
北山公園管理業務 

１．公園管理業務 

① 安全管理 

・安全確保（危険個所の確認、危険物は置かれていないか等）と環境確保（ゴミは落ちていないか、

犬の糞などの撤去等を基本視点として、公園全域（駐輪所、管理エリア（バックヤード）、北山小

学校北側通路含む）を１日２回見回って、異常を確認した場合は、市担当者に速やかに連絡する。 

 

② 施設管理 

・始業時に管理所を開錠・セコムセキュリティを解除し、トイレを開錠する。 

・配電盤：管理事務所の電灯分電盤は、始業時に外部電源・給水ポンプ等のスイッチを ON にし、終

業時に OFF にする。 

・給水：自動運転の為、運転が異常停止した場合に復旧困難な場合、市担当者に速やかに連絡する。 

・消耗品の交換：トイレットペーパーや手洗石鹸等は使用状況を見て補充 

・照明器具消耗品は必要に応じて補給・交換する。 

・園内掲示物の管理：状況に応じて補修 

 

③ 清掃 

＜トイレ＞ 

・清掃：終業時に便器・床等の清掃を行う。見回り等に行った際に、汚れを確認した時はその都度清

掃を行う。 

・床タイル：基本的に年 2 回（６月菖蒲まつり終了後、年末作業前）程度、洗剤を使った床洗浄を行

う。汚れのひどい時には、適時行う。 

・床排水口：随時臭気止めの充水を行い、排水口の状態を確認する。 

・便器、洗面器：洗剤使用の清掃や拭き掃除を随時行うとともに、芳香剤を設置し、臭気止めに努め

る。 

・汚物入れ：終業清掃時に確認し、ゴミ回収、清掃を行う。 

・壁・鏡・窓・天井等：窓、天井については、床清掃の時に行い、壁、鏡については、随時実施する。 

・異物の詰まり等：異物詰まりを確認した時は除去する。 

＜休憩施設＞ 

・クモの巣の除去等、清掃等は来園者のいない時を見計らって適宜作業する。また、始業時に土間の

水まき・清掃、ベンチの拭き掃除を行う。 

＜喫煙所＞ 

・終業時に灰皿の清掃を行う。 

＜園内＞ 

・落葉、ゴミなど回収：落葉清掃は状況を見て随時実施。ゴミ回収は見回り時に実施。 

・ベンチ、手摺等：来園者が使用上支障をきたす場合に、拭き掃除等を行う。 
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・近接する道路、水路、河川等の見回り時に、ゴミを確認した際に実施する。 

・回収ゴミ等の処分：分別した上で、回収日に駐輪場脇の集積所に排出する。 

 

④ 来園者対応等 

・拾得物：基本的に取得者が警察へ届け出る。来園者が取得した際、その旨を説明する。帽子や鍵等

は一時、管理所で保管し、その後の取り扱いについては、市役所担当者に連絡及び確認する。 

 

⑤ 剪定、除草 

・低木刈り込み（アジサイ、オオムラサキツツジ他）開花期終了後に剪定 

・ウメ、フジ他落葉樹は１２月~１月頃に剪定 

・葦刈りは新芽が出る３月中に作業 

 

⑥ 除草（手抜き除草、草刈り） 

・来園者の多い土日の草刈作業は中止する。 

・実施日数は年間３回以上として、草の種が落ちる前に実施を基本として、草の繁茂が激しい場所か

ら順次草刈りを行う。 

・園路沿い等、通行人に危険が及ぶような場所の草刈については、飛散防止ネットを使用して通行人

などの安全を確保する。 

 

 

２．菖蒲等管理業務 

・菖蒲等管理業務の実施内容及び、菖蒲管理のポイントは下記に記載し、各作業に適切な時期に行い良好

な開花環境を保持すること。 

 

① 菖蒲田管理 

〇除草 

⇒菖蒲田及び希少品種ポットの除草を行う。特に菖蒲開花期に向けて重点的な除草を行う。 

・４月・５月 第 1 回目手抜き除草は、菖蒲田①→㉒、補植田、希少品種ポット苗の順で行う。 

第 2 回目以降は、草の伸びに応じて作業する。（最低 2 回以上実施） 

・６月～１０月 草の種が落ちる前に重点的に作業 

・１月～３月 冬草の除草 

 

〇施肥 

⇒化成肥料及び液体肥料の施肥、有機土壌改良材の使用 

・４月 菖蒲全面・希少品種ポット苗 化成肥料 

〔種類：エコ化成 8-8-8（チッソ 1.60 ㎏、リン酸 1.6 ㎏、カリ 1.6 ㎏）] 

・７月上旬（芯切り終了後）お礼肥、菖蒲全面・希少品種ポット苗 化成肥料 



〔種類：燐硝安加里 S604 16-10-14（チッソ 3.2 ㎏、リン酸 2.0 ㎏、カリ 2.8 ㎏）] 

・７月 株分け圃場 有機土壌改良材 

〔種類：土作り資材コフナ-MP（窒素全量 1.2％、リン酸全量 2.6％、カリ全量 1.4％、石灰

全量 19.8％、炭素窒素化 11）] 

・10 月 追肥 菖蒲全面・希少種ポット苗 化成肥料 ※状況に応じて散布 

    〔種類：エコ化成 8-8-8（チッソ 1.60 ㎏、リン酸 1.60 ㎏、カリ 1.60 ㎏）] 

  ・11 月 留肥 菖蒲全面・希少品種ポット苗 化成肥料 ※状況に応じて散布 

      〔種類：エコ化成 8-8-8（チッソ 1.60 ㎏、リン酸 1.60 ㎏、カリ 1.60 ㎏）]        

 ・3 月 菖蒲全面・希少品種ポット苗 液肥 

     〔種類：トミー液肥ブラック 10-4-6（窒素-リン酸-加里）希釈倍数 1000 倍〕 

 

〇薬剤散布 

⇒粒及び液体を散布。液体の場合、希釈濃度に配慮し、適切に行う。 

・4 月 菖蒲全面・希少品種ポット苗 殺菌剤・ユニフォーム 

・5 月 菖蒲全面・希少品種ポット苗 殺虫剤・ディプテレックス 希釈倍数 1000 倍 ※状況に応

じて散布 

・7 月 株分け圃場 殺虫剤・ユニフォーム、殺虫剤・ジェイエース 

・12 月 菖蒲全面・希少品種ポット苗 殺虫剤・ジェイエース 

〇不良株補植 

⇒リゾクトニア性立ち枯れ病（花菖蒲疫病）感染株の撤去及び補植 

・5 月 リゾクトニア性立ち枯れ病（花菖蒲疫病）の感染が確認されたら実施。 

・6 月～ 感染株を確認次第行う。 

 

〇株直し 

⇒霜による浮き上がり株の戻し、株分け対象外の株にエアレーションを行う。 

・1 月～3 月 浮き上がり株戻し ※状況に応じて実施 

・1 月～3 月 エアレーション 植栽 5 年以降の株を対象 ※状況に応じて実施 

 

〇虫害対応 

⇒病害虫の発生状況に応じて実施 

・捕殺及び薬剤散布（上記参照）。 

 

〇花がら摘み 

⇒景観良く、2 番花を綺麗に咲かせる為。 

・5 月中旬から咲き出し以降、花がら摘み作業実施。 

・菖蒲全面・希少品種ポット苗で、菖蒲まつり期間中については、午前 4 時から 10 時に実施する。 

 

〇茎切り 



⇒種子を作らせない為の作業。 

・菖蒲まつり期間中、花がら摘み終了後から 10 時頃まで種が成長する前に茎切り作業を行う。 

・菖蒲まつり終了後、花が少なくなった圃場から順次行う。 

・全切り（すべての花芽及び茎を切り取る作業）で出た花芽（蕾）の対処方法は市と協議の上、対応

する。 

 

〇葉切り（葉刈り） 

⇒株の 3 分の 1 から半分、葉が枯れ始めた段階で実施。 

・株の 3 分の 1 から半分、葉が枯れた圃場から作業。 

 

〇株分け 

⇒古い株の植え替え 

・市指定の圃場（菖蒲田⑬半面）を行う。 

・咲き出し以降、対象圃場にて品種管理として図面落としを行う。 

・7 月上旬から 8 月下旬に掘取り、手抜き除草、葉刈り、株割り、植え付け株作り（大株仕立て）、

代搔き耕運、天地返し耕運、植え付けを順次行う。 

 

〇補植田管理 

⇒補植田の除草及び販売用ポット苗の管理。 

・除草（除草の項目を参照） 

・作成したポットの配置（7 月～8 月） 

 

〇品種管理 

⇒菖蒲園に現存する種類の把握。 

・株分け終了後、市に株分け対象田の植え付け図面提出。 

・品種数の少ないものについては、希少品種ポット苗置き場で作成し育成する。 

 

〇水管理 

⇒市と協議の上、実施する。 

 

② ハス池管理 

  〇除草 

  ⇒ハス池の除草を行う。 

  ・年 2 回以上実施。 

 

  〇水管理 

  ⇒市と協議の上、実施する。 

  ・5 月のゴールデンウィーク明けに入水する。 



 

  〇施肥 

  ⇒化成肥料を使用し散布。 

  ・5 月に化成肥料を散布。 

  〔種類：エコ化成 8-8-8（チッソ 1.60 ㎏、リン酸 1.6 ㎏、カリ 1.6 ㎏）] 

 

  〇病害虫防除 

  ⇒液体を散布。希釈濃度に配慮し、適切に行う。 

  ・茎にアブラムシが付着を確認次第、ディプテレックス（希釈倍数 1000 倍）を散布。 

 

  〇枯葉等の処理 

  ⇒ハスの葉が 2 分の 1 ほど枯れ始めたら実施。 

  ・2 分の 1 が枯れ始めたら作業。 

 

③ その他植栽物管理 

  ・カキツバタ、スイセン花壇で、除草、施肥、病害虫防除、枯葉等の処理は状況に応じて作業を行う。 

 

④ 水路等の管理 

  ・入水時から漏水箇所の補修を行う。 

  ・水路内の除草及び堆積土砂の撤去は状況に応じて作業を行う。 

  ・民有地の水利権があるため、特に民有地に接する場所については、市の指示で作業を行う。 

 

⑤ 菖蒲まつり対応 

  〇菖蒲販売補助 

  ・菖蒲販売に向け、前日に市担当者にポット数及び切り花の本数を確認し、準備する。 

 

  〇展示用菖蒲準備 

  ・市の指示により、準備を行う。 

 

  〇イベント補助 

  ・花摘み娘の指導他、市と協議の上実施する。 

 

  〇ポット配置 

  ・菖蒲まつり期間前に休耕田に 1100 ポットを配置し、菖蒲まつり終了後に撤去及び補植田へ運搬を

行う。 

  ・ポットの配置につては、市と協議の上決定する。 

 

 



３．休耕田管理業務 

・休耕田管理の実施内容及びポイントは下記に記載し、休耕田の管理を各作業適切な時期に行う。 

 

  〇菖蒲株堀上げ 

⇒作成した品種管理図面を元に、品種株に札を取り付け、掘取り等作業を行う。 

・菖蒲まつり終了後～7 月末 休耕田とする菖蒲田の株を堀上げる。 

 

〇菖蒲株分け 

⇒堀上げた株の手抜き除草、葉刈り、株割り、植え付け株作り（大株仕立て）を行う。 

・株作りは生育良好な株を使う。 

 

〇菖蒲田耕運 

⇒年 3 回行う。有機土壌改良質材（コフナＭＰ）を適切な量、既存土と混合し撹拌する。 

・7 月 第 1 回目 

・12 月 第 2 回目 

・2 月下旬～3 月 第 3 回目 

 

〇調査及び図面作成 

⇒堀上げを行う菖蒲田の品種管理のため、株分け時に混合が無いように管理を行う。 

・4 月 図面作成 

・開花次第～6 月末 図面落とし（毎回、全株確認し混ざり株を特に注意して確認する。） 

 

〇菖蒲株植付け 

⇒昨年度より休耕している菖蒲田に植付けを行う。 

・植付け前に、配置計画図を作成し、市に提出。 

・植付けの際、有機土壌改良材・フランスコフナ、殺菌剤・ユニフォーム、殺虫剤・ジェイエースを

混合し、適量を植え穴に入れ植付け。 

・植付け後、管理図面を作成し、市に提出。 

 

〇客土補充 

⇒掘取り時に土が減るため、その補充で赤土搬入を行う。 

・菖蒲田に赤土を搬入後、敷均し。 


