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１ はじめに 

本書は、洞峰公園に関し、茨城県が指定管理者に要求する管理運営基準を示すものである。 

なお、指定管理者は、本書に定めのない事項であっても業務遂行上必要と認められる事項につ

いては、実施することとする。 

 

２ 運営管理業務 

運営管理業務は、公園が持つ様々な効用を十分に発揮させ、公園を利用しやすくするようなサ

ービスを提供するものである。 

(1) 管理体制 

ア 管理体制 

(ア) 適切な職員の配置・組織を行い、管理責任者を明確にすること。 

(イ) 管理にあたっては、茨城県安全なまちづくり条例（平成15年３月茨城県）、茨城県

安全なまちづくり条例に基づく防犯上の指針（平成16年３月茨城県）に基づく管理に

努めること。 

(ウ) ボイラー技士（特級又は一級）を配置すること。 

(エ) 危険物取扱者（甲種、乙種第４類又は丙種）を配置すること。 

(オ) 防火管理者（甲種）を配置すること。 

(カ) 職員の配置にあたっては、「遊泳用プールの衛生基準」（平成19年厚生労働省）、

「プールの安全標準指針」（平成19年３月文部科学省及び国土交通省）、「茨城県遊

泳用プール衛生指導要綱」（平成19年改正茨城県）を遵守すること。 

(キ) 職員の資質、知識等の向上に努めること。 

(2) 利用者サービスの向上 

イ 利用案内 

(ア) 利用者が円滑な活動ができるように、必要な指導・助言・案内等を行うこと。 

(イ) ホームページ（茨城県営都市公園オフィシャルウェブサイト等）やパンフレット等

で、利用者が必要とする情報を提供すること。 

(ウ) 利用者への施設案内を行うこと。 

(エ) 電話等での利用に関する問い合わせに対応すること。 

(オ) 利用者等からの苦情・要望に適切に対応すること。 

(カ) 休園日であっても、常に利用者の問い合わせ等に対応できる体制を整えること。 

(キ) 利用に関する疑義については、県と協議すること。 

ウ 利用者応対 

(ア) 職員に公の施設の管理代行業務に従事するものであることを自覚させ、利用者への

応対には、十分注意を払うこと。 

(イ) 職員の接遇の向上に努めること。 

エ 禁止行為等に対する指導 

(ア) 茨城県都市公園条例（昭和32年茨城県条例第26号）（以下「条例」という。）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、中止するよう指導を行う
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こと。 

オ ホームレスの取り扱い 

ホームレス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。 

(3) 保安・リスク対応 

ア 巡視・警備 

(ア) 利用者の安全確保及び財産の保全のため、毎日巡回警備を行うこと。 

(イ) 夜間及び休館日は、犯罪及び火災発生等の早期発見、拡大防止等を図るため、建物

（管理棟、新都市記念館）の機械警備を行うこと。 

イ 事故防止対策 

(ア) 園内の日常点検は、常に事故防止の観点に立って実施し、異常を発見した場合には

直ちに修繕を行うこと。 

(イ) 夜間照明、防護柵等の安全施設については、適宜、整備・点検し、利用者の事故防

止に努めること。 

(ウ) 危険な行為をしている来園者には指導等を行い、他の来園者の安全に努めること。 

ウ 緊急対応体制の確立 

(ア) 事故や災害時などに迅速かつ的確に情報を伝達するとともに、それに対応できる体

制を確立すること。 

(イ) 事故が発生した場合は、被害者の救済、保護などの応急措置を講じ、必要に応じて

関係機関に連絡し、対処すること。 

(ウ) 重大な事故については、直ちに県に報告し、その指示に従うこと。 

(エ) 非常時の緊急連絡体制、公園巡視方法、避難誘導方法について、事前に計画を作成

し、県の承認を得ること。なお、非常時とは、気象庁発表による地震情報及び気象情

報のうち、①震度５弱（つくば市研究学園）、②大雨警報、③暴風警報をいう。 

エ 賠償責任保険 

(ア) 利用者に係る賠償責任保険等に次の金額を基準として加入すること。 

a 賠償責任保険 

身体 １名につき  １億円以上、 １事故につき ３億円以上 

対物 １事故につき １千万円以上 

 b プール発券機（２基）動産保険 

動産 １事故につき ２千万円以上 

現金 １事故につき 20万円以上 

 c 駐車場ゲート（２基）動産保険 

動産 １事故につき ２千万円以上 

現金 １事故につき 20万円以上 

 d 電動車椅子保険 

身体 １事故につき ３千万円以上 

対物 １事故につき ５百万円以上 
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(イ) 県及び指定管理者の瑕疵を対象とするものであること。 

オ 防犯・防火対策 

(ア) 施設の施錠や点検を行うとともに、鍵の適切な管理を行うこと。また、退場時には

火気の始末に留意すること。 

(イ) 消防設備の把握、点検等を行うこと。 

(4) 公園施設の運営及び利用の許可 

ア 開園日等 

(ア) 開園日及び開園時間は、茨城県都市公園管理規則（昭和45年茨城県規則第21号）第

12条に定めるとおりとする。 

(イ) 利用者の安全性を確保するために緊急に休業する必要が生じた場合は、県と協議す

ること。 

(ウ) 施設整備のため、県の都合により臨時に休業することがある。 

イ 有料公園施設の利用の許可 

(ア) 条例第７条第３項の規定による利用の許可を行うものとする。 

(イ) 有料公園施設の利用料金徴収事務を行うものとする。 

(ウ) 有料公園施設利用の予約受付は、次の方法で行うこととし、それに対応できる体制

を整えること。 

a 窓口での予約受付 

b 電話による予約受付  

c 「いばらきスポーツ施設予約システム」による予約受付 

(ア) 平等かつ公平な利用の確保に努めること。 

(イ) 施設の設置目的に適合した利用を優先すること。 

(ウ) 利用者数などを把握するとともに、それを整理し、利用状況実績報告書を作成する

こと。 

(エ) 疑義については、県と協議すること。 

ウ 利用の許可 

(ア) 条例第３条第１項及び第３項の規定による利用の許可を行うこと。ただし、許可に

当たっては、審査基準を遵守すること。 

(イ) 利用料金徴収事務を行うものとする。 

(ウ) 平等かつ公平な利用の確保に努めること。 

(エ) 施設の設置目的に適合した利用を優先すること。 

(オ) 利用者数などを把握するとともに、それを整理し、利用状況実績報告書を作成する

こと。 

(カ) 疑義については、県と協議すること。 

（参考）具体的な行為の許可 

・業として行う写真撮影に対する許可 

・映画の撮影・ＣＭの撮影に対する許可 

・物品の販売等に対する許可 
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・競技会・展示会等の開催に対する許可 

エ 利用料金の額の設定 

(ア) 条例で定める額の範囲内において、あらかじめ県の承認を得た額を利用料金として

定めること。 

(イ) 利用料金の変更が必要な場合は、あらかじめ県の承認を得ること。 

オ 利用料金の減免 

条例第15条の10の規定に該当する場合は、利用料金を減額又は免除すること。 

カ 利用料金の返還 

既に納付した利用料金は、原則返還しないこと。ただし利用者の責に帰することができ

ない理由によって利用できなくなった場合は、その全部又は一部を返還すること。 

キ 自動販売機の設置 

売店等便益施設（自動販売機含）の設置にあたっては、指定管理者が県に配置計画

を提案し、県の許可を受けたうえで設置し、売上手数料は自主事業収入として計上す

ること。 

ク 飲食店の管理 

飲食店（筑波新都市記念館内）の管理を行うにあたっては、指定管理者が飲食店運営計

画書を提出し、県の許可を受けたうえで運営し、売上げについては自主事業収入として計

上すること。 

 

３ 維持管理業務 

維持管理業務は、公園施設の機能を確保し安全に利用できる状態に維持するものである。 

なお、維持管理業務の基準は、別紙「維持管理基準表」及び「施設管理基準表」に基づくもの

とする。 

(1) 施設管理業務 

ア 公園施設の機能を維持し、サービスの提供が円滑に行われる状態を常に保つこと。 

イ 施設を安全かつ安心して利用できるよう、施設の保全に努めること。 

ウ 保守管理報告書を作成すること。 

(2) 施設修繕業務 

指定管理者及び施設利用者の責めに負わない施設等の修繕は、次のとおりとする。 

なお、修繕期間中の有料公園施設閉鎖に伴う利用料金収入及び自主事業収入の減について

は、原則として県は補填しない。 

ア 応急的な修繕 

(ア) 公園内における施設又は設備が破損した場合、安全又は管理運営上、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や修繕に係る見積の徴収を行い、修繕

を行うこと。 

(イ) 修繕に要する費用は、１件20万円未満の小規模な修繕については、県からの委託料

に含まれる。また、１件20万円以上の修繕を実施する必要が生じた場合は、県と協議

すること。 
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(ウ) 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、県の指示があったときは提出すること。 

(エ) 修繕に係る費用は、年度末に精算するため、支払いに関する書類等は整理・保管し

ておくこと。 

イ 計画的な修繕改修 

(ア) 公園内における施設又は設備が破損した場合で、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く、次年度以降に対応可能なものについては、内容、方法、

必要金額、優先順位等を整理し、県が別途指示するときに報告すること。 

(3) 備品保守管理・修繕業務 

ア 施設における活動に支障をきたさないよう、備品の適正な管理を行うとともに、不具合

の生じた備品のうち、１件20万円未満の修繕費用がかかるものについては、県からの委託

料で対応すること。１件20万円以上の修繕を実施する必要が生じた場合は、県と協議する

こと。 

イ 修繕に係る費用は、年度末に精算するため、支払いに関する書類等は整理・保管してお

くこと。 

ウ 車両等備品の維持管理経費及び任意保険加入経費は、県からの委託料に含むものとする。 

エ 備品の管理にあたっては、備品台帳を保管し、変更があった場合は更新すること。 

なお、備品とは、比較的長期間にわたって、その性質、形状等を変えることなく使用に

耐えるものであること。 

(4) 清掃業務 

ア 日常的に巡視・点検、清掃（ゴミ拾い）等を行い、常に美観と清潔な状態を保つこと。

イ 消耗品は常に補充された状態にすること。 

ウ 定期的又は必要に応じて清掃、害虫駆除を行い、施設を良好な状態に保つこと。 

(5) 光熱水費の支出 

指定管理者は、光熱水費を支払うこと。 

(6) 施設別維持管理留意事項 

ア 植栽地 

(ア) 「茨城県土木部・企業局土木工事共通仕様書－公園緑地編」に基づき作業を行うこ

と。 

(イ) 雑草が目立たない状態を保持すること。 

(ウ) 消毒、農薬等は、利用者が少ない日や時間帯に行うこと。 

イ 管理事務所 

常に清潔に保ち、利用者が立ち寄りやすい状態とすること。 

ウ 便所 

常に清潔な状態に保ち、消耗品（トイレットペーパー、石鹸等）を補充すること。 

エ 駐車場 

(ア) 公園利用者の利用を原則とすること。 

(イ) 巡回等により駐車場内における車上荒らし等の発生の防止に努めること。 
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オ 遊具 

(ア) 日常点検を定期的に行い、異常個所の早期発見に努め、常に安全に使用できる状態

に保つこと。 

(イ) 日常点検において、異常を発見した場合は、必要に応じて専門技術者による点検を

行うこと。 

(ウ) 専門技術者による定期点検を年１回以上行うこと。 

(エ) 「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」（平成26年６月国土交通省）を

遵守すること。 

カ 屋内水泳プール 

(ア) 「遊泳用プールの衛生基準」（平成19年厚生労働省）、「プールの安全標準指針」

（平成19年３月文部科学省及び国土交通省）、「茨城県遊泳用プール衛生指導要綱」

（平成19年改正）を遵守すること。 

(イ) 日常的に点検を行い、異常個所の早期発見に努め、常に清潔で安全に利用できる状

態に保つこと。 

キ 園路照明 

夜間は、防犯上必要な箇所を常に点灯しておくこと。 

ク 四阿、ベンチ等 

日常的に点検を行い、常に清潔で安全に利用できる状態に保つこと。 

ケ 洞峰沼 

(ア) 水位管理や水質検査、清掃等を定期的に行い、良好な状態を保つこと。 

(イ) 「水質汚濁に係る環境基準について（別表２-１-(2)-ア-Ｃ環境保全、別表２-１-(2)-

イ-Ⅴ環境保全）」（環境省告示第37号）を尊守すること。 

コ 機械設備 

茨城県が定める「機械設備の運転及び点検整備マニュアル」に基づき、必要な保守点検

等を行うこと。 

サ ゴミ箱 

常に清潔な状態に保ち、適宜ゴミを処分すること。また、家庭用ゴミの搬入を出来る限

り防止すること。 

シ 備品の減価償却 

備品等を指定管理者の費用で購入した場合は減価償却費用を見込むこと。 

ス その他の施設 

必要な点検等を行い、常に利用できる状態に保つこと。 

 

４ 利用促進業務（自主事業） 

緑化の啓発や利用者の増加等に寄与する業務を行うものである。なお、必要な費用については、

利用促進費として計上すること。 

(1) 公園ボランティアの活用 

ア 「茨城県公園サポーター制度」に関する次の事務を行うこと。 
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(ア) 公園サポーターの募集 

(イ) 必要な用具類の貸与 

(ウ) 公園サポーターの活動に関する指導・監督 

(2) イベント、スポーツ教室、講習会等の開催 

公園施設を活用したイベントやスポーツ教室等を積極的に開催すること。 

(3) 広報 

積極的かつ効果的に広報活動・情報提供を行うこと。 

(4) 利用モニタリング 

利用モニタリング（実態調査）等を行い、利用者ニーズの把握に努め、県に適宜報告する

とともに管理業務に反映すること。 

 

５ その他の留意事項 

(1) 記録等の作成及び保存 

管理運営や経理等に関する資料は、常に整理し、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。 

資料及び写真等は、５年間保存し、県から請求の合った場合は、速やかに提示できるよう

にすること。（指定期間終了時には県へ引き継ぐこと） 

(2) 県からの要請への協力 

ア 県から、公園への管理運営及び公園の現状等に関する調査または作業の指示があった場

合は、迅速、誠実かつ積極的な対応を行うこと。 

イ 県が実施または要請する事業への参加、支援、協力、実施を積極的かつ主体的に行うこ

と。 

(3) 県と指定管理者で協議・調整を要する事項 

ア 次の事項に関することは、県と指定管理者が調整または協議を行うこと。 

(ア) 施設の管理運営に係る各種規定・要綱等を作成する場合 

(イ) 追加開園等により、指定管理期間中に管理運営に関する業務内容が変更される場合 

(ウ) その他、募集要項及び管理運営基準に記載のない事項 



]

維持管理基準表（洞峰公園）

区分 管理項目 管理場所 頻度 数量 作業内容

施設管理 消防設備点検
管理棟・ｱﾘｰﾅ棟・ﾌﾟｰﾙ棟・新
都市記念館

機器　2回以上／年
総合　1回以上／年

1式 保守点検等

電気設備点検
管理棟・ｱﾘｰﾅ棟・ﾌﾟｰﾙ棟・新
都市記念館・ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ外

1回以上／月 1式 保守点検等

機械設備点検

管理棟（ﾍｯﾀﾞｰ，蓄熱槽，ﾎﾞｲ
ﾗｰ，軟水化装置，ﾎﾟﾝﾌﾟ類，
給・排気ﾌｧﾝ，ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ空調
機）

　1回以上／年 1式 保守点検等

管理棟（発電機） 　2回以上／年 1式 保守点検等

管理棟（ﾌﾟﾚｰﾄ式熱交換機，吸
収式冷凍機）

　3回以上／年 1式 保守点検等

管理棟（圧力容器ｺｲﾙ引抜点
検）

　1回以上／5年
(前回H29年度に実施）

1式 保守点検等

特定建築物定期点検
管理棟・ｱﾘｰﾅ棟・ﾌﾟｰﾙ棟・新
都市記念館

　1回／3年
(前回H31年度に実施） 7,404m2 定期点検

空調機点検 新都市記念館 　1回以上／年 1式 保守点検等

管理棟 　2回以上／年 1式 保守点検等

ｱﾘｰﾅ棟 　２回以上／年 1式 保守点検等

電算機点検 管理棟 1回以上／月 1式 保守点検等

濾過器点検 ﾌﾟｰﾙ水 　2回以上／年 1式 保守点検等

濾過器点検 井水 　2回以上／年 1式 保守点検等

ｵｲﾙﾀﾝｸ点検 管理棟 　1回以上／年 1式 保守点検等

自動ﾄﾞｱ点検 管理棟・新都市記念館 　2回以上／年 1式 保守点検等

駐車場ｼｽﾃﾑ点検 北・南駐車場 　4回以上／年 1式 保守点検等

自動改札・券売機点検 管理棟 　4回以上／年 1式 保守点検等

遊具点検 遊具
日常　1回以上/週
定期　1回以上/年

1式 保守点検等

一般施設点検 公園全域 毎日 1式 保守点検等

ボイラー煙道試験 管理棟 　2回以上／年 1式 ばい煙測定

水質検査 井水･水道水・洞峰沼 1回以上／月 1式 水質検査（定期）

水道水 　1回以上／年 1式
水質検査（水質
全項目試験）

屋内水泳ﾌﾟｰﾙ
残留塩素　  3回以上/日

大腸菌　　1回以上/月
1式

水質検査（残留
塩素等）

清掃管理 園内清掃 公園全域（建物除く） 毎日 1式 清掃

建物清掃
管理棟・ｱﾘｰﾅ棟・ﾌﾟｰﾙ棟・新
都市記念館・ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ

毎日 1式 清掃

管理棟・記念館・ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ 1回以上／月 1,737m2 床面ﾜｯｸｽ清掃

管理棟・ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ等 1回以上／月 2,526m2 床面水洗い清掃

管理棟 1回以上／月 194m2 ｶｰﾍﾟｯﾄ清掃

管理棟 　2回以上／年 194m2 ｶｰﾍﾟｯﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

管理棟・ｱﾘｰﾅ棟・ﾌﾟｰﾙ棟・新
都市記念館・ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊｳｽ

　4回以上／年 1,363m2 ｶﾞﾗｽ建具清掃

便所清掃 便所 毎日 8箇所 清掃
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]

維持管理基準表（洞峰公園）

区分 管理項目 管理場所 頻度 数量 作業内容

清掃管理 洞峰沼清掃 洞峰沼 　6回以上／年 1式 清掃

ﾌﾟｰﾙ清掃 屋内水泳ﾌﾟｰﾙ 　1回以上／年 1式 清掃

井水槽清掃 管理棟 　2回以上／年 1箇所 清掃

植物管理 芝生管理 芝生地 　2回以上／年 22,800㎡ 人力除草

芝生地 　4回以上／年 22,800㎡ 芝刈り

芝生地   1回以上／年 22,800㎡ 目土掛け

芝生地   1回以上／年 22,800㎡ ｴｱﾚｰｼｮﾝ工

芝生地 　1回以上／年 22,800㎡ 施肥

芝生地 　1回以上／年 22,800㎡ 芝生病害虫防除
（殺虫）

芝生地 　1回以上／年 22,800㎡ 除草剤散布

樹木管理 樹林地 　1回以上／年 730本 高木剪定

樹林地 　1回以上／年 1,787本
高木病害虫防除
（殺虫剤）

樹林地 　1回以上／年 261本
高木病害虫防除
（樹幹注入（松））

樹林地 　1回以上／年 8,700㎡ 寄植刈込み

樹林地 　1回以上／年 8,700㎡ 寄植病害虫防除
（殺虫）

樹林地 　3回以上／年 8,700㎡ 植樹帯除草

樹林地 発生時 50本 枯損木伐採

樹林地 発生時 100t 枯枝葉処分

樹林地 　4回以上／年 5,000㎡ 林地除草

草地管理 草地 　4回以上／年 52,700㎡ 草地除草

草花管理 花壇 　2回以上／年 250㎡ 地拵え

花壇 　2回以上／年 250㎡ 施肥

花壇 適宜 250㎡ 灌水

花壇 　2回以上／年 250㎡ 花植替

花壇 　2回以上／年 204㎡ 播種

花壇 　1回以上／年 197㎡ 球根植付

ﾊﾞﾗ園管理 ﾊﾞﾗ園 2回以上／月 219㎡ 病害虫防除他
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施設の種類 構　　造 定期点検・補修 補修のめやす

園路 アスファルト舗装 クラック穴埋め 全面積の5～15％にクラック陥没等が生じたとき（3～5年）

オーバーレイ,シールコート 全般的にアスコンの老化がみられるとき（10年）

自然石舗装 自然石据直し 全面積の10％以上に不陸が生じたとき（3～5年）

自然石取替え 破損箇所が特に目立ってきたとき（3～5年）

平板舗装 平板据直し 全面積の10％以上に不陸が生じたとき（3～5年）

平板取替え 破損箇所が特に目立ってきたとき（5年）

砂利舗装 排水整備 排水不良がとなったとき（適宜）

自然石取替え 泥溜め清掃（2～3年）

駐車場 アスファルト舗装 クラック穴埋め 全面積の5～15％にクラック陥没等が生じたとき（3～5年）

オーバーレイ,シールコート 全般的にアスコンの老化がみられるとき（10年）

建物 コンクリート構造物 躯体補修 全般的に建物の老朽化がみられるとき（10～15年）

塗装 破損箇所が特に目立ってきたとき（適宜）

設備修繕 電気・給排水設備の不良箇所がみられるとき（10～15年）

パーゴラ・ 鋼製 棚補修 棚の腐朽度に応じて（3～5年）

四阿等 鉄製　　5～10年

木製   10～15年

よしず   2～3年

木製 棚補修 同上

ベンチ・ 木製 座板補修 全面積の10％以上の破損、腐食が生じたとき（5～7年）

テーブル等 プラスチック製 座板補修 全面積の10％以上の破損、腐食が生じたとき（3～5年）

ボルト・ナット締直し 定期点検の際に処置（適宜）

コンクリート製 破損箇所補修 破損箇所が特に目立ってきたとき（5年）

遊具 木製 乗板取替え 腐朽度に応じて早めに（3～5年）

ボルト・ナット締直し、油差し 定期点検の際に処置（適宜）

鎖・金具磨耗箇所の取替え 磨耗度に応じて早めに（5～7年）

施設管理基準表
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