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１．仕様書の目的と位置付け 

本仕様書は、奥只見レクリェーション都市公園の管理運営に関し、指定管理者が確保すべき基準を

示すものである。 

 

２．管理施設の特徴、内容 

奥只見レクリェーション都市公園の特徴、内容は、別紙「管理施設の概要」のとおりとする。 

 

３．管理運営方針 

3.1 基本方針 

指定管理者は、「新潟県の都市公園のあり方」（平成 16 年 3 月土木部策定）（都市整備課ホームペー

ジアドレス http://www.pref.niigata.lg.jp/toshiseibi/）の趣旨を十分理解し、自らのノウハウを

発揮しながら、その特性をふまえた管理運営を行うことで、適切な管理水準を確保すること。 

指定管理者は、現状(平成 29 年度)の管理水準を参考とし、一層の管理水準の向上に努めることと

し、あわせて管理経費の縮減に努めること。原則として、本仕様書及び提出される事業計画書に基づ

き管理運営することとするが、より効率的効果的な管理運営方法がある場合は、県に提案し協議の上

この基準を変更することができる。 

3.2 維持管理方針 

維持管理業務については、下記に配慮するとともに、公園の特性や基本方針、別紙「管理施設の概

要」等をふまえ適切な維持管理を行うこと。 

 植栽地管理（植込地、芝生、樹木、草地等管理）については、植栽意図を踏まえ、各植物の特 

性に配慮したうえで、適切に育成するよう必要な管理を行うこと。 

 施設や設備については、各種施設の位置、機能、特性を充分に把握したうえで、施設を清潔か 

つその機能を正常に保持し、利用者の快適かつ安全な利用を図るよう適正な維持管理を行い、必要

に応じて保守点検を行うこと。 

3.3 県立都市公園の運営方針 

 指定管理者は、下記を踏まえた適切な管理運営を行うこと。 

【自然環境の保全に留意した公園】 

対象地内の自然環境については、その自然環境の特性を十分把握し適切に保全していくと共に、

利用者が自然環境に親しむことのできる公園を提供していく。 

【安全で安心な公園】 

公園内の施設について、多様な利用者が安全で安心して利用することができる公園として管理

していくと共に、災害時には避難地として利用できる公園を提供していく。 

【地域の魅力向上につながる公園】 

県立公園の魅力を幅広く知ってもらい、公園の利用促進を図っていくと共に、公園を中心とし

て周辺の関連施設や地元自治体、団体などと連携し一体的に利用を促進していくことにより、地

域としての魅力を向上していくことのできる公園を提供していく。 

【誰でも使いやすい公園】 

常に県民の利用ニーズを的確に把握し、誰もがいつ来ても楽しむことができるサービスを提供

し、県民に愛される公園を提供していく。 

【住民とともに育むことのできる公園】 

周辺地域の住民と協力し、人材を育てていくことにより、継続的によりよい公園運営体制が確

保できる公園を提供していく。 

3.4 奥只見レクリェーション都市公園の運営方針 

指定管理者は下記を踏まえた適切な管理運営を行うこと。 

【整備方針】 

奥只見レクリェーション都市公園は、魚沼市、南魚沼市の雄大で豊かな自然に恵まれた奥只見

地域を高速交通体系の整備を背景に、21 世紀に相応しいレクリェーション地域として開発、整備

することにより、首都圏を含む広域レクリェーション需用に応えると共に地域の振興を図るため、
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中核施設となる公園を整備したもの。 

【各地域の特性】 

・小出地域（響きの森公園） 

奥只見の玄関口として、豊かな自然に囲まれた「感性の森」をテーマに様々なイベントや文

化交流ができる公園 

・大湯地域 

隣接する大湯温泉街と一体となった花と緑と渓谷のある公園 

・須原地域 

国指定重要文化財「目黒邸」と一体で、ふるさとの豊かな自然と貴重な歴史資源を満喫し、

これらを活かしたふるさとの実体験などができる“ふるさと空間”を創造する公園 

・浅草岳地域 

自然豊かな浅草岳山麓におけるレジャー基地として、周囲の山々やダム湖を背景に新緑や紅

葉など四季折々の自然を満喫できる公園 

・道光・根小屋地域（花と緑と雪の里） 

「魚沼の里山公園の創出」をテーマに、斜面地系や沢、里山の環境を活かしながら、約 16万

株の芝桜、トンボや蛍など、里山の四季折々の自然を感じふれあえる公園 

・浦佐地域（八色の森公園） 

越後三山を望む大和の豊かな自然と美術館等多彩な施設を活かし、花と緑、文化・教養、健

康づくり等の多様なレクリェーションを楽しむことのできる首都圏からの利便性を備えた公園 

 

４．法令等の遵守 

指定管理者は、公園を管理運営し以下の業務を行うにあたっては、本仕様書のほか、次の法令等に基

づかなければならない。 

・地方自治法（昭和 22年法律 67 号）及び地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）          

・都市公園法（昭和 31年法律第 79号）及び都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号） 

・新潟県都市公園条例（昭和 60 年新潟県条例第 46 号）及び新潟県都市公園条例施行規則（昭和 61

年新潟県規則第 12号） 

・農薬取締法（昭和 23年法律第 82号） 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137 号） 

・行政手続法（平成 5 年法律第 88号） 

・新潟県行政手続条例（平成 7年条例第 59条） 

・個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57号） 

・身体障害者補助犬法（平成 14 年法律第 49号） 

・健康増進法（平成 14年法律第 103 号） 

・ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法（平成 14年法律第 105 号） 

・新潟県個人情報保護条例（平成 17 年条例第 2号） 

・新潟県暴力団排除条例（昭和 23年条例第 23 号） 

・労働関係法令（労働基準法、労働組合法、労働安全衛生法、職業安定法、最低賃金法、労働者派

遣法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、雇用保険法、障害者の雇用の促進等に関する法

律等） 

・施設・設備の維持保全関係法令（建築基準法、消防法、水道法、電気事業法、建築物における衛

生的環境の確保に関する法律等） 

・環境法令等（エネルギーの使用の合理化に関する法律、地球温暖化対策の推進に関する法律等）         

・新潟県福祉のまちづくり条例（平成 8年条例第 9号） 

・新潟県情報公開条例（平成 13 年条例第 57号）  

その他関係法令等 

 

５．達成目標値の設定 
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都市公園の適切な管理運営と県民への分かりやすい説明のため、定量的指標として年間利用者数に関

する達成目標値を設定すること。また、達成目標値に対する利用者数の実績値について分析を行い、四

半期毎および年間の事業報告書に記載し報告すること。なお、年間利用者数の算出については、別紙「県

立都市公園の利用者数推計にあたっての留意事項」を参照のこと。 

 

目標年間利用者数は以下のとおりとする。        

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 合 計 

年間利用者数

（人） 

  
 

  
 

※設置・管理許可施設を除く 

 

６．業務内容 

6.1 業務の対象となる公園施設 

対象公園の開園区域内に位置する都市公園法第２条第２項で規定された各種施設（以下「公園施設」

という。）を対象とする（県が都市公園法の規定により設置又は管理の許可、占用許可を行った施設

を除く）。 

6.2 都市公園の運営業務 

(1) 利用促進業務 

道光・根小屋地域の芝桜広場において、毎年開花の時期に合わせイベントを開催すること。そ

の際、来園者の交通対策、園内案内など利用者の利便にも考慮すること。 

(2) 利用案内業務 

公園は、常に利用者に開かれたものとし、公園利用者に対し公平な運営に留意し、以下の業務を

行うとともに、公園利用者への便宜供与、利用促進、安全管理について、指定管理者の判断により

適切に行うこと。 

 園内案内、利用案内、接遇業務 

 接客対応、電話対応、団体対応（学校行事・一般団体・視察等）、苦情対応等に適切にあた

ること。 

 公園に関する要望及び苦情に対しては、誠意を持って対応するとともに、指定管理者が行う

業務範囲での解決が困難な場合は、速やかに県へ報告し、指示を受けること。 

 指定管理者により管理運営されていることを示すため、指定管理者名、連絡先及び設置者と

して県の地域整備部名を地域整備部と協議の上、公園内の見やすいところに表示すること。 

 (3) 行為許可業務 

下記の行為について、県が定める基準に基づき、許可に係る事務を行うこと。 

 物品を販売し、又は頒布すること。 

 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占し

て利用すること。 

 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。 

 ロケーション又は業として写真の撮影をすること。 

(4) 許可の取消等業務 

下記事項に該当する者に対し、その内容に応じ既に行った許可の取り消し、効力の停止又は許可

の際に付した条件の変更を行うこと。 

 新潟県都市公園条例又は同条例の規定に基づく処分に違反している者 

 許可の際に付した条件に違反している者 

 偽りその他不正の手段により許可を受けた者 

(5) 利用料金の徴収等業務 

① 利用料金の収受 

 指定管理者は、利用料金の額、支払い方法等について、利用者への十分な周知に努めなけれ

ばならない。 
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 指定管理者は、利用者から利用料金を徴収し、自らの収入とする。 

 利用料金は、新潟県都市公園条例の規定により県の承認を得て指定管理者が決定する。 

 指定管理者は、県の承認なく利用料金を変更することはできない。 

 近年の利用料金収入は別紙「管理施設の概要」のとおり。 

② 利用料金の減免 

 別紙「減免基準」の定めにより、利用料金の減額又は免除を行うこと。 

③ 利用料金の還付 

 利用者から徴収した利用料金は還付しない。ただし、利用者の責めに帰すべき事由によらず

に使用できなくなった場合には還付を行うこと。 

(6) 広報業務 

 パンフレット等を作成し、関係機関等に配付を行うこと。パンフレット等は利用者に不便が

ないよう常に用意されていること。公園を紹介するホームページを作成し、常に最新の情報

となるよう定期的に更新すること。 

 インターネット（ＳＮＳ等）を活用したイベント情報配信やイベント参加受付等を実施して

利便性の向上に努めること。 

 その他、公園の利用促進に有効な宣伝広報活動を積極的に行うこと。 

(7) 意見聴取業務 

利用者から施設の管理･運営に関する意見を聴取し、利用者ニーズを適切に把握するため、アン

ケート調査（「県立都市公園利用者アンケート実施要領」に基づく）を実施すること。 

また、この調査とは別に利用者の意見･苦情を意見箱の設置やアンケートおよびホームページ等

により聴取すること。 

これらの調査結果および改善に向けた対応･状況については県に報告するとともに、ホームペー

ジまたは園内での掲示などにより一般公開すること。 

(8) 地域・住民等との連携業務 

 地元自治体や住民団体及び公園内にある運営主体が異なる施設等との共同イベント等を積極的

に進めるとともに、それらが開催するイベント等へ積極的に支援協力をすること。 

 総合的な学習の時間における利用、遠足等児童生徒の利用、学校行事などの依頼には積極的に

応じること。 

 公園の活性化、維持管理費の低減を図るため、企業やボランティア、ＮＰＯ等との連携や、自

治会・子供会などの市民参加による利用や管理を積極的に取り入れること。 

 これまでに地域・住民等と連携して公園の管理や利活用を行っている事例は別紙「管理施設の

概要」のとおりであり、これらについては引き続き連携に努めること。 

(9) 利用の禁止、制限業務 

公園施設に破損・不具合がある場合や、公園で工事を行う場合などには、公園の保全又は公園利

用者の危険防止のため区域を定めて、当該区域の利用を禁止又は制限すること。 

(10) 安全対策・緊急対応業務 

指定管理者は、消防計画及び地震、津波、土砂災害等緊急時の初動対応（利用者の避難､誘導、

安全確保、連絡・通報等）に関する計画を策定（見直しを含む）するとともに、様々な緊急事態を

想定した訓練を実施し、緊急時には公園利用者の安全確保に努めること。 

奥只見レクリェーション都市公園は、新潟県地域防災計画、魚沼市地域防災計画および長岡市原

子力災害に備えた避難計画において、避難所等に位置づけられている。災害時には、県または市の

要請に基づき協力すること（これに伴う経費の増や業務の履行不能等は募集要項に記したリスク分

担表のとおり）。 

地域 ＼ 計画 （県および市）地域防災計画 長岡市原子力災害に備えた避難計画 

道光・根小屋地域 （市）第２次避難所 - 

小出地域 （県）ヘリポート適地 避難経由所（小出郷文化会館前駐車場） 

大湯地域 （県）ヘリポート適地 - 

指定管理者は、設置許可施設の管理者と連携し、公園内で心肺停止者が発生する事態に備え、各
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地域に AED(自動体外式除細動器)を１台以上（合計 6台以上）設置し、来園者にわかるように周知

を図ること。管理運営に携わる職員は、常時適正に使用できるよう使用方法を習得しておくこと。

また、機器の日常点検（ﾊﾞｯﾃﾘｰ、電極ﾊﾟｯﾄﾞ、消耗品等の交換など）を実施し、常に使用できる状

態を維持すること。 

なお、現在（平成 29 年４月）の AED の設置状況は下記のとおり。 

設置場所 設置者 台数 備考 

浦佐地域公園管理事務所 県指定管理者 １台  

道光・根小屋地域公園管理棟 県指定管理者 １台  

参
考 

小出郷文化会館 魚沼市指定管理者 １台 公園併設施設内 

交流センター ユピオ 魚沼市 1 台 公園併設施設内 

目黒邸 管理棟 魚沼市 1 台 公園併設施設内 

浅草山荘 魚沼市 1 台 公園併設施設内 

6.3 維持管理業務 

(1) 樹木等植物育成管理業務 

① 一般的留意事項 

植物への配慮 

 作業にあたっては、対象植物の特性、活力及び環境条件や景観などを勘案し、生き物として

の植物に対する細心の注意と安全を持って業務を行い、その目的を達するよう努めること。 

 必要に応じ潅水、施肥や薬剤散布等を行い、植物の適切な生育や害虫駆除に努めること。 

 作業で発生した枝葉などは、チップ化、堆肥化しリサイクルに努めること。 

 補植等は、樹木等植物育成管理業務に含まれることから、原則として指定管理者の負担とな

る。 

施工時期 

 各作業の実施に当たっては、天候や生育状態を考慮し、最大の効果が期待できるよう作業計

画や実施工程を作成し効果的に行うこと。 

安全管理 

 作業の実施にあたっては、必要な保安施設などの安全管理計画をたて、利用者の安全と利便

に十分配慮すること。 

② 標準的業務の基準等について 

【業務内容について】 

(a) 芝生地管理 

 年間を通しての気候や利用の状態等も勘案して常に良好な状態を保つため、芝生の生育状態

を把握し、補植、除草、芝刈、病虫害防除、潅水、施肥、目土等を適時に行うこと。特に芝

刈作業の前には必ず抜根除草を行うこと。芝刈は樹木、施設等の損傷に注意し、刈り残しや

ムラのないよう均一に刈り込むこと。また、縁切りは、隣接植栽帯に匍匐茎が進入しないよ

う切り込むこと。 

(b) 高木管理 

 園内の修景木および成長の早い大木は適切な時期に手入れを行い、維持保全に努めること。 

 季節の移り変わりに応じて林床の状況を確認し、柴刈りなどの林床管理を行うこと。 

(c) 中・低木管理 

 生垣は適切な時期に刈り込みを行うこと。 

 中木についても、適宜、整枝剪定を行い、枯枝の除去、樹形の整正を行うこと。刈り込み物

については、一定の樹形になるよう整正すること。 

 低木の刈り込みについては、樹木ごとの性質を踏まえ、全体としての樹形を考慮しつつ刈り

込みを行うこと。 

(d) 花壇管理 

 園内にある地植花壇等の部分においては適宜の除草、植替えを行うこと。 

 道光・根小屋地域 芝桜広場について 
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開花前後に適切な施肥を行うとともに、開花後は夏期に根元の蒸れを少なくするため、葉

を適切に刈り込む等適切な管理を行うこと。なお、年間をとおして必要に応じて補植・植え

替え・除草・土壌の改善（補植部などの土壌のほぐし・施肥等）等を行い、開花時に良好な

修景状態を提供すること。 

地域と共に芝桜広場の管理に取り組むこと。 

 雑草対策用の防草シートを設置（平成 26 年度約 3,000 ㎡、平成 27 年度約 2,000 ㎡、平

成 28 年度約 1,200 ㎡）しているが、効果を長持ちさせるためシートの劣化状況の確認等適

切な管理を行うこと。 

【作業内容について】 

(a) 除草、草刈等 

 常に園内を美しく保つため、区域毎に具体的な作業計画を立ててきめ細かく実施すること。 

 除草は雑草を根ごと除去し、草刈は既存樹木を損傷しないよう注意すること。 

 ゴミ、枯枝等も合わせて取り除き、除草剤の使用は認めない。 

(b) 灌水 

 低木・芝生・花壇等を中心に樹木が枯損することのないように灌水を行うこと。 

(c) 害虫駆除 

 密生した枝等の除去により病害虫の予防、早期発見により虫害を最小限となるよう努めるこ

と。 

 可能な限り、捕殺、幼虫などが集団で生活している枝の剪定、部分散布など、使用農薬の減

量化につとめること。薬剤の使用に際しては、農薬取締法等の農薬関連法規及びメーカー等

で定められている使用安全基準（散布量、濃度）、使用方法を遵守すること。 

(d) 枯損木・枯枝の処理 

 枯損木や枯枝の早期発見と除去に努めること。指定管理者の責任において補植を速やかに行

うこと。但し、天災、災害が原因の場合は県と協議すること。 

(e) 雪囲い 

 降積雪及び除排雪等により、折損・倒伏・傾斜等の被害を軽減するために、雪圧防止等の保

護対策を行うこと。 

(f) リサイクル 

 植物管理作業に伴って発生した枝葉や刈草などの廃棄物については、破砕しチップを舗装材

などとしての活用や、十分発酵させ堆肥として活用するなど、最大限有効に活用すること。 

(2) 一般施設の維持管理業務 

① 一般的留意事項 

 安全面、衛生面、機能面の確保がなされるよう各施設を適切に管理すること。 

 日常及び定期的な施設の点検と補修修繕、清掃などの保守管理を適切に行うこと。 

 設備の故障等、緊急時には迅速に対応できる体制を確保すること。 

 小規模な補修等においても、利用者等の安全確保に万全を期すこと。 

 点検や補修は細やかに実施して予防保全的な維持管理によるライフサイクルコストの縮減

に努めること。 

 点検計画・修繕計画を立案の上で修繕を実施すること。その修繕内容等は記録して情報の一

元化を図ること。 

② 施設補修･修繕（年間修繕費 3,000 千円以上（消費税及び地方消費税を含む。）） 

施設および設備は正常に保持し、適正な利用に供するよう日常的な保守点検を行うとともに、

部品交換や施設の補修修繕を行うこと。 

指定管理者の行う業務の範囲は以下のとおり。 

 室内電球、公園灯ランプ等の日常的な管理で必要となる消耗品や部品の交換。 

 １基（１件）あたり 60 万円未満の施設補修修繕（破損または故障した施設や設備、物品を

現状に復旧する行為、劣化や錆等に伴う施設の再塗装を含む）。ただし施設の再塗装につい

ては、年度毎に要する費用の総額が多額になる可能性を考慮し、複数年での計画的実施とす

ることや、部分的な対応にとどめるなど、県と協議の上で実施するものとする。 
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 県と協議のもと執行される緊急対応等経費の執行業務（台風等災害時の応急措置等で緊急に

対応を要する行為及び県との協議により行う補修修繕等）。 

 指定管理者が常備する工具又は備品を用いて、定常業務の中で簡易に実施できるものは、管

理業務に含まれ修繕費の範囲外とする。 

 翌年度に大規模修繕等が見込まれる場合は、９月末までに県と協議すること。 

 指定管理者は事前に県の承認を得て施設の改修、新設をすることができる 

 指定管理者は、修繕費の執行にあたり、年度ごとの資金計画書に必要額（年間修繕費 3,000

千円以上（消費税及び地方消費税を含む。））を計上すること。 

 四半期毎に修繕費の執行状況（金額、修繕内容、費目（委託・原材料等）など）について、

県へ報告すること。なお執行額が、年度ごとの資金計画書の額に満たないと見込まれる場合

は、あらかじめ県と協議、承諾を得た上で、修繕費以外の運営費等に充当することができる

ものとする。12 月末までに協議、承諾を得ない場合は、修繕費以外への予算の流用は認め

られない。 

 年間の修繕費が年度ごとの資金計画書における額を超えた場合においても、負担は指定管理

者となる。 

③ 排水設備清掃 

 Ｕ型溝、排水桝、浸透桝、汚水桝，人孔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等を除去すること。 

④ 施設維持 

 施設の機能性や安全性、快適性に配慮し、常に良好に利用できる状態を維持すること。 

⑤ 電気設備保守 

 電気設備を点検調整し良好な状態を維持するとともに、故障時については適切に対処する

こと。 

⑥ 受水槽、加圧水槽等保守 

 飲料水用の受水槽等の保守点検及び水質検査は、水道法、同法施行規則、水質基準に関する

省令、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同法施行規則及びこれにもとづく厚

生労働省告示等に定めるところにより実施すること。 

 故障等については、適切に対処すること。 

⑦ 給水設備保守 

 受水槽、ポンプ、制御盤等の給水設備を定期的に点検調整するとともに、故障等について

適切に対処すること。 

⑧ 消防設備保守等 

 消防法第 17 条の３の３の規定にもとづき、自動火災報知設備や消火器など、点検報告書を

所轄消防署に定期的に提出又は提示する義務のある設備について点検を行うこと。 

 法令等の定めに沿って、専門業者による点検を適切に実施すること。 

 点検結果報告書は、所轄消防署へも提出すること。 

 故障等については適切に対処すること。 

⑨ 放送設備保守 

 電力増幅器や周辺機器、通信機器等の点検を適切に実施し、良好な状態を保つとともに、故

障等については適切に対処すること。 

⑩ 空気調和設備保守 

 所定の点検要項にもとづき、専門業者による点検を適切に実施し、良好な状態を保つととも

に、故障等については適切に対処すること。 

⑪ ボイラー設備、給湯設備等保守 

 所定の点検要領にもとづき、専門業者による点検を適切に実施し、良好な状態を保つととも

に、故障等については適切に対処すること。 

⑫ 噴水設備保守 

 噴水制御盤、制御装置、ポンプ等各機器及び浄化装置の点検を適切に実施し、良好な状態を
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保つとともに、故障等については適切に対処すること。 

⑬ その他 

 上記に記載のない施設や設備については、一般的留意事項の考え方にもとづき適切な保守点

検、維持管理業務を行うこと。 

 公園の利用を踏まえ、適宜除雪を行うこと。 

 「管理棟（道光・根小屋地域）」について建築基準法第 12 条に基づく点検を実施し、県に報

告すること。建築基準法第 12条第２項に基づく点検は平成 29 年５月に実施を予定している

（指定管理期間においては平成 29年の各期日までに検査を実施すること）。  

(3) 清掃業務 

季節変動、利用状況に応じた清掃頻度・レベルを設定し、効率的・効果的な業務を行うこと。 

① 園地清掃 

 拾い清掃や掃き清掃を適宜組み合わせ、園路や側溝、園地をきれいな状態に保つとともに、

ゴミは分別を行ったうえ所定箇所へ集積し、散乱を防ぐこと。 

 来園者が利用する水場や流れを常にきれいに保つこと。また、木炭等による水質浄化を実施

すること。 

② 便所清掃 

 毎日 1回以上は、清掃すること。 

 来園者が多いイベント時等は、清掃の頻度をあげるなど、いつでも清潔なトイレを提供する

こと。 

 作業中は利用者の利便性に配慮すること。 

 衛生器具（便器、手洗い器等）、床、壁、鏡、窓ガラス、照明器具等については、清潔に保

つとともに、器具等の破損、詰まり等にはすぐに対処すること。 

 ホルダー内に常時ペーパーがあるように補充すること。 

③ 建物清掃 

 床ワックス清掃、窓ガラスやブラインド、照明器具等の清掃については、清潔に保つと共に、

供用スペース、管理用スペースともに、建物内を適切な状態に維持すること。 

④ 廃棄物処理 

 清掃等で発生した廃棄物は、分別を行ったうえ施設内に集積した後、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律など関係諸規定に準じて適切に処理すること。 

 資源廃棄物はリサイクルを行い資源の再生化を行う。 

(4) 巡視、点検業務 

  各公園の施設特性に合わせた安全点検マニュアルに基づき、巡視マップ・巡回簿等を作成し、

的確かつ確実に実施すること。 

① 施設点検・補修 

 安全で快適な公園利用ができるように日常及び定期的に巡視を行い、異状箇所が発見された

場合は速やかに補修や改修に努め、措置を講ずるまでの間に事故が発生しないよう対応する

こと。 

② 遊具保守点検 

 国土交通省策定の「都市公園における遊具の安全確保に関する指針(最新版)」に準じ、遊具

そのものの性能確保にとどまらず、安全で楽しい遊び場であるかという視点を持って点検を

適切に行うこと。専門技術者による定期点検は年に１回以上行うこと。 

 上記点検により異常が発見された場合は、すみやかに必要な修繕などの措置を講ずるととも

に、措置を講ずるまでの間に事故が発生しないよう対応すること。 

 遊具の点検、補修（県、指定管理者など実施者を問わず）の履歴を記録・保管すること。 

③ 警備・交通整理等 
 公園管理の知識等を有しているものが、園内のパトロールを毎日 1 回以上行うこと。 

 多数の来場者が予想されるイベント等開催時は警備・交通整理等の適切な対応を行うこと。 

特に、道光根小屋地域の芝桜の開花時期には多くの来場者が予想されるため、駐車場の確保
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やこれに伴う警備・交通整理等について、周辺の施設管理者や事業者と協議し適切な対応を

行うこと。 

④ 巡回警備等 

 夜間警備、園内パトロール等を必要性に応じて、適切に巡回警備を行うこと。 

 

6.4 管理業務 

(1) 事業計画業務 

① 指定管理者は業務実施に先立ち、各事業年度が開始する 30 日前(平成 30 年度は県が指定する

日)までに年間事業実施計画書（資金計画書を含む）を作成し、県に提出の上、県の承認を得

ること（提出部数：２部）。 

② 年間事業実施計画書は本仕様書の業務及び事業計画書の内容を反映したものとすること。 

③ 計画に変更がある時はその内容を提出し、あらかじめ承諾を得ること。 

④ 承認を得た年間事業実施計画書はホームページにおいて公表すること。 

(2) 事業報告業務 

① 指定管理者は年度終了後、年間事業報告書を作成し、県の指定する期限までに県へ提出しなけ

ればならない（提出部数：２部）。また報告書は県への提出の後、ホームページにおいて公表

すること。 

② 事業報告書は年間事業実施計画書の履行が確認できるものとし、詳細は県と指定管理者が協議

して定める。主な内容は以下のとおりとする。 

 利用状況（公園利用者数等） 

公園利用者数（有料公園施設を除く園地）の推計にあたっては、「県立都市公園の利用

者数推計にあたっての留意事項」を参照すること。 

 行為の許可の状況（許可の内容、許可件数、利用料金額等） 

 管理運営業務の実施状況 

 管理運営業務の収支決算報告 

 自主事業の実施状況及び収支決算報告 

 自己評価 

 その他、別途協定等に定める事項 

③ また、指定管理者は四半期毎に以下の事項を記載した報告書を作成し、県の指定する期限まで

に提出しなければならない（提出部数：２部）。 

 利用状況（利用者数等） 

 行為の許可の状況（許可の内容、許可件数、利用料金額等） 

 管理運営業務の実施（執行）状況 

 施設の補修・修繕の執行状況（金額、修繕内容、費目（委託・原材料等など）について、

県へ報告するとともに、県が別途定める方法（現在検討中であり、詳細は別途通知する

が、Ms-EXCEL 等で作られた様式に記録を入力し、データをインターネットを通して県へ

提出等の方法）により提出する。 

 その他、別途協定に定める事項 

(3) 事業評価業務 

業務の質とサービスの向上を図ることを目的に、利用者等から施設運営に関する意見を聴取し、

定期的な自己評価を実施すること。これにより得られた評価は、事業報告書に記載し、次年度の業

務に反映すること。 

自己評価にあたっては業務履行・サービスの質・財務状況についてチェック項目、目標数値を定

め、内部評価を実施すること。また外部評価を年 1回実施し、その評価結果を公表し、管理運営の

透明性を確保すること。 

県は事業年度終了後、指定管理者が行う業務の実施状況について評価を行い、その結果を公表す

るものとするが、この評価についても業務の改善等に反映させること。 

(4) 関係機関との連絡調整業務 
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県、市町村、設置・管理許可施設管理者等関係機関との連絡調整を随時行うとともに、これらか

ら公園の管理運営に関し協議等を求められた場合は積極的に対応すること。 

(5) 公園管理業務の引継 

指定管理者は、指定期間が終了し引き続き指定管理者とならなかったとき、または指定管理者の

指定を取り消されたときは、県が定める期間内に、県または県の指定するものが円滑かつ支障なく

業務を遂行できるよう、公園管理業務の引継を行うこと。 

 

７．管理体制 

指定管理者は、本業務を円滑かつ適切に遂行することが可能な維持管理、運営体制を構築すること。 

7.1 必置職員 

(１)公園に総括管理責任者を配置すること。 

(２)総括管理責任者をいずれかの管理事務所に配置すること。 

(３)管理事務所又は管理棟（以下「管理事務所等」という。）には管理責任者を１名配置すること。 

7.2 管理事務所等の管理 

(１)管理事務所等の開所時間は、原則として午前８時30分から午後５時15分までとする。ただし、

利用者対応等の業務がある場合は、必要に応じて随時延長するものとする。 

(２)窓口及び事務室は、常に利用者に開かれたものとする。 

(３)夜間においては一般利用者からの通報（トイレの非常回転灯が点灯しているなどの異常を伝え

るものなど）に対応できる連絡体制を県と協議し整えること。 

 

８．自主事業の実施 

指定管理者は、都市公園法及び新潟県都市公園条例で認められた範囲で、収益を目的とした事業を

行うことができる。この事業を行うために、県が支払う指定管理委託料及び利用料金収入を充てるこ

とはできない。自主事業内容については、県とあらためて協議を行うものとする。 

8.1 物販事業 

 指定管理者は、県の許可を受け、所定の使用料を支払い、公園利用者のための常設売店、自動販

売機等の運営を行うことができる。 

 現在設置されているものは別紙「管理施設の概要」のとおりであるが、県の許可を得て追加設置

等や設置内容の変更を行うことができる。 

 設置内容を変更する場合は、公園利用者の利便性の確保に十分配慮すること。 

 指定管理者が自主事業として行う場合に限り、県の許可を受け、催し等がない通常時でも公園内

での物品の販売・頒布に係る営利行為を実施することができる。 

8.2 その他の事業 

 事業の実施にあたっては、公園の使用に関する許可を受けなければならない（指定管理者自らが

実施する場合を含む）。その際、所定の使用料又は利用料金を支払う必要がある。 

 

9．物品の使用等 

9.1 物品の使用 

 管理業務の実施に必要な県の所有物品を指定管理者に使用させるものとする。 

 指定管理者に使用させる県の所有物品は別紙「管理施設の概要」のとおりとする。 

9.2 物品の管理 

指定管理者は、使用する県の所有物品について、善良な管理者の注意をもって管理にあたるよう、

次に掲げる事務を行うものとする。 

(1) 県所有物品の数量、使用場所、使用状況等の把握 

 県の所有物品の数量、使用場所、使用状況等を常に把握すること。 

(2) 物品取扱責任者の設置 

 県の所有物品の管理を適正に行うため、物品取扱責任者を定めること。 

(3) 物品の管理 
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 物品の故障又は破損等について、適宜、修理又は修繕（以下「修理等」という）を行わなければ

ならない。ただし、指定管理者が管理業務を実施する上で修理等の必要がないと認める場合は、

県と協議し修理等を行わないことができるものとする。この協議には物品の処分方法を含むもの

とする。 

(4) 報告義務 

 県の所有物品のうち、本来の用途に供することができないと認められるものが生じたときは、県

に報告し、その指示があるまで当該物品を適正に保管すること。 

 県の所有物品について、亡失又は損傷があったときは、直ちに県に報告する。 

 「管理施設の概要」に示した備品一覧に基づき、指定管理者は年１回、県の所有物品を照合した

上、状況を確認し、報告すること。 

(5) 指定期間終了時の引渡し 

 指定管理者に使用させた県の物品については、指定期間終了の日に、物品現在高調書により県に

報告し、確認を受けた上で引き渡さなければならない。また、別に県と締結する物品管理委託契

約に基づき管理した物品は、次期指定管理者など県が指定する者に、数量の不足や故障等が無い

よう確実に引き継ぐこと。 

9.3 物品の帰属等 

(1) 物品購入の協議 

 物品の更新及び新たに必要と認められる物品等の購入又は調達（以下「購入等」という）につい

ては、指定管理者が行うこととする。この場合において、物品購入等するとき（５万円未満のも

のを除く）は、あらかじめ県に協議するものとする。新たに必要とする物品の区分（施設機能と

して必要な物品と事務物品の別）についても協議によるものとする。 

 指定管理者は更新が必要と認められる物品については、購入等によらず賃借又は管理業務の一部

委託によることが適切であると判断する場合は、県と協議し、当該物品の更新を行わないことが

できる。この協議には物品の処分方法を含むものとする。 

(2) 施設機能として必要な物品 

 指定管理者が指定管理委託料又は利用料金収入により購入した施設機能として必要な物品（経年

劣化等による更新を含む）については、県の所有に属するものとする。 

(3) 事務物品 

 指定管理者が指定管理委託料又は利用料金収入により購入した事務物品については、指定管理者

の所有に属するものとする。指定期間が終了した場合には、指定管理者は当該物品を自己の費用

及び責任により撤去することとする。ただし、指定管理者が所有権を放棄した場合であって、県

が承諾した場合は、この限りではない。 

 物品管理委託契約に基づき管理している物品であって、経年劣化等による更新のために指定管理

者が指定管理委託料又は利用料金収入により購入した物品の所有は県の所有とする。 

 (4) 指定管理者が任意調達した物品 

 指定管理者は、指定管理委託料又は利用料金以外の経費により調達した物品を上記６.業務内容

又は８.自主事業の実施のために供することができる。この物品については、指定管理者の所有

に属するものとする。指定期間が終了した場合には、指定管理者は当該物品を自己の費用及び責

任により撤去するものとする。ただし、県が承諾した場合は、この限りではない。 

9.4 その他 

県の所有物品について、次のようなことを行ってはならない。 

 他の用途に使用すること。 

 加工、改良を加えること。 

 第三者に貸与又は譲渡すること。 

ただし、事前に協議を受け、承認したものを除く。 

 

10．その他留意事項 

10.1 記録等の作成及び保管 
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管理運営ならびに経理状況に関する帳簿類は、他の業務のものとは明確に区別すると共に、必須

業務、自主事業に区分・整理し、県からこれらに関する報告や実地調査を求められた場合には、速

やかに県担当者の指示に従い、誠実に対応すること。 

本業務の実施に伴って作成・整備した図面、記録類について、汚損、紛失等のないように適切な

方法で保存・保管し、県又は県が指定する者（次期指定管理者など）に引き継ぐこと。 

 作業実施数量等の記録                  ５年間保存 

 保守点検の記録                     ５年間保存 

 作業日誌                        ５年間保存 

 安全衛生点検の記録                   ５年間保存 

 施設修繕等の記録                    ５年間保存 

※県が別途定める方法（現在検討中であり、詳細は別途通知するが、Ms-EXCEL 等で作ら

れた様式に記録を入力し、データをインターネットを通して県へ提出等の方法）により

提出する。 

 作業記録写真                      ５年間保存 

 指定管理者における検査担当者が作業の完了を確認した記録 ５年間保存 

 その他、県が指示する資料 

 ※ 作業実施報告書や各種記録の詳細は県と協議すること。 

10.2 県からの要請への協力 

 県から、公園の管理運営ならびに公園の現状等に関する調査または作業の指示等があった場

合には、迅速、誠実かつ積極的な対応を行うこと。 

 その他、県が実施または要請する事業（例：大規模災害対応、緊急安全点検、防災訓練、行

催事イベント、要人案内、当該公園の管理に関する会議、監査･検査等）への参加・支援・

協力・実施を、積極的かつ主体的に行なうこと。 

10.3 県内産業振興・雇用確保 

指定管理者は、県立都市公園の管理運営に当たり、職員の雇用においては県内居住者の優先的

な雇用に努めるとともに、委託業務の発注や物品の調達等においては、県産品の優先的な活用や

県内業者への優先的な発注に努めること。 

トイレットペーパーや石けんは、授産製品の利用に努めること。 

10.4 環境に配慮した事業活動 

指定管理者は、県立都市公園の管理運営に当たり、次の事項に配慮すること。 

 環境に配慮した物品等の購入。 

 リサイクル等資源の有効活用や適正な処理。 

 植物管理において発生した枝葉などの、原則園内での再利用等適正な処理。 

 環境の保全・生物多様性に関する職員への意識啓発。 

 「環境にやさしい新潟県の率先行動計画」に基づく環境への負荷低減のための取組。 

10.5 県と指定管理者が協議する事項 

指定管理者は次の事項に関する事項を定める場合は、県と協議すること。 

 施設の管理運営に係る各種規定・要綱等の新設・改廃 

 追加開園等による指定期間中の管理運営内容の見直し及び変更 

 その他、本共通仕様書等に記載のない事項の取り扱い 

10.6 第三者への包括的委任の禁止 

指定管理者は、指定管理者の業務について、包括的に第三者に対し委託を行なってはならない。 

10.7 個人情報の保護 

指定管理者は、新潟県個人情報保護条例の規定により個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じることとされており、その具体的内容につ

いては、別途協定にて定める。 

10.8 守秘義務の遵守 

指定管理者は、管理業務の実施に伴い知り得た情報をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的
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のために使用してはならない。指定管理期間終了後においても、同様とする。 

指定管理者は、業務従事者に対し、管理業務の実施に伴い知り得た秘密を漏らし、又は管理業務

以外の目的に使用しないよう、必要な措置を講じなければならない。 

10.9 情報公開 

都市公園の管理運営に関する情報公開を積極的に行うこと。 

指定管理者の業務に関し文書等の公開を求められた場合には、新潟県情報公開条例の規定に準じ

て適切に取り扱うこと。 

10.10 損害賠償責任保険の加入 

園内において発生する賠償責任の負担（賠償金・訴訟費用等）に備え、損害賠償責任保険に加入

するものとする。 
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別記 

 

減  免  基  準 

 

条例第２条第１項又は第３項の規定の許可の場合（行為の許可） 

事 由 免除する額 

国、県、市町村その他公共団体が主催又は共催する事業のために使用する場合 全額 

県が後援又は賛助する事業のため使用する場合（営利を目的としないものに限る。）  

公園の健全な利用を目的とする事業のために使用する場合（営利を目的としないものに限

る。） 

 



県立都市公園 利用者アンケート実施要領 

 

 

１． 公園利用者へのアンケートは、アンケート調査票により実施する。詳細の実施方法

および様式は別途通知する。 

 

２． アンケート調査は、公園利用者に聞き取りにより実施する。なお、利用者自ら記入

を希望する場合などは、直接記入して頂いても良い。 

 

３． 調査日は、毎年の夏期および春期（または秋期）において、平日の１日以上、土曜

休祝日の１日以上（年間延べ日数４日以上）で実施する。 

 

４． 調査票の回収数は各期１００名以上（年間２００名以上）とする。なお、イベント

開催日に調査を行ってもかまわないが、平日と休日等の回収数に大きな差が生じない

よう配慮すること。 

 

５． 調査にあたっては、公園利用者のなるべく広い年齢層を網羅できるよう、男女の数

も平均的となるよう配慮すること。また、アンケート協力者が年間に複数回以上回答

することは避けること。 

 

６． 奥只見レクリェーション都市公園の各地域においては、回収数が特定の地域に偏ら

ないよう、前年の利用者数実績を参考に平均的な回収数が確保できるよう配慮するこ

と。 

 

７． 聞き取りにあたっては、公園利用者に不快感を与えないよう丁寧な対応とすること。 

 

８． 記入済みのアンケート用紙は所管地域振興局地域整備部の公園管理担当課へ速やか

に提出すること。調査票の集計は担当課が行うが、指定管理者は集計結果を管理・運

営業務に反映させること。 

 



県立都市公園の利用者数推計にあたっての留意事項 

  

 公園利用者数（有料公園施設を除く園地部の利用者数）を推計するため、指定管理者は以下の点

に留意すること。 

 推計は、実地調査およびこの結果を基にした推計計算によること。 

 指定管理者は、実施にあたり指定管理期間の初年度の、実地調査の前までに実施計画書を県に提

出し承諾を得ることとし、承諾無しに推計方法を変えてはならない。 

 指定管理者は、下記に記した方法を踏まえてより高い精度が期待できる方法（実地調査の頻度を

増やすことや、推計計算あたりより多くの要素を加味して計算するなど）がある場合は、県の承諾

を得て実施することができる。 

  

１．実地調査（利用者数の計測）の方法 

①年間を期間１～期間６に分け、それぞれ下記の日数以上で実地調査を行うこと。 

 (期間１)４、５月のうち平日１日、祝休日１日（土曜日は祝休日とする）  計２日 

 (期間２)６、７月のうち平日１日、祝休日１日（土曜日は祝休日とする）  計２日 

 (期間３)８月のうち平日１日、休日１日（土曜日は休日とする）      計２日 

 (期間４)９、10 月のうち平日１日、祝休日１日（土曜日は祝休日とする）  計２日 

 (期間５)11、12 月のうち平日１日、祝休日１日（土曜日は祝休日とする）  計２日 

 (期間６)１～３月のうち平日１日、祝休日１日（土曜日は祝休日とする）  計２日 

②午前８時半～午後５時の間で調査すること。 

③公園の主要な出口または入口の全てにおいて調査すること。 

④イベント開催日の調査は避けること。 

⑤計測値に団体利用者が含まれる場合は、推計計算への影響を少なくするため、これを可能

な限り控除できるよう（団体の人数を聞き取るなど）調査すること。 

⑥自動車による来園者については乗車人数を計測すること。 

⑦調査日毎に調査状況および、園内主要箇所での利用状況(利用者数の多少を推察できる）写

真を複数枚撮影し報告書に添付すること。 

 

２．利用者数推計の方法 

実地調査日以外の日の利用者数は推計によるが、以下の点に留意すること。 

①平日の推計は平日の計測値を基にするなど、平日・祝休日を別に推計すること。 

②推計は同一期間内の計測値を基にすること。 

③年間を通して毎日の天候を記録するとともに、天候の差を考慮すること。 

   少なくとも晴天･雨天(降雪)の別で推計すること。雨天日の利用者数を晴天日の計測値を基

に推計する場合は、晴天日の計測値の 50％とすることを標準とする。ただしこの率は既往

の調査結果等により別に定めることが出来る場合は、その率を使用しても良い。 

④有料公園施設がある公園において公園利用者数を記載する場合は、園地利用者数に有料公

園施設利用者数を加えずに分けて記載すること。 

⑤推計にあたっては、現地調査日の計測値から園地の団体利用者数、または有料公園施設利

用者を控除した数値を使用すること。推計する日に園地での団体利用やイベントがある場

合は、その参加者数を加えること。 
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奥只見レクリエーション都市公園 管理施設の概要－１（１）

2ロックガーデン

遊具

管理棟前広場

名称
奥只見レクリエーション都市公園
（小出地区）

所在地 魚沼市

対象面積 １０．３ha 公園種別 レクリエーション都市公園

業務範囲

・都市公園の運営に関する業務
・新潟県都市公園条例第２条に規定する行為の許可に関する業務
・新潟県都市公園条例第５条に規定する公園施設の利用の禁止、制限に関する業務
・新潟県都市公園条例第８条に規定する許可の取り消し、条件の付与に関する業務（行為の許可に
限る）
・都市公園の維持管理に関する業務
・上記のほか、知事が認める業務

整備方針

新潟県魚沼市、南魚沼市の面積約1070kｍ2におよぶ雄大で豊かな自然資源に恵まれた奥只見地
域を、21世紀に相応しいレクリエーション地域として開発・整備することにより、広域レクリエーション
需要に応えると共に、地域の振興を図っていく。
このレクリエーション都市の方針を具現化するため、6つの拠点に対して、中核施設となる公園とする。

管理方針 それぞれの地域の特性に合わせ、多様なレクリエーションを楽しむことのできる公園とする。

有料公園施設 なし

設置・
管理許可施設
（管理対象外）

魚沼市小出郷文化会館、魚沼市総合ビジターセンター、野外ステージ

設置・
管理許可施設
（自主事業施設）

現指定管理者設置自動販売機 4台 3.4㎡

年間利用者数
平成２３年度：１７６千人 平成２６年度：１９４千人
平成２４年度：１４７千人 平成２７年度：１５４千人
平成２５年度：１７８千人 平成２８年度：１９６千人 詳細は別紙参照

地域・住民等
との連携

・魚沼消防フェスタ（主催：魚沼市、魚沼消防本部、魚沼市消防団）9月上旬
・JA北魚沼大農業祭（主催：JA北魚沼）１０月
・うおぬま里山まつり（主催：魚沼市）１０月
・結ローソク点火式（主催プロジェクト結実行委員会）１月
・国際雪合戦大会（主催：小出雪祭り実行委員会）２月
・（財）魚沼地域づくり振興公社との連携
・NPO魚沼交流ネットワークとの連携
・地域との協働花壇づくり

収入目安
平成２８年度実績：38千円（奥レク全体）
詳細は別紙参照

管理経費目安
平成２８年度実績：109,822千円（奥レク全体）
詳細は別紙参照

名称
奥只見レクリエーション都市公園
（大湯地区）

所在地 魚沼市

対象面積 ７．４ha 公園種別 レクリエーション都市公園

業務範囲

・都市公園の運営に関する業務
・新潟県都市公園条例第２条に規定する行為の許可に関する業務
・新潟県都市公園条例第５条に規定する公園施設の利用の禁止、制限に関する業務
・新潟県都市公園条例第８条に規定する許可の取り消し、条件の付与に関する業務（行為の許可に
限る）
・都市公園の維持管理に関する業務
・上記のほか、知事が認める業務

整備方針

新潟県魚沼市、南魚沼市の面積約1070kｍ2におよぶ雄大で豊かな自然資源に恵まれた奥只見地
域を、21世紀に相応しいレクリエーション地域として開発・整備することにより、広域レクリエーション
需要に応えると共に、地域の振興を図っていく。
このレクリエーション都市の方針を具現化するため、6つの拠点に対して、中核施設となる公園とする。

管理方針 それぞれの地域の特性に合わせ、多様なレクリエーションを楽しむことのできる公園とする。

有料公園施設 なし

設置・
管理許可施設
（管理対象外）

魚沼市湯之谷交流センター

設置・
管理許可施設
（自主事業施設）

なし

年間利用者数
平成２３年度：４４千人 平成２６年度：２１千人
平成２４年度：３９千人 平成２７年度：３２千人
平成２５年度：４０千人 平成２８年度：３６千人 詳細は別紙参照

地域・住民等
との連携

・ワークショップ体験（山菜祭り実行委員会）5月中旬
・JFA全日本フリスビードッグ公式選手権（連携：日本フリスビードッグ大会、ユピオ、地域温泉組合）8月上旬、中旬

・魚沼手もんづら市（魚沼手もんづら市実行委員会）9月下旬
・うおぬま夏の雪まつり（うおぬま夏の雪まつり実行委員会）７月下旬
・ユピオ等連携魚つかみ取り・グランドゴルフ大会準備
・地域との協働花壇づくり

収入目安
平成２８年度実績：38千円（奥レク全体）
詳細は別紙参照

管理経費目安
平成２８年度実績：109,822千円（奥レク全体）
詳細は別紙参照

雪のコロシアム
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駐車場

水田

キャンプ場

わんぱく広場

名称
奥只見レクリエーション都市公園
（須原地区）

所在地 魚沼市

対象面積 ５．０ha 公園種別 レクリエーション都市公園

業務範囲

・都市公園の運営に関する業務
・新潟県都市公園条例第２条に規定する行為の許可に関する業務
・新潟県都市公園条例第５条に規定する公園施設の利用の禁止、制限に関する業務
・新潟県都市公園条例第８条に規定する許可の取り消し、条件の付与に関する業務（行為の
許可に限る）
・都市公園の維持管理に関する業務
・上記のほか、知事が認める業務

整備方針

新潟県魚沼市、南魚沼市の面積約1070kｍ2におよぶ雄大で豊かな自然資源に恵まれた奥只
見地域を、21世紀に相応しいレクリエーション地域として開発・整備することにより、広域レクリ
エーション需要に応えると共に、地域の振興を図っていく。
このレクリエーション都市の方針を具現化するため、6つの拠点に対して、中核施設となる公園
とする。

管理方針 それぞれの地域の特性に合わせ、多様なレクリエーションを楽しむことのできる公園とする。

有料公園施設 なし

設置・
管理許可施設
（管理対象外）

目黒邸住宅、目黒邸資料館、魚沼市守門交流促進センター

設置・
管理許可施設
（自主事業施
設）

なし

年間利用者数
平成２３年度：３４千人 平成２６年度：３１千人
平成２４年度：２８千人 平成２７年度：３０千人
平成２５年度：２９千人 平成２８年度：３０千人 詳細は別紙参照

地域・住民等
との連携

・地元中学校との公園整備活動（守門中学）
・地元中学校との連携・目黒邸との連携・地元子供会との連携
・（財）魚沼地域づくり振興公社との連携
・地域との協働花壇づくり

収入目安
平成２８年度実績：38千円（奥レク全体）
詳細は別紙参照

管理経費目安
平成２８年度実績：109,822千円（奥レク全体）
詳細は別紙参照

名称
奥只見レクリエーション都市公園
（浅草岳地区）

所在地 魚沼市

対象面積 １０．４ha 公園種別 レクリエーション都市公園

業務範囲

・都市公園の運営に関する業務
・新潟県都市公園条例第２条に規定する行為の許可に関する業務
・新潟県都市公園条例第５条に規定する公園施設の利用の禁止、制限に関する業務
・新潟県都市公園条例第８条に規定する許可の取り消し、条件の付与に関する業務（行為の
許可に限る）
・都市公園の維持管理に関する業務
・上記のほか、知事が認める業務

整備方針

新潟県魚沼市、南魚沼市の面積約1070kｍ2におよぶ雄大で豊かな自然資源に恵まれた奥只
見地域を、21世紀に相応しいレクリエーション地域として開発・整備することにより、広域レクリ
エーション需要に応えると共に、地域の振興を図っていく。
このレクリエーション都市の方針を具現化するため、6つの拠点に対して、中核施設となる公園
とする。

管理方針 それぞれの地域の特性に合わせ、多様なレクリエーションを楽しむことのできる公園とする。

有料公園施設 なし

設置・
管理許可施設
（管理対象外）

テニスコート、五味沢キャンプ場、国民宿舎浅草山荘

設置・
管理許可施設
（自主事業施
設）

なし

年間利用者数
平成２３年度：１６千人 平成２６年度：１７千人
平成２４年度：１４千人 平成２７年度：１５千人
平成２５年度：１８千人 平成２８年度：１４千人 詳細は別紙参照

地域・住民等
との連携

・（財）魚沼地域づくり振興公社との連携
・大白川生産森林組合との連携
・浅草山荘との連携
・地域との協働花壇作り

収入目安
平成２８年度実績：38千円（奥レク全体）
詳細は別紙参照

管理経費目安
平成２８年度実績：109,822千円（奥レク全体）
詳細は別紙参照
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名称
奥只見レクリエーション都市公園
（道光・根小屋地区）

所在地 魚沼市

対象面積 ９．６ha 公園種別 レクリエーション都市公園

業務範囲

・都市公園の運営に関する業務
・新潟県都市公園条例第２条に規定する行為の許可に関する業務
・新潟県都市公園条例第５条に規定する公園施設の利用の禁止、制限に関する業務
・新潟県都市公園条例第８条に規定する許可の取り消し、条件の付与に関する業務（行為の許可
に限る）
・都市公園の維持管理に関する業務
・上記のほか、知事が認める業務

整備方針

新潟県魚沼市、南魚沼市の面積約1070kｍ2におよぶ雄大で豊かな自然資源に恵まれた奥只見地
域を、21世紀に相応しいレクリエーション地域として開発・整備することにより、広域レクリエーション
需要に応えると共に、地域の振興を図っていく。
このレクリエーション都市の方針を具現化するため、6つの拠点に対して、中核施設となる公園とす
る。

管理方針 それぞれの地域の特性に合わせ、多様なレクリエーションを楽しむことのできる公園とする。

有料公園施設 なし
設置・
管理許可施設
（管理対象外）

なし

設置・
管理許可施設
（自主事業施設）

現指定管理者設置自動販売機 １台 0.74m2

年間利用者数
平成２３年度：２７千人 平成２６年度：４０千人
平成２４年度：３７千人 平成２７年度：３９千人
平成２５年度：３７千人 平成２８年度：６１千人 詳細は別紙参照

地域・住民等
との連携

・シバザクラ祭り（主催：シバザクラ祭り実行委員会）5月中旬～6月上旬
・地域との協働花壇作り
・森のようちえん「たんたん」（企画協力：NPO法人越の里山倶楽部）5月～7月

収入目安
平成２８年度実績：38千円（奥レク全体）
詳細は別紙参照

管理経費目安
平成２８年度実績：109,822千円（奥レク全体）
詳細は別紙参照

名称
奥只見レクリエーション都市公園
（浦佐地区）

所在地 南魚沼市

対象面積 １５．３ha 公園種別 レクリエーション都市公園

業務範囲

・都市公園の運営に関する業務
・新潟県都市公園条例第２条に規定する行為の許可に関する業務
・新潟県都市公園条例第５条に規定する公園施設の利用の禁止、制限に関する業務
・新潟県都市公園条例第８条に規定する許可の取り消し、条件の付与に関する業務（行為の許可
に限る）
・都市公園の維持管理に関する業務
・上記のほか、知事が認める業務

整備方針

新潟県魚沼市、南魚沼市の面積約1070kｍ2におよぶ雄大で豊かな自然資源に恵まれた奥只見地
域を、21世紀に相応しいレクリエーション地域として開発・整備することにより、広域レクリエーション
需要に応えると共に、地域の振興を図っていく。
このレクリエーション都市の方針を具現化するため、6つの拠点に対して、中核施設となる公園とす
る。

管理方針 それぞれの地域の特性に合わせ、多様なレクリエーションを楽しむことのできる公園とする。

有料公園施設 なし
設置・
管理許可施設
（管理対象外）

美術館、レストラン、売店、休憩施設むかしや

設置・
管理許可施設
（自主事業施設）

現指定管理者設置自動販売機 ３台 2.98m2

年間利用者数
平成２３年度：１１５千人 平成２６年度：１５１千人
平成２４年度：１３４千人 平成２７年度：１３２千人
平成２５年度：１３１千人 平成２８年度：１５７千人 詳細は別紙参照

地域・住民等
との連携

・さわやかジョギング大会（主催：南魚沼市）６月上旬
・グルメマラソン（主催：南魚沼グルメマラソン実行委員会）６月上旬
・うおぬまメディカルラリー（主催：うおぬまメディカルラリー実行委員会）8月上旬
・南魚沼市ライブライブライブフェスティバル（主催：南魚沼市ライブフェスティバル実行委員会）9月上旬
・ぶどう収穫祭とワイン祭り（主催：ぶどう収穫祭とワイン祭り）9月中旬
・八色の森健康ウォーキング（主催：八色の森健康ウォーキング実行委員会）9月下旬
・魚沼地区よさこい交流会（主催：魚沼稲穂塾）9月下旬
・南魚沼グルメライド（主催：南魚沼サイクルフェスタ実行委員会）10月上旬
・八色の森市民まつり（主催：八色の森市民まつり実行委員会）10月上旬～中旬
・八色の森こども雪まつり（主催：浦佐こども雪まつり実行委員会）3月上旬
・地域との協働花壇づくりクラフト体験・ダンボールフォトフレーム作り等

収入目安
平成２８年度実績：38千円（奥レク全体）
詳細は別紙参照

管理経費目安
平成２８年度実績：109,822千円（奥レク全体）
詳細は別紙参照

屋根付き広場

芝桜広場

公園管理棟

公園管理棟
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【小出地域】
記号 ゾーン名称 特 性

Ｂ 遊具広場ゾーン 土地利用特性：児童遊具、健康遊具など、各種の遊具を中心としたゾーン

管理運営の着眼点：安全性の確保、遊具機能の保持
Ｃ イベント広場ゾーン 土地利用特性：イベント利用に適した広場や施設などがあるゾーン

管理運営の着眼点：積極的なイベント開催
E 休息・散策ゾーン 土地利用特性：散策路、プロムナードなど、休息・散策の場となるゾーン

管理運営の着眼点：散策機能の保持、休息施設の充実
Ｊ 環境保全ゾーン 土地利用特性：多様な動植物が生息・生育し、豊かな自然環境を保全しているゾーン

管理運営の着眼点：良好な自然環境の保全、自然ふれあい機能の提供
Ｌ 駐車場ゾーン 土地利用特性：駐車場として利用されているゾーン

管理運営の着眼点：駐車場機能の維持

【大湯地域】
記号 ゾーン名称 特 性

Ａ 多目的広場ゾーン 土地利用特性：多目的広場、芝生広場など多目的な利用ができるゾーン

管理運営の着眼点：多様な利用自由度の確保、広がりあるオープンスペースの確保

Ｄ 入口広場ゾーン 土地利用特性：シンボル的な広場として、集散の場となるゾーン

管理運営の着眼点：シンボル性・修景性の維持

E 休息・散策ゾーン 土地利用特性：散策路、プロムナードなど、休息・散策の場となるゾーン

管理運営の着眼点：散策機能の保持、休息施設の充実

Ｈ 修景ゾーン 土地利用特性：花壇や果樹園など、修景機能のあるゾーン

管理運営の着眼点：修景目的の維持

Ｌ 駐車場ゾーン 土地利用特性：駐車場として利用されているゾーン

管理運営の着眼点：駐車場機能の維持

B
E

E

L

L

J

C

E

E
L

LA
D
D

H

ゾーン配置図

ゾーン配置図
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【浅草岳地域】
記
号

ゾーン名称 特 性

Ａ 多目的広場ゾーン 土地利用特性：多目的広場、芝生広場など多目的な利用ができるゾーン

管理運営の着眼点：多様な利用自由度の確保、広がりあるオープンスペースの確保

Ｉ 樹林ゾーン 土地利用特性：既存樹林や外周樹林帯など、樹林が形成されているゾーン

管理運営の着眼点：樹林環境の保全・育成

Ｌ 駐車場ゾーン 土地利用特性：駐車場として利用されているゾーン

管理運営の着眼点：駐車場機能の維持

【須原地域】
記号 ゾーン名称 特 性

Ａ 多目的広場ゾーン 土地利用特性：多目的広場、芝生広場など多目的な利用ができるゾーン

管理運営の着眼点：多様な利用自由度の確保、広がりあるオープンスペースの確保

Ｂ 遊具広場ゾーン 土地利用特性：児童遊具、健康遊具など、各種の遊具を中心としたゾーン

管理運営の着眼点：安全性の確保、遊具機能の保持

Ｇ 歴史文化ゾーン 土地利用特性：古墳など、歴史文化とのふれあいの場となるゾーン

管理運営の着眼点：歴史資源の保持

Ｈ 修景ゾーン 土地利用特性：花壇や果樹園など、修景機能のあるゾーン

管理運営の着眼点：修景目的の維持

Ｊ 環境保全ゾーン 土地利用特性：多様な動植物が生息・生育し、豊かな自然環境を保全しているゾーン

管理運営の着眼点：良好な自然環境の保全、自然ふれあい機能の提供

Ｌ 駐車場ゾーン 土地利用特性：駐車場として利用されているゾーン

管理運営の着眼点：駐車場機能の維持

G
H

H
A

L
B

A

J

A

L I I

I

I
I

ゾーン配置図

ゾーン配置図
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【道光・根小屋地域】
記号 ゾーン名称 特 性

Ａ 多目的広場ゾーン 土地利用特性：多目的広場、芝生広場など多目的な利用ができるゾーン

管理運営の着眼点：多様な利用自由度の確保、広がりあるオープンスペースの確保

B 里山ゾーン 土地利用特性：芝桜、つつじ、水遊びのせせらぎなど、修景機能のあるゾーン

管理運営の着眼点：修景目的の維持

E 休息・散策ゾーン 土地利用特性：散策路、プロムナードなど、休息・散策の場となるゾーン

管理運営の着眼点：散策機能の保持、休息施設の充実

Ｈ 修景ゾーン 土地利用特性：花壇や果樹園など、修景機能のあるゾーン

管理運営の着眼点：修景目的の維持

Ｊ 環境保全ゾーン 土地利用特性：多様な動植物が生息・生育し、豊かな自然環境を保全しているゾーン

管理運営の着眼点：良好な自然環境の保全、自然ふれあい機能の提供

Ｌ 駐車場ゾーン 土地利用特性：駐車場として利用されているゾーン

管理運営の着眼点：駐車場機能の維持

【浦佐地域】
記号 ゾーン名称 特 性

Ａ 多目的広場ゾーン 土地利用特性：多目的広場、芝生広場など多目的な利用ができるゾーン

管理運営の着眼点：多様な利用自由度の確保、広がりあるオープンスペースの確保

E 休息・散策ゾーン 土地利用特性：散策路、プロムナードなど、休息・散策の場となるゾーン

管理運営の着眼点：散策機能の保持、休息施設の充実

Ｈ 修景ゾーン 土地利用特性：花壇や果樹園など、修景機能のあるゾーン

管理運営の着眼点：修景目的の維持

Ｌ 駐車場ゾーン 土地利用特性：駐車場として利用されているゾーン

管理運営の着眼点：駐車場機能の維持

A

J
E

E

H

L
B

A

E

E

E

L
L

L H
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ゾーン配置図

ゾーン配置図
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【小出地域】

植栽管理項目 参考規模 単位
参考

年回数
備考

樹木管理 剪定 1 式 適宜

刈込-寄植 5,700 ｍ2 2回

病虫害防除 865 本 適宜

施肥 865 本 適宜

除草 865 本 適宜 手取り

枯損木処理・支柱結束直し 865 本 適宜

チップ生産、敷き込み 865 本 適宜

散水 1 式 適宜

冬囲設置・撤去 1 式 1回

芝生地管理 刈込 38,514 ｍ2 3～4回

施肥 38,514 ｍ2 2回

除草 38,514 ｍ2 1～2回

病虫害防除 38,514 ｍ2 1回

散水 38,514 ｍ2 適宜 スプリンクラー

エアレーション・目土掛け 38,514 ｍ2 1回

花壇管理 草花植栽 500 ｍ2 適宜

草花・球根植栽 500 ｍ2 適宜

除草 500 ｍ2 適宜 手取り

花ガラ摘み・ピンチ 500 ｍ2 適宜

散水 500 ｍ2 適宜

施肥 500 ｍ2 適宜

【大湯地域】

植栽管理項目 参考規模 単位
参考

年回数
備考

樹木管理 剪定 1 式 適宜

刈込 1 式 2回

病虫害防除 31,000 ｍ2 1回

施肥 7,516 本 1回

除草 1 式 適宜

枯損木処理・支柱結束直し 1 式 適宜

チップ生産、敷き込み 1 式 1回

散水 1 式 適宜

冬囲設置・撤去 1 式 1回

芝生地管理 刈込 13,740 ｍ2 3～4回

施肥 13,740 ｍ2 1回

除草 31,000 ｍ2 1～2回

病虫害防除 8,000 ｍ2 1回

散水 13,740 ｍ2 適宜 スプリンクラー

エアレーション・目土掛け 6,600 ｍ2 1回

花壇管理 草花植栽 2 箇所 2回

除草 17,052 ｍ2 適宜 手取り

散水 1,690 ｍ2 適宜

施肥 1,690 ｍ2 適宜

薬剤散布 17,052 ｍ2 適宜

植栽管理区分

植栽管理区分



【須原地域】

植栽管理項目 参考規模 単位
参考

年回数
備考

樹木管理 剪定 1 式 適宜

刈込 1 式 2回

病虫害防除 45,000 ｍ2 適宜

施肥 45,000 ｍ2 2回

除草 4,000 ｍ2 適宜

枯損木処理・支柱結束直し 1 式 適宜

チップ生産、敷き込み 1 式 1回

散水 1 式 適宜

冬囲設置・撤去 700 本 1回

芝生地管理 刈込 4,000 ｍ2 3～4回

施肥 2,000 ｍ2 1回

除草 4,000 ｍ2 1回

病虫害防除 4,000 ｍ2 2回

散水 4,000 ｍ2 適宜

エアレーション・目土掛け 1,000 ｍ2 適宜

奥只見レクリエーション都市公園 管理施設の概要－３（２）
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【浅草岳地域】

植栽管理項目 参考規模 単位
参考

年回数
備考

樹木管理 剪定 1 式 適宜

刈込 1 式 2回

病虫害防除 2,000 ｍ2 1回

施肥 2,000 ｍ2 2回

除草 2,000 ｍ2 適宜

枯損木処理・支柱結束直し 1 式 適宜

散水 1 式 適宜

冬囲設置・撤去 2,000 ｍ2 1回

芝生地管理 刈込 6,000 ｍ2 3～4回

施肥 6,000 ｍ2 1回

除草 6,000 ｍ2 適宜

散水 6,000 ｍ2 適宜

エアレーション・目土掛け 6,000 ｍ2 1回

植栽管理区分
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【道光・根小屋地域】

植栽管理項目 参考規模 単位
参考

年回数
備考

樹木管理 剪定 1 式 1回

刈込 1 式 2回

病虫害防除 350 本 2回

施肥 350 本 1回

除草 350 本 2回

枯損木処理・支柱結束直し 350 本 適宜

チップ生産、敷き込み 1 式 適宜

散水 1 式 適宜

冬囲設置・撤去 1 式 1回
芝生地管理 刈込 6,000 ｍ2 4回

施肥 6,000 ｍ2 2回

除草 6,000 ｍ2 2回

病虫害防除 6,000 ｍ2 2回

散水 6,000 ｍ2 適宜

エアレーション・目土掛け 6,000 ｍ2 適宜
芝桜管理 刈込 11,600 ｍ2 適宜

除草 11,600 ｍ2 適宜

補植、植替等 11,600 ｍ2 適宜

病虫害防除 11,600 ｍ2 2回

施肥 11,600 ｍ2 2回

植栽管理区分

【浦佐地域】

植栽管理項目 参考規模 単位
参考

年回数
備考

樹木管理 剪定 1 式 適宜
刈込 16,710 ｍ2 2回
病虫害防除 1 式 適宜
施肥 1 式 2回
除草 16,710 ｍ2 2回
枯損木処理・支柱結束直し 1 式 適宜
チップ生産、敷き込み 1 式 1回
冬囲設置・撤去 1 式 1回

芝生地管理 刈込 58,100 ｍ2 4回
施肥 58,100 ｍ2 2回
除草 58,100 ｍ2 2回
病虫害防除 58,100 ｍ2 1回
散水 1 式 適宜
エアレーション・目土掛け 58,100 ｍ2 1回
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【小出地域】

施設管理項目 参考規模 単位
参考

年回数
備考

トイレ清掃 2 箇所 適宜

園内ゴミ清掃 1 式 適宜

一般廃棄物処理 1 式 年4回

除雪 1 式 適宜

管理棟警備 1 式 通年

利用者調査 4 箇所 10回

園内巡回 1 式 日2回

遊戯施設点検 1 式
適宜 日常点検

年1回 定期点検（専門家による打検劣化診断等）

【大湯地域】

施設管理項目 参考規模 単位
参考

年回数
備考

トイレ清掃 3 箇所 適宜

園内ゴミ清掃 1 式 適宜

一般廃棄物処理 1 式 年4回

除雪 1 式 適宜

管理棟警備 1 式 通年

利用者調査 4 箇所 10回

園内巡回 1 式 日2回

遊戯施設点検 1 式
適宜 日常点検

年1回 定期点検（専門家による打検劣化診断等）

施設管理区分

施設管理区分
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【須原地域】

施設管理項目 参考規模 単位
参考

年回数
備考

管理棟（トイレ含む）清掃 2 箇所 毎日

園内ゴミ清掃 1 式 週1回

一般廃棄物処理 1 式 年4回

除雪 1 式 適宜

管理棟警備 1 式 通年

利用者調査 2 箇所 10回

園内巡回 1 式 日2回

遊戯施設点検 1 式
適宜 日常点検

年1回 定期点検（専門家による打検劣化診断等）

【浅草岳地域】

施設管理項目 参考規模 単位
参考

年回数
備考

トイレ清掃 3 箇所 適宜

園内ゴミ清掃 1 式 適宜

一般廃棄物処理 1 式 年4回

除雪 1 式 適宜

管理棟警備 1 式 通年

利用者調査 2 箇所 10回

園内巡回 1 式 日2回

遊戯施設点検 1 式
適宜 日常点検

年1回 定期点検（専門家による打検劣化診断等）

施設管理区分

施設管理区分
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【道光・根小屋地域】

施設管理項目 参考規模 単位
参考

年回数
備考

管理棟（トイレ含む）清掃 1 箇所 毎日

園内ゴミ清掃 1 式 週1回

一般廃棄物処理 1 式 年4回

除雪 1 式 適宜

管理棟警備 1 式 通年

利用者調査 1 箇所 10回

園内巡回 1 式 日2回

【浦佐地域】

施設管理項目 参考規模 単位
参考

年回数
備考

トイレ清掃 5 箇所 適宜

園内ゴミ清掃 1 式 適宜

一般廃棄物処理 1 式 年4回

除雪 1 式 適宜

管理棟警備 1 式 通年

利用者調査 4 箇所 10回

園内巡回 1 式 日2回

遊戯施設点検 1 式
適宜 日常点検

年1回 定期点検（専門家による打検劣化診断等）

施設管理区分

施設管理区分
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【小出地域】

名称、仮名称 場 所 構 造 建築面積 延床面積 備 考

事務室、和室、倉庫、便所、休憩所、バルコニー

トイレブース数等

管理棟 休息・散策ゾーン ＲＣ造 154㎡ 107㎡ 男子 女子 障害者 計

（屋根：ガルバリュム鋼板） 大1 大3 大1 大5

小2 小2
手洗い2 手洗い2 手洗い1

トイレブース数等

トイレ 休息・散策ゾーン ＲＣ造一部木造 161㎡ 148㎡ 男子 女子 障害者 計

(屋根：フッ素樹脂塗装鋼板) 大3 大10 大1 大14
小13 小1 小14

手洗い4 手洗い4 手洗い1

循環ポンプ室 休息・散策ゾーン ＲＣ造 4㎡ 4㎡ 機械室

東屋1 休息・散策ゾーン 木造 30㎡ 20㎡ 休憩所

（屋根：カラー鉄板）

東屋（六角）2 休息・散策ゾーン 木造 22㎡ 13㎡ 休憩所

（屋根：カラー鉄板）

東屋3 環境保全ゾーン 柱：ＲＣ造、屋根：木造 31㎡ 16㎡ 休憩所
(屋根：フッ素樹脂塗装鋼板)

遊具

踏み板式ﾌﾞﾗﾝｺ 遊具広場ゾーン - -

すべり台 遊具広場ゾーン - -

フィールドアスレチック用遊具 遊具広場ゾーン - -

ロッキング遊具 遊具広場ゾーン ６基 - -

砂場 遊具広場ゾーン - -

チャイムウォール１ 遊具広場ゾーン - -

チャイムウォール２ 遊具広場ゾーン - -

縄跳び 遊具広場ゾーン - -

置物遊具 遊具広場ゾーン ９基 - -

【大湯地域】
名称、仮名称 場 所 構 造 建築面積 延床面積 備 考

管理棟 入口広場ゾーン 木造平屋建（ログハウス） 127 ㎡ 110 ㎡

トイレブース数等

男子 女子 身障者 計
大1 大4 大1 大6

小5 小5

手洗い2 手洗い2 手洗い1 手洗い5

トイレ1 修景ゾーン
ＲＣ平屋建

92 ㎡ 80 ㎡

トイレブース数等
男子 女子 身障者 計

大1 大3 大1 大5

小3 小1 小4

手洗い2 手洗い2 手洗い1 手洗い5

トイレ2 休息・散策ゾーン
ＲＣ壁式構造木造平屋建

34 ㎡ 22 ㎡

トイレブース数等
男子 女子 身障者 計

大1 大2 大1 大4

（屋根：カラーステン塗装鋼板 t=0.35mm）
小2 小2

手洗い1 手洗い1 手洗い1 手洗い3

東屋1 多目的広場ゾーン 木造 11 ㎡

東屋2 多目的広場ゾーン 木造 16 ㎡

六角東屋3 修景ゾーン ＲＣ造（擬木） 16 ㎡

休憩所 多目的広場ゾーン
木造平屋建（屋根：フッ素樹脂鋼板 t=0.40 横平
葺き）

15 ㎡ 7 ㎡

階 段(鋼製） 休息・散策ゾーン L=4.7m W=10.0m H=9.55m 44 ㎡

園路橋 修景ゾーン L=7.0m W=1.2m 擬似吊橋 - -

園路橋 修景ゾーン L=7.0m W=2.6m 太鼓橋 - -

園路橋 休息・修景ゾーン L=76.0m W=4.0m RCアーチ橋 - -

遊具

ロッキング遊具 多目的広場ゾーン ６基 - -

ふわふわドーム 多目的広場ゾーン - -

馬跳び遊具 多目的広場ゾーン - -

【須原地域】

名称、仮名称 場 所 構 造 建築面積 延床面積 備 考

管理棟 多目的広場ゾーン

ＲＣ平屋建：ラーメン構造

91 ㎡ 85 ㎡

トイレブース数等

（屋根：フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.4mm） 男子 女子 身障者 計

大1 大2 大1 大4

小2 小2

手洗い1 手洗い1 手洗い1 手洗い3

トイレ 駐車場ゾーン

ＲＣ壁式構造木造

56 ㎡ 49 ㎡

トイレブース数等

小屋組平屋建 男子 女子 身障者 計

大2 大4 大1 大7

（屋根：フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.4mm）
小4 小4

手洗い2 手洗い2 手洗い1 手洗い5

八角東屋 多目的広場ゾーン 木造 36 ㎡

東屋1 修景ゾーン 木造 50 ㎡

東屋2 遊具広場ゾーン 鋼製 4 ㎡

遊具

複合遊具 遊具広場ゾーン 鋼製 - -

ロッキング遊具１ 遊具広場ゾーン - -

ロッキング遊具２ 遊具広場ゾーン - -

ロッキング遊具３ 遊具広場ゾーン - -

フワフワドーム 遊具広場ゾーン - -

ジャブジャブテーブル 遊具広場ゾーン - -

キャンピング遊具 遊具広場ゾーン - -

【浅草岳地域】

名称、仮名称 場 所 構 造 建築面積 延床面積 備 考

水車小屋 多目的広場ゾーン 木造平屋建 23 ㎡

高床式東屋 多目的広場ゾーン 木造平屋建 38 ㎡

トイレ1 駐車場ゾーン
木造平屋建
（屋根：ガルバニウム鋼板

t=0.35 長尺横葺き）
46 ㎡

トイレブース数等

男子 女子 身障者 計

大1 大2 大1 大4

小2 小2

手洗い1 手洗い1 手洗い1 手洗い3

トイレ2 多目的広場ゾーン
木造平屋建
（屋根：ガルバニウム鋼板

t=0.40 平葺き）
20 ㎡

トイレブース数等

男子 女子 身障者 計

大1 大3 大4

小3 小3

手洗い1 手洗い1 手洗い2

トイレ3 多目的広場ゾーン
木造平屋建
（屋根：ガルバニウム鋼板

t=0.40 平葺き）
7 ㎡

トイレブース数等

男子 女子 身障者 計

大1 大1

手洗い1 手洗い1
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【道光・根小屋地域】

名称、仮名称 場 所 構 造 建築面積 延床面積 備 考

管理棟 休憩・散策ゾーン ＲＣ造 308㎡ 241㎡ ・事務室、和室、集会室、倉庫、トイレ

(屋根：カラーステンレス板) トイレブース数等

男子 女子 障害者 計

大2 大3 大1 大6

小3 小3

手洗い2 手洗い2 手洗い1

受水槽小屋 駐車場ゾーン 鉄骨造 38㎡ 38㎡ 機械室

東屋 休憩・散策ゾーン 木造(屋根：長尺カラートタン) 16㎡ 16㎡ 休憩所

トイレ棟 東部里山ゾーン ＲＣ造 308㎡ 241㎡

(屋根：カラーステンレス板) トイレブース数等

男子 女子 障害者 計

大1 大10 大1 大3

小1 小14

手洗い1 手洗い1 手洗い1

【浦佐地域】

名称 場所 構造 建築面積 延床面積 備考

・事務室、会議室、ホール、休憩室、トイレ

トイレﾌﾞｰｽ数等

管理棟 休憩・散策ゾーン Ｓ、ＲＣ造（地下１階、地上１階） 260.22㎡ 372.57㎡ 男子 女子 身障者 計

大１ 大１ 大３ 大５

小１ 小１ 小２

手洗い１ 手洗い２ 手洗い３

・ステージ、休憩室、トイレ

トイレﾌﾞｰｽ数等

屋根付広場 休憩・散策ゾーン 鉄骨造平屋建て、一部壁式ＲＣ造 656.19㎡ 656.19㎡ 男子 女子 身障者 計

大１ 大３ 大１ 大５

小２ 小２

手洗い２ 手洗い３ 手洗い１

トイレﾌﾞｰｽ数等

男子 女子 身障者 計

トイレ1 修景ゾーン 木造平屋建 17.39㎡ 12.42㎡ 大１ 大１ 大２

小１ 小１

手洗い１ 手洗い１

トイレﾌﾞｰｽ数等

男子 女子 身障者 計

トイレ2 休憩・散策ゾーン Ｓ、ＲＣ造１階建 90.71㎡ 78.21㎡ 大１ 大２ 大１ 大４

小２ 小２

手洗い２ 手洗い３ 手洗い１

トイレﾌﾞｰｽ数等

男子 女子 身障者 計

トイレ3 多目的広場ゾーン 鉄筋コンクリート造１階建 18.00㎡ 18.00㎡ 大１ 大１ 大２

小１ 小１

手洗い１ 手洗い１

食祭工房 多目的広場ゾーン 木造１階建 27.00㎡ 27.00㎡

送風機小屋 多目的広場ゾーン 木造１階建 1.80㎡ 1.80㎡

ポンプ室 休憩・散策ゾーン ＲＣ造１階建 9.860㎡

機械室 休憩・散策ゾーン ＲＣ造１階建 36.40㎡ 33.43㎡

電気室 休憩・散策ゾーン ＲＣ造１階建 25.76㎡ 25.76㎡

東屋1 休憩・散策ゾーン 木造 10.17㎡

東屋2 休憩・散策ゾーン 木造 43.50㎡

東屋3 休憩・散策ゾーン 木造 46.13㎡

東屋（八角東屋） 修景ゾーン 木造 20.71㎡

東屋
（ベルハウス）

修景ゾーン 木造、ＲＣ造１階建 33.17㎡ 33.17㎡

東屋（六角東屋） 休憩・散策ゾーン 木造 10.61㎡ 10.61㎡

森のステージ 休憩・散策ゾーン 木造 84.25㎡
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【小出地域】
施設･設備名称 形状寸法 数量

管理棟（休憩・散策ゾーン）

電気動力設備

電灯動力設備 分電盤、室内灯10、室外灯37、トイレ18 1式

警報設備 障害者用赤色回転灯1 1式

機械設備

給排水衛生設備

電気給湯器

洗い場 流し台1、足洗い場1 1式

空調設備

エアコン 事務室1、和室1 1式

トイレ棟（休息・散策ゾーン）

電気動力設備

電灯動力設備 分電盤、トイレ26 1式

警報設備 障害者呼出装置 1基

ポンプ室（休息・散策ゾーン）

電気動力設備

電灯動力設備 制御盤、室内灯1 1式

機械設備

給排水衛生設備

配管ポンプ 自動供給装置 1基

換気ポンプ 1基

水飲み場(ｲﾍﾞﾝﾄ広場及び休息・散策
ｿﾞｰﾝ)

1基

公園灯（環境保全ゾーン以外） 109基

散水栓（環境保全ゾーン以外） 9基

【大湯地域】
施設･設備名称 形状寸法 数量

管理棟（入口広場ゾーン）

電気設備

電灯動力設備
電灯盤、屋内蛍光灯２ヶ、室内灯4ヶ
室外灯1ヶ、トイレ8ヶ、室内換気扇２ヶ

1式

空調設備

エアコン 事務室1 1式

トイレ棟Ａ（修景ゾーン）

電気設備

電灯動力設備 電灯盤、屋内蛍光灯3ヶ、室外灯 3ヶ 1式

トイレ棟Ｂ（休息･散策ゾーン）

電気設備

電灯動力設備 電灯盤、屋内蛍光灯9ヶ、室外灯1ヶ、換気扇3ヶ 1式

警報設備 障害者呼出装置 1基

時計塔

公園時計 H=7m(Φ139.8-SUS304 時計Φ400） 1基

公 園 灯

公園灯、街路灯 200V,HF200W-400W 35基

地下埋設灯 10基

水飲み

水飲み 多目的２、修景1、休息散策1 4基

散水栓

散水ビット 12基

パーゴラ1 （入口広場ゾーン） 8.5*4.1:石柱 6本 １式

パーゴラ2 （入口広場ゾーン） 8.5*4.1:石柱 6本 １式

【須原地域】
施設･設備名称 形状寸法 数量

管理棟（多目的広場ゾーン）

電気設備

電灯動力設備
電灯盤、屋内蛍光灯6ヶ、室外灯4ヶ
トイレ8ヶ、室内換気扇2ヶ

１式

空調設備

エアコン 事務室1 1式

トイレ棟（駐車場ゾーン）

電気設備

電灯動力設備
電灯盤、屋内蛍光灯16ヶ、室内灯5ヶ
室外灯3ヶ

１式

融雪施設

融雪ヒーター
融雪盤、路面温度検知センサー
A=16.8m2、3.2Kw

１式

公 園 灯

公園灯、街路灯 200V,HF200W 15基

ホタル灯 5基

水飲み

水飲み（多目的広場ゾーン） １基

水飲み（遊具広場ゾーン） １基

散水栓

散水ビット（歴史文化ゾーン） 1基

【浅草岳地域】
施設･設備名称 形状寸法 数量

トイレ1（駐車場ゾーン）

電気設備

電灯動力設備 引込開閉器盤、屋内照明灯８基、水中ポンプ １式

機械設備

処理槽 合併処理槽 １式

トイレ2（多目的広場ゾーン）

電気設備

電灯動力設備 屋内照明灯4基 １式

機械設備

処理槽 単独処理槽 １式

トイレ3（多目的広場ゾーン）

電気設備

電灯動力設備 電灯制御盤、屋内照明灯2基 １式

公園灯（多目的広場,樹林ゾーン）

園路灯 水銀ランプ：HF250X 3基

フットライト 高圧ナトリウムランプ：NHT100FSDX 5基

ライトアップ用投光器（森林） メタルライドランプ：MF250LE 3基

ライトアップ用投光器（樹木） メタルライドランプ：MF250LE 2基

電灯分電盤 19223-BX-L-2-301/21 １面
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【道光・根小屋地域】

施設･設備名称 形状寸法 数量

管理棟 （休息・散策ゾーン）

電気設備

電灯動力設備 分電盤、屋内灯19基、屋外灯15基、トイレ内10基 1式

警報設備 トイレ非常呼出装置 1式

機械設備

給排水衛生設備

電気給湯器 1台

洗い場 流し台3基、足洗い場3箇所 1式

水呑 1基

浄化槽 し尿処理腐敗槽、雑排水処理接触ろ過槽、浸潤散水処理装置2箇所 1式

空調設備

エアコン 事務室1、和室1

公園灯 （休息・散策ゾーン及び駐車場ゾーン）

アプローチライト ホタル保護灯 10基

園路灯 7基

東屋 （休息・散策ゾーン） 1基

散水栓 16基

受水槽（駐車場ゾーン）

電気設備

電灯動力設備 制御盤、屋内灯2 1式

機械設備

給排水衛生設備

受水槽 1式

自動給水装置 1式

塩素滅菌装置 1式

園路橋 1基

展望デッキ

（多目的広場ゾーン） 170m2 1基

（里山ゾーン） 51m2,70m2 2基

給排水・汚水設備

（里山ゾーン）

土壌生物膜合併浄化槽

消毒・貯留槽 1式

制御盤 1式

給水ポンプ 1式

土壌浸潤槽 1式

水飲み 1式

散水消火栓

電気設備（東部・里山ゾーン）

公園灯

アプローチ灯 8基

照明灯 1基

ブザー回転灯 1基

日陰施設（里山ゾーン） 96㎡ （鋼製支柱：H=2.5m ６本,H=3.5m ６本） 1式

【浦佐地域】

施設･設備名称 形状寸法 数量

管理棟

電気設備

電灯動力設備 分電盤、屋内蛍光灯３９基、トイレ内１６基 1式

警報設備 トイレ内非常呼出設備、汚水排水ポンプ異常呼出設備 1式

機械設備

給排水衛生設備 壁掛け給湯器：１台 流し台：１台 1式

空調設備

エアコン 事務室、ホール、休憩室、会議室 4台

屋根付き広場

電気設備

電灯動力設備 高圧受変電設備、屋内蛍光灯１０７基 1式

警報設備 トイレ内非常呼出設備 1式

機械設備

空調設備

エアコン 休憩室 1台

換気扇 休憩室、トイレ 4台

トイレ1

電気設備

電灯動力設備 分電盤、蛍光灯：トイレ内８基 1式

トイレ2

電気設備

電灯動力設備 分電盤、蛍光灯：トイレ内２０基 1式

警報設備 トイレ内非常呼出設備 1式

トイレ3

電気設備

電灯動力設備 分電盤、蛍光灯：トイレ内７基 1式

警報設備 トイレ内非常呼出設備 1式

食祭工房

機械設備

給排水衛生設備 流し台：２台 1式

送風機小屋

電気設備

動力設備 低圧電動機設備 1式

ポンプ室

電気動力設備

電灯動力設備 電源盤、水中ポンプ制御盤、蛍光灯１基 1式

ポンプ、電気室

電気動力設備

電灯動力設備 高圧受電盤、低圧配電盤、電灯分電盤、水中ポンプ制御板 1式

電気室

電気動力設備

電灯動力設備 高圧受電盤、低圧配電盤、電灯分電盤 1式

公園灯

園路灯 水銀ランプ：HF100 13基

歩道照明灯 水銀ランプ：HF100 6基

駐車場照明灯 HF250W 10基

東屋 6基

水飲み 5基

散水線 13基

屋外制御板 消雪ポンプ盤、照明盤、地下通路照明盤、非常警報操作盤 1式

日陰施設 14㎡ 5基

27㎡ 1基
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【小出地域】

ＮＯ． 品 名 規 格 等 数量
区分※

(備品/物
品)

購入年月 価格

1 グラインダー 日立 NTG-150 1 物 品 H8.8 16,892

2 ハシゴ アルミ製、２連 1 物 品 H8.9 32,960

3 ハシゴ アルミ製、１連 1 物 品 H8.9 18,334

4 公園管理用 軽トラック ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄ ﾗｲﾄﾀﾞﾝﾌﾟ 発電機付 1 備 品 H8.10 1,079,440

5 集塵機 マキタ 1 物 品 H9.1 48,410

6 背負式動力噴霧機 丸山 MS057 1 備 品 H12.5 76,650

7 ハシゴ アルミ製、２連 ｱﾙｲﾝｺWD-60 1 物 品 H12.9 33,180

8 自走式芝刈機 ホンダ HRX５３７ 1 備 品 H28.6 146,880

9 コンプレッサー
0.75OP-9.5GS5 圧力開閉式ｵｲﾙﾌﾘｰ
ﾀｲﾌﾟ

1 備 品 H13.5 241,500

10 背負式動力散布機 共立 DMC-521-13 1 備 品 H13.5 82,215

11 除草剤散布機 桃太郎 FT-1800 1 備 品 H13.5 19,425

12 パワーブロワー 共立 PB-4600 1 備 品 H13.5 83,475

13 デジタルカメラ ﾌｼﾞﾌｨﾙﾑ DS-270HD 1 備 品 H14.6 79,485

14 プリンター ﾌｼﾞﾌｨﾙﾑ NX-800M 1 備 品 H14.6 60,585

15 スプリンクラー KAKUDAI 5484-40 1 備 品 H14.10 74,760

16 一輪台車 KAKUDAI 5115 1 物 品 H14.10 22,050

17 なかよしローラー 学研 41-22428 1 備 品 H15.7 438,900

18 背負式刈払機 共立 SRE２６５０G 1 備 品 H22.5 36,750

19 背負式刈払機 共立 SRE２６５０G 1 備 品 H22.5 36,750

20 自走式芝刈機 ﾊﾞﾛﾈｽ ＧＭ６５ＡＷＲ 1 備 品 H16.6 383,880

21 デジタルカメラ ニコン COOLPIXS ３３ 1 物 品 H27.7 12,744

【大湯地域】

ＮＯ． 品 名 規 格 等 数量
区分※

(備品/物
品)

購入年月 価格

1 芝刈機 ゴールデンスター NP-4000 1 物 品 H3.8 180,250

2 高圧洗浄機 ジェットマン FCP-1013 1 物 品 H4.2 692,881

3 刈払機 ヘッジトリマー HT100 1 物 品 H6.3 52,530

4 エンジンチェンソー シンダイワ E488 1 物 品 H6.7 176,480

5 アルミキャリーセット 動噴 MS410CA-2M 1 物 品 H6.7 222,480

6 軽トラック スズキキャリー KKCJ-3EL 1 物 品 H6.7 1,110,597

7 水中ポンプ SSU-52.2 1 物 品 H8.12 177,160

8 ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾛﾜｰ 共立 PBE ２６５L 1 物 品 H28.6 60,000

9 共立刈払機 共立 SRE２６２５UGT 1 物 品 H27.8 36,720

10 共立刈払機 共立 SRE２６２５UGT 1 物 品 H28.5 36,720

11 共立刈払機 ゼノア BC2311 DW-EZ 1 物 品 H20.7 40,950

12 片袖机 コクヨ SD-S6S3 1 物 品 H3.5 25,080

13 カメラ ニコン F601QD 1 物 品 H4.2 126,278

14 消火器 ヤマト YA10ER 1 物 品 H8.6 20,909

15 ガスレンジ PA-25R 1 物 品 H8.9 14,678

16 ＴＶ・ＴＶ台 20W20･RL60k 1 物 品 H8.12 89,610

17 エアコン ナショナル CS-T401A2 1 物 品 H13.9 216,510

18 ロッカー コクヨ LK-4 1 物 品 H13.9 30,450

19
トランシーバー
STANDARD

特定トランシーバー PK310D 1 物 品 H15.6 12,500

20 デジタルカメラ オリンパス スタイラス TG-630 1 物 品 H25.7 17,400

21 自走式芝刈機 バロネス GM530B 自走式 1 備 品 H21.2 165,900

【須原地域】

ＮＯ． 品 名 規 格 等 数量
区分※

(備品/物
品)

購入年月 価格

1 刈込み機 動力式ｾﾞﾉｱCHT230D 1 備 品 H5.6 63,860

2 ホースリール ｽﾃﾝﾚｽSLA-0 1 物 品 H5.8 22,660

3 ホースリール ｽﾃﾝﾚｽSLA-0 1 物 品 H5.8 22,660

4 はしご ｱﾙﾐ製 8ｍ 1 物 品 H6.3 31,312

5 事務机 SD-55S3P 1 物 品 H6.6 22,660

6 事務机 SD-55S3P 1 物 品 H6.6 22,660

7 小型耕耘機 クボタTA5SU 1 備 品 H6.6 244,110

8 運搬車 ｸﾛｰﾗ式 MCG95 1 備 品 H6.11 272,950

9 水中ポンプ ｼﾞｪｯﾄﾒｲﾄMP-25 1 物 品 H6.6 41,200

10 はしご 3点式 KWA-360 1 備 品 H6.5 87,344

11 コードリール 畑野 AP-331 1 物 品 H6.6 30,900

12 カメラ ﾌｼﾞﾜｰｸｽﾚｺｰﾄﾞ 28㎜ 1 物 品 H8.3 30,694

13 田打ちﾛｰﾀ 耕耘機用部品 1 物 品 H8.6 36,050

14 チェーンソー ES-29AL 1 物 品 H8.9 40,994

15 事務用デスク ｺｸﾖ SD-BN10S 1 物 品 H11.3 33,075

16 角テーブル ｺｸﾖ BT-410 1 物 品 H11.3 26,775

17 ロッカー 8人用 ｺｸﾖ LK-2F1 1 物 品 H11.3 22,050

18 冷蔵庫 三菱 MR-15T-S 1 物 品 H11.3 45,150

19 エアコン 三菱 MSZ-GV２８５ 1 備 品 H27.8 91,476

20 ｸﾘｰﾝﾋｰﾀｰ 三菱 VKT-402JC 1 備 品 H11.3 111,195

21 電話機 ブラザー MFC-J727D 1 備 品 H27.5 194,400

22 テレビ 三菱 21C-S11 1 備 品 H11.3 72,135

23 灯油ﾀﾝｸ ｺﾛﾅ TC-201X 1 物 品 H11.3 40,950

24 ボード棚 ｺｸﾖ SE-L07456N 1 物 品 H11.7 38,350

25 ロッカー 2人用 ｺｸﾖ LK-8F1 1 備 品 H11.7 53,550

26 背負動力噴霧機 丸山 MS052 1 備 品 H11.8 67,200

27 ブロワー ゼノア HBZ ２６０２ 1 備 品 H27.8 42,120

28 タイムレコーダー ｺｸﾖ EX-3000NC 1 備 品 H12.6 51,975

29 軽トラック GD-DB52T 1 備 品 H12.12 848,400

30 下足箱 ｺｸﾖ SLK-HT12K 1 物 品 H13.8 49,350

31 スチール保管庫 ｺｸﾖ BWN-N5DF1NN 1 物 品 H13.11 44,625

32 掃除機(乾湿両用) ﾅｼｮﾅﾙ MC-G610WD 1 備 品 H13.11 66,150

33 カメラ ｺﾆｶ ｽﾞｰﾑ28-56 1 物 品 H13.11 45,339

34 背負動力散布機 DMD321-13 1 備 品 H13.6 60,900

35 枝払い機 ｼﾝﾀﾞｲﾜ EK231S 1 備 品 H13.10 141,540

36 チェーンソー ｽﾁｰﾙ 024(40cm) 1 備 品 H13.10 99,750

37 発電機 ｼﾝﾀﾞｲﾜ EG1500-S 1 備 品 H13.7 101,850

38 芝刈り機 GM530自足式ﾛｰﾀｰﾘｰﾓｱ 1 備 品 H14.7 141,750

39
チッパーシュレッダ
（チップ製造機）

新ダイワCSE800 1 備 品 H14.9 378,000

40
ｸﾞﾘｰﾝｽﾗｲｻｰ（芝根切
り機）

（株）共栄社GS500 1 備 品 H14.11 787,500

41 耕耘機 クボタTG600-TWR 1 備 品 H16.6 391,650

42 サッカーゴール KE-714 1 備 品 H16.3 262,500

43 刈り払い機 共立 SRE２６５５UG 1 備 品 H25.7 36,750

44 刈り払い機 共立 SRE２６５５UG 1 備 品 H27.8 37,800

【浅草岳地域】

ＮＯ． 品 名 規 格 等 数量
区分※

(備品/物
品)

購入年月 価格

1 草刈機 バロネス自走式ロータリーモアGM500B 1 備 品 H12.11 189,000

【道光・根小屋地域】

ＮＯ． 品 名 規 格 等 数量
区分※

(備品/物
品)

購入年月 価格

1 草刈機（肩掛式） 共立 ＳＲＥ２６２５ＵGT 2 備 品 H26.7 37,800

2 動力噴霧器 丸山製作所 ＭＳ０４８Ｒ２０ 1 備 品 H15.4 55,650

3 シュレッダー 元宏製作所 ＨＫ－３０Ｄ１ 1 備 品 H15.9 310,800

4 石油ファンヒーター コロナ ＦＨ－Ｅ６２Ｙ 1 物 品 H15.9 57,750

5 掃除機（業務用） アマノ ＪＶ－５Ｎ 1 物 品 H15.9 34,650

6 会議用テーブル コクヨ ＫＴ－Ｓ１１０ＲＮ 12 備 品 H15.9 42,000

7
セット動噴（薬剤散布用噴
霧器）

丸山製作所 ＭＡ４１３ＥＡ 1 備 品 H16.6 246,000

8 AED AEDハートマスター 1 備 品 H15.4 52,500

9 テレビビデオ 東芝21型21VR17 1 備 品 H15.4 57,750

10 エンジンポンプ ホンダ WB20X 1 備 品 H21.1 165,900

11 自走式芝刈機 バロネス GM530B 自走式 1 備 品 H26.11 343,116

【浦佐地域】

ＮＯ． 品 名 規 格 等 数量 (備品/物品) 購入年月 価格

1 ゴミステーション 1700*1280*950 1 備 品 H10.11 88,200

2 高圧洗浄機 エンジン式 1 備 品 H20.10 144,722

3 ターミナルアダプタ IT60L/D 1 物 品 H12.3 23,310

4 電気掃除機 MC-G600WD 1 備 品 H12.3 56,175

5 スチール棚 1500×1800×600 4 物 品 H12.3 29,400

6 屋外用台車 750×1200 2 備 品 H12.3 60,165

7 発電機 インバーター式 1 備 品 H12.3 268,800

8 汚泥排水ポンプ EX型 φ50×0.4kw 1 物 品 H12.3 49,350

9 集塵機 エンジン付・背負型 1 備 品 H13.3 97,215

10 ファックス付き電話 SNF-5CL 1 物 品 H13.3 43,050

11 折り畳みテーブル 700×1800×600 2 物 品 H13.3 36,750

12 折り畳みテーブル 700×1800×600 2 物 品 H13.3 48,300

13 休憩室用テーブル 710×1600×870 2 備 品 H13.3 57,330

14 応接テーブル 1200×600 1 物 品 H13.3 28,350

15 応接ソファ 1600×690 1 備 品 H13.3 63,000

16 応接ソファ 630×690 2 物 品 H13.3 30,450

17 マガジンラック 900×740×300 1 物 品 H13.3 24,570

18 分別用ゴミ箱 LLP-300 1 備 品 H13.3 162,750

19 屋外用ゴミ箱 SD91BSH 2 備 品 H13.3 119,228

20 屋外用足拭きマット 1200×900 6 物 品 H13.3 24,990

21 屋外用足拭きマット 1800×900 4 物 品 H13.3 39,900

22 屋外用足拭きマット 1800×901 1 物 品 H13.3 32,760

23折畳椅子収納台車 1450×615×815 2 物 品 H13.8 35,700

24 アルミ二連梯子 L=8.21m 1 備 品 H13.12 51,870

25 アルミ三脚脚立 L=3.60m 1 物 品 H13.12 20,160

26 分別用ゴミ箱 LLP-300 1 備 品 H14.3 146,685

27 屋外用ゴミ箱 SD91BSH 3 備 品 H14.3 110,250

28 パンフレットスタンド VBCV-024NB 1 物 品 H14.3 47,565

29 木製ロッカー 900×330×900（3段3列） 1 物 品 H14.12 29,400

30 シューズボックス 1200×330×1500 1 物 品 H14.12 49,350

31 デジタルカメラ DG-4W 1 備 品 H17.1 80,382

32 パソコン デスクトップMT8000 1 備 品 H17.2 238,140

33 レーザープリンター LP-9200GZ 1 備 品 H17.2 180,810

34公園作業用車両 軽トラック ダイハツハイゼット 1 備 品 H17.3 775,956

35剪定枝破砕機 クローラ自走式 セル付エンジン出力7.5kw 1 備 品 H17.10 567,000
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【平成28年度決算報告】 （単位：円）

収入項目 実績額

指定管理者委託料収入 109,806,000 

利用料金収入計 38,712 

有料公園施設使用料 0 

行為許可使用料 38,712 

事業収入 計 109,844,712 

支出項目 実績額

維持管理費 104,814,578 

人件費 31,575,314 

正規職員 13,996,800 

嘱託員等 15,892,949 

福利厚生費 1,685,565 

光熱水費 12,813,753 

電気料 9,576,618 

ガス料 16,265 

上下水道料 1,772,152 

燃料費（灯油） 1,448,718 

植物管理 40,216,448 

作業員賃金 31,387,948 

原材料費 4,466,146 

委託料 4,362,354 

施設管理 11,617,062 

作業員賃金 6,916,246 

原材料費 2,248,801 

委託料 2,452,015 

清掃 2,244,737 

作業員賃金 2,203,587 

原材料費 41,150 

委託料 0 

巡視・点検 259,200 

作業員賃金 0 

委託料 259,200 

事務費 2,998,238 

修繕費 3,089,826 

一般管理費等経費 5,007,000 

管理運営経費計 109,821,578 

【平成28年度行為許可収入実績】

計
内訳

小出地区 大湯地区 須原地区 浅草岳地区 道光・根小屋地区 浦佐地区

物品の販売
・頒布

件数 1 9 

収入（円） 760 4,560 

競技会
・集会等の催し

件数 11 

収入（円） 8,832 

ロケーション又
は業としての写

真撮影

件数 5 1 7 

収入（円） 3150 17000 4,410 

計
件数 34 5 0 0 1 1 27

収入（円） 38,712 3,150 0 0 760 17,000 17,802

【平成28年度公園別光熱費】

計
内訳

小出地区 大湯地区 須原地区 浅草岳地区 道光・根小屋地区 浦佐地区

電気料 9,576,618 3,212,070 200,368 280,022 13,693 290,628 5,579,837 

ガス料 16,265 0 16,265 0 0 0 0 

上下水道料 1,772,152 490,564 101,377 289,878 39,822 103,012 747,499 

合 計 11,365,035 3,702,634 318,010 569,900 53,515 393,640 6,327,336 

【利用者数実績】 （単位：人）

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 備考

浦佐地区

公園利用者 101,725 114,371 114,917 132,453 115,196 136,410
美術館 13,676 19,432 16,556 19,597 16,465 20,302設置・管理許可施設

計 115,401 133,803 131,473 152,050 131,661 156,712

小出地区

公園利用者 62,679 62,769 63,089 63,633 63,002 78,274
ビジターセンター 17,027 1,300 40,159 39,644 9,958 0設置・管理許可施設、H27.11末閉館

文化会館 96,334 83,063 75,664 90,874 81,032 112,747設置・管理許可施設

計 176,040 147,132 178,912 194,151 153,992 191,021

大湯地区

公園利用者 16,620 13,364 14,214 14,639 25,360 31,139
ユピオ 27,087 25,485 25,692 6,375 6,265 5,206設置・管理許可施設

計 43,707 38,849 39,906 21,014 31,625 36,345

道光・根小屋地区
公園利用者 26,718 36,521 37,357 40,184 38,511 60,855

計 26,718 36,521 37,357 40,184 38,511 60,855

須原地区

公園利用者 9,162 8,583 10,030 10,961 12,817 18,791
かたっこ 4,955 5,173 5,198 5,018 4,789 0設置・管理許可施設、H28.3末閉館

目黒邸 20,107 13,927 13,923 15,461 12,417 11,580設置・管理許可施設

計 34,224 27,683 29,151 31,440 30,023 30,371

浅草岳地区

公園利用者 7,532 6,241 8,797 8,608 8,160 7,817
浅草山荘 8,627 8,046 8,839 8,550 6,764 6,150設置・管理許可施設

計 16,159 14,287 17,636 17,158 14,924 13,967
公園全体総利用者数 412,249 398,275 434,435 455,997 400,736 489,271


