法、必要金額、優先順位等を整理し報告すること。 

 ④ 清掃業務 

  ・良好な環境衛生、美観の維持に心がけ、快適な空間を保つこと。 

  ・日常的に巡視・点検、清掃（ごみ拾い）を行い、常に清潔な状態を保つこ

と。 

  ・Ｕ字側溝、雨水桝、汚水桝、マンホール等の排水設備の性能を維持するた

め、適宜点検を行うとともに、溜まった土砂などはすぐに除去・清掃する

こと。 

  ・興業や大会の開催後のごみ拾い等は、主催者が行うことを原則とする。 

 ⑤ 植物管理業務   

  Ⅰ）留意事項 

   ア 各植栽地の管理にあたっては、来園者の公園利用と安全性を確保しつ

つ、清掃、病害虫防除、施肥、剪定、刈込、草刈、散水、添え木撤

去・取替、花壇管理等、植物の生育や育成に必要な作業を適切な時期

や方法を選び実施すること。 

   イ 危険防止のため、枯損木や枯枝の早期発見と除去を行う。 

ウ 全ての作業において、危険防止のため、作業中であることを明示する

こと。 

  Ⅱ）管理水準   

   ア 芝生管理 

    ・刈り残しやムラがないように均一に刈込み、除草を行う際には傷めな

いよう丁寧に抜き取ること。 

    ・必要に応じて目土かけや施肥、ブラッシング、エアーレーション、補

植などを適正に行うこと。 

    イ 樹木等管理 

・樹木等の剪定や株物の刈込みは、必要性や樹種特定に応じて最も適切

な時期と方法で行うこと。 

・施肥を行う際は、樹木の特性や施肥の種類を配慮し、最も効果的な方

法で行う。 

・妨害虫発生の早期発見に努め、剪定防除、捕殺等、極力薬剤を使用し

ない方法により防除を行うこと。 

・薬剤防除にあたっては、農薬取締法等の関連法規やメーカーの使用安

全基準を遵守するとともに、使用量を最小限にとどめるよう努めるこ

と。 



10 

・生育不良樹等については、樹勢回復や延命措置を総合的に考え合わせ、

真にやむを得ない場合に限り伐採を行うこと。 

ウ 花壇、プランター管理 

・花壇、プランター管理については、適正な時期に数種類の花苗を植え、

適切な維持保全に努めること。 

  ⑥ 施設における病害虫の防除   

「野田市の施設等における農薬・殺虫剤等の適正使用に係る基本指針」に基

づき、防除管理者を定めるとともに、施設ごとに「農薬・殺虫剤等の薬剤

の適正使用マニュアル」を作成して適正に病害虫の防除を行うこと。 

  ⑦ 空調設備点検業務   

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に準じて、簡易点

検を四半期に 1 回以上行うこと。簡易点検は、一般財団法人日本冷凍空調

設備工業連合会が発行する「簡易点検の手引き」に基づき、直接指定管理

者の職員が行うこと。簡易点検終了後は、実績報告書を野田市に提出する

こと。 

フィルター清掃は、野田市が委託した清掃業者が年 2回実施する。 

異常等による緊急の際には、速やかに野田市に連絡すること。 

   

（２） 施設別維持管理留意事項 

 ① 有料公園施設 

  ア 野球場 

   ・高等学校選手権等公式試合での利用が可能となる維持管理を行うこと。 

   ・グラウンド芝生及びクレイを良好な状態に保ち、芝生については必要な

養生期間を確保すること。 

  イ 陸上競技場 

   ・財団法人日本陸上競技連盟第 3 種公認の陸上競技場としての機能維持を

基本とし、公式競技大会での利用が可能となる施設及び設備器具の維持

管理を行うこと。 

   ・芝生については必要な養生期間を確保すること。 

  ウ 庭球場 

   ・硬式、軟式庭球の大会が開催できる維持管理を行うこと。 

  エ 体育館（大体育室、小体育室） 

   ・バスケットボール、バレーボール、バドミントン等の室内競技大会の他、

スポーツに関する講演会等の催し物の利用も可能な維持管理を行うこと。 

   ・アリーナ木床を良好な状態に保ち、機能を保持できる維持管理を行うこ

と。 

  オ 体育館（格技室） 

   ・剣道、空手、柔道、少林寺拳法、合気道等の利用ができる維持管理を行

うこと。 

   ・木床、畳床を良好な状態に保ち、機能を保持できる維持管理を行うこと。 

  カ 体育館（トレーニングルーム） 

   ・トレーニング機器類を良好な状態に保ち、機能を保持できる維持管理を

行うこと。 

キ 水泳場 

   ・プールの標準安全指針及び千葉県遊泳用プール指導要綱に基づき適正な

維持管理を行うこと。 

  ク スポーツクライミングウォール 

   ・クライミングウォール設備を良好な状態に保ち、機能を保持できる維持

管理を行うこと。 

 ② その他施設 
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  ア 自由大広場 

   ・サッカー、グラウンド・ゴルフの利用ができる状態に維持管理すること。 

   ・水泳場開場期間中は、臨時駐車場として開放すること。 

  イ 芝生広場 

   ・芝生を良好な状態に保ち、必要な養生期間を確保すること。 

  ウ スケートボードパーク 

・定期的な点検を行い常に安全に使用できる状態に保ち、スケートボード

の利用ができる状態に維持管理すること。 

エ 遊具 

   ・定期的な点検を行い、常に安全に使用できる状態に保つこと。 

・遊具の点検に関しては「都市公園における遊具の安全確保に関する指

針」に留意すること。 

  オ テーブル、ベンチ 

   ・定期的な点検を行い、常に清潔で安全に使用できる状態に保つこと。 

  カ トイレ 

   ・定期的な点検を行い、常に清潔で安全に使用できる状態に保つこと。 

  キ 駐車場 

   ・駐車場の開・施錠、美化、清掃、駐車場内巡視、駐車場トラブル対応等

を行うこと。 

   ク 座生調節池スポーツ広場 

    ・少年野球やソフトボール等の利用ができる状態に維持管理すること。 

     ※別紙参照「座生調節池スポーツ広場管理運営について」 

 

７ 管理体制 

 

（１）人員配置 

・公園の管理運営業務を円滑かつ適切に遂行することが可能な体制を構築する

こと。 

・体育館に責任者を配置すること。 

・体育館に受付利用案内等を行う職員を常時配置すること。 

・体育館に防火管理者の資格を有する職員を配置すること。 

・体育館に公園の利用者に対し、施設及び設備、備品の取扱い指導ができる職

員を配置すること。 

・体育館に大会の開催に必要な機器類の操作指導が行える職員を配置すること。 

・体育館に各施設を効果的に管理、活用するために体育施設管理士やトレーニ

ング指導士等の資格を有する職員を配置すること。 

・職員の雇用形態、人数及び勤務形態は労働基準法を遵守し、施設の管理運営

に支障がないよう定めること。 

・職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。 

（２）管理体制 

  ・適正な職員の配置・組織を行い、管理責任者を明確にすること。 

  ・職員の資質、知識向上等の育成に努めること。 

（３）管理時間 

  ・午前 8時 30 分から午後 9時 30 分までとする。 

 

８ 雇用等への配慮 

 

雇用に際しては、地元住民を可能な限り雇用するように努めるとともに、物品

及び役務の調達に当たっても、可能な限り地元業者に発注するように努めること。 

９ 自主事業について 
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指定管理者は施設の設置目的を効果的に達成するため、本施設を活用し自主事

業を実施することができる。なお、自主事業の実施については次の点に留意する

こと（自主事業とは、指定管理者が自己の責任と経費において、イベントや物販

などを実施することをいう。） 

 

  （１）指定管理者が自主事業を実施する場合には、あらかじめ野田市と協議し

文書による許可を得なければならない。自主事業が、野田市の施設とし

てふさわしくない場合は許可しないことがある。 

  （２）実施に際しては、市民の利用を妨げないよう配慮するとともに市民が利

用しやすい料金設定をするようにすること。 

  （３）自主事業に要する経費に野田市が支払う指定管理料を充てることはでき

ない。ただし、指定管理者の経営努力により生じる指定管理料の余剰金

額（利潤）を充てることや指定管理者が雇用する職員が指定管理業務に

支障のない範囲で自主事業に従事することはできるものとする。 

  （４）事業計画書において提案された自主事業の採否については、協定を締結

する際に改めて協議するものとする。なお、提案された自主事業が認め

られないことにより、申請自体を辞退する可能性がある場合、その旨を

事業計画書に明示すること。 

（５）自主事業が、本来業務（指定管理業務）に支障を与えていると判断され 

る場合、自主事業の改善又は中止を命じる場合がある。 

    （６）総合公園の園路や広場等で行う場合は、野田市都市公園設置及び管理に

関する条例で定める行為の許可を得て、野田市に使用料を納入すること。 

  （７）施設又は設備器具を損傷しないこと。 

 

１０ 指定管理者と野田市の責任分担 

 

責任の内容 責任の分担 

施設等の損傷 

施設等の管理上の瑕疵によるも

の。 
指定管理者 

上記以外のもの。 
事案の原因ごとに判断し、野田市と指

定管理者が協議して定める。 

利用者等への損

害賠償 

施設等の管理上の瑕疵によるも

の。 
指定管理者 

上記以外のもの。 
事案の原因ごとに判断し、野田市と指

定管理者が協議して定める。 

施設等の修繕 

施設等の大規模な修繕 野田市 

施設等の小破修繕（1 件当たり 20

万円（消費税及び地方消費税を含

む。）未満のもの。） 

指定管理者 

保険の加入 

火災、落雷、風・水災等に係る保

険（建物総合損害共済） 
野田市 

利用者等に係る損害賠償保険（施

設賠償責任保険） 
指定管理者 

  ※本表に定めのない場合又は疑義がある場合は双方の協議の上決定する。 

 

 

 

１１ 指定期間 
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  令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間とする。 

 

１２ 管理に関する経費 

 

（１）管理に係る経費（指定管理料） 

  管理に係る経費（指定管理料）については、指定管理業務全体に要する経費か

ら指定管理者の収入となる利用料金等の収入を差し引いた額とする。 

  なお、申請書に添付した収支予算書（指定管理料見積書）（様式 3）がそのまま

採用されるのではなく、会計年度ごとに野田市と指定管理者の協議の結果に基づ

き、年度協定の中で締結する。 

  なお、原則として、指定管理料は精算しない。 

 

（２）管理に係る経費の支払 

  指定管理料の支払方法は口座振込みとし、支払時期は野田市と指定管理者の協

議に基づき、年度協定の中で締結する。 

 

（３）野田市が支払う指定管理料に含まれるもの 

  ① 人件費 

  ② 事務費（消耗品費、通信運搬費等） 

  ③ 管理費（保守管理費、修繕費、環境整備費、清掃費、光熱水費等） 

  ④ 事業費（報償費、消耗品費、通信運搬費等） 

  ⑤ その他施設の管理運営に必要となる経費 

※ 野田市が制限行為許可及び施設設置許可をしている物件等に係る電気料、水

道料等の費用も指定管理者が負担すること。なお、電気料、水道料等は設置

している団体等から指定管理者が実費徴収すること。（別紙「総合公園占用・

制限行為・施設設置許可リスト」参照） 

 ※ 備品購入費は指定管理料に含まれない。 

 

（４）利用料金等の収入 

  ① 利用料金の設定 

    指定管理者は、総合公園施設の利用料金について、野田市都市公園設置及

び管理に関する条例で規定する額の範囲内で野田市の承認を得て定めること

ができる。これにより徴収する利用料金は指定管理者自らの収入とする。 

原則として、設定した利用料金は指定期間内において変更できないことと

する。ただし、指定管理者が施設の有効活用等の観点から利用料金を変更す

る必要があると判断する場合には、事前に野田市と協議を行い、野田市の承

認を得て変更することができるものとする。 

② 減免 

野田市総合公園施設の管理に関する規則で定める基準により減免することと

する。 

③ 還付 

既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、野田市都市公園設

置及び管理に関する条例で定める場合又はその他特別の理由があると認める

場合は、当該利用料金の全部、若しくは一部を還付することができる。 

  ④ 自主事業による収入 

     自主事業による収入は指定管理者の収入とする。 

  ⑤ 使用料の納入 

    水泳場の使用料金は野田市の収入とする。なお、指定管理者が徴収、集計

及び納入を行うことになるが、使用料金については公金として厳正に取扱い、
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徴収した翌日（金融機関の休業日を除く。）までに野田市の指定口座に納入す

ること。 

  ⑥ 自動販売機の電気料について 

    野田市が行政財産の使用を許可して設置している自動販売機の電気料は指

定管理者が負担すること。なお、自動販売機の電気料は設置している団体等

から指定管理者が実費徴収できる。 

 

（５） 管理口座 

    指定管理料及びその他の収入は、指定管理者自体の口座とは別の専用口座

で管理するものとする。 

 

１３ 備品の管理 

 

（１）指定管理者は、野田市の所有に属する備品（別紙備品一覧）については、そ

のまま使用できるが、野田市物品管理規則に基づき適正に管理すること。 

（２）野田市が賃貸借契約し、指定管理者に貸与する事務機器及びスポーツ器具等

の物品（別紙「野田市賃貸借物品一覧」参照）は無償で貸与することとし、

適正な管理・保管をすること。 

（３）施設における活動に支障を来さないよう、物品の管理を行うとともに、不具

合等の生じた物品は、責任分担に従い 20 万円（消費税及び地方消費税を含

む。）未満の修繕については指定管理料で修繕すること。 

なお、修理できない備品については野田市に破損の報告を行うこと。野田市 

は必要性を判断して備品の更新を行うこととする。 

（４）指定管理料には備品購入費は含まない。ただし、指定管理者が委託事業を実

施するに当たり、備品の購入を希望する場合には、野田市と協議を行うこと。

協議の結果、野田市が当該備品の必要性を認めた場合には、当該備品の購入

に係る費用を指定管理料の委託事業費より支出できるものとし、当該備品の

所有権は野田市に帰属するものとする。なお、指定管理者が自己の責任と資

金で購入した備品の所有権は指定管理者に帰属するものとする。 

（５）備品の管理に当たっては、管理台帳を整備し、変更があった場合は更新する

こと。 

 

１４ 災害・事故対策 

 

（１）指定管理者のサービス提供方法、従業員の責任等に起因する災害及び事故に

ついては、指定管理者が責任を負うものであること。 

（２）災害、事故及び犯罪等が発生したときは、速やかに野田市及び関係機関へ報

告すること。 

（３）ＡＥＤ（自動体外式除細動器）については、職員等関係者の講習会の受講や

日頃の点検管理により、非常時に使用できるよう備えること。 

（４）野田市内において、震度 4 の地震が発生しスポーツ推進課から指示があった

とき又は震度 5 弱以上の地震が発生した場合には、速やかに被害状況を確認

し、スポーツ推進課へ報告すること。 

（５）野田市総合公園は、「野田市地域防災計画」により避難所に指定されており、

災害発生により避難所が開設された場合は、避難所の設営や維持管理につい

て、避難所が閉鎖されるまでの間、避難所に配置された災害活動職員（野田

市職員）の支援及び協力を行うこと。 

（６）野田市総合公園自由大広場は「野田市地域防災計画」により、防災ヘリコプ

ターの離発着場及び避難場所に位置付けられていることから、災害時等に施

設を野田市が利用する必要があると認めたときは協力すること。 
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（７）緊急時対応マニュアルや緊急連絡網を作成し、その徹底を図ること。 

（８）防火管理者を置き、防災計画を策定し、消防訓練や避難訓練等を行い、緊急

時の対応に備えること。 

（９）施設賠償保険について、次表と同等以上の保険に加入すること。 

 

種類 施設賠償責任保険 傷害保険 

(指定管理者主催教室及びｽﾎﾟｰﾂｸﾗ

ｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙの利用に対するものに

限る。) 

保険金額 身体賠償 

 １名につき１億円 

 １事故につき１０億円 

財物賠償 

 １事故につき２千万円 

死亡 

 ２００万円 

入院 

 ２千円／日 

通院 

 １千円／日 

 

１５ 防犯対策 

 

施設内の危機、安全管理及び防犯のため巡回を行うとともに、無人となる時間帯

については機械警備（別紙個別仕様書）による対策を講じ、トラブルが発生した場

合、野田市及び関係機関に連絡するとともに迅速に対応すること。 

 

１６ 衛生管理 

 

感染症の予防及びまん延防止のために、感染症対策マニュアル等を作成し、利用

者及び施設職員等に対して衛生管理を徹底するとともに、野田市及び野田健康福祉

センター等の関係機関と連携を図りながら衛生管理並びに感染症予防対策に努める

こと。 

なお、新型コロナウイルス感染症については、終息の見通しが立たない状況にあ

ることから、感染症拡大防止のために必要な情報収集に努め、野田市と協議し適切

な対応を行うこと。 

対応に当たっては、国、千葉県及び野田市が示すガイドラインや予防・防止対策

を遵守又はこれに準じて行い、万全を期すこと。 

感染症拡大防止のために必要な消耗品等については、指定管理者において確保す

ること。 

 

１７ 苦情処理 

 

利用者等から管理業務に関する苦情が出た場合は、適切な対応を行い、円満な解

決に努めること。苦情を処理した場合は、野田市に報告すること。処理が困難なも

のについては野田市と協議すること。 

 

１８ 業務計画 

 

指定管理者は、当該年度の業務計画を策定し、野田市に報告すること。 

 

１９ 公契約条例について 

  

(１) 条例の適用 
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野田市では、公契約に係る業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上

を図るため、平成 21 年 9 月に「野田市公契約条例（平成 21 年野田市条例第

25 号）」を制定し、平成 24 年 10 月の条例改正により、当該指定管理業務に従

事する適用労働者に、令和 3 年 4 月 1 日時点の市長が定めた賃金等の最低額

（以下「最低額」という。）以上の賃金を支払わなければならないほか、労働

者の適正な労働条件の確保等を求めることとしている。 

受注者及び受注関係者は、適用労働者に対し最低額以上の賃金を支払わなけ

ればならないほか、条例に基づく必要な事務手続を行わなければならない。 

なお、次頁の表「市長が定める賃金の最低額一覧（令和 3 年度適用分）」に

記載されている賃金等の最低額については、令和 3 年 4 月 1 日までに見直され

る可能性があるため、見直された場合はその額を遵守すること。 

また、詳細については、別添の「野田市公契約条例に係る特記事項（指定管

理基本協定用）」を参照のこと。   

 

(２) 最低額 

本指定管理業務に適用される最低額は、令和 3 年 4 月 1 日時点の市長が定め

た賃金の最低額とする。 

ただし、千葉県について決定された最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第

9 条第 1 項に規定する地域別最低賃金（以下「最低賃金」という。）が改定さ

れた場合において、次の最低額改定基準に該当したときの翌年度の最低額は、

最低賃金が改定された日が属する年度（以下「最低賃金改定年度」という。）

の最低額に最低賃金改定年度中に決定された最低賃金を前年度中に決定された

最低賃金で除して得た数（小数点以下第 5 位を四捨五入）を乗じて得た額（小

数点以下第 1位切上げ）とする。（計算式１） 

なお、最低賃金改定年度の翌年度の適用労働者に支払われる賃金を調査し、

その賃金が計算式 1 で求めた最低額と比較して不足する場合は、その不足分に

ついて野田市が負担することとする。負担の方法については、野田市と受注者

で協議の上決定する。 

                  Ｂ 

（計算式１） 翌年度の最低額＝Ａ× － 

                  Ｃ 

 

    Ａ：最低賃金改定年度の最低額 

    Ｂ：最低賃金改定年度中に決定された最低賃金 

    Ｃ：前年度中に決定された最低賃金 

 

＜最低額改定基準＞ 

最低賃金改定年度の最低額から最低賃金改定年度中に決定された最低賃金に当

該最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数（小数点以下第 5 位

を四捨五入）を乗じて得た額（小数点以下第 1 位切上げ）を差し引いた額が 10 円

に満たない場合（計算式 2） 

            Ｂ 

（計算式２） Ａ－Ｂ ×－ ＜１０ の場合 

            Ｃ 
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表 市長が定める賃金の最低額一覧（令和 3年度適用分）」（単位：円／時間） 

職種 最低額 

施設の維持管理事務員 1,043 円 

受付等事務補助員 981 円 

清掃業務に従事する者 981 円 

トレーニング室トレーナー（インストラクターを除く。） 1,043 円 

水泳場総括責任者 1,043 円 

水泳場救助員、監視員 981 円 

看護師 1,134 円 

※１ 2 つ以上の業務を兼務している場合は、最低額の高い職種で比較すること。 

※２ 市長が定める賃金の最低額が見直された場合はその額とする。 

 

(３) 比較する賃金の構成 

最低額と比較する賃金は、最低賃金法に基づく最低賃金制度に定める「所定

内給与」のうち、基本給及び諸手当（精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除

く。）とし、これらの賃金等を 1時間当たりに換算した額となる。 

また、次の手当は比較する賃金に含めない。 

・臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 

・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など） 

・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金（時間外割増金

など） 

・所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金（休日割増賃金など） 

・午後 10 時から午前 5 時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち通

常の労働時間の賃金の計算額を超える部分（深夜割増賃金など） 

 

２０ 文書の管理について 

  

 指定管理業務に係る文書の管理については次のとおりとする。 

・収受した文書には、日付入受付印の押印若しくは収受年月日を記入すること。 

・収受した文書の収受日、文書名及び送り主は文書管理簿等を作成し記録するこ

と。また、作成した文書の作成日、文書名及び作成者についても文書管理簿等

に記録すること。 

・打合せ終了後には、打合せ記録を作成し、施設の責任者の確認を受けること。

また、野田市との打合せ記録については、施設の責任者及び野田市担当所属長

の確認の決裁を受け、双方で同じ記録を保管する。 

・野田市への通知、連絡、回答等は文書によることとする。ただし、緊急時の連

絡等は口頭によるものとし、その内容は後日文書で提出すること。 

・指定管理業務に係る文書は、指定管理者が作成したものであっても野田市情報

公開条例の対象であるため、野田市の求めに応じ速やかに提出できるよう保管

すること。 

・その他、現在野田市の文書管理について、指定管理業務を含めた見直しを行っ

ているため、見直し後はその方針に従い適正に文書管理を行うこと。 

 

２１ 状況報告及び現地検査 

 

野田市は、管理及び業務の状況等について、指定管理者に報告を求めることがで

き、必要に応じて、現地検査を行うことができる。 
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２２ 管理運営業務を実施するに当たっての遵守事項 

 

 管理運営業務を実施するに当たっては、次に掲げる事項を遵守して、円滑かつ効

率的に実施すること。 

 

（１）野田市総合公園が公の施設であることを常に念頭におき、公平な運営を行い、

特定の利用者に有利あるいは不利になる運営を行わないこと。 

（２）指定管理者は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する野田市職員対

応要領により、不当な差別の禁止、合理的配慮の提供その他障がい者に対す

る適切な対応を行うとともに、管理運営業務に係る対応指針（障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律第 11 条の規定により主務大臣が定める指

針をいう。）を遵守すること。また、野田市手話言語条例の基本理念に基づい

て運営すること。 

（３）野田市との連携を図った運営をすること。 

（４）指定管理者が施設の管理運営に係る規程等を定めるときは、野田市と事前に

協議すること。 

（５）施設の管理運営に係る規程等が定められていないときは、野田市の条例等に

準じて、又は野田市と協議の上運営すること。 

 

２３ 指定の取消し 

 

指定管理者が行う管理運営の適正を期すため、次に掲げる事由に該当する場合に

は、地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定により、指定管理者の指定を取消し、又

は期間を定めて管理運営の全部又は一部の停止を命ずることがある。 

（１）指定管理者が、野田市が行う報告の要求、実地調査又は必要な指示に従わな

いとき。 

（２）指定管理者による管理を継続することが、適当でないと野田市が認めるとき。 

 

２４ 業務開始について 

 

 令和 3 年 4 月 1 日からの指定管理者による管理業務が円滑に行われるよう、指定

期間の開始日前から準備を行うこと。 

 

２５ 指定期間満了時等の引継ぎについて 

 

 指定期間内に指定が取り消された場合又は次期指定管理者（候補者も含む。）が決

定した場合、業務の円滑な引継ぎについて野田市及び次期指定管理者に対して協力

するとともに、業務に関する調整や必要な書類及びデータの提供を行うこと。なお、

これらの引継ぎにかかる費用は現在及び次の指定管理者の負担とする。 

 

２６ 特記事項 

 

（１）野田市が行う事業等については、優先的使用を認めること。 

（２）行政財産目的外使用許可は野田市が行う。 

（３）指定管理開始前における準備、研修等に係る経費は指定管理者の負担とする。

また、指定管理終了時における次の指定管理者への引継ぎを十分行い、その

経費も指定管理者の負担とする。 

（４）水泳場の開場については、野田市の判断に従い、別途協議すること。 

 

２７ 協議 
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この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は、野田市と指定管理者が協

議の上決定する。 
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座生調節池スポーツ広場管理運営について 

 
１．除草及びグラウンド整備 

指定管理者は除草及びグラウンド整備をし、少年野球やソフトボールの利用ができる状態

に維持管理をすること。 
除草面積 約 17,300m2 

 

２．トイレ清掃 

  定期的な点検を行い、常に清潔で安全に使用できる状態に維持管理をすること。 
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野田市総合公園施設一覧 
（１）主要施設 

施設名 設置年月 面  積 概  要 
体育館 昭和 62 年 6 月 建築面積 4,544 ㎡ 

延床面積 5,406 ㎡ 

大体育室 1,690 ㎡  

バスケットコート   2 面 

バレーボールコート  3 面 

バドミントンコート  8 面 

卓球台        21 台 

観覧席 固定席   144 席 

    移動席   480 席 

小体育室 352 ㎡  

バドミントンコート 2面 

卓球台       10 台 

柔道場 270 ㎡ 

試合場        1 面 128 畳 

剣道場 270 ㎡ 

試合場        1 面 

トレーニングルーム 207 ㎡ 

 各種トレーニング器具 

控 室 207 ㎡ 

 約 20 人収容×2室 

集会室 101 ㎡ 

 最大 100 人収容 

更衣室  

 ロッカー数 男女各 200 

 シャワー室､洗面所併設 

その他 

ラウンジ､事務室 

野球場 昭和 30 年 6 月 敷地面積 18,600 ㎡ 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ  12,373 ㎡ 

両翼 91ｍ 中堅 119ｍ 

 

 

 

 

 

 

観客席 

 メインスタンド 470 人 

 内野スタンド 1,130 人 

管理棟 

 本部室､審判控室他 

照明塔 

 6 基 

その他 

スコアボード､ダッグアウト､倉庫 

水泳場 昭和 55 年 8 月 

 

敷地面積 18,000 ㎡ 

 

 

50ｍ公認プール 

流水プール 延長 280ｍ 

ちびっこプール 

子ども用プール 

管理棟 

 事務室､医務室､更衣室､シャワー室他 
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施設名 設置年月 面  積 概  要 

庭球場 昭和 56 年 5 月 敷地面積 5,783 ㎡ 人工芝コート 9 面 

陸上競技場 平成 17 年 4 月 

 

敷地面積 25,646 ㎡ 

 

 

日本陸連第 3種公認 

トラック 

全天候型ウレタン舗装 400ｍ×8 ﾚｰﾝ 

直線路 110ｍ×9 ﾚｰﾝ 

フィールド 

 芝生 105ｍ×62ｍ 

スタンド 

 雨天練習走路 70ｍ×4 ﾚｰﾝ 

観覧席 固定席   998 席 

    車椅子席   6 席 

更衣室  

 ロッカー数 男女各 

 シャワー室､洗面所併設 

その他 

写真判定室､本部室､管理室､医務室､多目

的室 

スポーツク

ライミング

ウォール 

平成 6年 3月 

 

 

 

 

高さ 10.5ｍ 

垂直壁（幅）2.7ｍ､前傾壁（幅）3.6ｍ 

体育館南西側壁に設置 

水生植物園 
 

昭和 63 年 6 月 敷地面積 800 ㎡ 菖蒲 約 15,000 株 

自由大広場 昭和 62 年 6 月 敷地面積 6,825 ㎡ クレー舗装 105ｍ×65ｍ 

サッカー､グラウンド・ゴルフに利用 

水泳場開場期間は臨時駐車場 

芝生広場 
 

昭和 63 年 6 月 敷地面積 5,660 ㎡ グラウンド・ゴルフに利用 

スケートボ

ードパーク 
平成 20 年 3 月 敷地面積 803 ㎡ コンクリート舗装 678.7 ㎡ 

子供冒険の

森 
平成 2年 6月 敷地面積 652 ㎡ 健康器具､ベンチ 

林内園地 平成 2年 6月 敷地面積 826 ㎡  

憩いの広場 平成 2年 6月 敷地面積 2,070 ㎡  

アプローチ

広場 
平成 2年 6月 敷地面積 316 ㎡  
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駐車場   第 1 専用駐車場(舗装) 野球場東側 

 105 台 障がい者用 2台 

第 2専用駐車場(舗装) 自由大広場西側 

 135 台 

第 3 専用駐車場(砂利敷) 自由大広場東側 

  87 台 

第 4 専用駐車場(砂利敷) 野球場南側 

  15 台 

第 5 専用駐車場(舗装) 陸上競技場 

   6 台 障がい者用 2台 

水泳場開場期間臨時駐車場（自由大広場） 

 310 台 

 
（２）付帯施設 

施設名 設置年月 面  積 概  要 

座生調節池

スポーツ広

場 

平成 15 年 10 月 

 

敷地面積 17,824 ㎡ 少年野球場１面、簡易トイレ 
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管理運営業務要求水準書 

  

 以下の業務内容、業務概要及び業務量等の同等以上の管理運営業務を行うこととする。 

箇

所 
業務内容 業務概要 業務量等 

総

合

公

園 

全

般 

 

園内清掃業務 体育館､野球場､陸上競技場､水泳場､そ

の他屋外施設（座生調節池スポーツ広場

も含む。）及び園地（建物周辺､園路､公園

内の全てのトイレ等）の日常清掃､定期清

掃等を行い､常に良好な衛生状態を保つ｡ 

別紙 1 総合公園清掃業務仕様書の

とおり 

廃棄物､資源物の

収集運搬業務 

ごみ袋を購入し､総合公園で発生した

一般廃棄物､資源物については関係法令

に従って適正に処理する｡ 

別紙 2総合公園廃棄物､資源物の収

集運搬業務仕様書のとおり 

 

産業廃棄物収集運

搬処理業務 

ごみ袋を購入し､総合公園で発生した

産業廃棄物については関係法令に従って

収集･運搬･処理する｡ 

別紙 3 総合公園産業廃棄物収集運

搬処理業務仕様書のとおり 

 

害虫防除業務 体育館､水泳場､野球場及び陸上競技場

の各施設館内の環境衛生維持のため､害

虫等防除の薬剤散布を行う｡ 

別紙 4 総合公園体育館害虫等防除

業務仕様書のとおり 

消防設備保守点検

業務 

 消防法第17条の3の 3及び消防法施行

規則第 31 条の 4 の規定に基づき､消防設

備の点検を行うとともに故障等について

は適切に処理をする｡ 

別紙 5 総合公園体育館消防設備保

守点検業務仕様書のとおり 

 

機械警備業務 施設物件の保全を図るため機械警備業

務を行う｡ 

別紙 6 総合公園機械警備業務仕様

書のとおり 

受水槽清掃業務  水道法第 34 条の 2 第 1 項に基づき､安

全で衛生的な水が供給できるよう点検､

清掃を行う｡ 

別紙 7 総合公園受水槽清掃業務仕

様書のとおり 

総合公園電気設備

保安管理業務 
電気事業法第４２条第１項の規定に基

づき定める保安規程により当該電気工作 

物の保安管理業務を行う。 

別紙 8 総合公園電気設備保安管理

業務仕様書のとおり 

体

育

館 

自動制御設備､中

央監視盤及び空調

設備保守点検業務 

常に良好な状態での利用提供と効率的

な運用が図れるよう点検及び調整等を行

う｡ 

別紙 9 総合公園体育館自動制御設

備､中央監視盤及び空調設備保守

点検業務仕様書のとおり 

汚水処理施設維持

管理業務 

水質汚濁防止法第 14 条第 2 項に基づ

き､汚水処理施設が良好な状態で運転で

きるよう点検､清掃及び調整等を行う｡ 

別紙 10総合公園体育館汚水処理施

設維持管理業務仕様書のとおり 

床面ウレタン塗装

業務 

 体育館内床面の保護､滑り抵抗の維持

のためウレタン塗装を行う｡ 

別紙 11総合公園体育館床ウレタン

塗装業務仕様書のとおり 

間仕切り保守点検

業務 

 体育館内昇降式間仕切りが良好な状態

で使用できるよう点検及び調整等を行

う｡ 

別紙 12総合公園体育館間仕切り保

守点検業務仕様書のとおり 

移動観覧席保守点

検業務 

移動観覧席が良好な状態で使用できる

よう点検､清掃及び調整等を行う｡ 

別紙 13総合公園体育館移動観覧席

保守点検業務仕様書のとおり 

照明設備保守点検

業務 

 常に良好な状態での利用提供と効率的

な運用が図れるよう点検及び調整等を行

う｡ 

別紙 14総合公園体育館照明設備保

守点検業務仕様書のとおり 
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箇

所 
業務内容 業務概要 業務量等 

体

育

館 

運動器具保守点検

業務 

 体育館内の運動器具が良好な状態で使

用できるよう点検及び調整等を行う｡ 

別紙 15総合公園体育館運動器具保

守点検業務仕様書のとおり 

クライミングウォ

ール保守点検業務 

 体育館屋外に設置してあるクライミン

グウォールが良好な状態で使用できるよ

う点検及び調整等を行う｡ 

別紙 16クライミングウォール保守

点検業務仕様書のとおり 

トレーニング指導

業務 

トレーニングルーム利用者への指導、

安全管理、補助、助言等を行う。 

別紙 17総合公園体育館トレーニン

グ指導業務仕様書のとおり 

特殊建築設備定期

検査報告委託業務 

建築基準法第12条第1項に基づき定期

的に検査し、特定行政庁に報告する。 

別紙 18総合公園体育館特殊建築設

備定期検査報告委託業務仕様書の

とおり 

特殊建築物定期調

査報告委託業務 

建築基準法第12条第1項に基づき定期

的に検査し、特定行政庁に報告する。 

別紙 19総合公園体育館特殊建築物

定期調査報告委託業務仕様書のと

おり※3年毎(令和 2年度実施済) 

電話設備保守点検

業務 

電話設備が良好な状態で使用できるよ

う点検､清掃及び調整等を行う｡ 

別紙 20電話設備保守点検業務仕様

書のとおり 

体育館自動ドア保

守点検 

自動ドアが正常に作動するように点検

及び調整を行う。 

別紙 21体育館自動ドア保守点検業

務仕様書のとおり 

防火設備保守点検 建築基準法第 12 条 3 項に基づき、防火

設備の検査結果を特定行政庁に報告する 

別紙 22総合公園体育館防火設備保

守点検業務仕様書のとおり 

ボイラ保守点検 体育館のシャワー室給湯用ボイラ（シ

ンクロヒータ）の定期点検を行う。 

別紙 23総合公園体育館ボイラ保守

点検業務仕様書のとおり 

野

球

場 

野球場整備業務  野球場の水分浸透性向上､整地､適正硬

度にするため整備を行う｡ 

別紙 24総合公園野球場整備業務仕

様書のとおり 

浄化槽保守点検業

務 

浄化槽法第 10 条第 1 項に基づき､野球

場トイレの浄化槽が良好な状態で運転で

きるよう点検､清掃及び調整等を行う｡ 

別紙 25総合公園野球場浄化槽保守

点検業務仕様書のとおり 

スコアボード保守

点検業務 

野球場スコアボードが良好な状態で運

転できるよう点検及び調整等を行う｡ 

別紙 26総合公園野球場スコアボー

ド保守点検業務仕様書のとおり 

水

泳

場 

水泳場管理業務  水泳場における安全管理､事故防止を

図るため､管理業務を行う｡ 

別紙 27総合公園水泳場管理業務委

託仕様書のとおり 

日除け設置業務  水泳場内売店前に日除けのためのよし

ずの設置及び撤去を行う｡ 

別紙 28総合公園水泳場日除け設置

業務仕様書のとおり 

ろ過装置保守点検

業務 

ろ過装置が良好な状態で運転できるよ

う点検､清掃及び調整等を行う｡ 

別紙 29総合公園水泳場ろ過装置保

守点検業務仕様書のとおり 

全自動滅菌装置保

守点検業務 

全自動滅菌装置が良好な状態で運転で

きるよう点検､清掃及び調整等を行う｡ 

別紙 30総合公園水泳場全自動滅菌

装置保守点検業務仕様書のとおり 

流水ポンプ保守点

検業務 

流水ポンプが良好な状態で運転できる

よう点検､清掃及び調整等を行う｡ 

別紙 31総合公園水泳場流水ポンプ

保守点検業務仕様書のとおり 
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箇

所 
業務内容 業務概要 業務量等 

陸

上

競

技

場 

 

 

 

 

 

 

 

昇降機保守点検業

務 

建築基準法第 12 条第 3 項に基づき､昇

降機が良好な状態で運転できるよう点

検､清掃及び調整等を行う｡ 

別紙 32総合公園陸上競技場昇降機

保守点検業務仕様書のとおり 

芝生維持管理業務 常に最良の状態で使用できるよう､定

期的に刈り込み､受肥､砂入れ､転圧等を

行う｡ 

別紙 33総合公園陸上競技場芝生維

持管理業務仕様書のとおり 

電子備品保守点検

業務 

電子備品が良好な状態で使用できるよ

う点検､清掃及び調整等を行う｡ 

別紙 34総合公園陸上競技場電子備

品保守点検業務仕様書のとおり 

陸上競技場自家用

電気工作物保守点

検業務 

電気事業法第42条第1項の規定に基づ

き定める保安規程により当該電気工作 

物の保安管理業務を行う。 

別紙 35陸上競技場自家用電気工作

物保守点検業務仕様書のとおり 

陸上競技場自動ド

ア保守点検業務 

 自動ドアが正常に作動するように点検

及び調整を行う。 

別紙 36陸上競技場自動ドア保守点

検業務仕様書のとおり 
水生

植物

園 

水生植物園菖蒲植

替え業務 

 水生植物園の菖蒲の植替え､除草､土壌

改良等を行う｡ 

別紙 37総合公園水生植物園菖蒲植

替え業務仕様書のとおり 

スケ

ート

ボー

ドパ

ーク 

スケートボードパ

ーク管理業務 

スケートボードパークが安全に利用で

きるよう管理及び受付業務を行う｡ 

別紙 38スケートボードパーク管理

業務仕様書のとおり 
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総合公園清掃業務仕様書 

 

 

１．基本方針 

 （１）計画的な作業を実施し、清掃効果を充分発揮させるように心掛けること。 

 （２）各床材の特性を検討し、最適な清掃資材を使用すること。 

 

２．業務内容 

 （１）日常清掃 

   ① 日常清掃は休業日を除く毎日、当施設に支障のないよう実施すること。特に建

物利用者の迷惑とならぬよう混雑時を極力避けて行うこと。 

※休業日・・・毎週火曜日（その日が祝日に当たるときは、その翌日（その日が

休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日でな

い日））及び年末年始。 

② 各管理棟の出入口、玄関、ラウンジ、ロビー、トイレ、廊下、階段、観覧席等 

ア 床面はダストモップ、真空掃除機等を使用しゴミ、塵、埃が散乱しないよう

にすること。また、必要に応じ、水拭き又は適性洗剤を用いて汚れを除去する

ものとする。 

イ カーペット部分については、真空掃除機で念入りに塵埃を除去すること。 

    ウ 玄関、出入口のドア及び手の届く範囲のガラスは、常に窓拭き又は洗剤拭き

を行い、金属部分は光沢を失わないようにすること。 

    エ マット類は真空掃除機を使用し、汚れがひどい時は洗剤を用いて洗浄するこ

と。 

    オ ロビー、ラウンジ等の備品類の整理整頓に努めること。 

    カ 屑入れの内容物を処理すること。 

    キ 各床材に合った清掃を行うこと。 

    ク 常に来場者に不快感を与えないように清潔にしておくこと。 

   ③ 各管理棟の湯沸室、シャワールーム、トイレ等 

    ア 床面は乾いたモップで水分を拭き取ること。 

    イ 洗面台、鏡、化粧台、湯沸器、便器等は適切な方法で洗い拭きし、常に清潔

で良好な状態を保持すること。 

ウ 茶がら、紙くず等の搬出処理は、随時適切に行うこと。 

エ ドア、間仕切りは水拭きし、清潔にしておくこと。 

オ 衛生用消耗品は、使用に支障をきたさぬよう補給すること。 

カ 金属部分は、光沢を保つようにすること。 

キ 屑入れの内容物を処理すること。 

ク 常に来場者に不快感を与えないように清潔にしておくこと。 

④ 各管理棟の事務室、大体育室、小体育室、柔道場、剣道場、師範室、トレーニ

ングルーム、集会室、会議室、更衣室、控室、医務室等 

ア 室内は清掃用具を用いて適宜清掃すること。（床フロアのヒールマーク等は随

時除去すること。） 

イ 窓枠、吊木等は埃を払い水拭きすること。 

ウ 机上、椅子、電話機等は、汚れに応じて水拭き又は空拭きすること。 

エ カーペット部分は、真空掃除機で塵埃を除去すること。 

オ 屑入れの内容物を処理すること。 

別紙１ 
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カ 各部屋に応じて清掃し、特に汚れがある場合には適性洗剤を用いて清潔にし

ておくこと。 

⑤ 野球場、陸上競技場、水生植物園、座生調節池スポーツ広場 

ア 利用時間以外の時間に掃き、拭き掃除を行うこと。 

イ 屋外トイレは常に来場者に不快感を与えないように清潔にしておくこと。 

ウ 屑入れの内容物を処理すること。 

⑥ 庭球場、自由大広場、芝生広場、子供冒険の森、林内園地、憩いの広場、園路、

プレイロット、プロムナード、駐車場等 

ア 利用時間以外の時間に掃き、拭き掃除を行うこと。植え込みの中についても

ゴミ拾いを行うこと。 

イ 屑入れの内容物を処理すること。 

⑦ 園内敷地 

ア 必要に応じ、植え込みの簡易除草及び散水をすること。 

イ 掲揚台の三旗の掲揚及び降納。 

ウ 屑入れ、喫煙所の灰皿の内容物を処理すること。 

  

（２）定期清掃  

① 定期清掃は当施設に支障のないよう実施すること。 

   ② 床清掃（トイレ・ラウンジ等を含む）  月１回 

     容易に移動可能なものは、移動し、塵埃を取り除いてからフロアクリーナー（洗

剤）を使用して床面を洗浄し、汚水は、ドライワイパー又は空拭きにより完全に

取り去り、（特にヒールマーク等）通路等は、ワックスがけを行うこと。また、体

育室等の床フロア清掃は、乾式モップ等による除塵製清掃とする。トイレは、モ

ップ等を用いて清掃すること。 

   ③ 窓ガラス清掃  年４回 

     ガラス用洗剤等で汚れを取り除き、乾布にて拭き仕上げを行うこと。 

   ④ 照明設備清掃  年 1 回 

     照明器具は、洗浄して水拭きし、さらに空拭きすること。 

⑤ ブラインド清掃  年２回 

各ブラインドを取り外し、洗剤等で汚れを取り除き、さらに水洗いしをして乾

燥後に取り付けること。 

⑥ 会議室等カーペット部分清掃  年２回 

 真空掃除機で塵埃を除去後、洗浄機器を用い洗浄し、完全に乾燥させること。 

⑦ 換気扇口清掃  年１回 

 塵埃を除去した後、洗剤等で汚れを取り除くこと。 

 

（３）衛生管理 

   新型コロナウイルス感染症については、終息の見通しが立たない状況にあること 

から、感染症拡大防止のために必要な情報収集に努め、野田市と協議し適切な対応 

を行うこと。 

対応に当たっては、国、千葉県及び野田市が示すガイドラインや予防・防止対策 

を遵守又はこれに準じて行い、万全を期すこと。 

 

３．その他 

 （１）作業の実施にあたっては、衛生及び火気取り扱いに特に留意すること。 

 （２）電気、水道の使用については、極力節約に努めるとともに清掃用具は、所定の場
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所に整理しておくこと。 

 （３）作業日誌は、毎日作成保管し、求めに応じて野田市に提出すること。 
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総合公園廃棄物、資源物の収集運搬業務仕様書 
 
 
１ 業務内容 

ごみ袋を購入し、総合公園で発生した一般廃棄物、資源物を関係法令に従って適正に

処理すること。 
 
２ 一般廃棄物・資源物の種類及び収集回数 
（１）可燃ごみ・・・月２回以上 
（２）不燃ごみ・・・月１回以上 
（３）カン、ビン、ダンボール、ペットボトル・・・月１回以上 

 
３ 関係法令の厳守 
  業務の実施にあたり廃棄物の処理及び清掃に関する法律、労働基準法、道路運送法、

野田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例及びこれらの関係法令を厳守しなければな

らない。 

別紙２ 
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総合公園産業廃棄物収集運搬処理業務仕様書 
 
 
１ 業務内容 

ごみ袋を購入し、総合公園で発生した産業廃棄物を関係法令に従って収集・運搬・処

理すること。 
 
２ 産業廃棄物の種類と収集回数 

廃プラスチック類・・・月２回以上 
 
３ 関係法令の厳守 
  業務の実施にあたり廃棄物の処理及び清掃に関する法律、労働基準法、道路運送法、

野田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例及びこれらの関係法令を厳守しなければな

らない。 
 

４ その他 
（１）業務の実施にあたり産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しを野田市に提出す

ること。 
（２）ごみ袋はビニール袋（９０リットル）を使用すること。 

別紙３ 
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総合公園体育館害虫等防除業務仕様書 
 
 
１ 業務回数 
  年１回 
 
２ 業務内容 

｢野田市の施設等における農薬・殺虫剤等の適正使用マニュアル｣に基づき防除を行う

こと。 

（体育館 5,406 ㎡､水泳場 956 ㎡､野球場 257 ㎡､陸上競技場 3,326 ㎡） 

別紙４ 
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総合公園体育館消防設備保守点検業務仕様書 
 
 
１ 業務内容   下記設備の保守点検 
（１）体育館 

設備の名称 点検する機器の名称 数 量 年間点検回数 
消火器 
 

小型 ２１本 ２回 
大型 １台 ２回 

屋内消火栓設備 
 
 
 
 

加圧送水装置 １組 ２回 
制御盤 １面 ２回 
消火栓 １０台 ２回 
呼水装置 １基 ２回 
放水試験 １式 ２回 

自動火災報知設備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受信機 １台 ２回 
差動式スポット型感知器 ４７個 ２回 
定温式スポット型感知器 １２個 ２回 
煙感知器（光電式スポット型） ５０台 ２回 
発信機 １０個 ２回 
表示灯 １０個 ２回 
消火栓始動装置 １台 ２回 
常用電源 １式 ２回 
予備電源 １式 ２回 

非常放送設備 
 
 
 

増幅器 １台 ２回 
スピーカー １式 ２回 
常用電源 １式 ２回 
予備電源 １式 ２回 

誘導灯 
 

誘導灯点検 ３８灯 ２回 
配線点検 １式 ２回 

防排煙制御設備 防排煙制御設備点検 １式 ２回 
（２）水泳場 

設備の名称 点検する機器の名称 数 量 年間点検回数 
消火器 小型 ６本 ２回 
屋内消火栓設備 加圧送水装置 １組 ２回 
自動火災報知設備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受信機 １台 ２回 
差動式スポット型感知器 ３５個 ２回 
定温式スポット型感知器 １個 ２回 
煙感知器（ｲｵﾝ化式ｽﾎﾟｯﾄ型） ２台 ２回 
煙感知器（光電式ｽﾎﾟｯﾄ型） １台 ２回 
発信機 １０個 ２回 
表示灯 １０個 ２回 
常用電源 １式 ２回 
予備電源 １式 ２回 

非常放送設備 増幅器 １台 ２回 

別紙５ 
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スピーカー １式 ２回 
常用電源 １式 ２回 
予備電源 １式 ２回 

誘導灯 
 

誘導灯点検 ６灯 ２回 
配線点検 １式 ２回 

（３）陸上競技場 
設備の名称 点検する機器の名称 数量 年間点検回数 

消火器 小型 １０本 ２回 

屋内消火栓設備 

 

 

 

 

加圧送水装置 １組 ２回 

制御盤 １面 ２回 

消火栓 ６台 ２回 

呼水装置 １基 ２回 

放水試験 １式 ２回 

自動火災報知設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受信機 １台 ２回 

差動式スポット型感知器 ９個 ２回 

定温式スポット型感知器 ９個 ２回 

煙感知器（光電式ｽﾎﾟｯﾄ型） ４５個 ２回 

発信機 ５個 ２回 

表示灯 ６個 ２回 

消火栓始動装置 １台 ２回 

常用電源 １式 ２回 

予備電源 １式 ２回 

防排煙設備 

 

 

制御盤 １台 ２回 

自動閉鎖装置（防火扉） １台 ２回 

煙感知器 １台 ２回 

非常放送設備 

 

 

 

増幅器 １台 ２回 

スピーカー ３４個 ２回 

常用電源 １式 ２回 

予備電源 １式 ２回 

誘導灯 

 

誘導灯点検 ７灯 ２回 

配線点検 １式 ２回 

点検報告書作成  １式 ２回 
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総合公園機械警備業務仕様書 
 
 
１ 業務目的 
  体育館、野球場、水泳場及び陸上競技場（以下、警備対象施設という。）の財産の保護

に任じ、業務の円滑なる運営に寄与することを目的とする。 
 
２ 業務内容 
（１）火災、盗難及び破壊行為の拡大を防止すること。 
（２）事故確知時に関係先へ通知及び連絡を行うこと。 
（３）警備実施事項について報告すること。 
 
３ 警備方法 
  機械警備 
 
４ 警備基準時間 
  開場日：  ２１時から翌８時３０分までとする。 
  休場日：  ８時３０分から翌８時３０分までとする。 
 
５ 警備実施時間 
  前記警備基準時間内において、警備対象施設が無人の状態となり警備対象施設からの

警報装置警戒開始の信号を受けたときに警備を開始し、警備対象施設からの警報装置警

戒解除の信号を受けたときに、警備を終了する。 
  但し、基準時間以外に警報装置警戒の状態にあるときは、警備実施時間とする。 
 
６ 警備仕様 
（１）警報装置 
  ① 警備対象施設で発生した異常事態をガードセンターへ自動的に通報できるもので

あること。 
  ② 警備に必要な適合機器の配置及び種類、数量は警備に充分な物を備えること。 
（２）ガードセンター 
   警報受信装置を常時監視するとともに、機動隊との連絡を保持できるものであるこ

と。 
（３）機動隊 
   ガードセンターと連絡を保持し、警備対象施設の異常事態に備えるものであること。 
 
７ 異常事態発生における処置 
（１）警報受信装置により、警備対象施設に異常事態が発生したことを確知したときは、

機動隊を速やかに急行せしめ異常事態を確認するとともに事態の拡大防止にあたらせ

ること。 
（２）警備対象施設に到着した機動隊は、異常事態を確認後ガードセンターへその状況を

連絡し、必要に応じて関係先へ通報すること。 
 
８ 事故 
  事故発生の際は速やかに電話もしくは口頭で野田市に報告するとともに後刻書面をも

って報告すること。 

別紙６ 
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９ 鍵の預託 
  警備実施に必要な鍵は、厳重に取扱い保管すること。 
 
10 警報装置の保守点検 
  警備対象施設に設置された警報装置の機能については、適宜保守点検を行うこと。 
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総合公園受水槽清掃業務仕様書 
 
 
１ 業務場所 
  総合公園体育館及び水泳場 
 
２ 業務回数 
  年１回 
 
３ 業務内容 
（１）受水槽清掃業務 一式 
（２）水質検査（１０項目） 

検  査  項  目 
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （mg/l） 
塩化物イオン        （mg/l） 
有機物（全有機炭素の量）  （mg/l） 
一般細菌          （個/ml） 
大腸菌 
ＰＨ値 
臭 気 
味 
色 度           （度） 
濁 度           （度） 

 
４ 作業報告書 
  点検作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じて野田市に提出すること。 
 
 
 

別紙７ 
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総合公園電気設備保安管理業務仕様書 

 

 

１．自家用電気工作物の概要 

（１）事業所名 野田市総合公園 

（２）所在地  野田市清水９５８ 

（３）設備容量 ７００キロボルトアンペア 

（４）受電電圧 ６６００ボルト 

 

２．業務内容 

  野田市総合公園の自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するため電気 

事業法第４２条第１項の規定に基づき定める保安規程により当該電気工作物の保安管理 

業務を行う。 

  

３．特記事項 

  保安管理業務を行うにあたり、原則として次の事項を遵守しなければならない。 

（１）自家用電気工作物の維持・管理の主体であり、当該電気工作物について電気事業法

第３９条第１項の義務を負うものとする。 

（２）自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、電気主任技術

者として選任する者の意見を尊重しなければならない。 

（３）自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に電気主任技術者がその保安

のためにする指示に従わなければならない。 

（４）電気主任技術者として選任する者に、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関

する保安の監督の職務を誠実に行わせなければならない。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙８ 
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総合公園体育館自動制御設備､中央監視盤 
及び空調設備保守点検業務仕様書 

 
 
１ 点検機器 

別紙自動制御設備､中央監視盤及び空調設備機器一覧のとおり 
 
２ 業務回数 
  年１回 
 
３ 点検内容 
（１）外観確認、清掃 
（２）誤差確認 
（３）作動確認 
（４）ビスの増締め 
 
４ 点検項目 
（１）パッケージ形ヒートポンプ空調機システム 

点検事項記入凡例○･･･点検済 ×印･･･不良要修理 ○×･･･保守手入済 1 

１ エアーフィルター  13 操作回路配線絶縁  

２ ファンベアリングの給油  14 開閉器ヒューズ等  

３ 駆動ベルト張り磨耗  15 熱交換器  

４ ファン用モーター  16 電磁弁  

５ ファン及びモーター異音  17 膨張弁  

６ 保護装置の作動  18 温度調節器  

７ 自動運転機構及び起動状況  19 表示灯  

８ 冷(熱)媒の漏れ  20 異音、振動  

９ 配管各部の漏れ  21 各部ネジのゆるみ等  

10 配管形状  22 保温、保冷外装  

11 仕切弁の動作  23 ダクト状況  

12 主回路配線絶縁  24 その他  

運転状況 

 

運転状況確認      時     分頃 DP  High      kg／cm２  ON        OFF 

外気  温度       ℃ 湿度    ％   Low     kg／cm２  ON        OFF 

冷却水温度 入口     ℃ 出口    ℃ LP1       kg／cm２     LP2       kg／cm２ 

運転圧力（kg／cm２） 
高圧  №1     №2 電圧     V1    V2    V3 

低圧  №1    №2 圧縮機電流        A  送風機電流        A 

油圧         №1     №2 圧縮機絶縁      MΩ  送風機電流      MΩ 

 加湿器（装置） 

備考 

 

別紙９ 
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（２）ポンプユニットシステム（消火ユニット給水ユニット循環ポンプ） 

点検事項記入凡例○･･･点検済 ×印･･･不良要修理 ○×･･･保守手入済 1 

１ 軸受（ベアリング）  ８ 異音、振動  

２ グランド部  ９ 圧力計  

３ カップリング部  10 各部ネジのゆるみ等  

４ 主回路配線絶縁  11 圧力スイッチ  

５ 操作回路配線絶縁  12 電磁開閉器  

６ 開閉器ヒューズ等  13 その他  

７ 表示等     

運転状況 

運転電流                 A 運転電圧                 V 運転圧力           kg／cm２ 

備考 

 

 

（３）送風機及び換気扇システム（チューブファン） 

点検事項記入凡例○･･･点検済 ×印･･･不良要修理 ○×･･･保守手入済 1 

１ 主回路配線絶縁  ６ 運転電流              A  

２ 操作回路配線絶縁  ７ 運転電圧              V  

３ 開閉器ヒューズ等  ８ V ベルト  

４ 表示等  ９ 送風機の軸受  

５ 異音、振動  10 その他  

備考 

 

 

（４）ボイラーシステム 

点検事項記入凡例○･･･点検済 ×印･･･不良要修理 ○×･･･保守手入済 1 

１ 膨張タンク  10 燃料ポンプ  

２ 水高計温度計  11 燃焼空気状態  

３ 着火電極  12 自動運転装置  

４ 着火トランス  13 ヒューズ保護装置  

５ オイルバーナー  14 電磁弁  

６ オイルフィルター  15 蒸気水管 温水管  

７ バーナーモーター  16 油圧計  

８ 燃焼室内  17 煙突  

９ 燃料タンク 配管  18 その他の制御装置  

備考 

 

 

５ 点検作業報告書 

  点検作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じて野田市に提出すること。
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自動制御設備､中央監視盤及び空調設備機器一覧 
 

名       称 機器番号 台数 備       考 仕       様  
消火ポンプユニット Ｐ－２ １ 形 ＫＴ－ＭＴ 川本 ＫＴＧ－８０×６５．５ ＡＣ２００Ｖ １Ｆ機械室 
給水ポンプユニット Ｐ－１ ２ 形 65T-405X4S-M2.2X2PA T405X4S-M2.2  ﾀﾝｸ 1.3m3付  4P22M  川本     〃 
オイルギヤポンプ Ｐ－３ １ 形 MMK-3065A 自吸式 AC200V 20A  6l/min  20M  OC･OCH 形 P22M  川本     〃 
給湯循環ポンプ Ｐ－４ １ 形 P3-^325-NO.25T AC200V 2P 32A 3M  0.050m3/min           川本  
電気機械室給気ファン ＳＦ－１ １ 形 NO.3 SRMⅡ  AC200V 送風機                        エバラ  
ロビーホール給気ファン ＳＦ－２ １ 形 NO.4 SRMⅡ  AC200V 送風機                        エバラ  
電気機械室排気ファン ＥＦ－１ １ 形 NO.3 SRMⅡ  AC200V 送風機                        エバラ  
オイルタンク室排気ファン ＥＦ－２ １ 形 TFB-37  AC200V チューブラファン             旭電業 高所 
１階便所ファン ＥＦ－３ １ 形 TFD2-50T  AC200V 〃               〃  〃 
シャワー室ファン ＥＦ－４ １ 形 TFD2-60T  AC200V 〃               〃  〃 
２階便所排気ファン ＥＦ－５ １ 形 TFD2-40  AC200V 〃               〃  〃 
自動販売機室排気ファン ＥＦ－６ １ 形 TFD1-30  AC200V 〃               〃  〃 
大体育室排気ファン ＥＦ－７ ８ 形 QJ-90GTA  AC200V 大換気扇  90cm  1360×1200×523  三菱  〃 
小体育室排気ファン ＥＦ－８ ４ 形 QH-60DTC  AC200V   〃     60cm  710□            三菱  〃 
格技室排気ファン ＥＦ－９ ４ 形 QH-60DTC  AC200V   〃     60cm  710□            三菱  〃 
小体育室器具庫排気ファン ＥＦ－１０ １ 形 QH-50CTC  AC200V   〃     50cm  620□            三菱  〃 
大体育室器具庫換気扇 ＥＦ－１２ ４ 形 PF-30BTC  AC200V 有圧換気扇  30cm  420□          三菱  〃 
小体育室給気ファン ＦＵ－２ １ 形 NO.5 SRMⅡ  AC200V 送風機                        エバラ  
大体育室給気ファン ＦＵ－１ ２ 形 NO.8 SRMⅡ  AC200V 送風機                        エバラ  
格技室給気ファン ＦＵ－３ ２ 形 NO.3 SRMⅡ  AC200V 送風機                        エバラ  
控室系統パッケージ ＰＡＣ－１ １ 形 CS-3AH3N  室外  CU-3RH2 松下  
控室系統加湿器 ＰＡＣ－１   超音波形            ウェットマスター  
事務室系統パッケージ ＰＡＣ－２ １ 形 CS-5AHD3N  室外  CU-5RH2 松下  
事務室系統補助ヒーター ＰＡＣ－２     
事務室系統加湿器 ＰＡＣ－２   超音波形            ウェットマスター  
ラウンジ系統パッケージ ＰＡＣ－３ １ 形 FRYP450B 室外 CRYP224AA ダイキン  
集会室系統パッケージ ＰＡＣ－４ １ 形 CS-8AH4KE  室外 CU-8RH4 松下  
集会室系統補助ヒーター ＰＡＣ－４     
集会室系統加湿器 ＰＡＣ－４   超音波形            ウェットマスター  
集会室系統パッケージ ＰＡＣ－５ １ 形 CS-3AH3N  室外  CU-3RH2 松下  
集会室系統補助ヒーター ＰＡＣ－５     
集会室系統加湿器 ＰＡＣ－５   超音波形            ウェットマスター  
トレーニング室系統パッケージ ＰＡＣ－６ １ 形 RDA-AP2244HP 室外 ROP-AP2245HT-1 東芝キャリア  
トレーニング室系統パッケージ ＰＡＣ－７ １ 形 FDF1252H     室外  FDC1252H 東芝  
２階事務室系統パッケージ ＰＡＣ－９ １ 形 FDF712H     室外  FDC712H 東芝  
ボイラー Ｂ－１ １ 形 TBS-132WKR ネポン㈱ ３Ｆボイラー室 
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総合公園体育館汚水処理施設維持管理業務仕様書 
 
 
１ 業務内容 
（１）汚水処理施設及びこれに附属する諸施設の機能の保守点検業務 
（２）汚水処理施設清掃業務 
（３）水質検査 
（４）余剰汚泥の調整業務 
（５）浄化槽法第１１条に基づく法定検査 
 
２ 業務回数 
（１）保守点検  4 回／月 
（２）水質検査  
  ①ＢＯＤ(生物化学的酸素要求量)  1 回／月 

②ＳＳ(浮遊物または懸濁物質)   1 回／月 

③ＰＨ(水素イオン濃度指数)    1 回／月 

④大腸菌群数          1 回／月 

⑤ＣＯＤ(化学的酸素要求量)   1 回／月(4,5,6,10,11,12,1,2,3 月) 

〃           2 回／月(7,8,9 月) 

（３）法定検査           1 回／年(5 月) 

 
３ 保守点検項目 
（１）送風機の正常運転確認及びアンペアメーターの記録 
  ①オイルグリースの補充 
  ②空気取入、フィルターエレメントの清掃 
  ③ベルト等の点検 
（２）ろ過機及び水中ポンプの正常運転確認及びアンペアメーターの記録 
  ①異物等の除去 
  ②自動スイッチ等の点検 
（３）コミニュター(カッター)の正常運転確認及びアンペアメーターの記録 
  ①異物等の除去 
  ②グリース補充 
（４）滅菌器 
  ①薬剤の補充 
  ②器具の点検、調整 
 
４ 作業報告書 
  点検作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じて野田市に提出する

こと。 

別紙 10 
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総合公園体育館床ウレタン塗装業務仕様書 
 
 
１ 施工場所 
  大体育室・小体育室（総床面積２，０４０㎡） 
 
２ 業務回数 
  年１回 
 
３ 使用ウレタン 
  和信化学工業㈱ アクレックス№３５００フロアもしくは同等品以上のもの 
 
４ 作 業 内 容 
  水性ポリウレタン１液型塗布（１回塗り） 
 
【事 前】 
 （１）床面調査 
    事前に床面の調査を行い、補修等必要箇所・床面の状態確認を行うこと。 
【施 工】 
 （１）ダスティング 
    作業に入る前にモップにて清掃を行い、大きなゴミを取る。環境に配慮し、

油分は洗浄により排除する。シンナー等の溶剤は使用しないこと。 
 （２）目粗し・清掃作業 
    ポリッシャー・パット（＃１００～１２０）等を用いて研磨粉が発生しな

いよう十分配慮し、床面の汚れ落しと目粗しを行うこと。 
   ※ 機械の届かない部分は手作業で行うこと。 
 （３）床面最終チェック 
    汚れ落し及び目粗し後、再度床面の確認をし、汚れが残っている場合、速

やかに汚れを落とすこと。 
 （４）コートライン塗装 
    コートラインが消えているところは同色で補修すること。 
 （５）コーティング 
    アクレックス№３５００フロア原液を計量カップにとり、床面平米あたり

１００ｇを直接均等に撒き、アプリケーター等を用いて床面に塗布していくこ

と。（ウレタンに気泡ができないように注意すること。） 
    作業の際、塗り溜まり・塗り残しがないよう注意しながら塗布すること。 
   ※ ただし、１回の塗布作業はダボ栓の幅を基準とし縦１．２から１．５メ

ートル×横５～６メートルとすること。 
   ※ 塗料原液は水で希釈しないこと。 
 （６）乾燥養生 
    ウレタン塗膜が乾燥するまで人の出入りを禁止し、乾燥させること。 
   ※ フロア使用可能になるまで養生させること。 

別紙１１  
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総合公園体育館間仕切り保守点検業務仕様書 
 
 
１ 業務箇所 
  大体育室３基、格技室１基 
 
２ 業務回数 
  年１回 
 
３ 点検内容  

区 分  
項 目  点 検 項 目  検査方法  判 定 基 準 

１．バトンと

ワイヤー  
１．バトンと床の隙間  目視  １．規定の隙間があること  
２．吊りワイヤーのゆるみ  目視・指触  ２．ゆるみがないこと  
３．バトン固定部のワイヤー  〃 ３．ゆるみ、ズレがないこと  
４．ワイヤーの異常  〃 ４．キンクがないこと  

異常摩擦、破損がないこと  
５．ドラムのワイヤー巻取り  目視  ５．正しく巻き取られていること  

２．間 仕 切 １．シートの損傷  目視  １．ないこと  
２．ネットの損傷  〃 ２．  〃  
３．シートのゆるみ  〃 ３．  〃  
４．ネットのゆるみ  〃 ４．  〃  
５．ネット・シートの間の異物  〃 ５．  〃  

３．駆 動 部 １．モーター固定部  目視・指触  １．ゆるみがないこと  
２．ドラム固定部  〃 ２．  〃  
３．カバーの固定部  〃 ３．  〃  
４．チェーンのゆるみ  〃 ４．  〃  
５．リミットスイッチの固定部  〃 ５．  〃  
６．フレーム上の異物  〃 ６．ないこと  
７．昇降時の異常音  聴覚  ７．異常音がないこと  
８．リミットスイッチの上限  

〃   の下限  
目視  
〃 

８．定位置で停止のこと 
〃 

９．非常停止  〃 ９．作動すること  
４．制 御 盤 １．外観  目視  １．腐食・損傷がないこと  

２．施錠  〃 ２．異常ないこと  
３．表示ランプ  〃 ３．正しく表示すること 
４．接続端子  〃 ４．腐食・ゆるみがないこと  
５．絶縁抵抗  測定  ５．測定値以上あること 

 
４ 点検作業報告書 
  点検作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じて野田市に提出する

こと。 

別紙１２  
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総合公園体育館移動観覧席保守点検業務仕様書 
 
 
１ 業務箇所 
  大体育室 
 
２ 業務回数 
  年１回 
 
３ 点検内容  
  点検、調整及び注油 
 
４ 点検作業報告書 
  点検作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じて野田市に提出する

こと。 

別紙１３  
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総合公園体育館照明設備保守点検業務仕様書 
 
 
１ 点検場所 
（１）大体育室 
（２）小体育室 
（３）格技室 
 
２ 点検機器 
（１）照明器具 
（２）ランプ 
（３）安定器 
（４）昇降装置 
（５）昇降操作盤 
 
３ 点検内容 
（１）ランプ点灯試験 
（２）昇降装置動作試験 
（３）昇降操作盤点検 
（４）照明器具清掃 
（５）照度測定 
 
４ 点検回数 
  年１回 
 
５ 点検作業報告書 
  点検作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じて野田市に提出する

こと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙１４  
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総合公園体育館運動器具保守点検業務仕様書 
 
 
１ 点検回数 
  年２回 
 
２ 点検内容 
（１）器具の油汚れ（摩擦部を含む） 
（２）チェーンの磨耗 
（３）ワイヤーの傷 
（４）滑車の磨耗 
（５）ボルト、ネジの緩み及び変形 
（６）枠のゆがみ 
（７）カバーの亀裂やはがれ 
（８）床金具、天板の開閉具合 
（９）接続部破損 
（10）電気系統の不具合 
 点検結果に応じて清掃、注油及び調整等の措置を講じること。 
 
３ 点検器具 

名   称 数 量 名   称 数 量 
バスケットゴール ２対 コンビネーションマシン １台 
テーブルローラー １台 ツイストマシーン １台 
エアロバイク ７台 アブドミナルボード ２台 
卓球台 ３２台 ランニングマシン ３台 
アブドミナルボードラダー １台   
 
４ 点検作業報告書 
  点検作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じて野田市に提出する

こと。 

別紙１５  
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クライミングウォール保守点検業務仕様書 
 
 
１ 施設概要 
（１）高さ  １０．５ｍ 
（２）幅   垂直壁２．７ｍ 前傾壁３．６ｍ 
（３）材質  ガラス繊維強化プラスチック（FRP）製 
（４）背面材 鋼製角パイプ 
 
２ 点検回数 
  年２回 
 
３ 点検内容 
（１）表面 

①パネル取り付けの緩み、ひび割れ、腐食 
（２）裏面 
  ①ホールド用ナットの状態 
  ②プロテクション用ナットの状態 
  ③プロテクション用補強の状態 
（３）構造 
  ①鉄骨、単管等のボルト締め付け状態 
  ②鉄骨、単管等のひび割れ、腐食 
 
４ 点検作業報告書 
  点検作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じて野田市に提出する

こと。 

別紙１６  
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総合公園体育館トレーニング指導業務仕様書 

 

 

１ 業務内容 

（１）トレーナー業務 

  ①トレーニングルームの利用者登録の受付、説明、管理 

  ②トレーニングルームの利用者講習会（１週間に８回、１時間程度） 

   ・講習会参加者の受付、説明 

   ・トレーニングルームを利用する際の説明（受付から退館までの流れ） 

   ・機器の利用説明 

   ・各教室の説明 

   ・健康体力づくりに関する情報提供 

  ③トレーニングルームの運動器具等の保守点検、清掃、簡易修繕 

  ④利用者に対する機器の利用説明、指導、監督 

  ⑤トレーニングルーム利用に関するチラシ及びプログラムチラシ作成 

  ⑥その他指導に関する一切の業務 

（２）インストラクター業務 

①健康体操及び矯正体操指導（エアロビクス、ストレッチ、ダンベル体操等）

を１日に１回３０分で５回以上実施すること。 

   （参考） 

時間 水 金 日 

11:00～11:30 エアロビクス エアロビクス エアロビクス 

11:30～12:00 ストレッチ ダンベルエクササイズ ストレッチ 

14:00～14:30 エアロビクス エアロビクス エアロビクス 

14:30～15:00 ダンベルエクササイズ ストレッチ ダンベルエクササイズ 

18:00～18:30 エアロビクス エアロビクス エアロビクス 

②運動処方（個別カウンセリング） 

③個別プログラム指導、相談 

④相談記録の管理 

 

２ 業 務 日 

  休館日以外の毎日 

 

３ 業務時間 

  １日８時間 午前１０時から午後７時まで（休憩１時間） 

 

４ 業務日誌 

  業務日誌は、業務日に毎回作成保管し、求めに応じて野田市に提出すること。 

別紙１７  
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総合公園体育館特殊建築設備 
定期検査報告委託業務仕様書 

 
 

１ 調査方法 
  千葉県建築設備定期検査要領に従い検査すること。 
 
２ 実施回数 
  年１回（７月） 
 
３ 提出書類 
（１）定期検査報告書             ２部（正１・副１） 
 （昇降機等以外の建築設備等） 
（２）定期検査報告概要書           ２部（正１・副１） 
 （昇降機等以外の建築設備等） 
（３）昇降機等以外の建築設備定期検査結果書  ２部（正１・副１） 
 （指摘事項がある場合のみ提出） 
（４）建築設備定期検査項目表         １部 
 
４ その他 
  報告書等を作成保管し、求めに応じて野田市に提出すること。 

別紙１８  
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総合公園体育館特殊建築物 
定期調査報告委託業務仕様書 

 
 
１ 調査方法 
  千葉県建築物定期調査要領に従い調査すること。 
 
２ 実施時期 
  ３年毎（令和５年７月） 
 
３ 提出書類 
（１）定期調査報告書         ２部（正１・副１） 
（２）定期調査報告概要書       ２部（正１・副１） 
（３）建築物定期調査結果書      ２部（正１・副１） 
  （指摘事項がある場合のみ提出） 
（４）建築物定期調査表        １部 
 
４ その他 
  報告書等を作成保管し、求めに応じて野田市に提出すること。 

別紙１９
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電話設備保守点検業務仕様書 
 
 
１ 業務箇所 
  電話主装置   １式 

多機能電話機 １２台(体育館 8 台、水泳場 3 台、野球場 1 台) 
 
２ 業務内容  
  年１回定期試験、点検及び清掃を行う。 
 
３ 点検作業報告書 
  点検整備報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じて野田市に提出する

こと。 
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体育館自動ドア保守点検業務仕様書 

 

 

１ 点検回数  
１年に２回の点検を行うものとする。 

 
２ 点検範囲 
 （１）1 階正面外扉 
 （２）1 階正面内扉 
 （３）1 階多目的トイレ 
 （４）B1 階多目的トイレ 
 
３ 点検項目 
 （１）サッシ部 
 （２）懸架部 
 （３）動力作動部 
 （４）制御装置 
 （５）電気回路 
 （６）センサー部 
 （７）オプション機器 

 

２ 点検報告書 
  点検報告書は、点検終了後、作成保管し、求めに応じて野田市に提出すること。 
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総合公園体育館防火設備保守点検業務仕様書 

 

 

 建築基準法第１２条３項の規定により、防火設備の検査結果を特定行政庁に 

報告する。 

 
１ 点検回数 
  年１回の点検を行うものとする。 

２ 点検範囲 
  （１）防火扉 ４枚 
    ①設置場所の周囲の状況 
    ②扉、枠及び金物の劣化状況 

    ③煙・熱感知器の感知状況 

    ④連動機構の状況 

    ⑤総合的な作動状況 

  （２）防火シャッター ９枚 

    ①設置場所の周囲の状況 
    ②駆動装置の劣化状況 
    ③カーテン部、ケース、まぐさ及びガイドレールの劣化状況 
    ④危害防止装置作動状況 
    ⑤煙・熱感知器の感知状況 

    ⑥連動機構の状況 
    ⑦総合的な作動状況 
 
３ 点検報告書 
点検報告書は、点検終了後、作成保管し、求めに応じて野田市に提出すること。 
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総合公園体育館ボイラ保守点検業務仕様書 

 
 

体育館のシャワー室給湯用ボイラ（シンクロヒータ）の定期点検を行う。 

 
１ 点検回数 
  年１回の点検を行うものとする。 

２ 点検範囲 
  （１）本体関係 
   ①機器外観の劣化状況確認 
   ②異常音、振動、水漏れの有無確認 
   ③動作確認（補給水装置、感震器、漏電遮断器、過熱防止器、低水位遮断器 

等） 
   ④缶体内の状態確認 
   ⑤缶水の入替 
   ⑥ネポクリンⅡ（腐食抑制剤）添加（年２回の添加を行う） 
  （２）電気関係 
   ①マグネットスイッチの異音、過熱、チャタリングの有無確認 
   ②端子、コネクタ類の接続状態確認 
   ③絶縁抵抗、電圧等測定 
   ④制御動作の機能確認 
  （３）燃焼関係 
   ①バーナの分解清掃、状態確認 
   ②燃圧の測定、調整、動作確認 
   ③送風機の動作確認、異音、振動の有無確認 
   ④排ガス濃度の測定 
   ⑤フレーム電流値の測定 
   ⑥点火、火移り、消火状態の確認 
   ⑦機器停止中の燃料漏れの有無確認 
   ⑧機器燃焼中の燃料漏れの有無確認 
   ⑨機内排気漏れの有無確認 
  （４）その他 

     シャワー室給湯用ボイラ（シンクロヒータ）の運転管理にあたり当然必要 
となる点検項目は、本業務に含まれる。 

３ 作業報告書 
作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じて野田市に提出するこ  

と。 
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総合公園野球場整備業務仕様書 
 
 

１ 整備内容 

（１）内野グラウンド整備 

  ①表層土の整正と撹拌｡ 

  ②黒土 40m3･川砂 40m3 の混合土を小運搬し敷均す｡ 

  ③重機を使用して掘り起こし､混合土と現地土の撹拌｡ 

  ④表層土の整正後､ｴﾝｼﾞﾝﾛｰﾗｰ･振動ﾛｰﾗｰにて転圧｡ 
  ⑤地盤高を測量し､不陸修正後､仕上げ転圧｡ 
  ⑥計測し､ﾎｰﾑﾍﾞｰｽ･ﾋﾟｯﾁｬｰﾌﾟﾚｰﾄ･塁ﾍﾞｰｽ交換設置｡ 
  ⑦塩化ｶﾙｼｳﾑ 2,500kg･化粧砂 2m3 を散布｡ 
（２）ブルペン２箇所整備 

（３）側溝、ダッグアウト内泥上げ及び清掃 

 
２ 整備時期 
  野球場休場期間内 
 
３ 作業報告書 
  作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じて野田市に提出すること。 
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総合公園野球場浄化槽保守点検業務仕様書 
 
 

１ 浄 化 槽 
（１）計画処理汚水  し尿 
（２）計画処理人数  ４６人 
（３）処理方式    単独処理分離ばっき方式 
 
２ 業務内容 
（１）浄化槽清掃   年１回 
（２）保守点検回数  年４回 
（３）消毒減菌 
（４）水質分析 
（５）浄化槽法第１１条に基づく法定検査  年１回 
（６）その他     汲み取り、消耗品、雑費一式 
 
３ 報告事項 
  毎回業務完了後、浄化槽保守点検記録票、計量証明書を作成保管し、求めに応

じて野田市に提出しなければならない。 
 
４ 関係法令の遵守 
  浄化槽の保守点検にあたっては浄化槽法、千葉県浄化槽取扱指導要綱、その他

の関係法令に従い浄化槽の正常な機能を維持するため必要な措置を講じること。 
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総合公園野球場スコアボード保守点検業務仕様書 
 
 

１ 点検回数 
  年１回 
 
２ 点検内容 
  スコアボード及び操作盤の動作確認、電圧・絶縁抵抗値測定等の点検 
 
３ 点検作業報告書 
  点検作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じて野田市に提出する

こと。 

別紙２６  



 33 

総合公園水泳場管理業務委託仕様書 
 
 
１ 施設規模 
（１）プール本体 

区分  水深（ｍ）  長さ（ｍ） 幅 （ ｍ ） 水面積（㎡） 水容量（㎥） 
５０ｍプール 1.2～1.4 50 21 1,050 1,365 
流 水 プ ー ル 1.0 280 6 1,680 1,680 
子 供 プ ー ル 0.6～1.0 28 8 210 168.2 
ちびっこプール  0.4～0.5  半径 8ｍの円径 200 89.9 
（２）プールサイドその他面積   １０，０００㎡ 
 
２ 業務の種類 
（１）監視業務 
（２）清掃業務 （給水前清掃含む） 
（３）救護業務 
（４）機械及び水質管理業務 
 
３ 業務の内容 

（１）監視業務 

①監視員の資格条件 

（ア）日赤水上安全法救助員資格、または原則３００ｍ以上の泳力を有するこ

と。 

（イ）水泳に関する知識や技能を有していること。 

（ウ）安全管理のための正しい状況判断を適切に措置できること。 

（エ）監視員としてふさわしい人物であること。 

②監視員の業務 

（ア）監視台上及びプールサイド巡視をもって監視すること。 

    （イ）監視員担当区域をはっきりし､目の届かない区域が絶対ないようにするこ

と。 

    （ウ）監視員は指定された持ち場を勝手に離れないこと。 

    （エ）事故の際の緊急連絡指示系統を明らかにしておくこと。 

    （オ）プール内及びプールサイドの清掃、衛生には充分留意すること。 

    （カ）使用者の事故発生の早期発見と救助をすること。 

    （キ）水泳不適者の発見と禁止等の指示をすること。 

    （ク）けが人や病人の発見とその処理をすること。 

    （ケ）危険な行動や他人に迷惑な行動の発見と注意指導をすること。 

    （コ）プール及びその周辺の状況に対する監視と安全の確保をすること。 

（２）清掃業務 

①清掃の内容 

別紙２７  



 34 

（ア）プール開場日の５日前にはプール内、プールサイド、管理棟、トイレの清

掃のほか、パラソル、テーブル、イス、ベンチ、クズカゴ等をプールサイド

の適所に配置し、水張りを完了すること。 

（イ）プール開場期間は毎日、開場準備の清掃、日常の清掃、プール終了後の清

掃を行うこと。 

（ウ）プール水槽内の清掃は、適宜、プールクリーナー等を使用して行うこと。 

（エ）プール閉場後の２日間は、プールサイドに配置したパラソル、テーブル､

イス、ベンチ、クズカゴ等を洗浄して倉庫に収納すること。 

（３）救護業務 

  ①看護師の資格 

正(准）看護師の資格を有すること。 

②看護師の業務 

（ア）けが人、また事故発生時の救急処置を行うこと。 

    （イ）急病人の発生の際は、応急処置を行うとともに、医療機関への連絡を迅

速に行うこと。 

  ③プール開場期間中は AED（自動体外式除細動器）を設置し、常に正常に使用

できる状態に保つ。 

（４）機械及び水質管理業務 

①プールの水質は、保健所の水質指導基準に適するよう機械を操作し、薬品の

投入を行うこと。 

②気温、水温、残留塩素、水素イオン濃度については、毎日、各プールとも休

憩時間ごとに測定すること。 

③上記測定結果、機械運転時間、薬品使用量の記録をすること。 

    ④使用薬品は、次のとおりとすること。 

（ア）殺菌消毒剤   ネオクロール 90Ｗ   次亜塩素酸ソーダ 

                          ネオクロールＴ20Ｓ  アクアクリーン 

（イ）凝集剤     パック 

    （ウ）調整剤     ペーハープラス 

 （５）責任者の業務 

①安全管理、事故防止の第一の任務とし、そのための管理、指導組織体制に万

全を期し、監視員の資質向上の研修を行うこと。 

    ②管理、指導組織体制図を作成すること。 

    ③開場中における利用者に対しての言葉遣い、マナーに充分留意するよう全従

事者に徹底をはかること。 

    ④人工蘇生器及び救急用具等は、常時、場所を定め定期点検を行い、いつでも

使用できるようにしておくこと。 

    ⑤全従事者に対して事故及び健康管理等に注意し、保持できるように指導する

こと。 

    ⑥監視員の交替は監視場所で行い、空白時間をつくらないように指導すること。 
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    ⑦監視員の使用する拡声器は定期点検を行い、いつでも使用できるようにして

おくこと。 
４ 従事者の配置内容（次に示したポイント数以上に配置すること。） 

区 分 Ａ Ｂ Ｃ 
責 任 者 １ １ １ 
水質管理機械操作 １ １ １ 
正（准）看護師 １ １ １ 
日赤救助員資格取得者 ３ ３ ３ 
監 視 員 １８ １５ １０ 

計 ２４ ２１ １６ 
 ※区分（Ａ・Ｂ・Ｃ）の配置日については、事前に野田市と協議すること。 

 

５ 従事者の服装 

一般利用者が識別できるように、業務に適したユニフォームを着用すること。 

 

６ 事故報告 

事故が発生した場合、直ちに野田市に報告すること。 

 

７ 業務日誌の提出 

    業務日誌を作成保管し、求めに応じて野田市に提出すること。 

 

８ その他 

  施設管理者及び管理業務従事者は、別添「野田市総合公園水泳場管理業務マニ

ュアル」を充分把握し、利用者が常に安全で快適に施設を利用できるよう努める

とともに、事故発生時等の緊急時には、迅速且つ適正な処置が取れる体制を確立

すること。 
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野田市総合公園水泳場管理業務マニュアル 
 
 
 このマニュアルは、野田市総合公園水泳場管理業務仕様書の業務内容に基づいて

定めるものである。 
 施設管理者及び管理業務従事者は水泳場利用者が常に危険と隣り合わせであるこ

とを十分に認識し、常に安全で快適な施設を提供できるよう万全な施設の維持管

理・運営・点検と環境の整備に努めなければならない。 
 また、「プール事故０」を念頭におき、どうしたら安全は確保されるかを日々の各

業務の中で考え、実践していくことを一人一人が常に意識することが重要である。 
 
 
※施設の規模 

区 分 水 深（ｍ） 長 さ

（ｍ） 幅（ｍ） 水面積（㎡） 水容量（㎥） 

５０ｍプール １.２～１.４  ５０ ２１ １，０５０ １，３６５ 

流 水 プ ー ル １.０ ２８０  ６ １，６８０ １，６８０ 

子供遊びプール ０.６～１.０  ２８  ８   ２１０ １６８.２ 

ちびっこプール ０.４～０.５  半径８ｍの円

形  
  ２００  ８９.９ 

プールサイドその他面積 １０，０００㎡ 
 
 
※営業時間   午前９時から午後６時まで（遊泳は、午後５時４５分まで） 
 
 
※業務の種類 
 （１）監視業務 

 （２）清掃業務（給水前清掃含む） 

 （３）救護業務 

 （４）機械及び水質管理業務 
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（１）監視業務 
 
 監視業務とは施設を利用される全ての利用者（プール遊泳者・日焼け目的の方・

乳幼児等の子守の祖父母・付き添いの必要な高齢者、障がい者等々）の安全を確保

することが、最大のテーマとなります。 
 このテーマを実現させるには監視業務に就くスタッフ全員が、監視の心得を熟知

し監視注意義務を十分理解する必要があります。 
 
 
１．監視の心得 
  ①事故防止を第一の任務としていつでも救助活動ができる体制にしておく 
  ②自己管理（健康管理）に細心の注意を払う 
  ③常に日常訓練を行い、体力・知識・救助能力の資質向上に努める 
  ④施設構造を熟知し危険な箇所や死角となる場所に対して徹底した監視を行う 
  ⑤常に施設全体の安全点検・清掃を実施し、危険回避に努める 
  ⑥緊急時に備え、連絡・指示系統を明確にし、把握しておく 
  ⑦監視業務時は常に緊張感を保ち、監視担当区域内では死角を作らないこと 
  ⑧監視中のポジション同士の動きも確認し合い確認報告を常に行う 
  ⑨ポジション交代時に監視の空白時間を作らない 
  ⑩常に救助資材の点検・整備を行い、いつでも対応可能な体制作りに努める 
 
 
２．監視員の業務内容 
  ①巡回・監視業務（プール場内・他各所） 
  ②利用規則に基づく安全指導・管理 
  ③施設利用案内（未然事故防止策） 
  ④溺者・傷病者の発見と救助業務 
  ⑤緊急時（水質悪化・火災・地震等）の処置と避難誘導 
  ⑥プール施設清掃管理（日常・定期清掃） 
  ⑦クレーム・トラブルへの対応 
  ⑧プール付帯施設（テーブル・イス・エアーコンプレッサー等を含む）の安全

点検、管理（補充・補修・点検・保守） 
  ⑨水質管理点検の実施と設備担当者（総括責任者）との連携 
  ⑩拾得物の管理と引継ぎ 
  ⑪各種水泳大会開催時のセッティング 
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３．監視員の業務役割分担 
ポジション 業  務  内  容 

本  部 
（総括責任者） 

・ プール全体の管理 
・ 利用状況の把握 
・ 監視員ローテーションの管理・指示 
・ 各ポジションからの連絡・報告事項の対応・指令を行う 
・ 事務所職員との連携 

ｲﾝﾌｫ ﾒｰｼｮﾝ 
（案内Ｉ） 

・ プール全体の施設案内と利用案内 
・ 車椅子（障がい者）への対応 
・ エアーコンプレッサーの使用案内 
・ 忘れ物・落し物管理 
・ 迷子・呼び出し等の案内 
・ 緊急時対応（避難誘導・救助活動等の応援） 

コントロール 
（監視棟Ｃ） 

・ プール全体の監視 
・ 使用者・監視員・施設の状況を把握 
・ 天候状況の把握（特に、雷雲には注意） 
・ 休憩時の利用案内・注意事項の定時放送 
・ 水底安全点検の報告確認 
・ 緊急時の場内放送（状況説明・退水命令・避難命令等） 

タ ワ ー 
（監視台Ｔ） 

・ 監視台による監視での利用者の確認 
・ 監視範囲内での水面・水底・プールサイドの安全確認 
・ 利用規則の違反者発見と注意喚起 
・ 休憩時毎の水底安全点検及び報告 
・ 溺者・傷病者に対する救助活動 

パトロール 
（巡視Ｐ） 

・ 巡回による監視での利用者の確認 
・ 機動力を生かしプール内外及びタワーで監視が行き届かな

い場所の監視（タワーから死角になりやすい場所・非遊泳

者の熱中症等の観察・不審者の発見） 
・ 緊急時対応（退水指示・避難誘導・応急処置・状況報告等） 
・ 忘れ物・拾得物の収集 

メンテナンス 
（清掃Ｍ） 

・ 営業時間内でのゴミ回収・ゴミ袋の交換 
・ プールサイドの水撒き（コンクリートが高温になった時） 
・ 施設保全具合の確認 
・ 緊急時対応（避難誘導・救助活動等の応援） 
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スタンバイ 
（待機Ｓ） 

・ 次の業務のために身体を休める。また、緊急時に備える 
・ 業務に異常が起こった場合や溺者・傷病者があった場合に

直ちに行動できるような状態で待機する 
・ 休憩時毎の水質検査業務 
・ 緊急時対応（ポジションカバー・避難誘導・救助活動等の

応援） 

レ ス ト 
（休憩Ｒ） 

・ 食事等の休憩時間 
・ 緊急時対応（避難誘導・救助活動等の応援） 

 
４．プール別の監視業務内容 
  ①５０ｍプール 
   ・タワーは３箇所設置する。観覧席側に２箇所（スタート側とゴール側に各

１箇所）対面の中央に１箇所とし、三角形の配置とし全体を監視する。（Ｔ） 
・身長計測ボードを設置し１５５ｃｍ未満の子供の遊泳はさせない。（Ｐ） 

    （但し、子供１名に対し保護者大人１名の同伴がある場合はこの限りでは

ない） 
   ・浮き輪・ビーチボール等の遊具の使用は禁止する（Ｐ・Ｔ） 
   ・スタート台側の壁からは入水・退水を禁止する。（Ｐ・Ｔ） 

・飛び込みは禁止する。発見した場合はハンドマイクで注意・指導を行う。

（Ｐ・Ｔ） 
   ・コースロープでセパレートされたレーン（７・８レーン）は長距離を泳ぐ

方が多いので遊泳中の異変には特に注意する。（Ｐ・Ｔ） 
   ・コースロープにつかまっての遊泳は禁止する。（Ｐ・Ｔ） 

・セパレートされていない部分（１～６レーン）については数人で遊ぶ場合

が多いので危険な行為（シンクロの真似事や無理な素潜りごっこ等）には

特に注意する。（Ｐ・Ｔ） 
  ②流水プール 
   ・流水プールは幼児から大人までさまざまな人が遊泳するメインのプールで

あり、混雑時は特に注意が必要となる。（Ｐ・Ｔ） 
   ・タワーは６箇所設置する。流水ポンプ付近に４箇所、カーブの頂点付近（流

水ポンプ１と４の間）に１箇所、赤ブリッジ付近（流水ポンプ１と２の間）

に１箇所とする。（Ｔ） 
   ・タワーの監視担当区域は自分の両隣のタワーまでの範囲とする。（Ｔ） 

・カーブ部分・ブリッジの下等の死角になり易い場所は、ＰとＴで連携し死

角を作らないよう注意し監視する。（Ｐ・Ｔ） 
   ・流水ポンプの吸出水口・段差がある部分は事故発生の可能性が高いので特

に注意し監視する。（Ｐ・Ｔ） 
   ・流水ポンプの吸出水口付近には注意看板を設置する。 

・プールサイドからの飛び込みは禁止する。発見した場合はハンドマイクで

注意・指導を行う。特に休憩時間あけは注意する。（Ｐ・Ｔ） 
   ・来場者数が少ない場合は１名が周回しながら監視する。また、来場者数が
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多い場合は２名で内周と外周を重ならないように周回し監視する。（Ｐ） 
   ・子供・ちびっこプールに近いＴは、流水プールのみでなく前記両プールに

も目を配り監視する。（Ｔ） 
  ③子供遊びプール 
   ・タワーはプール中央部分に１箇所設置する。 
   ・子供の遊泳者がメインな為、足を滑らせて潜ってしまう場合が多々あると

予想される。そのため全体を監視しながらも水深の深い方向には特に注意

して監視する。（Ｔ） 
   ・入退水時は転倒の危険が一番あるので休憩時間の前後は特に注意する。（Ｔ） 
   ・流水プールのＴ・Ｐとも連携をとり安全確保に十分留意する。 
  ④ちびっこプール 
   ・タワーは設置しない。 

・身長計測バーを設置し１００ｃｍ未満の子供の滑走はさせない。（Ｐ） 
    （但し、子供１名に対し保護者１名の同伴があり抱っこして滑る場合はこ

の限りでない） 
   ・スライダーの利用者がほとんど小学校低学年以下の子供のため常時２名の

Ｐを配置する。 
・１名は登り口（階段下）で登るタイミングを指示しながら転落に対し注意

を払う。（階段は、前の人が滑り終わってから登らせる。それまでは階段下

で待機させる。） 
・他の１名は全体を監視しながら出発の合図をホイッスルで指示し降り口で

の衝突等がないよう注意を払う。（なお、出発の合図のホイッスルは緊急時

の警報と区別するため、短く「ピッ！」という笛で行う。） 
  ⑤共通事項 
   ・監視員は一般利用者と識別できるよう共通のユニフォーム等（Ｔシャツ・

帽子）を着用する。 
・Ｃはプール場内の全体監視（雷雲の接近等を含む）を行い、場外の不審者

等にも注意を払って監視を実施する。 
   ・雷の接近に伴う遊泳中断の際はＣの場内放送を中心に本部・Ｉ・Ｐ・Ｔと

連携を図り迅速な避難誘導を行う。遊泳者避難後の水底確認は確認者自身

の危険も伴うため、迅速かつ効率的に行う。雷雲が通過した後の１・２回

の落雷には注意が必要なため遊泳再開指示は十分慎重に行う。 
   ・避難中の情報提供（雷雲の状況・再開のメド・雷雲通過後の落雷の危険性

等）は適宜場内放送で行う。（Ｃ） 
・休憩毎に利用案内・注意事項の定時場内放送を行う。（Ｃ） 
・Ｉは施設全般の案内やポジションの監視員ができない業務（迷子・呼び出

しの案内、車椅子の対応、忘れ物・落し物の管理）を積極的に行う。 
・プール水槽内の監視に比べ比較的手薄になりがちなプールサイドについて

は、遊泳していない来場者への注意を払う。特に、日焼け目的の来場者や

乳幼児及びその子守の祖父母等が気分が悪くなったり、熱中症の気配がな

いか注意して観察する。（Ｐ・Ｍ） 
・お酒を飲んでいると思われる方や付き添いのない高齢者・小さな子供には
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積極的に声をかけ注意を促すようにする。（Ｐ・Ｍ） 
・刺青(いれずみ)やタトゥーのある方は服を着るなどをしてもらい、他の方

から見えないよう声をかけ注意を促すようにする。（Ｐ・Ｍ） 

・全てのプールで飛び込みは禁止する。発見した場合はハンドマイクで注意・

指導を行う。特に休憩時間あけは注意する。（Ｐ・Ｔ） 
・プールサイドを走ったり、派手なボール遊び等を発見した場合はハンドマ

イクで注意・指導を行う。（Ｐ・Ｔ） 
   ・監視ローテーションにおける担当部署の交代の際は、Ｓが監視台に到着後

交代し順次一人ずつ交代する。ローテーションの際に監視の空白時間を絶

対に作らない。（Ｓ・Ｔ・Ｐ） 
   ・やむをえない事情で監視台を離れようとする場合は、Ｃと無線等で連絡を

取り交代要員が到着後離れる。（Ｔ・Ｓ） 
   ・定時休憩前後の場内放送による長い笛「ピィ～！」とスライダーの出発の

合図の短い笛「ピッ！」を除き、場内での笛（ホイッスル）の使用は緊急

事態発生の警報時のみに制限する。注意喚起等はハンドマイクや直接声を

かけて行う。（全員） 
   ・Ｉは施設全体の案内や迷子・車椅子（障害者）の対応、また、利用者の細

かい質問・要望等に対応する。 
   ・けが人や病人と思われる方を発見した場合は「緊急時における事故対応マ

ニュアル」に基づきＣ及び本部と連絡を取りＰ・Ｓ・Ｒ等の応援のもと、

総括責任者の指示に従い適切に対応する。 
 
５．監視員への資質向上教育 
  ①救助技術の向上を図る。（第１･３週 火･金･日、第２･４週 水･日の閉場後） 

＊溺者への接近・確保・キャリー方法  ＊引き上げ方法 
＊運搬方法  ＊応援・連絡・記録方法 

  ②応急手当の習得 （供用前の準備期間・開場中の待機時間・閉場後の訓練時） 
    ＊事故者の体位  ＊外傷・打撲の手当て  ＊気分の優れない方の対応 
    ＊事故者の観察  ＊心肺蘇生法 
  ③緊急事態を想定しての訓練を実施する。 

（供用前の準備期間、第１･３週 水･日、第２・４週 火・金の閉場後） 
＊怪我人・病人・事故者を発生場所毎に想定し実施する 

例１：５０ｍプールの中央で重溺者を発見した場合 
例２：流水プールの吸水口に張付いてしまった子供を発見した場合 
例３：流水プールの出水口の水流に巻き込まれてた弱溺者を発見した場 
   合 

 
（２）清掃業務（安全点検を含む）・機械及び水質管理業務 
 
 清掃・機械及び水質管理業務においては、水槽内・プールサイド・フェンス周り・

テーブル・ベンチ等、プール全体を常に清潔かつ安全に保ち、利用者に安心して利

用できる快適な環境を提供することを目的に実践していくことが重要である。 
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１．プール給水前清掃 
  ①排水 
   ・排水を行う際は事前に排水先の状況を確認するとともに施設管理者に報告

する。 
   ・排水は一気に行わず５０m プール、流水プール、子供・ちびっこプールの

順で行い排水先が満水または溢れた状態にならないよう流量を調整しなが

ら行う。 
  ②水槽内清掃 
   ・沈殿物（木の枝・落ち葉等）やヘドロは排水口に流さず、ゴムワイパーや

手づかみ等で集め袋でプール外に搬出し可燃ごみとして処分する 
   ・壁面及び底面のコケや藻はアクアクリーンＧ（除藻剤）を使用し、ナイロ

ンたわし等で丁寧に擦り取り洗い流す。手洗いだけで取りきれない箇所は

ポリッシャーや高圧洗浄機を併用し完全に洗い流す。 
   ・水槽はアルミ製のため排水後は凹凸ができ水溜りができやすくなるため、

洗浄後の水が残らないよう注意する。 
   ・排水口等の蓋は簡単に外れないようビスで確実に固定する。ねじ山が効か

なくなっているような場合は速やかに新しいものと交換するか、ねじを切

り直して固定する。 
③給水 

   ・清掃が終了した水槽から順次給水を行い水を張る。 
   ・給水は近隣の水道事情等を考慮し、昼間２０㎥／１時間・夜間３０㎥／１

時間以内で行う。 
・水張を終えたプールについては、濾過機の運転開始まで水質の悪化防止の

ため次亜塩素酸ナトリウム（殺菌・消毒剤）を投入し水質を維持する。投

入量は５０ｍ・流水プールで１日４０kg（２ケース）を目安とする。 
   ・排水・清掃・給水は、４プールについて全作業工程を７日～９日程度で完

了する。また、時間や水のロスを極力抑えるよう計画を立てて行う。 
④プールサイド・管理棟・トイレ等の清掃 

   ・水槽以外の場所の清掃は、適宜洗剤を使用しデッキブラシ・たわし・高圧

洗浄機等を併用し洗い流す。特に、鳥のフンは入念に洗浄する。 
   ・場内の植樹帯に生えている雑草類は水泳場供用前、供用中にかかわらず随

時除草に心がける。 
   ・管理棟内（機械室・受水槽室を含む）は掃除機や雑巾がけにより清掃する。 
   ・各水道・シャワー・洗眼栓等の使用確認を行う。 

・注意看板・掲示物等の点検準備を行う。 
⑤プール内備品類の清掃・設置 

   ・開場に際し必要な備品類（プールクリーナー・玉あみ・監視台・ハンドマ

イク・パラソル・テーブル・イス・屑かご等々）はそれぞれの物に適した

洗浄をし、適所に配置する。 
   ・ハンドマイクの良・不良及びバッテリーの有無のチェックは必ず行い使用

に支障がないことを確認しておく。 
   ・開場日２日前には備品類等の最終チェックを行い、足りないものや忘れて
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いるものがないか確認する。 
 
２．開場期間中の清掃・安全点検・機械及び水質管理 
  ①オープン前準備（朝） 
   ・管理棟警備解除及び各扉開け 
   ・残留塩素・水素イオン濃度・濁度測定を行い、千葉県遊泳用プール指導要

綱の水質基準値内に達しているか確認する。測定数値が基準値外の場合は

速やかに薬品（ネオクロールＴ２０Ｓ・ペーハープラス・アクアクリーン

G 等）を投入し基準数値を確保する。 
・気温、各プールの水温・残留塩素濃度をホワイトボードに記入しプール入

場口に掲示する。 
   ・各消毒槽（強制シャワー・２Ｆトイレ前・事務所脇通路・外トイレ前・外

シャワー）を清掃し、水張り・消毒剤（ネオクロールＴ２０Ｓ）を投入す

る。強制シャワー・外シャワーは各４錠、その他は各２錠。 
   ・水位が低いプールについては給水し水位調整を行う。 
   ・流水プールの玉あみにかかったゴミを除去し網を撤収する。 
   ・夜間運転していた流水ポンプ（１基）を停止し水槽内清掃及び排水口等の

蓋の安全点検を行う。 
   ・水底の清掃はプールクリーナーを使用し行う。 
   ・水面や水中の浮遊物（ゴミ・落ち葉・虫等）は網ですくい除去する。 

・排水口等の蓋はドライバーを持って潜水し、ビスが確実に固定されている

か１本１本確認する。 
   ・各プールのオーバーフロー槽の洗浄、プール周りのＵ字溝のゴミ拾い清掃

を行う。 
   ・プール全体の掃き掃除（落ち葉・砂・人工物・ゴミ等）と鳥のフンの除去・

洗浄を行う。 
   ・テーブル・イス・ベンチは水拭きする。 
   ・パラソル・イス・ゴミ箱を定位置にセットする。 
   ・状況に応じて、水槽の壁の水垢・コケ等を除去する。 
   ・５０m プール用身長計測ボードを設置する。 
   ・流水ポンプ（２基）を作動する。 
   ・プールクリーナーは燃料を満タンにし保管する。 
   ・監視室及び器具庫内の整理整頓。 
   ・インフォメーション用テーブル及び担架を監視室前に設置する。 

・空気入れ用エアーコンプレッサーをインフォメーション脇にセッティング

する。 
・監視ローテーションを作成し朝礼時に発表する。 

   ・開場５分前には各ポジションに就く。タワーセッティング。 
  ②営業時間・休憩時間中の安全点検・清掃及び水質管理 
   ・機械室内の各機械（流水ポンプ・濾過機・塩素自動供給機）の運転状況が

正常であることをメーター等で確認する。機械に異常が発生した場合は速

やかに運転を停止し点検を行うとともに施設管理者に報告する。 
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   ・Ｖベルトの磨耗・断裂等の不具合を発見した場合は速やかに交換する。 
・濾過機用のポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）（水処理用凝集剤）の残量を確

認し補充する。（使用薬剤はＰＡＣに限定する。） 
・ネオクロリネーター（塩素自動供給機）のネオクロール９０Ｗ（殺菌・消

毒剤）の残量を確認し補充する。（使用薬剤はネオクロール９０Ｗに限定す

る。） 
・ＰＡＣのタンク付近でネオクロールを開封したり、またその逆は絶対しな

い。（次亜塩素酸ナトリウムとＰＡＣが混合すると塩素ガスが発生し大変危

険なため、絶対に混合しない。または、混合の危険があるような取り扱い

はしない。） 
   ・休憩時間毎に監視員（Ｔ）は潜水して水底確認ならびに排水口等の点検を

行う。蓋の点検は目視及び打診により行う。 
   ・休憩時間毎に監視員（Ｓ）は気温、各プールの水温・水質検査（残留塩素

濃度・水素イオン濃度・濁度測定）を行い報告書及び掲示用ホワイトボー

ドに記入する。 
   ・監視員（Ｍ）はゴミの回収及びゴミ袋の交換を適宜行う。また、プールサ

イドが高温になり火傷等の危険がある場合は水撒きを行い、歩行に支障の

無いようにする。 
  ③営業終了業務（夜） 
  ＊遊泳終了１５分前 

・管理棟内清掃を行う。（掃き掃除・モップがけ・机拭き・ゴミ処理・整理整

頓） 
   ・監視日誌及び水質・機械管理日誌の作成を完了する。 
   ・水質調整ならびに機械室清掃を行う。 
  ＊遊泳終了後 
   ・流水ポンプ切り替え。２基を停止し別の１基を作動する。 
   ・逆洗により流水ポンプ内洗浄。外マンホールが溢れないように注意する。 
   ・各プールの水位を確認し、水位が低い場合は補水し翌朝までに調整する。 
   ・Ｃは各ポジションの業務終了を目視及び無線により確認する。タワー解除

等。 
   ・タワーは解除後、設置位置をプールに転落しない位置までさげる。 
   ・５０m プール用身長計測ボードを管理棟脇まで撤収する。 
   ・ハンドマイク及びエアーコンプレッサーを管理棟内に撤収する。 
   ・各消毒槽の水を抜き、ゴミ等がある場合は除去する。 
   ・場内清掃を全員で行う。（掃き掃除・ゴミ回収、分別、廃棄・ジュースこぼ

し洗浄） 
   ・パラソル・イスを畳み整頓する。 
   ・流水プール用玉あみを設置する。 
   ・プールクリーナーを準備する。 
   ・総括責任者は作業終了後、全ての清掃の確認を行う。 
  ＊清掃及び翌日の準備が終了したら、救助訓練・泳ぎ込み等の実戦的訓練を実

施する。 
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  ＊プール外周の施錠確認及び管理棟の戸締りを確認し警備を実行する。 
  ＊翌朝に監視日誌、水質・機械管理日誌、看護日誌を施設管理者に提出する。 
 
３．閉場後清掃（供用期間終了後） 
  ①プール周り 
   ・５０m プールのコースロープを撤収し倉庫に収納する。 
   ・５０m プール及びちびっこプールスライダー用身長計測ボードを撤収し倉

庫に収納する。 
   ・パラソル・テーブル・イス・ベンチ・ゴミ箱等を洗浄し倉庫に収納する。 
   ・タワーは管理棟倉庫前に収納する。 
   ・プールクリーナーは燃料を抜き倉庫に収納する。 
   ・ハンドマイクはバッテリーを取り外し箱に入れ事務所内に保管する。 
   ・その他掃除用具（ゴムワイパー・デッキブラシ・バケツ・ほうき・チリト

リ等）は洗浄し倉庫に収納する。 
   ・掲示物は回収し事務所内に保管する。 
   ・トラロープ・カラーコーン・仕切り用ポールは倉庫に収納する。 
  ②機械室等 
   ・濾過機・流水ポンプは全ての運転を停止し、操作を終了する。 
   ・濾過機用薬剤類はタンクから抜き取り容器に保存する。 
   ・流水ポンプのＶベルトは全て取り外し保管する。 
   ・管理棟内のテーブル・イス・更衣ロッカー等は一箇所にまとめて収納する。 
  ③全ての清掃・収納が終了したら、プール・管理棟への給水バルブ（元栓）を

確実に締める。 
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（３）救護業務 
 

施設管理者は常に事故発生時に備え緊急連絡形態及び緊急時における各人の役割

を明確にすることが要求されます。事故発生時には再委託者との連携（事故状況の

報告）を密にとり事故現場においては救助員の経験に基づく的確な判断により素早

い処置を施し事故者の犠牲を最小限にくい止める緊急体制を確立することが重要で

す。 
 
 
１．医務室業務 
  ①医務室には、正(准)看護師の資格を有するものを配置する。 
   ・営業時間内は常に在室し緊急時に備える。 
   ・営業開始前に「救急・医務室」の旗を医務室前の目に付きやすい場所に設

置する。 
    （営業終了後は旗を医務室内に収納する。） 
   ・医務室内は常に清掃し清潔な状態を保つよう心がける。 
   ・医薬品等は必要な時に速やかに使えるよう整理整頓しておく。 
   ・医薬品の在庫状況は常に把握し欠品を出さないよう注意する。（在庫が少な

くなった場合は施設管理者に連絡し補充する。） 
   ・熱中症患者等に備え、気温が高い日はエアコンを作動し医務室内を涼しい

状態に保つ。 
   ・毛布・バスタオル等はすぐに使用できるよう準備しておく。 
   ・プール開場期間中は AED（自動体外式除細動器）を設置し、常に正常に使

用できる状態に保つ。 

  ②救急処置 
   ・軽傷患者（擦り傷・切り傷等）の場合は、患部を消毒し絆創膏（キズバン）

で応急処置を施す。 
   ・患部縫合を要するような怪我の場合は、応急処置後、総括責任者を通し医

療機関に連絡し救急処置をとる。 
   ・熱中症等の患者で軽度と判断されるときは、医務室で休憩を取らせ様子を

見る。 
   ・怪我人・急病人とも重症と判断されるときは、ＣＰＲ・ＡＥＤも考慮しな

がら、救急車要請等の措置をとる。 
   ・「緊急時における事故対応マニュアル」や「緊急時の連絡指示系統」を基に

救急処置を実施する。 
  ③一日の業務について看護日誌を総括責任者に提出する。 
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緊急時における事故対応マニュアル 
 
 
１．緊急時おける分担・役割 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１）監視員・責任者の役割 
・事故者の救出・搬送 
・重溺者発生時における救急車の要請 
・プール場内の利用者に対する整理・正常化 
・救命・救急処置 
・事故状況の記録（事故調査の作成） 
・事故者への状態観察 
 
２）事務所職員・責任者・受付職員の役割 
・救急車の要請 
・施設内の場内整理 
・救護室への情報収集 
・事故者の身内へ連絡 
・救急車の誘導 
・救急隊の誘導 
・救急車の誘導通路確保 
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２．＜フローチャート式事故対応＞ 
 ex．軽、重溺者時の対応 
 
   プール公開中にて事故発生  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 

意識の確認  

 
直通電話の有無  

 
直通電話より  
救急車の要請  

 
傷病者  
観察  

 
意識なし  
(重溺者) 

 
意識あり  
(軽溺者) 

 
救護室  
搬送  

 
状態の変化  
救急車要請  

 
 溺者  

引き上げ  
 

 
現場  
処置  

 
溺者  

状態の変化  

 
状態の変化  

なし  
回復  

 
医務室  
搬送  CPR の継続  

救急隊到着  

 
救急隊へ引き渡し・情況の伝達  

 
事故報告書の作成と提出  

 
総括責任者  

事務所職員へ連絡 

 
救急車誘導  
利用者対応  

その他を要請  

 
内線電話より  

責任者・事務所  
職員へ救急車の  

要請を依頼  

 
救急車誘導  
利用者対応  

その他を要請  

AED の実施  
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＜プール事故発生時における基本的なフォーメーション＞ 

 

 １）Ｔが第一救助者のケース 

 

                Ｔ 

                  

救助 

 

    Ｐ 

 

 

 

 

 

                       Ｃ 

                     Ｓ 

 
 
 
   各ポジションの基本的な行動 

 

    Ｔ … 溺者発見後､笛(ﾎｲｯｽﾙ)を鳴らし溺者救助に向かう 

    Ｐ … Ｔが救助の際のポジションをカバー 

    Ｃ … 事故の発生と同時に意識の有無の確認 
        プール現場側の情報を判断し全体の指揮を執る 
        救急車を要請し､事故状況を記録する 

    Ｓ … Ｃからの指示に従い現場へ救助資材等を持って向かい､ 
        セカンドレスキューとして処置を行う 
 
 
                  Ｔ…タワー 
                  Ｐ…パトロール 
                  Ｃ…コントロール 
                  Ｓ…スタンバイ 
 
 
 

処置 

＊ 

＊ 

溺者発生 
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＜プール事故発生時における基本的なフォーメーション＞ 

 

 ２）Ｐが第一救助者のケース 

 

                Ｔ 

                  

 

    Ｐ 

    救助 

 

 

 

          ＊ 処置 

 

                  Ｃ 

               Ｓ 

 
 
 
   各ポジションの基本的な行動 

 

    Ｔ … 溺者発生の位置をＣへ知らせ､継続してプールの監視を行う 

    Ｐ … 溺者発見後､笛(ﾎｲｯｽﾙ)を鳴らし溺者救助に向かう 

    Ｃ … 事故の発生と同時に意識の有無の確認 
        プール現場側の情報を判断し全体の指揮を執る 
        救急車を要請し､事故状況を記録する 

    Ｓ … Ｃからの指示に従い現場へ救助資材等を持って向かい､ 
        セカンドレスキューとして処置を行う 
 
 
                  Ｔ…タワー 
                  Ｐ…パトロール 
                  Ｃ…コントロール 
                  Ｓ…スタンバイ 
 
 
 

＊溺者発生 
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＜フローチャート式事故対応＞ 
 ex．吸排水口のフタ脱落時の対応 
 
   プール公開中にフタ脱落事故発生  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 

けが人の有無の確認  

 
けが人 有  けが人 無  

 
意識あり  
(軽溺者) 

 
救護室  
搬送  

 
状態の変化  
救急車要請  

 
 溺者  

引き上げ  
 

 
現場  
処置  

 
溺者  

状態の変化  

 
状態の変化  

なし  
回復  

 
医務室  
搬送  CPR の継続  

救急隊到着  

 
救急隊へ引き渡し・情況の伝達  

 
事故報告書の作成と提出  

AED の実施  

 
傷病者  
観察  

 
意識なし  
(重溺者) 

 
直通電話の有無  

 
直通電話より  
救急車の要請  

 
総括責任者  

事務所職員へ連絡 

 
救急車誘導  
利用者対応  

その他を要請  

 
内線電話より  

責任者・事務所  
職員へ救急車の  

要請を依頼  

 
救急車誘導  
利用者対応  

その他を要請  

 
現場措置  

（ポンプ停止・遊泳中断・避
難誘導・フタ回収）  

 
原因調査  

 
脱落場所  

周辺の警戒  

 
安全確認  
復 旧  

 
事故報告書の作成と提出  
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＜プール吸排水口フタ脱落事故発生時における対応＞ 

 

 流水プール吸水口のフタ脱落 

 

 １）Ｔが第一発見者のケース 

 

 

 

 

水流 

 

 

 

 

                

 

 

  

                  Ｃ 

               Ｓ 

                  Ｒ           流水ポンプ 

                               停 止 

 
   各ポジションの基本的な行動 

 

    Ｔ … フタ脱落を発見後､笛(ﾎｲｯｽﾙ)･ハンドマイクで緊急であることを

知らせ､フタ脱落場所周辺の警戒にあたる 

    Ｐ … フタ脱落場所の上流で遊泳中断の呼びかけ･避難誘導を行う｡ 

    Ｃ … 脱落事故の発生と同時に現場状況の把握､情報を判断し全体の指

揮を執る｡また､事故状況を記録する｡ 

    Ｓ … Ｃからの指示に従い現場へ向かい､Ｔのポジションカバー､Ｔ及び

Ｐの活動支援を行う｡また､Ｃの指示で流水ポンプの作動を停止す

る｡ 
 
 
                  Ｔ…タワー 
                  Ｐ…パトロール 
                  Ｃ…コントロール 
                  Ｓ…スタンバイ 
                  Ｒ…レスト 
 
 

はずれた 
フタの回収  

吸水口付近 
警戒  

Ｐ  
Ｐ  

遊 泳 中 断 の
呼びかけ 
避難誘導 

Ｔ  

水流 
 

  Ｒ  
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＜プール吸排水口フタ脱落事故発生時における対応＞ 

 

 ちびっ子プール他吸水口のフタ脱落 

 

 ２）Ｐが第一発見者のケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

  

                  Ｃ 

               Ｓ 

                  Ｒ           

 
   各ポジションの基本的な行動 

 

    流水Ｔ … フタ脱落の位置をＣに知らせ継続してプールの監視を行う｡ 

    Ｐ … フタ脱落を発見後､笛､(ﾎｲｯｽﾙ)･ﾊﾝﾄﾞﾏｲｸで緊急であることを知ら

せ､フタ脱落場所周辺の警戒にあたる｡また､遊泳中断の呼びかけ･

避難誘導を行う｡ 

    Ｃ … 脱落事故の発生と同時に現場状況の把握､情報を判断し全体の指

揮を執る｡また､事故状況を記録する｡ 

    Ｓ … Ｃからの指示に従い現場へ向かい､Ｐのポジションカバー及び活

動支援を行う｡ 
 
                  Ｔ…タワー 
                  Ｐ…パトロール 
                  Ｃ…コントロール 
                  Ｓ…スタンバイ 
                  Ｒ…レスト 

滑り台 Ｐ  

流水Ｔ  

Ｐ  

水流 
 

排 水 口 付 近
警戒 遊 泳 中 断 の

呼びかけ 
避難誘導 

遊 泳 中 断 の
呼びかけ 
避難誘導 

はずれた 
フタの回収  

  Ｒ  
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＜フローチャート式避難誘導対応＞ 
 
 
  プール開場中にて火災 地震発生  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
※Ｃ(コントロール)･Ｔ(タワー)･Ｐ(パトロール)･Ｓ(スライダー)･Ｉ(インフォメーション) 
 
 
 

 

情報の収集  

 
火災 地震発生場所 状況の情報  

 
総括責任者 事務所職員に連絡  
避難の必要判断の指示を確認  

 
Ｃは場内放送を入れ混乱が生じな
いように遊泳者を退水させる  
（停電時はメガホン等を利用する） 

その他を要請  

 
Ｔは遊泳者が全員退水した時点で
退水確認を開始する  

 
更衣室内も確認し利用者に対して
避難誘導を行う  

 
Ｐ･Ｓ･Ｉは利用者を避難場所へ誘

導  

 
総括責任者は事務所職員と連絡調
整を行う  

 
総括責任者は現場スタッフに全体
指示・伝達を行う  

 
総括責任者は避難の最終確認を行
う（利用者・従業員）  

 
総括責任者は避難状況を確認し 
事務所職員へ連絡する  

 
避難誘導完了 
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緊急時の連絡指示系統 
 
 
 

発見  救助活動                救助活動 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   指示       連絡･報告       救護室へ搬送 
 
 
 

 
指示       連絡･報告 

 
 
 
 
※ 溺者、けが人発生の際は、発見者が直ちに笛（ホイッスル）を吹き他の監視員

にその場所を知らせ救助に向かう。知らせを聞いた発生場所近くの監視員は直ち

に救助活動を行う。この場合、救助活動により空きになった監視ポジションは、

スタンバイ･レストがこのポジションにつき監視を行う。（場合によっては遊泳を

中断する。）また、これ以外のスタンバイ・レストは救助活動を行う。 
 
※ 救助活動とは、溺者及びけが人を遭遇している危険から回避させ、安全な場所

へ搬送し救命処置を施すこと。また、これ以外に緊急自動車（救急車）の手配や誘

導、搬送の補助、緊急通路の確保、現場の保存・安全確保などがある。なお、必要

に応じ緊急放送等で遊泳を中断する場合もある。

救急車要請の
判断･説明 

 
連 絡 

溺 者 ・ け が 人 発 生  

監 視 員 
＊ タワー  

＊ パトロール  

＊ その他  

監 視 員 
＊ コントロール(場内放送) 

＊ ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ(救助応援) 

＊ スタンバイ(救助応援) 

＊ レスト(救助応援) 

監 視 員 

総 括 責 任 者 

救護員(看護師) 

ＣＰＲ･ＡＥＤ等実施 

総合公園指定管理者 野  田  市 
連絡･報告 
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＜事 故 調 査＞ 
 
１）基本的な記載項目 
 
  ①発生年月日 
 
  ②発生時間・場所 
 
  ③救急車要請時間・到着時間 
 
  ④意識の有無 
 
  ⑤呼吸・脈の有無 
 
  ⑥外傷・出血の有無 
 
  ⑦ＣＰＲ開始時間・担当者 
 
  ⑧ＡＥＤ実施の有無 
 
  ⑨呼吸・脈の回復時間 
 
  ⑩事故当事者の氏名 連絡先 同伴者名 
 
  ⑪その他 
 
 
２）記入にあたっての注意点 
 
  ①救急隊に手渡す用紙と提出用と区別する。 
 
  ②事故発生時にすぐに記入できるようＣの手元に置いておく。 
 
  ③出来る限り状況を把握し記入できる項目は記録する。 
 
  ④事故調書は必ず残しておき今後の対策に生かす。 
 
  ⑤その他 
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３）基本的な事故調書 
 
事故調書 

日付  令和   年   月   日（   ） 

当事者氏名  男・女  年齢    歳 

住所 〒 

連絡先 ℡     －     －    [自宅・勤務先] 

緊急連絡先 ℡     －     －    [自宅・勤務先・その他] 

 

発生時刻    時   分[50ｍ・流水・こども・ちびっこ・ロッカー・その他] 

意識の有無  有 ・ 無 回／分 回／分 回／分 

呼吸  有 ・ 無 拍／分 拍／分 拍／分 

脈  有 ・ 無 

外傷  有 ・ 無 

出血  有 ・ 無 

ＣＰＲ開始時間     時    分 ＡＥＤ実施 有 ・ 無 

処置者 人工呼吸[    ] 胸骨圧迫[    ] 保  温[    ] 

脈の回復時刻     時    分 救急車要請時刻     時    分 

呼吸の回復時刻     時    分  〃 到着時刻     時    分 

移動の有無  有 ・ 無 

意識障害  有 ・ 無 （ＪＣＳ）  Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ 

意識障害タイム (始)      分     秒 (終)      分     秒 (計)      分     秒 

原因・状況  

  

  

処  置  

  

  

救助体制  

  

  

 記 録 者             印 
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総合公園水泳場日除け設置業務仕様書 
 
 

１ 業務箇所 
  水泳場売店前（272m2） 
 
２ 業務内容 
  水泳場開場前に利用者の休憩所として、よしずの設置を行うこと。 

また、水泳場閉場後は撤去すること。

別紙２８  



 59 

 
総合公園水泳場ろ過装置保守点検業務仕様書 

 
 

１ 業務回数 
  水泳場開場前点検、中間点検及び閉場点検の３回行うこと。 
   
２ 業務内容 
（１）ろ過装置本体の性能調整 
（２）機械周り、配管バルブの漏水及び接続等の点検調査 
（３）ポンプの作動確認 
（４）ろ過装置内部の点検調整 
（５）塩素滅菌機の点検調整 
 
３ 点検作業報告書 
  点検作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じて野田市に提出する

こと。 

別紙２９  
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総合公園水泳場全自動滅菌装置保守点検業務仕様書 
 
 

１ 業務回数 
  水泳場開場前点検、中間点検及び閉場点検の３回行うこと。 
   
２ 業務内容 
（１）全自動滅菌装置の性能調整 
（２）水泳場開場前の点検調整及びセット 
（３）水泳場開場期間中の点検調整 
（４）水泳場閉場後の点検調整及び洗浄 
 
３ 点検作業報告書 
  点検作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じて野田市に提出する

こと。 

別紙３０  
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総合公園水泳場流水ポンプ保守点検業務仕様書 
 
 

１ 業務回数 
  １回（水泳場開場前） 
   
２ 業務内容 
  流水ポンプ（１～４号機）の外観点検及び試運転調整 

①ポンプ･モーター､吸込･吐出弁､Ｖプーリー･ベルト点検整備､芯出し確認及び電

流値･絶縁抵抗測定 
 ②試運転後の振動測定 
 
３ 点検作業報告書 
  点検作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じて野田市に提出する

こと。 

別紙３１
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総合公園陸上競技場昇降機保守点検業務仕様書 
 
 

１ 型式 
  インバータ制御方式エレベーター 
  乗用兼車いす用・１３人乗り・900kg・45m/min・2 停止 
   
２ 業務内容 

（１）遠隔点検、診断 1 回/月 

（２）専門技術者による点検、調整、故障対応、検査 1 回/月 

（３）法定検査 1 回/年 

（４）かご内、乗場扉・降場扉の定期清掃 2 回/年 

 
３ 点検作業報告書 
  点検作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じて野田市に提出する

こと。 

別紙３２  
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総合公園陸上競技場芝生維持管理業務仕様書 
 
 

１ 面 積  野田市総合公園陸上競技場敷地  ２４，９５５㎡ 
       フィールド芝生部分        ７，５５４㎡ 

 
２ 業務内容    

（１）常に最良の状態で使用できるよう計画的な作業を実施し、芝の維持管理効果

を充分発揮させるように心掛けること。 

（２）芝の特性を検討し、最適の資材を使用すること。 

（３）水道、電気を使用する場合は、必要最低限にとどめること。 

 

３ 作業内容 

（１）刈り込み（集草含む） 

（２）施肥 

（３）バーチカルカット 

（４）コアリング 

（５）目砂 

（６）転圧 

（７）人力除草 

（８）補修  

 
４ 作業報告書 
  作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じて野田市に提出すること。 

別紙３３  
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総合公園陸上競技場電子備品保守点検業務仕様書 
 
 

１ 点検回数 
  年１回 
 
２ 点検内容 
（１）エージングテスト、調整 
（２）消耗部品交換 
（３）内部分解クリーニング 
（４）現地での動作確認 
 
３ 点検機器 

品   名 数量 
ＲＧＢフィニッシュコーダー 一式 
ブレスト装置 ヘッドホンタイプ ４台 
全自動フラッシュピストル 2 丁 
スタート信号ケーブル 一式 
ＹＯ式スタート発信装置 一式 
投てき光波距離測定装置 一式 
スターター拡声装置 一式 
デジタル風速計 2 台 
超音波風速計 3 台 
風向風速計 1 台 
写真判定装置 一式 

 
４ 作業報告書 
  作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じて野田市に提出すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙３４  
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陸上競技場自家用電気工作物保守点検業務仕様書 

 

 

１．自家用電気工作物の概要 

（１）事業所名 野田市総合公園陸上競技場 

（２）所在地  野田市清水５０１ 

（３）設備容量 １７５キロボルトアンペア 

（４）受電電圧 ６６００ボルト 

 

２．業務内容 

  野田市総合公園陸上競技場の自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を 

確保するため電気事業法第４２条第１項の規定に基づき定める保安規程により当 

該電気工作物の保安管理業務を行う。 

 

３．特記事項 

  保安管理業務を行うにあたり、原則として次の事項を遵守しなければならない。 

（１）自家用電気工作物の維持・管理の主体であり、当該電気工作物について電気

事業法第３９条第１項の義務を負うものとする。 

（２）自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、電気主

任技術者として選任する者の意見を尊重しなければならない。 

（３）自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に電気主任技術者がそ

の保安のためにする指示に従わなければならない。 

（４）電気主任技術者として選任する者に、自家用電気工作物の工事、維持及び運

用に関する保安の監督の職務を誠実に行わせなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３５  
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陸上競技場自動ドア保守点検業務仕様書 

 

 

１ 点検概要  
（１）１年に２回の点検を行うものとする。 
（２）点検範囲は、自動ドアオペレーター部、センサー部及びドアの建て付けとす

る。 

 

２ 点検報告書 
  点検報告書は、点検終了後、作成保管し、求めに応じて野田市に提出すること。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙３６  
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総合公園水生植物園菖蒲植替え業務仕様書 
 
 

１ 作業面積 １６５ｍ2 

 

２ 作業内容 
（１）掘取り 
   株の茎部を傷つけないよう堀上げ、土をふるい落とし、古くなった根や茎を

切り捨てる。 
（２）株分け 
   株を全体の 1/2～1/3 に切り取り、5～７芽を含む花茎とし、葉の先端を扇状

に切り詰める。 
（３）植付け 
   株分けした花茎を３本１株として、深植えに注意しながら 70 ㎝×30 ㎝の間

隔毎に１本ずつ植付ける。 
（４）土壌改良 
   深さ 20cm を２回耕転行い、整地する。 
（５）除草防除 
   既存黒マルチを撤去後、除草し、黒マルチ(幅 135cm)を二つ折り、竹ひご、

止め金具(L=40cm)を２列に取り付ける。 
 
３ 植替え時期 
  １２月１日から１２月２５日まで 
 
４ 作業報告書 
  作業報告書は、作業終了後、作成保管し、求めに応じて野田市に提出すること。 

別紙３７  
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スケートボードパーク管理業務仕様書 

 
 

１．施設規模   
（１）コンクリート舗装 678.7ｍ2 
（２）周囲フェンス   106.0ｍ 
 
２．供用時間   

午前 9 時から午後 6 時まで  
ただし、4 月 1 日から 8 月 31 日までの期間にあっては午前 9 時から午後 7 時まで 

 ※供用時間内にあっても危険と判断される場合においては閉場すること｡ 
 
３．料  金   無 料 
 
４．業務種類  
（１）スケートボードパークの解錠及び施錠   
（２）利用案内及び利用受付 
（３）利用の監視 
 
５．業務内容 
（１）スケートボードパークの解錠及び施錠 
  ① 供用開始時間前に施設の安全点検を実施し、異常が無い場合は出入口を解

錠すること。なお、路面状態については特に留意して点検すること。 

  ② 供用時間終了後、出入口を施錠すること。また、供用時間以外に不法利用

されることの無いよう滑走路面にロープ等の設置をすること。 

（２）利用案内及び利用受付 
  ① スケートボードパークの問合せ等について利用案内を行うこと。 

② スケートボードパーク利用者の受付を行い、常に利用人数の把握をするこ

と。なお、予約受付は行わないこと。 
③ 人数及び利用状況に応じて、危険と判断される場合は人数制限を行うこと。 

④ 事故及び怪我防止のため、ヘルメット及びプロテクターを必ず着用するよ

う指導すること。 
（３）利用の監視 
  ① 利用監視を適宜実施すること。 
  ② 危険な行為、他人に迷惑となる行為を発見した場合は直ちに利用の指導を

行うこと。 
 
６．その他 
  スケートボードパークの管理又は利用に関して、疑義が生じた場合は野田市と

協議をすること。 
 

別紙３８  



総合公園占用許可リスト

総合公園制限行為許可リスト

総合公園施設設置許可リスト

ｱｲｽｸﾘｰﾑの販売 水泳場(2) 自動販売機設置2台

東日本電信電話(株)

占 用 目 的

電気通信事業設備設置

電気事業及び電気通信
事業設備設置

防災無線設置

防災無線個別受信機設
置

東日本電信電話(株)電気通信事業設備設置 ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ 公衆電話室１基

申 請 者

東京電力(株)

防災無線１基 野田市長

野田市長

占 用 場 所

行 為 の 位 置 行 為 の 内 容

野球場横

体育館事務室内

占 用 物 件

本柱1本､支線4本

競技場､野球場横､ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ

防災無線受信機
１基

ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ

本柱13本､支線柱1本､
支線7本

体育館(4)､庭球場(2)､野球場
(1)､水生植物園(1)

水泳場(4)

自動販売機設置8台

自動販売機設置4台

売店 54.75ｍ2体育館(1)

自動販売機設置2台

水泳場

清涼飲料水の販売

水泳場売店での販売

売店 54.75ｍ2

体育館(1)
陸上競技場(1)

防犯カメラ設置に係る
飲料自販機の販売

総合公園(4) 自動販売機設置4台

申 請 者

清涼飲料水の販売 野田市開発協会･ｼﾝｺｰｽﾎﾟｰﾂ共同事業体

行 為 の 目 的

野田市開発協会･ｼﾝｺｰｽﾎﾟｰﾂ共同事業体

申 請 者

野田市開発協会･ｼﾝｺｰｽﾎﾟｰﾂ共同事業体

設 置 の 目 的 設 置 場 所

社会福祉法人 野田市社会福祉協
議会

一般財団法人
安全・安心まちづくりICT推進機関

野田市障がい者団体連絡会

野田市開発協会･ｼﾝｺｰｽﾎﾟｰﾂ共同事業体

体育館(1) 自動販売機設置1台

清涼飲料水の販売

公 園 施 設 種 類

軽食品及び飲料品の販
売



野田市所有備品一覧
(体育館･野球場)

№ 品 名 品 番 ・ 規 格 等 備 品 番 号 取 得 年 月 日 数量
取 得 (評 価) 額

円/個
保 管 場 所 等

1 流し 200 昭和47年6月 2 － 野球場2階通路

2 保管庫 36型（全ｽﾁｰﾙ製） 202 昭和47年6月 2 8,300 野球場事務室

3 更衣ﾛｯｶｰ ｽﾁｰﾙ製 1.79×0.9×0.515m 203 昭和47年6月 1 13,000 野球場和室

4 ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ｽﾁｰﾙ製 A4-K.KYE70 2403 昭和45年12月 1 20,000 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

5 鉄骨ﾃﾝﾄ 小川OT.H2-B 10530 昭和57年7月4日 1 75,740 倉庫④

6 事務机 ｺｸﾖ SD-S583 23156 昭和56年3月6日 1 15,200 事務室

7 市旗
26122～
26123

昭和58年5月31日 2 34,000 事務室

8 ｽﾎﾟｰﾂ大百科 都道府県体育協会連絡協議会 A4判 26575 昭和58年12月12日 1 20,000 事務室

9 ﾊﾞﾚｰ用審判台 三和 立式ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ調節式,車付 28038 昭和60年5月25日 1 48,500 器具庫①

10 ｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ ｾｲｺｰ TYX-018　　　　　　　　
28588～
28603

昭和60年9月17日 16 11,875 事務室

11 ｸﾘｰﾝﾛｯｶｰ ｺｸﾖ CLK-65B 29188 昭和61年3月25日 1 33,000 事務室

12 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用ﾈｯﾄ計測器 ｾﾉｰ DZ0100 29762 昭和61年9月30日 1 11,520 事務室

13 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用兼用審判台 ｾﾉｰ DL0100
29766-1～
29766-3

昭和61年9月30日 3 104,485 器具庫②

14 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ用ﾁｰﾑﾌｧｳﾙ回数表示板 ｾﾉｰ DS5010　　　　　　　　
29767～
29768

昭和61年9月30日 2 33,800 器具庫①

15 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ用個人ﾌｧｳﾙ回数表示板 ｾﾉｰ DS5100　　　　　　　　　　
29769～
29770

昭和61年9月30日 2 29,800 器具庫①

16 多種目得点板 ｾﾉｰ DS0200
29773-1～
29773-18

昭和61年9月30日 18 55,910 器具庫①

17 ﾎﾞｰﾙ籠 ｾﾉｰ DK0600
29774-1～
29774-3

昭和61年9月30日 2 17,820 器具庫②

18 支柱整理棚 ｾﾉｰ DK0101
29777～
29778

昭和61年9月30日 2 70,700 器具庫②

19 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ用支柱 ｾﾉｰ DG0100　
29779-1～
29779-10

昭和61年9月30日 10 19,200 器具庫②

20 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ用兼用審判台 ｾﾉｰ DL0100
29781-1～
29781-7

昭和61年9月30日 7 104,485 器具庫②

21 卓球台 ｾﾉｰ DH0100
29782-1～
29782-8

昭和61年9月30日 18 161,300
器具庫②  8
器具庫③ 10

22 卓球用ﾌｪﾝｽ ｾﾉｰ DH5010
29783-1～
29783-39

昭和61年9月30日 39 19,600
器具庫②
器具庫③

23 ｱﾌﾞﾄﾞﾐﾅﾙﾎﾞｰﾄﾞ腹筋台 ｾﾉｰ BB0121
29784～
29785

昭和61年9月30日 2 92,160 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

24 ｱﾌﾞﾄﾞﾐﾅﾙﾎﾞｰﾄﾞﾗﾀﾞｰ2欄式 ｾﾉｰ BB1121 29786 昭和61年9月30日 1 90,600 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

25 ﾂｲｽﾄﾏｼﾝ ｾﾉｰ BH0500 29788 昭和61年9月30日 1 170,500 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

26 表彰台 ｾﾉｰ 29792 昭和61年9月30日 1 134,400 器具庫②

27 ﾚｽﾘﾝｸﾞﾏｯﾄ ﾙｰﾀﾞｽ W-1 29793 昭和61年9月30日 1 2,996,470 器具庫③

28 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ用競技用ｺｰﾄ ｾﾉｰ DG9020
29797～
29798

昭和61年9月30日 2 522,000 器具庫①

29 電光得点表示板移動式 ｾﾉｰ DS2000
29799～
29801

昭和61年9月30日 3 2,611,200 器具庫①

30 肋木（5棚） ﾐｽﾞﾉ HB0100 29811 昭和61年9月30日 1 420,000 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

31 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾐﾗｰ ﾐｽﾞﾉ HD0100 29812 昭和61年9月30日 1 229,500 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

32 身長計 29813 昭和61年9月30日 1 26,500 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

33 反復横とび測定器 29815 昭和61年9月30日 1 296,000 倉庫②

34 握力計（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ計） 29816 昭和61年9月30日 1 12,000 倉庫②

35 ﾎﾟｰﾙ ｻﾝﾎﾟｰﾙ 1F-6 29821 昭和61年9月30日 1 175,000 大体育室

36 ｽﾃｰｼﾞ（移動式） ｱｲﾁ AIS6
29822～
29823

昭和61年9月30日 2 185,000 器具庫③

37 ｽﾃｯﾌﾟ ｱｲﾁ AIS-S-6
29824～
29825

昭和61年9月30日 2 46,500 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

38 応接ｾｯﾄﾃｰﾌﾞﾙ ｱｲﾁ ﾃｰﾌﾞﾙLS900T 29827 昭和61年10月15日 1 80,000 野球場事務室

39 応接ｾｯﾄｿﾌｧｰ ｱｲﾁ ｿﾌｧｰLS1100S
29828～
29829

昭和61年10月15日 2 235,000 野球場事務室
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40 担架 MATSUMOTO ｱﾙﾐ製標準型 29830 昭和61年9月30日 1 14,000 器具庫①

41 ﾗｳﾝｼﾞ椅子 ｲﾄｳ MRH-6S
29834-1～
29834-26

昭和61年10月15日 26 36,000 ﾗｳﾝｼﾞ

42 ﾃｰﾌﾞﾙ ｲﾄｳ MRH-6T
29835-1～
29835-10

昭和61年10月15日 10 39,500 ﾗｳﾝｼﾞ

43 ﾏｶﾞｼﾞﾝﾗｯｸ ｺｸﾖ ZR-PS10
29836～
29837

昭和61年10月15日 2 34,700
ﾎｰﾙ

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

44 日程表 ｳﾁﾀﾞ 266-6506 29841 昭和61年10月15日 1 50,000 事務室

45 事務机 ｺｸﾖ SD-S5S3
29843-4～
29843-10

昭和61年10月15日 7 16,100 事務室

46 灰皿 ｺｸﾖ SS-S11 29852 昭和61年10月15日 1 10,600 ﾎﾟｰﾁ

47 傘立て ｺｸﾖ US-S30N
29853-2～
29853-5

昭和61年10月15日 4 13,000 ﾎｰﾙ

48 電光得点表示板 富士通機電㈱壁面式 29877 昭和61年9月30日 1 2,500,000 大体育室

49 耐火庫 ｺｸﾖ HS-20 30345 昭和62年4月1日 1 58,000 事務室

50 台車 ｳﾁﾀﾞ 313-9030
30348-6～
30348-19

昭和62年4月1日 14 41,000 器具庫③

51 掲示板 ｺｸﾖ BB-D36
30349-1～
30349-5

昭和62年4月1日 5 19,800 器具庫③

52 ｺｲﾝﾛｯｶｰ ｺｸﾖ KL-8
30351-1～
30351-50

昭和62年4月1日 50 94,000 更衣室

53 会議用ﾃｰﾌﾞﾙ ｱｲﾁ CTS600L
30352-1～
30352-18

昭和62年4月1日 18 38,600 集会室

54 会議用椅子 ｺｸﾖ CK-855S
30353-1～
30353-102

昭和62年4月1日 102 16,000 集会室

55 ﾍﾞｯﾄﾞ ｺｸﾖ HP-B100 30354 昭和62年4月1日 1 28,000 事務室

56 更衣ﾛｯｶｰ ｺｸﾖ LK-P4 30357 昭和62年4月1日 1 44,000 事務室

57 会議用黒板 ｲﾄｳ HCWF-36
30358-1～
30358-3

昭和62年4月1日 3 47,000
柔道場
ﾎｰﾙ

58 演壇 ｺｸﾖ WA-CMN 30360 昭和62年4月15日 1 91,000 器具庫③

59 演台 ｺｸﾖ WA-14S 30361 昭和62年4月15日 1 105,000 器具庫③

60 着地ﾏｯﾄ ﾜｰﾙﾄﾞﾍﾟｶﾞｻｽ RM-198 30630 昭和62年6月18日 1 88,000 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

61 ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ ｺｸﾖ SX-D44 30632 昭和62年6月8日 1 33,900 事務室

62 食器棚 ｺｸﾖ BK-2 30633 昭和62年6月8日 1 57,400 事務室

63 ｼｪﾙﾋﾞﾝｸﾞ（ﾎﾞｰﾄﾞ棚） ｺｸﾖ SE-L07416 30634 昭和62年6月18日 1 23,000 事務室

64 ﾌﾛｱｼｰﾄ ㈱仲條製作所 ES5000
30635-1～
30635-35

昭和62年6月16日 35 53,760 器具庫①

65 ﾌﾛｱｼｰﾄ ㈱仲條製作所 ES5000
30636-1～
30636-15

昭和62年6月16日 15 25,600 器具庫①

66 ﾌﾛｱｼｰﾄ巻取機 ㈱仲條製作所 828
30637～
30638

昭和62年6月16日 2 88,500 器具庫①

67 柔道用得点板 ｾﾉｰ ES9400 30649 昭和62年6月16日 1 117,000 器具庫①

68 ﾃﾆｽ用支柱 ｾﾉｰ DF0110
30650～
30651

昭和62年6月16日 2 69,000 器具庫①

69 ﾃﾆｽ用ﾈｯﾄ（硬式） ｾﾉｰ DF9100
30652～
30653

昭和62年6月16日 2 53,000 器具庫①

70 ﾃﾆｽ用ﾈｯﾄ（軟式） ｾﾉｰ DF9500
30654～
30655

昭和62年6月16日 2 29,000 器具庫①

71 ﾚｽﾘﾝｸﾞ得点表示板 ㈱ﾙｰﾀﾞｽ･ｽﾎﾟｰﾂ W-26 30685 昭和62年6月16日 1 37,000 器具庫①

72 ｼｬｯﾀｰｹｰｽ ｺｸﾖ SC-C7 30808 昭和62年8月8日 1 11,000 事務室

73 ｼｮｰｹｰｽ ｾｷｽｲ FTD-6315 30810 昭和62年8月8日 1 127,000 ﾎｰﾙ

74 県旗 200×140
30902～
30903

昭和62年10月9日 2 39,000 事務室

75 県旗 150×100
30904～
30905

昭和62年10月9日 2 15,800 事務室

76 ﾌﾛｱｼｰﾄ格納ﾊﾝｶﾞｰ ㈱仲條製作所 830
30906-1～
30906-6

昭和62年10月31日 6 69,500 器具庫①

77 ﾓｯﾌﾟﾊﾝｶﾞｰ ﾜｰﾙﾄﾞﾍﾟｶﾞｻｽ S-3925
30907-2～
30907-4

昭和62年10月31日 3 28,500
器具庫① 2
器具庫② 1
器具庫③ 1
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78 脚立 ｺｸﾖ SP-37･SP-35
30908～
30909

昭和62年10月31日 2
22,600
14,400

機械室

79 回転黒板(ｽｸﾘｰﾝ付） ｺｸﾖ BB-R36GGS 30910 昭和62年10月31日 1 65,000 ﾗｳﾝｼﾞ

80 黒板（月間行事予定表） ｺｸﾖ 30911 昭和62年10月31日 1 32,000 事務室

81 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ ｺｸﾖ SD-PS6 30914 昭和62年10月31日 1 11,200 事務室

82 ｾｰﾙｽﾏﾝﾃﾞｽｸ ｺｸﾖ SD-BN1845 30915 昭和62年10月31日 1 34,900 事務室

83 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾏｼﾝ ｾﾉｰ BA0116 30934 昭和62年11月26日 1 2,350,000 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

84 卓球台 ｾﾉｰ DH0100
30937-1～
30937-8

昭和62年11月26日 8 144,500 器具庫①

85 器具運搬車 ｾﾉｰ AP1001,AP1000
30938～
30939

昭和62年11月26日 2 91,000 器具庫②･③

86 賞状盆 30954 昭和62年11月28日 1 18,000 事務室

87 展示ﾊﾟﾈﾙ ﾌﾟﾗｽ 153-648,ﾊﾟﾈﾙP-A
31030-2～
31030-5

昭和63年1月29日 4 18,200 控室

88 ｻｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ ｺｸﾖ GB-S3,GB-S4
31055～
31056

昭和63年1月25日 2
10,300
17,500

ﾎｰﾙ

89 保管庫 ｺｸﾖ SZ-365
31060～
31061

昭和63年1月25日 2 30,500 事務室

90 ｸﾘｰﾝﾛｯｶｰ ｺｸﾖ CLK-35BN 31065 昭和63年1月25日 1 21,000 事務室

91 ｾｰﾙｽﾏﾝﾃﾞｽｸ ｺｸﾖ SD-BN1845AY 31066 昭和63年1月25日 1 33,900 事務室

92 ﾉﾝﾎﾞﾙﾄｼｪﾙﾋﾞﾝｸﾞ ｺｸﾖ SE-A4314 31068 昭和63年1月25日 1 12,000 倉庫③

93 卓球台 ｾﾉｰ DH0100
31112-1～
31112-5

昭和63年2月5日 5 144,500 器具庫①

94 ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ常設ﾎｰﾙ
33489～
33493

平成1年6月19日 5 15,800 器具庫③

95 ｱﾄﾗｯｸｹﾞｰﾑ
35726～
35730

平成2年5月20日 5 15,300 器具庫③

96 ﾍﾟﾀﾝｸ
35731～
35736

平成2年5月20日 6 16,000 倉庫②

97 ﾀﾑｽ安全ﾐﾗｰ 大型ｷｬｽﾀｰﾀｲﾌﾟ 09-CB-2418 35724 平成2年5月20日 1 319,300 柔道場

98 柔道用得点板 ﾐﾂﾎﾞｼ C-00114 35725 平成2年5月20日 1 33,600 器具庫①

99 鏡 ﾀﾑｽ 09CB2416 36588 平成3年5月13日 1 319,300 剣道場

100 ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ ｻﾝﾖｰ VZ-C40(K) 38336 平成4年5月14日 1 49,275 集会室

101 ｱﾄﾗｯｸｹﾞｰﾑ ｻﾝﾗｯｷｰ 38428 平成4年5月25日 4 18,000 器具庫③

102 綱引きﾛｰﾌﾟ巻取器 ｴﾊﾞﾆｭｰ KA-431 38429 平成4年5月25日 1 28,500 機械室

103 天幕 1.5間×2.5間文字入 38546 平成4年5月29日 1 108,150 倉庫④

104 ｼﾞｸﾞｻﾞｸﾞﾄﾞﾘﾌﾞﾙ用ﾎﾟｰﾙｾｯﾄ SANE1 60-643
50102～
50103

平成5年5月31日 2 46,500 器具庫③

105 握力計 ﾄｰｴｰﾗｲﾄ T276
50104～
50105

平成5年5月31日 2 21,740 倉庫②

106 ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ常設ﾎﾟｰﾙ ｻﾝﾗｯｷｰ SRS-J5
50106～
50111

平成5年5月31日 6 90,000 器具庫③

107 連結ﾎﾞｰﾄﾞ 馬印 PR-306,両面雄孔ﾎﾞｰﾄﾞ
50112～
50115

平成5年5月31日 4 134,000 控室

108 物品棚 (有)ﾅｶﾑﾗ
50472～
50473

平成5年7月1日 2 － 倉庫③

109 ｱﾌﾞﾉﾐﾅﾙﾎﾞｰﾄﾞ山型ﾊﾟｯﾄﾞ ｾﾉｰ　BA020101 50661 平成5年5月31日 1 33,217 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

110 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｾｯﾄ ｱｼｯｸｽ GGG111 50693 平成5年7月23日 2 26,500 倉庫④

111 ﾁｪｱ ｺｸﾖ CR-G282AK 55659 平成5年11月4日 1 24,000 事務室

112 山型ﾊﾟｯﾄﾞ ｾﾉｰ BA020101 56360 平成6年3月31日 1 32,250 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

113 ﾃﾞｼﾞﾀｲﾏｰ ﾓﾙﾃﾝ TOP60
56521～
56524

平成6年6月27日 4 57,000 器具庫①

114 ﾌﾛｱｽﾀﾝﾄﾞ ﾓﾙﾃﾝ MSCFS
56525～
56528

平成6年6月27日 4 14,000 器具庫①

115 ﾏﾙﾁｽﾎﾟｰﾂｶｳﾝﾀｰ ﾓﾙﾃﾝ MSC30
56529～
56530

平成6年6月27日 2 122,000 器具庫①
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116 背筋力計 TK-5102 56659 平成6年10月19日 1 28,000 倉庫②

117 ｽｰﾊﾟｰﾎｯｹｰ IS-WX 56661 平成6年10月19日 1 40,000 倉庫③

118 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ GGG111
56662～
56663

平成6年10月19日 2 20,500 倉庫④

119 ﾚｽﾘﾝｸﾞﾏｯﾄ ㈱ﾙｰﾀﾞｽｽﾎﾟｰﾂ固定式ｷｬﾝﾊﾞｽ 57067 平成7年7月6日 1 3,605,000 器具庫③

120 事務用椅子 ｺｸﾖ CRG281AKG2W
57403～
57408

平成7年8月1日 6 30,800 事務室

121 事務用椅子 ｺｸﾖ CRG283AKG3W 57409 平成7年8月1日 1 31,800 事務室

122 体内脂肪計用ﾌﾟﾘﾝﾀｰ ﾀﾆﾀ DPU-3245 57753 平成7年12月22日 1 78,000 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

123 集団運動用ﾒﾄﾛﾉｰﾑ ﾀｹｲ TK-401 57754 平成7年12月22日 1 65,000 倉庫②

124 ﾜｲﾔﾚｽｼｽﾃﾑ（体育館.野球場） ﾅｼｮﾅﾙ 58389 平成8年6月6日 1 1,669,939 体育館･野球場

125 9人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用ﾈｯﾄ女子用4張 ｾﾉｰ DE8303 61776 平成11年7月30日 1 144,000 器具庫②

126 6人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用ﾈｯﾄ　4張 ｾﾉｰ DE8000 61777 平成11年7月30日 1 136,000 器具庫②

127 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用支柱ｶﾊﾞｰ4組 ｾﾉｰ DE1710 61778 平成11年7月30日 1 312,000 器具庫②

128 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用支柱4組 ｾﾉｰ DE1030 61779 平成11年7月30日 1 900,000 器具庫②

129 ﾃﾞｼﾞﾀｲﾏ一式 ﾓﾙﾃﾝ TOP100
64929～
64930

平成13年12月5日 2 93,000 器具庫①

130 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ他一式 松下電器 WX-282C,WX-4100B 69965 平成16年2月16日 1 245,490 倉庫②

131 ﾛｰﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ一式 NAIKI FP-15900,NAIKI FP-LG3 73069 平成18年7月31日 1 86,100 事務室

132 ﾃｰﾌﾞﾙﾛｰﾗｰ ｾﾉｰ BJ0530 75772 平成22年4月30日 1 360,360 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ

133 卓球台 ｾﾉｰDH0128 76789 平成23年6月23日 1 183,456 器具庫②

134 ｼｮｯﾄｸﾛｯｸ ﾓﾙﾃﾝ UX0040
78152～
78153

平成25年5月27日 2 80,010 器具庫①

135 ｼｮｯﾄｸﾛｯｸ用ﾌﾛｱｽﾀﾝﾄﾞ ﾓﾙﾃﾝ MSCFSN
78156～
78159

平成25年5月27日 4 20,685 器具庫①

136 グラウンドゴルフセット（２セット） ｱｼｯｸｽ GGG301
80446～
80447

平成29年2月20日 2 48,859 器具庫①

137 全自動血圧計 UDEX－1 80709 平成29年10月23日 1 254,880 事務室

138 オーバルボール（４方向セット） 日本レクリエーション協会　39－500 80721 平成29年11月27日 1 97,470 器具庫①

139 握力計 LB9017 81944、81945 令和1年7月5日 2 23,085 市役所

140 ジャンプメーター LC9015 81946、81947 令和1年7月5日 2 34,560 器具庫①

141 長座位体前屈測定器 LC961210 81948 令和1年7月5日 1 33,480 器具庫①

142 ストップウォッチ JS9022
81949～
81951

令和1年7月5日 3 15,255 市役所

143 カーテン　東リ　カラーバックD
防炎、遮光１級+、１．５倍ひだW
W4,800mm（片開き）*H4,400mm

82384～
82403

令和1年11月11日 20 88,000 大体育室
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1 ｽｰﾊﾟｰｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ ｳﾁﾀﾞ 520-3530 31013 昭和62年12月4日 1 102,000 管理室

2 中継ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ付ＤＸ ｳﾁﾀﾞ 520-3515 31015 昭和62年12月4日 1 34,000 管理室

3 ｽｰﾊﾟｰｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ用携帯ｹｰｽ ｳﾁﾀﾞ　 31017 昭和62年12月4日 1 10,200 管理室

4 ｽｰﾊﾟｰｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ ｳﾁﾀﾞ 520-3530 31124 昭和63年3月14日 1 102,000 管理室

5 ｽｰﾊﾟｰｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ用携帯ｹｰｽ ｳﾁﾀﾞ 31126 昭和63年3月14日 1 10,200 管理室

6 三旗（国旗.県旗.他）
38170～
38172

平成4年3月27日 1 53,884 管理室

7 両開き書庫 ｺｸﾖ 900×1100×450㎝
70089～
70091

昭和63年12月24日 3 20,000 器具庫2

8 ﾄﾗｯｸ競技ｽﾀｰﾄ機器 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ MS173 71682 平成17年3月15日 1 1,462,500 倉庫1

9 写真判定装置 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ MF700V 71683 平成17年3月15日 1 4,785,000 本部室

10 棒高跳用ﾏｯﾄ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F511 71684 平成17年3月15日 1 2,050,000 器具庫2

11 投てき光波距離測定装置 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ MS112 71685 平成17年3月15日 1 2,587,000 倉庫1

12 全自動ﾌﾗｯｼｭﾋﾟｽﾄﾙ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ MS377 
71696～
71697

平成17年3月15日 2 48,750 倉庫1

13 ﾌﾞﾚｽﾄ装置 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ MF104B
71698～
71700

平成17年3月15日 3 91,000 倉庫1

14 鋼製塗装巻尺30m ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3004
71701～
71702

平成17年3月15日 2 6,600 器具庫2書庫内

15 鋼製塗装巻尺50m ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3005 71703 平成17年3月15日 1 10,000 器具庫2書庫内

16 鋼製塗装巻尺100m ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3006 71704 平成17年3月15日 1 30,000 器具庫2書庫内

17 ﾘﾎﾞﾝﾛｯﾄﾞ30m ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3011 71705 平成17年3月15日 1 20,900 器具庫2書庫内

18 ﾘﾎﾞﾝﾛｯﾄﾞ50m ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3012 
71706～
71707

平成17年3月15日 2 33,500 器具庫2書庫内

19 ﾘﾎﾞﾝﾛｯﾄﾞ100m ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3013 71708 平成17年3月15日 1 110,700 器具庫2書庫内

20 走高跳用高度計 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3041 71709 平成17年3月15日 1 119,200 器具庫2

21 棒高跳用高度計 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3042 71710 平成17年3月15日 1 174,250 器具庫2

22 ｼｽﾃﾑｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3051A 
71711～
71728

平成17年3月15日 18 11,900 器具庫2書庫内

23 抽選器 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1013D 71729 平成17年3月15日 1 10,400 器具庫2書庫内

24 ｽﾀｰﾄ合図用黒板 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1014
71730～
71731

平成17年3月15日 2 30,000 器具庫1

25 ﾗｲﾝｶｰ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3124E
71732～
71733

平成17年3月15日 2 26,000 器具庫2

26 ﾗｲﾝｶｰﾀｲﾌﾟＤ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ G1205
71734～
71735

平成17年3月15日 2 8,000 器具庫2

27 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｰｶｰ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3216 71736 平成17年3月15日 1 16,000 器具庫2

28 ﾊﾟｳﾀﾞｰｽﾄｯｶｰ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ G1211 71737 平成17年3月15日 1 32,600 器具庫2

29 ﾊﾝﾄﾞﾏｲｸ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ MS289
71738～
71741

平成17年3月15日 4 15,500 器具庫2

30
砲丸 7.260㎏
(一般男子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F251 φ125.5
71742～
71743

平成17年3月15日 2 8,200 器具庫1

31
砲丸 7.260㎏
(一般男子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F251A φ120
71744～
71745

平成17年3月15日 2 11,000 器具庫1

32
砲丸 6.351㎏
(高校男子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F255A φ125
71746～
71747

平成17年3月15日 2 11,000 器具庫1

33
砲丸 6.351㎏
(高校男子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F255φ120
71748～
71749

平成17年3月15日 2 7,300 器具庫1

34
砲丸 4.000㎏
(女子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F253 φ103
71755～
71757

平成17年3月15日 3 6,300 器具庫1

35
砲丸 4.000㎏
(女子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F253A φ99
71758～
71759

平成17年3月15日 2 9,500 器具庫1

36
砲丸 2.721㎏
(中学女子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F254 φ90.5
71760～
71764

平成17年3月15日 5 5,200 器具庫1

37
円盤 2.0㎏
(一般男子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F301 φ220.5
71765～
71768

平成17年3月15日 4 21,600 器具庫1

38
円盤 1.5㎏
(ﾕｰｽ用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F302 φ207.5
71769～
71772

平成17年3月15日 4 20,900 器具庫1

39
円盤 1.0㎏
(女子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F303 φ181.5
71773～
71776

平成17年3月15日 4 20,900 器具庫1



野田市所有備品一覧
(陸上競技場)

№ 品 名 品 番 ・ 規 格 等 備 品 番 号 取 得 年 月 日 数 量
取 得 (評 価) 額

円/個
保 管 場 所 等

40
ﾊﾝﾏｰ 7.260㎏
(一般男子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F201φ110
71777～
71780

平成17年3月15日 4 58,100 器具庫1

41
ﾊﾝﾏｰ 4.000㎏
(女子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F210 φ102
71785～
71787

平成17年3月15日 3 17,900 器具庫1

42
やり 800g
(男子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F457 71788 平成17年3月15日 1 36,500 器具庫1

43
やり 800g
(男子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F453C 71789 平成17年3月15日 1 31,600 器具庫1

44
やり 800g
(男子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F454C
71790～
71792

平成17年3月15日 3 26,800 器具庫1

45
やり 600g
(女子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F463D 
71793～
71794

平成17年3月15日 2 28,300 器具庫1

46
やり 600g
(女子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F464D
71795～
71797

平成17年3月15日 3 24,600 器具庫1

47 競歩警告用円板 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1030
71798～
71802

平成17年3月15日 5 7,400 器具庫1

48 競歩失格用円板 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1030A 
71803～
71804

平成17年3月15日 2 2,800 器具庫1

49 表彰台 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1101 71805 平成17年3月15日 1 147,600 器具庫2

50 ｽﾀｰﾀｰ台 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1121
71806～
71807

平成17年3月15日 2 73,000 器具庫2

51 決勝戦審判台 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1113 71808 平成17年3月15日 1 924,300 100mゴール脇

52 周回表示器 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1133 71809 平成17年3月15日 1 132,700 器具庫2

53 ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F155 
71810～
71825

平成17年3月15日 16 26,100 器具庫1

54 競技専用台車 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1365
71826～
71827

平成17年3月15日 2 110,300 器具庫1

55 ﾌｨﾆｯｼｭﾎﾟｽﾄ毛糸巻取器 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1131 71828 平成17年3月15日 1 17,900 器具庫2

56 ワイヤレスメガホン ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ MS283
71828
71830

平成17年3月15日 2 62,800 倉庫1

57 ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ MS284
71833～
71834

平成17年3月15日 2 73,000 倉庫1

58 ﾍｯﾄﾞｾｯﾄｷｯﾄ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ MS285 
71835～
71836

平成17年3月15日 2 8,900 倉庫1

59 ﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F101
71837～
71918

平成17年3月15日 82 37,300 器具庫1

60 ﾊｰﾄﾞﾙ運搬車 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1181C
71919～
71928

平成17年3月15日 10 141,600 器具庫1

61
ﾊｰﾄﾞﾙ
(小学生大会公式規格品)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F110
71929～
72002

平成17年3月15日 74 18,600 器具庫1

62 3000m障害移動障害物 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1141A 72003 平成17年3月15日 1 842,600 器具庫1

63 3000m障害代用縁石 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1144 72004 平成17年3月15日 1 432,300 器具庫1

64 風向風速計 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3200 72005 平成17年3月15日 1 111,800 器具庫2書庫内

65 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ風速計 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ MS201
72006～
72007

平成17年3月15日 2 492,000 倉庫1

66 温度計 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3202 72008 平成17年3月15日 1 28,300 器具庫2書庫内

67 湿度計 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3203 72009 平成17年3月15日 1 7,000 器具庫2書庫内

68 気圧計 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3204 72010 平成17年3月15日 1 14,100 器具庫2書庫内

69 12㎏衝器 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1162 72011 平成17年3月15日 1 85,700 器具庫2書庫内

70 風力速報表示器 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1193 72012 平成17年3月15日 1 119,300 器具庫2

71 ﾌﾞﾚｲｸﾗｲﾝ･ﾗｯﾌﾟ･ｺｰﾅｰ用旗 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1171
72013～
72016

平成17年3月15日 4 33,500 器具庫1

72 吹流し ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1172
72017～
72024

平成17年3月15日 8 11,200 器具庫1

73 ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ標識 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1191
72025～
72026

平成17年3月15日 2 201,300 器具庫1

74 ﾄﾗｯｸ競技速報表示器 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1192 72027 平成17年3月15日 1 261,000 器具庫2

75 走幅跳･三段跳用距離標識 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1203 72028 平成17年3月15日 1 103,000 器具庫2

76 踏切板標識 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1204A 72029 平成17年3月15日 1 21,000 器具庫1

77 踏切板取替・機器全般用工具 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1205B 72030 平成17年3月15日 1 26,100 器具庫1

78 走高跳用支柱及びﾊﾞｰ止め ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1224 72031 平成17年3月15日 1 93,200 器具庫2
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79 棒高跳用支柱及びﾊﾞｰ止め ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1236 72032 平成17年3月15日 1 212,400 器具庫2

80 棒高跳用支柱用保護ｶﾊﾞｰ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F540B 72033 平成17年3月15日 1 55,000 器具庫2

81 ﾊﾞｰ上げ器 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3207 72034 平成17年3月15日 1 22,300 器具庫2

82 走高跳用ﾏｯﾄ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F501 72035 平成17年3月15日 1 931,800 器具庫2

83 ﾏｯﾄ運搬車（高跳用ﾏｯﾄ） ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1271 72036 平成17年3月15日 1 328,000 器具庫2

84 ﾏｯﾄ運搬車（棒高跳用ﾏｯﾄ） ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1272
72037～
72038

平成17年3月15日 2 350,300 器具庫2

85 棒高跳用ﾊﾞｰ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F586
72042～
72044

平成17年3月15日 3 19,200 器具庫2

86 ﾍﾟｸﾞﾗｯｸ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1257
72045～
72046

平成17年3月15日 2 26,800 器具庫1

87 ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ巻取器 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1335
72047～
72049

平成17年3月15日 3 65,600 器具庫1

88 競技用警告掲示板 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3241 72050 平成17年3月15日 1 63,400 器具庫1

89 吸水ﾛｰﾗｰ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ C902 72051 平成17年3月15日 1 257,900 器具庫1

90 吸水ﾛｰﾗｰ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ C905A 72052 平成17年3月15日 1 97,900 器具庫1

91 役員席用机 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3231A
72053～
72062

平成17年3月15日 10 26,100 本部室

92 役員席用椅子 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3232 
72063～
72082

平成17年3月15日 20 6,700 本部室

93 ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技記録員用小机 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3233
72083～
72087

平成17年3月15日 5 20,100 器具庫1

94 ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技記録員用腰掛 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3234
72088～
72092

平成17年3月15日 5 6,700 本部室

95 雨天記録用ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾊﾞｰ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3237
72093～
72097

平成17年3月15日 5 14,900 器具庫1

96 競技者用長椅子 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3236
72098～
72127

平成17年3月15日 30 16,400 器具庫2

97 走高跳・三段跳距離測定器 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1311 72128 平成17年3月15日 1 24,600 器具庫2

98 雨天記録装置覆い ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1302 72129 平成17年3月15日 1 108,100 倉庫2

99 やり立台 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1342A 20本用 72130 平成17年3月15日 1 119,300 器具庫1

100 円盤置台 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1343A 24枚用 72131 平成17年3月15日 1 119,300 器具庫1

101 砲丸置台 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1344A 30個用 72132 平成17年3月15日 1 119,300 器具庫1

102 ﾊﾝﾏｰ置台 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1345A 15個用 72133 平成17年3月15日 1 119,300 器具庫1

103 やり検査器 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1331A 72134 平成17年3月15日 1 231,000 器具庫1

104 ﾀﾝｶ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3323 72135 平成17年3月15日 1 22,000 医務室

105 演台 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1372 72136 平成17年3月15日 1 164,000 器具庫2

106 砂場防じんｶﾊﾞｰ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3331
72138～
72139

平成17年3月15日 2 93,200 砂場ﾋﾟｯﾄ

107 ﾃﾝﾄ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3324C 2×4間
72140～
72142

平成17年3月15日 3 119,000 倉庫2

108 設備用収納台 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1432 72143 平成17年3月15日 1 484,500 器具庫1

109 小型精密器具用戸棚 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3405 72144 平成17年3月15日 1 7,100 器具庫2

110 運搬車 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1273 
72145～
72146

平成17年3月15日 2 68,600 器具庫1・2

111 ｻｯｶｰ用ｺｰﾅｰﾌﾗｯｸﾞ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F2210 公式用 72147 平成17年3月15日 1 26,800 器具庫2

112 電動ﾗｲﾝ引機 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3128 ｽﾌﾟﾚｰ式 72148 平成17年3月15日 1 223,600 器具庫2

113 人工芝台車（牽引型） ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1274B 72149 平成17年3月15日 1 663,400 器具庫2

114 ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ埋込式 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F2204 72150 平成17年3月15日 1 778,800 ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟﾔｰﾄﾞ

115 ｼﾞｭﾆｱ用ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ120AL ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ G3201
72151～
72152

平成17年3月15日 2 607,400 ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟﾔｰﾄﾞ

116 ﾗｲﾝ引用ﾛｰﾌﾟ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1382 72153 平成17年3月15日 1 17,900 器具庫1

117 簡易ﾍﾞｯﾄﾞ（折りたたみ） ｺｸﾖ LL-B1D 72204 平成17年4月20日 1 27,930 医務室
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118 ｶｰﾃﾝ　W4700X2000 ｶﾜｼﾏ ﾏｲﾙﾄﾞⅡGD7270 72205 平成17年4月30日 1 27,825 管理室

119 ｶｰﾃﾝ　W3500X2000 ｶﾜｼﾏ ﾏｲﾙﾄﾞⅡGD7270 72206 平成17年4月30日 1 21,105 放送室

120 ｶｰﾃﾝ　W4700X2000 ｶﾜｼﾏ ﾏｲﾙﾄﾞⅡGD7270
72207～
72208

平成17年4月30日 2 27,825 本部室

121 ｶｰﾃﾝ　W1050X2710 ｶﾜｼﾏ ﾏｲﾙﾄﾞⅡGD7270 72209 平成17年4月30日 1 9,240 本部室

122 ｶｰﾃﾝ　W2900X2000 ｶﾜｼﾏ ﾏｲﾙﾄﾞⅡGD7270 72210 平成17年4月30日 1 17,325 多目的室

123 ｶｰﾃﾝ　W1900X2710 ｶﾜｼﾏ ﾏｲﾙﾄﾞⅡGD7270 72211 平成17年4月30日 1 13,650 多目的室

124 ｺｲﾝﾛｯｶｰ ﾗｲｵﾝ LY-3206S 3列2段6人用
72218～
72257

平成17年5月15日 40 129,150 男女更衣室

125 ｽﾁｰﾙﾛｯｶｰ
ﾗｲｵﾝ #S73-N 3人用
付属品:網棚,鏡,傘立,ﾀｵﾙ掛,ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ付

72258～
72263

平成17年5月15日 6 35,700 更衣室1・2

126
砲丸 6.0㎏
(高校男子･ｼﾞｭﾆｱ用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F291 φ117.0
73071～
73074

平成18年5月2日 4 8,400 器具庫1

127
砲丸 5.0㎏
(中学男子･ﾕｰｽ用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F292B φ110.0
73075～
73078

平成18年5月2日 4 8,000 器具庫1

128
ﾊﾝﾏｰ 6.0㎏
(高校男子･ｼﾞｭﾆｱ用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F241 φ116.0
73079～
73080

平成18年5月2日 2 22,000 器具庫1

129
ﾊﾝﾏｰ 6.0㎏
(高校男子･ｼﾞｭﾆｱ用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F241A φ105.0
73081～
73082

平成18年5月2日 2 36,000 器具庫1

130 風力速報表示器 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1193 73953 平成19年7月30日 1 126,000 器具庫2

131 ﾌｨｰﾙﾄﾞ成績表示器 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1194 73954 平成19年7月30日 1 252,000 器具庫2

132 ﾀﾝﾏｸﾞ容器 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1403A 73955 平成19年7月30日 1 50,400 器具庫1

133 踏切板標識 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1204A 73956 平成19年7月30日 1 23,520 器具庫1

134 ｽﾀｰﾄ係手旗 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3103A 73957 平成19年7月30日 1 1,260 器具庫2

135 ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F155A 73959 平成19年7月30日 1 29,400 器具庫1

136 ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技記録員用小机 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3233 73960 平成19年7月30日 1 22,680 器具庫1

137 雨天記録用ﾌﾟﾗｽﾁｨｯｸｶﾊﾞｰ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3237 73961 平成19年7月30日 1 16,800 器具庫1

138 写真判定装置用ｽﾀｰﾄ信号ｹｰﾌﾞﾙ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ MF700Ｖ-2 15m 73962 平成19年7月30日 1 12,600 倉庫1

139 監察員用腰掛 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3235
73963～
73977

平成19年7月30日 15 6,720 器具庫2

140 ｱｳﾄﾄﾞｱﾀｲﾏｰ ﾓﾙﾃﾝ OT20N 74460 平成20年5月2日 1 176,400 倉庫1

141 ｱｳﾄﾄﾞｱﾀｲﾏｰ用ﾌﾛｱｽﾀﾝﾄﾞ ﾓﾙﾃﾝ OT20FSN 74461 平成20年5月2日 1 26,880 倉庫1

142 ｱｳﾄﾄﾞｱﾀｲﾏｰ用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ ﾓﾙﾃﾝ OTRSP 74462 平成20年5月2日 1 16,800 倉庫1

143 ｱｳﾄﾄﾞｱﾀｲﾏｰ用透明防水ｶﾊﾞｰ ﾓﾙﾃﾝ OTTC 74463 平成20年5月2日 1 2,520 倉庫1

144
ﾊﾝﾏｰ 6.0㎏
(高校男子･ｼﾞｭﾆｱ用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F241A φ105.0 74464 平成20年5月2日 1 38,640 倉庫1

145
ﾊﾝﾏｰ 4.0㎏
(女子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F210A φ96.0 74465 平成20年5月2日 1 27,720 倉庫1

146
円盤 1.75㎏
(一般男子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F304B
74466～
74469

平成20年5月2日 4 25,200 倉庫1

147 ﾌｨｰﾙﾄﾞ成績表示器 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1194 74470 平成20年5月2日 1 268,800 器具庫2

148 電気自動車 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3228A 74638 平成20年7月18日 1 1,170,000 器具庫2

149 ﾌｨﾆｯｼｭﾀｲﾏｰW ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ MS301W 74639 平成20年7月18日 1 5,512,500 倉庫1

150 床面自動洗浄機 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ T7乗車型ﾏｲｸﾛｽｸﾗﾊﾞｰ 74640 平成20年7月18日 1 2,417,500 器具庫2

151 ｽﾀｰﾀｰ拡声器 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ MS283A
74641～
74644

平成20年7月18日 4 62,500 倉庫1

152 ﾃﾝﾄ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3324C 1.5×2間 74645 平成20年7月18日 1 70,200 倉庫2

153 風向風速計 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3200B 74646 平成20年7月18日 1 185,000 倉庫1

154 ﾋﾞｰﾁﾊﾟﾗｿﾙ一式 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3301A･D･C
74647～
74649

平成20年7月18日 3 76,600 器具庫2

155 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾊｰﾄﾞﾙ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ T7003D
74650～
74664

平成20年7月18日 15 11,000 器具庫1

156 役員席用机 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3231
75106～
75108

平成21年5月15日 3 25,515 本部室
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157 ﾊｰﾄﾞﾙ運搬車 ﾄｰｴｲﾗｲﾄ G-1052 75109 平成21年5月15日 1 55,954 器具庫1

158 ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ巻取器 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1335 75110 平成21年5月15日 1 84,199 器具庫1

159 観察員用腰掛 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3235
75111～
75120

平成21年5月15日 10 6,804 本部室

160 水取ｺﾞﾑﾌﾞﾗｼ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F3125B
75121～
75125

平成21年5月15日 5 6,373 更衣室2

161 ﾌｨｰﾙﾄﾞ用ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ ﾆｼ F3211 白色
75126～
75127

平成21年5月15日 2 32,319 器具庫1

162
ﾘﾎﾞﾝﾛｯﾄﾞ止金具
(芝･土用10枚1組)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1002B
75128～
75129

平成21年5月15日 2 2,121 器具庫1

163
やり 600g
(女子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F464F 75130 平成21年5月15日 1 29,767 倉庫1

164 ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技者用距離表示ﾏｰｶｰ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1211A ∧型
75131～
75150

平成21年5月15日 20 1,270 器具庫1

165
ﾘﾎﾞﾝﾛｯﾄﾞ止金具
(全天候用10枚1組)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F1001A
75151～
75155

平成21年5月15日 5 13,608 器具庫1

166
やり 800g
(男子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F454E 75156 平成21年5月15日 1 34,870 倉庫1

167
円盤 1.0㎏
(女子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F303B 75157 平成21年5月15日 1 23,814 倉庫1

168
円盤 1.75㎏
(高校男子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F304B 75158 平成21年5月15日 1 25,515 倉庫1

169
砲丸 4.0㎏
(女子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F253
75159～
75160

平成21年5月15日 2 8,074 倉庫1

170
砲丸 6.0㎏
(高校男子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F291 75161 平成21年5月15日 1 10,206 倉庫1

171
砲丸 4.0㎏
(女子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F253A
75162～
75163

平成21年5月15日 2 8,074 倉庫1

172
砲丸 2.721㎏
(中学女子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F254
75164～
75165

平成21年5月15日 2 7,224 倉庫1

173
砲丸 5.0㎏
(中学男子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F292B 75166 平成21年5月15日 1 9,355 器具庫1

174 ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F155A 76782 平成23年6月23日 1 28,665 器具庫1

175 走高跳用支柱 ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ T6001 76783 平成23年6月23日 1 22,680 器具庫2

176
やり 600g
(女子用)

ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ C773C 76784 平成23年6月23日 1 106,470 器具庫1

177 ﾋﾟｽﾄﾙ信号出力ｹｰﾌﾞﾙ ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ MS276
76785～
76787

平成23年6月23日 3 17,640 器具庫1

178 ﾊｰﾄﾞﾙ1ﾋﾟﾝ式 ﾄｰｴｲﾗｲﾄ G-1008
76786

76845～
76861

平成23年6月23日 18 6,405 器具庫1

179 ハードル ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂ F105 78148 平成25年5月27日 1 43,050 器具庫1

180 走高跳用バー ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂF581A 78150 平成25年5月27日 1 23,940 器具庫2

181 ワイヤレスマイク ﾆｼ･ｽﾎﾟｰﾂMS284 78151 平成25年5月27日 1 43,680 放送室

182 鋼性塗装巻尺30m Ｆ3004 78871 平成26年7月26日 1 9,612 器具庫１

183 鋼性塗装巻尺50m Ｆ3005 78872 平成26年7月26日 1 13,608 器具庫１

184 ﾎﾜｲﾄｽﾁｰﾙ巻尺20m F3026A 78873 平成26年7月26日 1 39,960 器具庫１

185 砲丸5.0kg　鉄製 Ｆ292Ｂ
78874～
78875

平成26年7月26日 2 12,312 器具庫１

186 砲丸4.0kg　鉄製 Ｆ253
78876～
78877

平成26年7月26日 2 10,044 器具庫１

187 砲丸2.721kg　鉄製 Ｆ254
78878～
78879

平成26年7月26日 2 9,720 器具庫１

188 円盤1.5kg Ｆ302Ｂ
78880～
78883

平成26年7月26日 4 30,024 器具庫１

189 円盤1.0kg F303B
78884～
78887

平成26年7月26日 4 28,080 器具庫１

190 ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ Ｆ155Ａ
78888～
78890

平成26年7月26日 3 31,104 器具庫１

191 ﾊｰﾄﾞﾙ Ｆ105
78891～
78894

平成26年7月26日 4 43,200 器具庫１

192 屋内・屋外用小型タイマー HAT40（付属品：キャリングバッグ）
79455～
79457

平成27年7月2日 3 50,857 器具庫2

193 小型タイマー用フロアスタンド TRTFSN
79463～
79465

平成27年7月2日 3 16,578 器具庫2

194 砲丸ピットカバー ニシスポーツ　F3333A 80621 平成29年8月2日 1 457,920 器具庫2

195 走高跳用バー ニシスポーツ　F581A 81299 平成30年8月2日 2 33,480 器具庫2
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196 ﾘﾎﾞﾝﾛｯﾄﾞ止金具　全天候用（10枚組） F1001A
82468～
82477

令和2年2月21日 10 16,280 倉庫1

197 電動ライン引器　TXE353 NF3128B 82478 令和2年2月21日 1 272,800 倉庫1

198 やり　スーパーDR（80ｍ）　男子用 F453E 82479 令和2年2月21日 3 44,110 倉庫1

199 やり　クラシック（85ｍ）　男子用 NC829 82482 令和2年2月21日 1 133,870 倉庫1

200 やり　スーパーDR（70ｍ）　女子用 F463F
82483～
82485

令和2年2月21日 3 35,750 倉庫1

201 やり　クラシック（75ｍ）　女子用 NC836C 82486 令和2年2月21日 1 116,050 倉庫1

202 スターター用拡声ワイヤレスメガホン MS283A 82487 令和2年2月21日 1 67,320 倉庫1

203 ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　スーパーⅢ NF155B
82488～
82494

令和2年2月21日 7 30,492 倉庫1

204 超音波風速計 NMS200
82495～
82497

令和2年2月21日 3 862,125 倉庫1

205 超音波風速計　遠隔ケーブル（2本組） NMS223
82498～
82500

令和2年2月21日 3 54,450 倉庫1

206 風力データケーブル写真判定用（2本組） NMS225 82501 令和2年2月21日 1 45,375 倉庫1

207 吹き流し旗 F1172B
82502～
82509

令和2年2月21日 8 4,086 倉庫1

208 粘土板 NF2048C
82510～
82513

令和2年2月21日 4 9,438 倉庫1

209 粘土用ローラー（NF2048C用） NF1408 82514 令和2年2月21日 1 9,988 倉庫1

210 走高跳用マット F501A.04 82515 令和2年2月21日 1 1,361,250 器具庫１

211 走高跳用バー　4ｍ F581A
82516～
82517

令和2年2月21日 2 33,577 器具庫１

212 棒高跳用支柱バー受け NF1236BB 82518 令和2年2月21日 1 50,820 器具庫１

213 円盤投、ハンマー投兼用サークルFRP NF2004C 82519 令和2年2月21日 1 149,600 器具庫１

214 特製数字板（赤） NF1411.06
82520～
82521

令和2年2月21日 2 8,910 倉庫2

215 特製数字板（黒） NF1411.07 82522 令和2年2月21日 1 8,910 倉庫2

216 フィールド成績表示板 F1194 82523 令和2年2月21日 1 290,400 倉庫2

217 炭酸マグネシウム入台 NF1403C 82524 令和2年2月21日 1 58,080 倉庫2

218 障害物競走用水濠バー NF1149C.04 82525 令和2年2月21日 1 297,000 倉庫2

219 障害物競走用水濠固定障害物カバー F3335 82526 令和2年2月21日 1 9,240 倉庫2

220 競技者用脱衣籠 F1381
82527～
82566

令和2年2月21日 40 5,445 倉庫2

221 toto助成事業看板 82568 令和2年2月21日 1 48,400 正面左側壁

222 投擲用防護ネット F1385 82567 令和2年2月21日 1 262,570 倉庫2

223 円盤・ハンマー投囲い NF2059C 82808 令和2年7月8日 1 8,419,400 倉庫1

224 囲い用輪止め F2068B
83418～
83429

令和2年10月25日 12 17,050 倉庫1



野田市所有備品一覧
(水泳場)

№ 品 名 品 番 ・ 規 格 等 備 品 番 号 取 得 年 月 日 数量
取 得 (評 価) 額

円/個
保 管 場 所 等

1 更衣ﾛｯｶｰ ｺｸﾖ LK-Z6
11328～
11335

昭和55年7月1日 8 19,500 管理事務室

2 更衣ﾛｯｶｰ ｺｸﾖ LK-Z3
11336～
11337

昭和55年7月1日 2 14,500 管理事務室

3 更衣ﾛｯｶｰ ｺｸﾖ LK-Z2 11338 昭和55年7月1日 1 12,700 医務室

4 引違い書庫 ｺｸﾖ S-Z535G 11339 昭和55年7月1日 1 18,000 管理事務室

5 引違い書庫 ｺｸﾖ S-Z535G 11340 昭和55年7月1日 1 15,000 管理事務室

6 事務用片袖机 ｺｸﾖ SD-S5S3P
11353～
11361

昭和55年7月1日 9 12,300
管理事務室9

会議室1医務室1

7 かさ立 ｺｸﾖ US-G40 11376 昭和55年7月1日 1 14,600 従業員入口

8 金庫 ｺｸﾖ HS-40 11377 昭和55年7月1日 1 87,000 管理事務室

9 行事用黒板 ｺｸﾖ BB-H36M 11383 昭和55年7月1日 1 11,600 管理事務室

11 診察台 ｺｸﾖ HP-D10 11418 昭和55年7月1日 1 23,000 医務室

12 ﾛﾋﾞｰ用椅子 ｺｸﾖ CN-33D
11419～
11424

昭和55年7月1日 6 35,500 ﾎｰﾙ

13 両開保管庫 ｺｸﾖ S-Z360 11428 昭和55年7月1日 1 13,700 管理事務室

14 応接ｾｯﾄ
ｺｸﾖ NT-1R
ﾃｰﾌﾞﾙ･椅子1人用2脚･3人用1脚

11429 昭和55年7月1日 1 85,100 会議室

15 ﾋﾞｼﾞﾈｽｷｯﾁﾝ ｺｸﾖ BK-W11 11431 昭和55年7月1日 1 40,000 湯沸室

17 ﾌﾟｰﾙ監視台 ｽﾁｰﾙ 日除付
11441～
11451

昭和55年7月1日 11 39,000 器具庫横

18 自動人工そせい器 自動式,ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型,酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ付 11464 昭和55年7月1日 1 117,000 医務室

19 血圧計 電子式 11465 昭和55年7月1日 1 26,500 医務室

20 ｷｰｹｰｽ ｺｸﾖ KG-3 11467 昭和55年7月1日 1 14,000 管理事務室

21 引違い書庫1組 ｺｸﾖ 11469 昭和55年7月1日 1 44,000 医務室

22 ｺｲﾝﾛｯｶｰ 東京ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ㈱ 2列5段10人用
11712～
11891

昭和55年7月1日 180 50,120 男女更衣室

23 ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ 大洋産業㈱ SX-44 22056 昭和55年8月7日 1 22,600 従業員入口

24 ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ 千葉音楽放送㈱ RM-140C 22065 昭和55年8月1日 1 35,700 管理事務室

25 CMﾃｰﾌﾟ 千葉県音楽放送㈱　開園･休憩･閉園用
22084～
22086

昭和55年8月7日 3 30,000 管理事務室

26 製図用椅子 大洋産業㈱ ｺ73CR-FG8K
22111～
22115

昭和55年8月7日 5 15,400 管理事務室

27 ｶﾞｽ瞬間湯沸器 25311 昭和57年6月19日 1 29,000 湯沸室

28 ｶｰﾄﾞﾏｽﾀｰ ﾗｲｵﾝ ｽﾁｰﾙ柵
25315～
25316

昭和57年6月17日 2 59,000 管理事務室

29 ﾌﾟｰﾙｸﾘｰﾅｰ ﾐﾔｶﾜ式2型4サイクル5馬力 26152 昭和57年7月6日 1 422,400 倉庫

30 ﾛﾋﾞｰ用椅子 ｺｸﾖ ｽﾁｰﾙ製3連式CN33D 26237 昭和58年6月30日 4 48,000 ﾎｰﾙ

31 ﾛﾋﾞｰ用机 ｺｸﾖ 木製CN80T 26238 昭和58年6月30日 2 24,000 ﾎｰﾙ

33 ﾌﾟｰﾙｸﾘｰﾅｰ 宮川商事㈱ ﾐﾔｶﾜ式2型 28117 昭和60年6月21日 1 424,000 器具庫

34 ｸｽﾞ入れ ｺｸﾖ ｲﾚｰR80
29840-1～
29840-9

昭和61年10月15日 9 36,500 水泳場ﾛﾋﾞｰ

35 全自動水中ﾌﾟｰﾙｸﾘｰﾅｰ付属品 ｼﾞｪｯﾀｰZ400ｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾟｰﾂAT 56562 平成6年7月13日 1 110,000 倉庫

36 全自動水中ﾌﾟｰﾙｸﾘｰﾅｰ ｼﾞｪｯﾀｰZ400 56563 平成6年6月24日 1 660,000 倉庫

37 水泳場コースロープ エバニューEHB327
79460～
79462

平成27年7月16日 3 115,560 倉庫

38 水泳場コースロープ エバニューEHB327
80607～
80609

平成29年6月27日 3 118,260 倉庫



野田市所有備品一覧
(座生調節池スポーツ広場)

№ 品 名 品 番 ・ 規 格 等 備 品 番 号 取 得 年 月 日 数 量
取 得 (評 価) 額

円/個
保 管 場 所 等

1 物置 ｲﾅﾊﾞ MBW135H 65354 平成14年4月30日 1 367,500 管理用道路

2 ｽﾎﾟｰﾂﾄﾗｸﾀｰ 東興産業　GX355 72819 平成18年5月1日 1 1,419,631 物置

3 ﾐｯﾄﾞﾛｰﾀﾘｰﾓｱ 東興産業　48C 72821 平成18年5月1日 1 293,497 物置

4 自走ﾛｰﾀﾘｰﾓｱ ﾊﾞﾛﾈｽ　GM64A-M 72942 平成18年5月1日 1 483,000 物置

5 刈払機 三菱農機　ME2601E
72943～
72947

平成18年5月17日 5 32,550 物置



番号 品名 数量 規格

1 バイクマシン 5台 セノーBG8620

2 バイクマシン（背もたれ付） 2台 セノーBG8820

3 電話設備（体育館・水泳場・野球場） 1式 多機能電話機8台、コードレス電話機4台

4 バスケット台 2対 セノーDA0711

5 ランニングマシン 3台 セノーBG2200

6 予約システム用パソコン 1台 HP ProDesk400 G3SFF N4P96AV

7 印刷機 1台 理想科学工業　RISOGRAPH SF635Ⅱ

番号 品名 数量 規格

1 スコアボード操作用パソコン 1台
ノート型　15.6インチ
富士通　FMVA0802HP

2 芝刈機 1台 SR370

番号 品名 数量 規格

1 複写機 1台 キャノン imageRUNNER ADVANCE4525F Ⅲ

野田市賃貸借物品一覧

（野球場）

（陸上競技場）

（体育館）


