
平成３０年度 令和元年度 令和２年度

委託費 公園等樹木手入れ費 39,108,725 41,873,517 49,718,705 (株)保谷園　他
公園樹木・植込み等手入れ作業委託　　ナ
ラ枯れ伐採、多摩湖緑地剪定・除草含む

別紙資料4「管理実績一覧（植栽地管理）」、別紙資料8「令和２年度公園等樹
木手入れ費（詳細実績）」参照

3,888,000 4,142,000 4,180,000 尾林緑化(株) 緑道等植込み手入れ作業委託 別紙資料4「管理実績一覧（植栽地管理）」参照

438,620 440,650 641,300 廻田町上自治会 旧前川緑道清掃等作業委託 別紙資料4「管理実績一覧（植栽地管理）」参照

621,650 627,543 630,300
特定非営利活動法人
空堀川に清流を取り戻す会

空堀川下堀広苑、ふれあい広苑植込み手
入れ作業委託

別紙資料4「管理実績一覧（植栽地管理）」参照

1,750,863 1,767,075 1,782,000 (福)山鳩会　あきつの園 熊野公園等清掃作業委託 別紙資料3「管理実績資料（清掃関係委託）」参照

6,264,000 6,311,100 6,402,000 (株)ビーエムアドバンス 都市公園等清掃作業委託 別紙資料3「管理実績資料（清掃関係委託）」参照

3,625,948 3,756,576 3,893,488 (公社)シルバー人材センター 公園等トイレ清掃作業委託 別紙資料3「管理実績資料（清掃関係委託）」参照

5,701,752 6,818,084 8,946,757 (公社)シルバー人材センター 仲よし広場等清掃作業委託 別紙資料3「管理実績資料（清掃関係委託）」参照

120,960 122,080 132,000 (福)小さい共同体　飛翔クラブ 平和塔公園清掃作業委託 別紙資料3「管理実績資料（清掃関係委託）」参照

271,058 274,829 316,800
特定非営利活動法人
空堀川に清流を取り戻す会

美住町1丁目第3仲よし広場清掃等作業委
託

別紙資料3「管理実績資料（清掃関係委託）」参照

264,600 268,730 275,440 (公社)シルバー人材センター 特別定期トイレ清掃作業委託 年１回　尿石除去（南台公園他１１ヶ所）、トップライト清掃（平和塔公園他３４ヶ所）

379,944 386,980 550,000 多摩環境整美（有）
野火止水車苑・北川大関ポンプ桝取水口清
掃委託

別紙資料3「管理実績資料（清掃関係委託）」参照

北山公園管理費 20,666,880 24,459,600 25,575,000 (有)光緑園 北山公園管理業務委託 別紙資料7「管理実績資料（北山公園関係委託）」参照

北山公園休耕田管理費 0 4,921,350 5,747,500 (有)光緑園 北山公園休耕田管理委託 別紙資料7「管理実績資料（北山公園関係委託）」参照

北山公園菖蒲鉢植え作成費 0 825,000 899,800 (有)光緑園 北山公園菖蒲鉢植え作成作業委託 別紙資料7「管理実績資料（北山公園関係委託）」参照

北山公園管理事務所機械警備費 394,891 398,548 402,204 セコム(株) 北山公園休憩施設警備業務委託 別紙資料7「管理実績資料（北山公園関係委託）」参照

北山公園管理事務所トイレ管理費 166,242 176,458 178,849 (公社)シルバー人材センター 北山公園管理事務所トイレ管理業務委託 別紙資料7「管理実績資料（北山公園関係委託）」参照

北山公園水田運営費 0 0 2,063,600 特定非営利活動法人NPO birth 北山公園水田運営業務委託 別紙資料7「管理実績資料（北山公園関係委託）」参照

北山公園水質調査費 102,600 126,144 128,480 (株)むさしの測量　他
年１回　北山公園内水路２ヶ所の水質検査
　（全窒素、陰イオン界面活性剤、腸管出血性大腸菌О－１５７等）

北山公園・野火止水車苑動力設備管理費 242,784 247,280 261,800 (株)丸山住設 北山公園・野火止水車苑動力設備管理委託 別紙資料7「管理実績資料（北山公園関係委託）」参照

北山公園PR業務費 0 0 0 北山公園花菖蒲都内展示等PR活動

公園看板作成費 135,000 137,500 155,980 (株)アルファー企業　他 年間で５基程度（天王森公園、富士見町３丁目第２仲よし広場　他）

公園・街路樹等薬剤散布費 358,344 377,300 375,870 (株)保谷園 公園・街路樹等薬剤散布委託
毛虫・アブラ虫等害虫駆除薬剤散布：年間市立公園１０ヶ所程度
松枯れ防止薬剤注入：年間８本程度

排水設備清掃及び調査費 0 0 660,000 淺間保全工業（株） 排水設備清掃及び調査委託

排水管路等の清掃及び排水管路調査
令和2年度実績
　稲荷公園、南台公園、萩山第二児童遊園、美住緑道
　美住町1丁目第4仲よし広場

公園遊具遊具等点検費 1,209,600 1,901,900 1,857,900 （株）三津穂 市立公園遊具保守点検委託

令和2年度発注内容
　公園遊具点検（規準点検・劣化点検）
　　単体遊具（A)：209基、単体遊具（B）：136基、単体遊具（C）：14基
　　複合遊具（小）100m2未満：24基、打合せ：1業務

公園等廃棄物運搬処分費 0 41,472 110,740 (株)アルファー企業　他
都市公園等廃棄物運搬処分費、仲よし広場廃棄物運搬処分費、リサイクル
家電収集運搬委託費、リサイクル家電収集運搬手数料

農とみどりの体験パーク　定期清掃費 82,080 85,800 85,799 大成(株)
年２回　主に農とみどりの体験パーク「秋津ちろりん村」管理棟のフローリング
ワックスがけ等

農とみどりの体験パーク　機械警備費 401,760 405,480 409,200 セコム(株) 農とみどりの体験パーク管理棟警備業務委託農とみどりの体験パーク「秋津ちろりん村」管理棟の防犯・火災管理

修繕費 修繕費 1,728,960 2,092,937 3,122,811 ㈱丸山住設、㈱小島電業社　他 別紙資料2「令和２年度修繕費（詳細実績）」参照

工事費 公園等フェンス改修工事費 0 7,199,500 3,214,200 ㈱及川土木　他
秋津公園池周辺ロープ柵改修工事・多摩湖3丁目第１仲よし広場フェンス改
修工事（令和２年度）　／　諏訪児童遊園　他3箇所フェンス改修工事（令和元
年度）

遊具等改修工事費 0 475,200 5,461,500 (株)アルファー企業　他
恩多稲荷児童遊園他８公園・松林庵児童遊園他３公園・青葉町2丁目第3仲
よし広場（令和２年度）　／　富士見3-1仲よし広場他1公園（令和元年度）

公園灯改修工事費 0 0 157,190 (株)小島電業社　他 秋津町５丁目第２仲よし広場公園灯撤去工事、熊野公園公園灯撤去工事

北山公園木道・水路等補修工事費 22,589,280 0 6,912,400 (株)野崎造園　他

平成30年度実績
　菖蒲田①～⑦に対する板柵水路設置工事（リサイクルプラスチック板使用）
令和2年度実績
　木道改修工約16ｍ、水路工（暗渠化）約27ｍ、
　板柵水路改修工約98ｍ、堰改修工4か所、分水桝２か所

公園車止め設置工事費 0 0 231,000 ㈱及川土木　他 廻田町２丁目第１仲よし広場車止め取替工事

消耗品費等 消耗品費 735,829 729,627 669,163 市立公園、多摩湖緑地・農とみどりの体験パーク「秋津ちろりん村」含

原材料費 441,175 490,772 388,220 市立公園、多摩湖緑地・農とみどりの体験パーク「秋津ちろりん村」含

燃料費 12,399 20,692 0 発電機用燃料等

医薬材料費 5,807 3,792 0 公園常備用応急処置セット等

農とみどりの体験パーク　賄材料費 27,231 22,365 12,000 (有)むとう武男商店　他 イベント食材材料

農とみどりの体験パーク　手数料 13,387 14,940 10,800 吉川精米 穀物等収穫物精米製粉

農とみどりの体験パーク　備品購入費 0 457,103 425,150 ハンマ―ナイフ、耕運機　他購入

消耗品費 53,876 54,578 37,150 市民ボランティア等対応用（ベンチ修繕用ネジ・ビス等）

原材料費 149,917 151,254 129,059 市民ボランティア等対応用（ベンチ修繕用木材等）

公園等清掃費

件名区分

実績（決算額）

公園管理運営に関する過去３年の実績

詳細

公園管理運営

令和２年度契約相手方

緑道等植込み手入れ費

別紙資料1



作業詳細 委託先 支払い金額

青葉町２丁目第１仲よし広場広場水栓柱横水栓取付 (株)丸山住設 6,380

 弁天池公園水栓柱漏水修繕 (株)丸山住設 5,500

 弁天池公園太鼓橋改修 金井建設 98,000

熊野公園段差解消修繕 (有)志村建設 13,200

富士見３丁目第１仲よし広場トイレロータンク漏水修繕 ㈱丸山住設 36,960

 北山公園板柵水路修繕 ㈱野崎造園 99,000

青葉町２丁目第１仲よし広場トイレ床修繕 （有）菊池工業所 275,000

熊野公園　こども用小便器フラッシュバルブ修繕 ㈱丸山住設 41,800

野火止緑道公園灯修繕  株式会社小島電業社 29,480

久米川４丁目第４仲よし広場公園灯修繕  株式会社小島電業社 29,480

野火止広場トイレドア修繕 有限会社　小町総業 27,500

恩多児童遊園トイレハイタンク洗浄管漏水修繕 ㈱丸山住設 10,560

萩山四季の森公園トイレ鍵修繕 有限会社　小山建築 30,800

園名版修繕（富士見町第三児童遊園他1公園）  株式会社アルファー企業 484,000

大沼田公園内トイレドア取付修繕 有限会社　小山建築 162,800

本町１丁目第１仲よし広場園名版修繕  株式会社アルファー企業 99,000

ベンチ修繕 (株)三津穂 660,000

富士見１丁目第１仲よし広場パーゴラ修繕 光建設株式会社 37,730

熊野公園　サークルベンチ修繕 光建設株式会社 132,000

熊野公園　園路補修 光建設株式会社 165,000

廻田町２丁目第２仲よし広場ベンチ修繕 (株)三津穂 107,800

旧前川緑道外灯修繕  株式会社小島電業社 82,060

北川大関ポンプリレースイッチ修繕  株式会社小島電業社 86,900

南台公園誰でもトイレ便器等修繕 株式会社丸山住設 295,900

小計 3,016,850

農とみどりの体験パーク「秋津ちろりん村」　発電機等修繕 オーエス商事(株) 74,611

農とみどりの体験パーク「秋津ちろりん村」　リヤカー修理 （株）アルファー企業 31,350

小計 105,961

合　　　計 3,122,811

※　市立公園の修繕費については、令和2年度当初予算のほか令和2年度補正予算での対応を含む

令和２年度修繕費（詳細実績）
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■管理実績資料（清掃関係委託）

委託件名 都市公園等清掃作業委託 熊野公園等清掃作業委託 平和塔公園 清掃作業委託 仲よし広場等清掃作業委託
美住町１丁目第３仲よし広場

清掃等作業委託
公園等トイレ清掃作業委託

 水車苑・北川大関ポンプ桝取水口
清掃委託

委託先（Ｒ2） (株)ビーエムアドバンス (福)山鳩会あきつの園 （福）小さい共同体　飛翔クラブ (公社)東村山市シルバー人材センター 特定非営利活動法人　空堀川に清流を取り戻す会 (公社)東村山市シルバー人材センター 多摩環境整美(有)

（Ｒ1） (株)ビーエムアドバンス (福)山鳩会あきつの園 （福）小さい共同体　飛翔クラブ (公社)東村山市シルバー人材センター 特定非営利活動法人　空堀川に清流を取り戻す会 (公社)東村山市シルバー人材センター 多摩環境整美(有)

（Ｈ30） (株)ビーエムアドバンス (福)山鳩会あきつの園 （福）小さい共同体　飛翔クラブ (公社)東村山市シルバー人材センター 特定非営利活動法人　空堀川に清流を取り戻す会 (公社)東村山市シルバー人材センター 多摩環境整美(有)

場所

大沼田公園外２９箇所
※別紙資料3-1「都市公園等清掃作業委託・公園面
積一覧表」のとおり
※Ｒ3年度は別途委託であったため、萩山第二児童
遊園は含まれていないが、Ｒ4年度以降は含まれ
る。

都市公園
熊野公園（久米川町５丁目１３番地１）
藤の宮公園（諏訪町３丁目８番地１）
秋津公園（秋津町５丁目２７番地１ ３）
萩山公園（萩山町２丁目３番地２ ５）

平和塔公園（本町１丁目１３番地２）

市内仲よし広場、緑道、野火止 広場 、児童遊園（一
部）
※別途資料3-2「仲よし広場等清掃作業委託・公園
面積一覧表」のとおり
※Ｒ3年度は別途委託であったため、恩多野火止水
車苑は含まれていないが、Ｒ4年度以降は含まれ
る。

美住町１丁目第３仲よし広場（美住町１丁目４番 地
１６）

平和塔公園他26箇所
※別途資料3-3「公園等トイレ清掃作業委託・公園一
覧表」のとおり
※Ｒ3年度は別途委託であったため、萩山第二児童
遊園は含まれていないが、Ｒ4年度以降は含まれ
る。

野火止水車苑（東村山市恩多町三丁目３２番地３）
北川大関ポンプ（東村山市野口町三丁目３３番地内）

契約回数
（Ｒ3契約内
容※一部例

外）

１月・２月・５月・６月は月１回、
３月・４月・７月・８月・９月・１０月・１１月・１２月は月２
回とする。

１月・２月・３月・５月・６月・７月は月２ 回 の清掃
４月・８月・９月・１０月・１１月・１２月は月３回
の清掃
合計
年 間３０ 回 日曜 日及び 年末・年始 を 除く。

１月・２月・３月・５月・６月・７月は月２ 回の清掃
４月・８月・９月・１０月・１１月・１２月は月３回 の清掃
合計
年間３０回 ※日曜日及び年末・年始を除く。

清掃回数
１月・２月・３月・ ５ 月・ ６ 月・ ７ 月は月 1 回
４月・ ８ 月・ ９月・ １０月は月 ２ 回
１１月・１２月は月３回
＜草刈・除草回数
各公園 4 回以上を想定している。

① 公園清掃 作業 年間２０ 回　【１回／月】６月・ ７
月・１月・２月　【２回／月】４月・５月・８月・９月・１０
月・１１月・１２月・３月
② トイレ清掃 作業 年間 １０５ 回　【２回／週】原則と
して火曜日・金曜日とする。 祝祭日も行う【３回／週】
８月 の 第２週・第４週 は月曜日、水曜日、金曜日に
行うこと。ただし、 ①・ ② とも、１２月２９日から翌年１
月３日までを除く。

毎週２回と し、祝祭日 も行う。 なお、８月の第２週、
第４週については週３回とする。
※
ただし、 日曜日、 年末年始 を 除く。

野火止水車苑　　　定期清掃　　年　1回
北川大関ポンプ　　定期清掃　　年　2回
　　　　　　　　　　　　非常時清掃　年 12回

※契約回数および内容はＲ2の仕様書に基づく。

（１）清掃内容
イ　屋内の床は全て専用洗剤を使ってブラシ洗いと
し、水洗後に雑巾等で水気を取ること。床排水目皿
を外しゴミや堆積物等の除去を行うこと。
ロ　屋内の壁面及び付属物も専用洗剤に浸した雑
巾で拭き取ること。
ハ　便器は専用洗剤で汚れを落とし、水で流してか
ら雑巾で拭き取ること。
ニ　便器の詰まりについては原因究明を行い、可能
な範囲で解消に努めること。
ホ　屋外周りは箒ではくこと。
ヘ　便器の詰り等トイレ利用に支障があり、問題の
解消が困難な場合、市担当者へ連絡するとともに、
使用禁止の張り紙等により応急的に使用禁止措置
を行うこと。
（２）点検内容
イ　トイレットペーパーの点検
空の場合は市支給品を補充すること。
ロ　衛生器具等の点検
ドア・便器・洗面器・鏡・蛇口・バルブその他、付属品
等の破損状況を
確認すること。
ハ　水回りの点検
給排水部分の漏水等がないか確認すること。
ニ　建物の点検
建物全体の破損・亀裂・落書き等がないか確認する
こと。
※ロからニについて発見した場合は、速やかに市担
当者に報告すること。
（３）その他
作業遂行上問題が生じた場合は、市と協議し、市担
当者の指示に従うこと。
※原則清掃回数は上記の通りとするが、市から清掃
作業の依頼があった場合は速やかに対応すること。
（4）発生材・ごみ処理
委託業務にて発生した発生材及びごみは、可燃物・
不燃物・資源物に分別し、受託者の責任において秋
水園に搬入すること。その際、市所定の排出物処理
証明書を提出すること。また、排出物処理報告書を
市へ提出すること。

〇定期清掃
ポンプ桝・取水口において、堆積したヘドロ、砂利、ゴ
ミ等を全て除去すること（当該箇所の除草も含む）。
〇非常時清掃
強い降雨後や台風後等において、ポンプ桝・取水口
の清掃を行うこと。
〇共通作業
（１）発生材・ごみ処理
委託業務にて発生した発生材及びごみは、可燃物・
不燃物・資源物に分別し、受託者の責任において秋
水園に搬入すること。その際、市所定の排出物処理
証明書を提出すること。また、排出物処理報告書を
市へ提出すること。
（２）施設点検及び報告
対象施設について、破損、腐食等の有無を目視で確
認し、異常があった場合は市へ報告すること。

①公園清掃　　園内全体（植込み部、広場、園路等）
を清掃範囲とし、ゴミ（ビン、缶類、落葉・枝等、フン、
プラスチック類、鉄片、不法投棄物等）を片付け清掃
する。
※ 特に落葉樹等の落ち葉は、その都度収集・処分
すること。
②トイレ清掃
（１）清掃内容
イ　屋内の床は全て専用洗剤を使ってブラシ洗いと
し、水洗後に雑巾等で水気を取ること。床排水目皿
を外しゴミや堆積物等の除去を行うこと。
ロ　屋内の壁面及び付属物も専用洗剤に浸した雑巾
で拭き取ること。
ハ　便器は専用洗剤で汚れを落とし、水で流してから
雑巾で拭き取ること。
ニ　便器の詰まりについては原因究明を行い、可能
な範囲で解消に努めること。
ホ　便器の詰り等トイレ利用に支障があり、問題の解
消が困難な場合、市担当者へ連絡するとともに、使
用禁止の張り紙等により応急的に使用禁止措置を
行うこと。
（２）点検内容
イ　トイレットペーパーの点検
空の場合は市支給品を補充すること。
ロ　衛生器具等の点検
ドア・便器・洗面器・鏡・蛇口・バルブその他、付属品
等の破損状況を確認すること。
ハ　水回りの点検
給排水部分の漏水等がないか確認すること。
ニ　建物の点検
建物全体の破損・亀裂・落書き等がないか確認する
こと。
※ロからニについて発見した場合は、速やかに市担
当者に報告すること。
（３）その他
作業遂行上問題が生じた場合は、市と協議し、市担
当者の指示に従うこと。
※原則清掃回数は上記の通りとするが、市から清掃
作業の依頼があった場合は速やかに対応すること。
③接道清掃　公園等の樹木の枯葉が接道部分に飛
散している場合は、道路にある枯葉を収集、清掃し
処分すること。
④水飲み場の点検
水飲み場は清潔にし、漏水等の有無の確認をするこ
と。特に、泥溜め部の土砂が排水管に流れ込まない
よう、常に土砂の除去に努めること。排水の詰まり等
がある時は、桝内の土砂を排出して原因究明を行
い、詰まりの解消に努めること。専門業者等の修繕
が必要と判断するものは市に報告し、指示に従うこ
と。
⑤ゴミ処理　　園内清掃に伴い発生したゴミ等は分別
し受託者の責任において秋水園に搬入すること。ま
た、公園緑地ボランティア作業等により発生したゴミ
等も回収し秋水園に搬入すること。その際、市所定
の排出物処理証明書を提出し、排出物処理報告書
を作業報告書とともに、市に提出すること。
⑥施設点検及び報告
園内施設について、破損、腐食等で公園利用者に危
険が無いよう、目視で確認すること。特に支柱の付け
根部分を注視し、破損、腐食の状況を市へ報告する
こと。また、倒木、不法投棄などにより公園利用に支
障があると認められる場合にも同様とする。
特に、放置自転車については現地状況と防犯登録
番号を写真撮影の上、市へ報告すること。

内容
（Ｒ3契約内
容※一部例

外））

①園内清掃
公園等の全体（植込み部、広場、園路等）を清掃範
囲とし、ゴミ（ビン、缶類、落葉・枝等、フン、プラス
チック類、鉄片、不法投棄物等）を片付け清掃する。
ただしトイレ建物に関する清掃は含まない。
※ 特に落葉樹等の落ち葉は、その都度収集・処分
すること。
※ 雨水排水設備（U字溝、泥溜め桝）についても、適
宜状況確認し、良好な状態の維持に努めること。
②接道清掃
公園等の樹木からの落葉等が、接する道路に飛散
している場合は、道路にある枯葉を収集、清掃し処
分すること。
③砂場清掃
砂場内は幼児が遊ぶ際危険が無いよう入念な清掃
作業を行うこと。特に砂場内の撹拌を十分に行い、
危険物の発見には細心の注意を払い回収に努める
こと。また、フン等がないか確認し、発見した場合は
片付け処分すること。
④水飲み場の点検
水飲み場は清潔にし、漏水等の有無の確認をする
こと。特に、泥溜め部の土砂が排水管に流れ込まな
いよう、常に土砂の除去に努めること。排水の詰まり
等がある時は、桝内の土砂を排出して原因究明を
行い、詰まりの解消に努めること。専門業者等の修
繕が必要と判断するものは市に報告し、指示に従う
こと。
⑤ゴミ処理
園内清掃に伴い発生したゴミ等は分別し受託者の
責任において秋水園に搬入すること。また、公園緑
地ボランティア作業により発生したゴミ等も回収し秋
水園に搬入すること。その際、市所定の排出物処理
証明書を提出し、排出物処理報告書を毎月、市に提
出すること。
⑥施設点検及び報告
園内施設について、破損、腐食等で公園利用者に
危険が無いよう、目視で確認する。特に支柱の付け
根部分を注視し、破損、腐食の状況を市へ報告す
る。 また、倒木、不法投棄などにより公園利用に支
障があると認められる場合にも同様とする。
⑦定期的な草刈及び除草
下記の対象公園において、広場の草の繁茂状況に
応じた草刈及び除草を実施すること。広場の草丈が
１５～２０ｃｍ程になる前に計画的に実施することと
し、草刈実施時の刈込の高さは地際とする。植栽地
においても、広場の草刈等と合わせて作業実施する
こと。また、冬前には草丈が１５ｃｍを超えていない
場合でも必要に応じ草刈及び除草作業を行い、枯
草の存置による冬季の失火の抑制に努めること。な
お、作業実施前には近隣の住宅に作業日及び作業
内容について事前に周知を行うこと。
対象公園：公園面積一覧表のとおり

①園内清掃
公園等の全体（植込み部、広場、園路等）を清掃範
囲とし、ゴミ（ビン、缶類、落葉・枝等、フン、プラス
チック類、鉄片、不法投棄物等）を片付け清掃する。
ただしトイレ建物に関する清掃は含まない。
※ 特に落葉樹等の落ち葉は、その都度収集・処分
すること。
※ 雨水排水設備（U字溝、泥溜め桝）についても、適
宜状況確認し、良好な状態の維持に努めること。
②接道清掃
公園等の樹木からの落葉等が、接する道路に飛散
している場合は、道路にある枯葉を収集、清掃し処
分すること。
公園等からの土砂の流出が認められた時には、流
出した土砂を園内に戻し路面清掃を行うこと。
③砂場清掃
砂場内は幼児が遊ぶ際危険が無いよう入念な清掃
作業を行うこと。特に砂場内の撹拌を十分に行い、
危険物の発見には細心の注意を払い回収に努める
こと。また、フン等がないか確認し、発見した場合は
片付け処分すること。
④水飲み場の点検
水飲み場は清潔にし、漏水等の有無を確認するこ
と。特に、泥溜め部の土砂が排水管に流れ込まない
よう、常に土砂の除去に努めること。排水の詰まり
等がある時は、桝内の土砂を排出して原因究明を
行い、詰まりの解消に努めること。専門業者等の修
繕が必要と判断するものは市に報告し、指示に従う
こと。
⑤ゴミ処理
園内清掃に伴い発生したゴミ等は分別し受託者の
責任において秋水園に搬入すること。また、公園緑
地ボランティア作業により発生したゴミ等も回収し秋
水園に搬入すること。その際、市所定の排出物処理
証明書を提出し、排出物処理報告書を毎月、市に提
出すること。
秋水園への運搬に際しては、パッカー車やトラック等
を用いて効率的に搬出し、公園緑地内での仮置き
期間を極力なくすこと。
⑥施設点検及び報告
園内施設について、破損、腐食等で公園利用者に
危険が無いよう、目視で確認する。特に支柱の付け
根部分を注視し、破損、腐食の状況を市へ報告す
る。また、倒木、不法投棄などにより公園利用に支
障があると認められる場合にも同様とする。
特に、放置自転車については現地状況と防犯登録
番号を写真撮影の上、市へ報告すること

①園内清掃　　園内全体（植込み部、広場、園路等）
を清掃範囲とし、ゴミ（ビン、缶類、落葉・枝等、フン、
プラスチック類、鉄片、不法投棄物等）を片付け清掃
する。ただしトイレ建物に関する清掃は含まない。
※ 特に落葉樹等の落ち葉は、その都度収集・処分
すること。
※ 雨水排水設備（U字溝、泥溜め桝）についても、適
宜状況確認し、良好な状態の維持に努めること。
②接道清掃　　公園等の樹木の枯葉が接道部分に
飛散している場合は、道路にある枯葉を収集、清掃
し処分すること。
③砂場清掃　　砂場内は幼児が遊ぶ際に危険が無
いよう入念な清掃作業を行うこと。特に砂場内の撹
拌を十分に行い、危険物の発見には細心の注意を
払い回収に努めること。また、フン等がないか確認
し、発見した場合は片付け処分すること。砂の量に
ついても確認のうえ、報告を行うこと。
④水飲み場の点検
水飲み場は清潔にし、漏水等の有無の確認をする
こと。特に、泥溜め部の土砂が排水管に流れ込まな
いよう、常に土砂の除去に努めること。排水の詰まり
等がある時は、桝内の土砂を排出して原因究明を
行い、詰まりの解消に努めること。専門業者等の修
繕が必要と判断するものは市に報告し、指示に従う
こと。
⑤ゴミ処理　　園内清掃に伴い発生したゴミ等は分
別し受託者の責任において秋水園に搬入すること。
また、公園緑地ボランティア作業等により発生したゴ
ミ等も回収し秋水園に搬入すること。その際、市所定
の排出物処理証明書を提出し、排出物処理報告書
を毎月、市に提出すること。
⑥施設点検及び報告
園内施設について、破損、腐食等で公園利用者に
危険が無いよう、目視で確認すること。特に支柱の
付け根部分を注視し、破損、腐食の状況を市へ報告
すること。また、倒木、不法投棄などにより公園利用
に支障があると認められる場合にも同様とする。
特に、放置自転車については現地状況と防犯登録
番号を写真撮影の上、市へ報告すること。

①園内清掃　　園内全体（植込み部、広場、園路等）
を清掃範囲とし、ゴミ（ビン、缶類、落葉・枝等、フン、
プラスチック類、鉄片、不法投棄物等）を片付け清掃
する。ただしトイレ建物に関する清掃は含まない。
※ 特に落葉樹等の落ち葉は、その都度収集・処分
すること。
②接道清掃　　公園等の樹木の枯葉が接道部分に
飛散している場合は、道路にある枯葉を収集、清掃
し処分すること。
③水飲み場の点検
水飲み場は清潔にし、漏水等の有無の確認をする
こと。特に、泥溜め部の土砂が排水管に流れ込まな
いよう、常に土砂の除去に努めること。排水の詰まり
等がある時は、桝内の土砂を排出して原因究明を
行い、詰まりの解消に努めること。専門業者等の修
繕が必要と判断するものは市に報告し、指示に従う
こと。
④ゴミ処理　　園内清掃に伴い発生したゴミ等は分
別し受託者の責任において秋水園に搬入すること。
また、公園緑地ボランティア作業等により発生したゴ
ミ等も回収し秋水園に搬入すること。その際、市所定
の排出物処理証明書を提出し、排出物処理報告書
を作業報告書とともに、市に提出すること。
➄施設点検及び報告
園内施設について、破損、腐食等で公園利用者に
危険が無いよう、目視で確認すること。特に支柱の
付け根部分を注視し、破損、腐食の状況を市へ報告
すること。また、倒木、不法投棄などにより公園利用
に支障があると認められる場合にも同様とする。
特に、放置自転車については現地状況と防犯登録
番号を写真撮影の上、市へ報告すること。
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№ 公 園 名 称 所  在  地 面積（㎡）

1 大沼田公園 秋津町2-37-40 1,118

2 星が丘公園 青葉町3-21-30 706

3 大岱公園 恩多町1-55-5 1,523

4 稲荷公園 恩多町3-33-1 3,586

5 伊豆殿公園 萩山町3-17-2 1,922

6 南台公園 富士見町1-2-49 7,641

7 美住公園 美住町2-6-9 943

8 西宿公園 諏訪町2-20-19 966

9 弁天池公園 野口町4-14-1 1,391

10
天王森公園(本町3丁目第2仲よし広場
含） 本町3-45 5,029

小計 24,825

№ 公 園 名 称 所  在  地 面積（㎡）

1 秋津第二児童遊園 秋津町4-25-18 1,093

2 青葉第二児童遊園 青葉町2-15-10 242

3 青葉第三児童遊園 青葉町4-1-23 489

4 恩多稲荷児童遊園 恩多町3-33-1 806

5 恩多児童遊園 恩多町5-26-1 1,582

6 萩山第一児童遊園 萩山町4-16-5 297

7 栄町第二児童遊園 栄町2-25-5 133

8 富士見第一児童遊園 富士見町4-16-1 1,588

9 富士見第二児童遊園 富士見町3-16-9 964

10 富士見第三児童遊園 富士見町2-10-22 399

11 富士見第四児童遊園 富士見町1-4-20 417

12 赤坂児童遊園 廻田町3-9-6 492

13 廻田児童遊園 廻田町3-12-6 441

14 諏訪児童遊園 諏訪町1-4-3 609

15 松林庵児童遊園 野口町2-12-8 744

16 やつだ（谷田）池児童遊園 野口町3-20-7 579

17 弁天池児童遊園 野口町4-14-1 227

小計 11,102

№ 公 園 名 称 所  在  地 面積（㎡）

1 空堀川下堀広苑 久米川町1,2丁目地内 4,178

2 空堀川文化村広苑 恩多町4丁目地内 3,090

3 空堀川ふれあい広苑 本町4丁目,恩多町4丁目地内 1,382

小計 8,650

合計（30箇所） 44,577

都市公園

児童遊園

空堀川広苑

都市公園等清掃箇所一覧表
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名称 所在 面積㎡ 備考
1 本町１丁目第 １仲よし広場 本町 １丁目２２番地４ 252
2 本町２丁目第 １仲よし広場 本町 ２丁目３２番地２ 162

○ 3 本町３丁目第 １仲よし広場 本町 ３丁目１７番地２４，２５ 198
小計 612

○ 4 久米川町１丁目第 ２仲よし広場 久米川町１丁目１８番地１４ 99
5 久米川町１丁目第 ３仲よし広場 久米川町１丁目２４番地４ 101
6 久米川町２丁目第 １仲よし広場 久米川町２丁目７番地１２ 148
7 久米川町２丁目第 ２仲よし広場 久米川町２丁目１１番地２９ 481
8 久米川町２丁目第 ３仲よし広場 久米川町２丁目３１番地１０ 223
9 久米川町２丁目第４仲よし広場 久米川町２丁目３９番４ 231 R３年度新規開設

○ 10 久米川町３丁目第 １仲よし広場 久米川町３丁目１０番地１２ 128
11 久米川町３丁目第 ２仲よし広場 久米川町３丁目１７番地１６ 183

○ 12 久米川町３丁目第 ３仲よし広場 久米川町３丁目９番地１５ 263
13 久米川町３丁目第 ４仲よし広場 久米川町３丁目 239
14 久米川町３丁目第５仲よし広場 久米川町３丁目８番１ 231 R３年度新規開設
15 久米川町４丁目第 ３仲よし広場 久米川町４丁目１９番地４０ 335
16 久米川町４丁目第 ４仲よし広場 久米川町４丁目３９番地４６ 256
17 久米川南 第 １仲よし広場 久米川町４丁目３番地３７ 522
18 久米川南 第 ２仲よし広場 久米川町４丁目３番地２０ 156
19 久米川町５丁目第 １仲よし広場 久米川町５丁目３５番地 159

小計 3,755
20 秋津町２丁目第 １仲よし広場 秋津町２丁目３６番地５０ 110
21 秋津町３丁目第 １仲よし広場 秋津町３丁目４０番地４３ 554
22 秋津町３丁目第 ２仲よし広場 秋津町３丁目２６番地１０６ 258
23 秋津町４丁目第 １仲よし広場 秋津町４丁目４０番地５７ 634

○ 24 秋津町４丁目第 ３仲よし広場 秋津町４丁目１１番地４７ 96
25 秋津町４丁目第 ４仲よし広場 秋津町４丁目１６番地９５ 836
26 秋津町５丁目第 １仲よし広場 秋津町５丁目３５番地３２ 260

★ 27 秋津町５丁目第 ２仲よし広場 秋津町５丁目２６番地 492
小計 3,240

○ 28 青葉町１丁目第 １仲よし広場 青葉町１丁目２９番地２５ 198
○ 29 青葉町１丁目第 ２仲よし広場 青葉町１丁目４番地３５ 281
○ 30 青葉町１丁目第 ３仲よし広場 青葉町１丁目２７番地２３ 373
○ 31 青葉町１丁目第 ４仲よし広場 青葉町１丁目２番地１３ 264
○ 32 青葉町１丁目第 ５仲よし広場 青葉町１丁目２３番地８ 289

33 青葉町１丁目第 ６仲よし広場 青葉町１丁目２１番地３３ 321
34 青葉町１丁目第 ７仲よし広場 青葉町１丁目１３番地３４ 222

○ 35 青葉町１丁目第 ８仲よし広場 青葉町１丁目６番地１０ 148
○ 36 青葉町１丁目第 ９仲よし広場 青葉町１丁目２３番地５１ 192
○ 37 青葉町１丁目第 １０仲よし広場 青葉町１丁目２５番地４３，４４ 274

38 青葉町２丁目第 １仲よし広場 青葉町２丁目３５番地１０ 3,087
39 青葉町２丁目第 ３仲よし広場 青葉町２丁目２４番地１ 3,105
40 青葉町３丁目第 ２仲よし広場 青葉町３丁目４６番地１５ 216
41 青葉町３丁目第 ３仲よし広場 青葉町３丁目４４番地２０ 190
42 青葉町３丁目第 ４仲よし広場 青葉町３丁目２８番地７ 352
43 青葉町３丁目第 ５仲よし広場 青葉町３丁目４３番地 187
44 青葉町３丁目第 ６仲よし広場 青葉町３丁目２４番４８ 233
45 青葉町３丁目第 ７仲よし広場 青葉町３丁目３番２５ 206

○ 46 青葉町４丁目第 １仲よし広場 青葉町４丁目１番地５６ 120
小計 10,258

47 恩多町１丁目第 １仲よし広場 恩多町１丁目３６番地５ 528
○ 48 恩多町１丁目第 ２仲よし広場 恩多町１丁目３７番地５０ 258

49 恩多町１丁目第 ３仲よし広場 恩多町１丁目２番地４１ 304
50 恩多町１丁目第 ４仲よし広場 恩多町１丁目５番地７ 267
51 恩多町１丁目第 ５仲よし広場 恩多町１丁目９番地２３ 330
52 恩多町１丁目第 ６仲よし広場 恩多町１丁目４１番地１３ 250

○ 53 恩多町１丁目第 ７仲よし広場 恩多町１丁目１３番地１３ 129
54 恩多町１丁目第 ８仲よし広場 恩多町１丁目２番地 334
55 恩多町１丁目第 ９仲よし広場 恩多町１丁目３５番地 202
56 恩多町１丁目第 １０仲よし広場 恩多町１丁目３７番地７７ 344

★ 57 恩多町２丁目第 １仲よし広場 恩多町２丁目３６番地４９ 192
58 恩多町２丁目第 ２仲よし広場 恩多町２丁目２９番地４０ 462
59 恩多町２丁目第 ３仲よし広場 恩多町２丁目１８番地５６ 242
60 恩多町２丁目第 ４仲よし広場 恩多町２丁目１２番地２５ 226

○ 61 恩多町３丁目第 １仲よし広場 恩多町３丁目２１番地１３ 264
62 恩多町３丁目第２仲よし広場 恩多町３丁目３４番１ 368 R３年度新規開設
63 恩多町３丁目第３仲よし広場 恩多町３丁目６番６ 266 R３年度新規開設

○ 64 恩多町４丁目第 １仲よし広場 恩多町４丁目３番地６ 179
○ 65 恩多町４丁目第 ２仲よし広場 恩多町４丁目７番地３７ 163

66 恩多町４丁目第 ３仲よし広場 恩多町４丁目２０番地７３ 285

仲よし広場等清掃面積一覧表
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67 恩多町４丁目第 ４仲よし広場 恩多町４丁目２５番地４２ 150
68 恩多町４丁目第 ５仲よし広場 恩多町４丁目３５番地１０５ 598
69 恩多町４丁目第 ６仲よし広場 恩多町４丁目 264
70 恩多町４丁目第 ７仲よし広場 恩多町４丁目 234

○ 71 恩多町５丁目第 １仲よし広場 恩多町５丁目４９番地３９ 104
○ 72 恩多町５丁目第 ２仲よし広場 恩多町５丁目１０番地１０ 138
○ 73 恩多町５丁目第 ３仲よし広場 恩多町５丁目５４番地２０ 236

74 恩多町５丁目第 ４仲よし広場 恩多町５丁目３６番地２０ 203
75 恩多町５丁目第 ５仲よし広場 恩多町５丁目２２番地１９ 258

小計 7,778
76 萩山町１丁目第 １仲よし広場 萩山町１丁目２１番地 485
77 萩山町２丁目第 １仲よし広場 萩山町２丁目１６番地２８ 410
78 萩山町４丁目第 １仲よし広場 萩山町４丁目５番地８ 907

小計 1,802
79 栄町１丁目第 １仲よし広場 栄町１丁目３７番地１ 325
80 栄町１丁目第 ２仲よし広場 栄町１丁目１８番地１８ 260
81 野火止広場 栄町３丁目１４番地１ 570

小計 1,155
82 富士見町１丁目第 １仲よし広場 富士見町１丁目２番地７３ 911
83 富士見町１丁目第 ２仲よし広場 富士見町１丁目１２番地１６ 3,033
84 富士見町１丁目第 ４仲よし広場 富士見町１丁目２番地８８，１２９ 106
85 富士見町１丁目第 ５仲よし広場 富士見町１丁目１４地３９ 150
86 富士見町２丁目第 １仲よし広場 富士見町２丁目９番地９ 810
87 富士見町２丁目第 ２仲よし広場 富士見町２丁目９番地１１１ 127
88 富士見町３丁目第 １仲よし広場 富士見町３丁目２番地３５ 444
89 富士見町３丁目第 ２仲よし広場 富士見町３丁目１５番地６２ 272
90 富士見町３丁目第 ３仲よし広場 富士見町３丁目２１番地１０６ 368

○ 91 富士見町３丁目第 ４仲よし広場 富士見町３丁目１７番地１７，６７ 189
92 富士見町４丁目第 ２仲よし広場 富士見町４丁目７番地１ 340
93 富士見町４丁目第 ３仲よし広場 富士見町４丁目２番地３２ 116

小計 6,866
94 美住町１丁目第 １仲よし広場 美住町１丁目１９番地７３ 485
95 美住町１丁目第 ２仲よし広場 美住町１丁目２０番地２５ 265
96 美住町１丁目第 ４仲よし広場 美住町１丁目４番地１７ 2,100
97 美住町１丁目第 ５仲よし広場 美住町１丁目８番地 137
98 美住町２丁目第 ２仲よし広場 美住町２丁目２番地５１ 233

○ 99 美住町２丁目第 ３仲よし広場 美住町２丁目２５番地３８ 270
小計 3,490

★ 100 廻田町１丁目第 １仲よし広場 廻田町１丁目３３番地４２ 228
○ 101 廻田町１丁目第 ２仲よし広場 廻田町１丁目３７番地１ 611
○ 102 廻田町２丁目第 １仲よし広場 廻田町２丁目１１番地７ 196

103 廻田町２丁目第 ２仲よし広場 廻田町２丁目４番地１３ 183
小計 1,218

104 多摩湖町１丁目第 １仲よし広場 多摩湖町１丁目１６番地内 2,376
○ 105 多摩湖町１丁目第 ２仲よし広場 多摩湖町１丁目１番地１７ 223

106 多摩湖町２丁目第 １仲よし広場 多摩湖町２丁目１番地２２ 307
★ 107 多摩湖町２丁目第 ２仲よし広場 多摩湖町２丁目３番地３５ 416
★ 108 多摩湖町３丁目第 １仲よし広場 多摩湖町３丁目８番地３６ 524
○ 109 多摩湖町３丁目第 ２仲よし広場 多摩湖町３丁目１０番地１０ 271

110 多摩湖町３丁目第 ３仲よし広場 多摩湖町３丁目１１番地２９ 213
111 多摩湖町４丁目第 １仲よし広場 多摩湖町４丁目１４番地６ 1,145
112 多摩湖町４丁目第 ２仲よし広場 多摩湖町４丁目２１番地３ 337
113 多摩湖町４丁目第 ３仲よし広場 多摩湖町４丁目１１番地２４ 1,852
114 多摩湖町４丁目第 ４仲よし広場 多摩湖町４丁目３２番地６９ 221

小計 7,885
115 諏訪町２丁目第 １仲よし広場 諏訪町２丁目３番地５７ 217

小計 217
116 野口町２丁目第 １仲よし広場 野口町２丁目２６番地７０ 339
117 野口町３丁目第 １仲よし広場 野口町３丁目５０番地２４，２５ 944
118 野口町３丁目第 ２仲よし広場 野口町３丁目１８番地３１ 203

小計 1,486

仲よし広場合計 49,762

119 野火止緑道 6,630
120 北山緑道 1,999
121 美住緑道 5,020
122 富士見緑道 1,408
123 廻田緑道 4,191

緑道等合計 19,248

○ 富士見第３児童遊園 399 草刈のみ
○ 富士見第４児童遊園 417 草刈のみ



○ 既草刈作業対象公園 30箇所 6,970
★ R３年度新規草刈作業対象公園 5箇所 1,852

合計 69,010

合計 8,822

清掃対象公園　123箇所

草刈対象公園　35箇所



都市公園

名　　　称 所在地 備考

1 平和塔公園 本町1-13-2 大型

2 星ヶ丘公園 青葉町3-21-30 １BOX

3 伊豆殿公園 萩山町3-17-1 １BOX

4 大沼田公園 秋津町2-37-40 １BOX

5 南台公園 富士見町1-2-49 大型

6 熊野公園 久米川町5-13-1 大型

7 弁天池公園 野口町4-14-1 大型

8 西宿公園 諏訪町2-20-19 １BOX

9 萩山公園 萩山町2-3-2 大型

10 天王森公園 本町3-45 大型

都市公園計 10箇所

児童遊園

名　　　称 所在地 備考

11 廻田児童遊園 廻田町3-12-6 大型

12 秋津第二児童遊園 秋津町4-25-18 大型

13 諏訪児童遊園 諏訪町1-4-3 １BOX

14 赤坂児童遊園 廻田町3-9-6 １BOX

15 富士見第二児童遊園 富士見町3-16-9 １BOX

16 萩山第一児童遊園 萩山町4-16-5 １BOX

17 青葉第二児童遊園 青葉町2-15-10 １BOX

18 恩多児童遊園 恩多町5-26-1 １BOX

19 恩多稲荷児童遊園 恩多町3-33-1 大型

20 松林庵児童遊園 野口町2-12-8 １BOX

児童遊園計 10箇所

仲よし広場

名　　　称 所在地 備考

21 青葉町2丁目第1仲よし広場 青葉町2-35-10 １BOX

22 萩山町1丁目第1仲よし広場 萩山町1-21 １BOX

23 富士見町1丁目第2仲よし広場 富士見町1-12-16 １BOX

24 富士見町3丁目第1仲よし広場 富士見町3-2-35 １BOX

25 野火止広場 栄町3-14-1 大型

26 空堀川下堀広苑 久米川町1、2丁目地内 １BOX

仲よし広場計 6箇所

その他

名　　　称 所在地 備考

27 萩山四季の森公園 萩山町3-28-1 大型

その他計 1箇所

※大型＝１１箇所、１BOX=１６箇所 計　２７箇所

公園等トイレ清掃実施場所一覧表
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■管理実績資料（植栽地管理）

委託件名
公園樹木・植込み等手入れ作業委託

（単価契約）
多摩湖緑地樹木伐採等委託 多摩湖緑地草刈等委託（①、②） 緑道等植込み手入れ作業委託 旧前川緑道清掃等作業委託

空堀川下堀広苑・ふれあい広苑植込み
手入れ作業委託

委託先（Ｒ2） （株）保谷園 (有)光緑園 (有)光緑園 尾林緑化（株） 廻田町上自治会 特定非営利活動法人　空堀川に清流を取り戻す会

（Ｒ1） （株）保谷園 (有)光緑園 (有)光緑園 尾林緑化(株) 廻田町上自治会 特定非営利活動法人　空堀川に清流を取り戻す会

（Ｈ30） （株）保谷園 (有)光緑園 (有)光緑園 尾林緑化（株） 廻田町上自治会 特定非営利活動法人　空堀川に清流を取り戻す会

場所
※別紙資料4-1「公園樹木・植込み等手入れ作業委
託・公園一覧表」のとおり

東村山市多摩湖町２－２０３他多摩湖緑地内
東村山市多摩湖町２－１８ ４他多摩湖緑地内及び
外周部

美住緑道、富士見緑道、空堀川文化村広苑、野火
止緑道、廻田緑道、北山緑道

旧前川緑道 東村山市廻田町二 丁目 地内

東村山市久米川町二丁目２９番地先 空堀川下堀広
苑
東村山市本町四 丁目１９番地先 空堀川ふれあい
広苑

①刈込物手入：年２回 （４ 月 ～６月 、 ８ 月～ １０
月 で各１回
・高さより幅の広い寄植えを面的に刈り込み、樹種
に応じて体裁よく刈り上げること

②草刈：年２回 ４ 月 ６月 、 ８ 月～ １０月 で各１回
・雑草等を地上部で刈り取ること。

③除草（ふれあい広苑）
 年２回（ ４ 月 ～６月、８月 １０月 で各１回）
・植込み内除草は、雑草を手で根ごと抜取ること 。

④芝生手入：年 ２ 回（ ５ 月 ～６月 、 ７月 １０月 で
各 １ 回）
・芝生は 機械刈りにより芝生面を平滑に刈り、美観
を高める ようにすること 。

⑤生垣手入 （下堀広苑） 年 ２回（ ４ 月 ～６月 、 ８
月～ １０月 で各１回
・幅より高い境栽で、帯状に列植されたものを剪定
すること。

⑥発生材の処理
・委託業務にて発生した発生材及びごみは、可燃
物・不燃物・資源物に分別し、受託者の責任におい
て 秋水園 に搬入すること 。その際、市所定の排出
物処理証明書を提出すること。また、排出物処理報
告書を市へ提出すること。

・低・中・高木手入れ
・枯損木処理
・雑草等の地上部草刈及び除草
・生垣の剪定及び刈込み
・低・中・高木の植栽
・発生材の処理（受託業者の責任において適切に場
外搬出処分をすること。）

内容
（Ｒ3契約内
容※一部例

外））

（１）市の指定する低木及び竹の伐採
（２）（１）による発生材の処分

※契約内容はＲ2の仕様書に基づく。Ｒ3は、今後発
注予定のため

・下草刈及び発生材の処分
・枯損木の処理

※基本的に年間2回に分けて発注

①美住緑道
・刈込物手入：2回
・除草：2回
・草刈り：2回
・生垣手入：1回
②富士見緑道
・刈込物手入：2回
・除草：2回
・草刈：2回
・生垣手入：1回
③空堀川文化村広苑
・刈込物手入：2回
・除草：2回
・草刈：2回
・生垣手入：1回
④野火止緑道
・草刈：2回
・除草（平面）：2回
・除草（法面）：2回
⑤廻田緑道
・刈込物手入：2回
・除草：2回
・草刈：2回
⑥北山緑道
・刈込物手入：2回
・草刈：2回
・生垣手入：1回

〇発生材の処理
・受託業者の責任において適切に場外搬出処分を
すること。

① 清掃作業（対象面積 3,0 25 m2） ４回
・緑道清掃 緑道内全体を清掃範囲とし、植込みの
中や遊歩道などの清掃等に伴い発生した不法投棄
ごみ （ガラスびん・缶・ペットボトル・可燃ごみ・不燃
ごみ） 等は、市が指示する分別方法を遵守し、片付
け清掃する。

②草刈作業（対象面積 800m2） ４回
・雑草等を地上部で刈り取る

③生垣手入作業 （対象延長 200m ）２回
・幅より高い境栽で、帯状に列植されたものを剪定
する。

④刈込物手入作業（対象面積 400m2）１回
・高さより幅の広い寄植えを面的に刈 り込む。

⑤樹木整枝作業 （対象本数 30 本）１回
・健全な樹木の育成に努め、樹種に応じて体裁よく
剪定する。

⑥発生材・ごみ処理
・廻田上自治会より連絡を受け、市で運搬・処分を
する。
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名                    称 所          在          地

都市公園

1 平和塔公園 本町１丁目１３番地２

2 熊野公園 久米川町５丁目１３番地１

3 大沼田公園 秋津町２丁目３７番地４０

4 秋津公園 秋津５丁目２７番地１

5 星ヶ丘公園 青葉町３丁目２１番地３０

6 大岱公園 恩多町１丁目５５番地５

7 稲荷公園 恩多町３丁目３３番地１

8 萩山公園 萩山町２丁目３番地２

9 伊豆殿公園 萩山町３丁目１７番地２

10 南台公園 富士見町１丁目５番地９

11 美住公園 美住町２丁目６番地９

12 西宿公園 諏訪町２丁目２０番地１９

13 藤の宮公園 諏訪町３丁目８番地１

14 弁天池公園 野口町４丁目１４番地１

15 北山公園 野口町３、４丁目地内

16 天王森公園 本町３丁目４５番地

児童遊園

1 秋津第二児童遊園 秋津町４丁目２５番地１８

2 青葉第二児童遊園 青葉町２丁目１５番地１０

3 青葉第三児童遊園 青葉町４丁目１番地２３

4 恩多児童遊園 恩多町５丁目２６番地１

5 恩多稲荷児童遊園 恩多町３丁目３３番地１

6 萩山第一児童遊園 萩山町４丁目１６番地５

7 栄町第二児童遊園 栄町２丁目２５番地５

8 富士見町第一児童遊園 富士見町４丁目１６番地１

9 富士見町第二児童遊園 富士見町３丁目１６番地９

10 富士見町第三児童遊園 富士見町２丁目１０番地２２

11 富士見町第四児童遊園 富士見町１丁目４番地２０

12 廻田児童遊園 廻田町３丁目１２番地６

13 赤坂児童遊園 廻田町３丁目９番地６

14 諏訪児童遊園 諏訪町１丁目４番地３

15 やつだ（谷田）池児童遊園 野口町３丁目２０番地７

16 松林庵児童遊園 野口町２丁目１２番地８

17 弁天池児童遊園 野口町４丁目１４番地１

仲よし広場

1 本町１丁目第１仲よし広場 本町１丁目２２番地４

2 本町２丁目第１仲よし広場 本町２丁目３２番地２

3 本町３丁目第１仲よし広場 本町３丁目１７番地２４・２５

4 本町３丁目第２仲よし広場 本町３丁目４４番地

5 久米川町１丁目第２仲よし広場 久米川町１丁目１８番地１４

6 久米川町１丁目第３仲よし広場 久米川町１丁目２４番地５５

7 久米川緑地帯 久米川町１丁目３５番地４０

8 久米川町２丁目第１仲よし広場 久米川町２丁目７番地１２

公園樹木・植込み等手入れ作業委託市内公園一覧表
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名                    称 所          在          地

9 久米川町２丁目第２仲よし広場 久米川町２丁目１１番地２９

10 久米川町２丁目第３仲よし広場 久米川町２丁目３１番地１０

11 久米川町２丁目第４仲よし広場 久米川町２丁目３９番地５４

12 久米川町３丁目第１仲よし広場 久米川町３丁目１０番地１２

13 久米川町３丁目第２仲よし広場 久米川町３丁目１７番地１６

14 久米川町３丁目第３仲よし広場 久米川町３丁目９番地１５

15 久米川町３丁目第４仲よし広場 久米川町３丁目１１番地９５

16 久米川町３丁目第５仲よし広場 久米川町３丁目８番地１

17 久米川南第１仲よし広場 久米川町４丁目３番地３７

18 久米川南第２仲よし広場 久米川町４丁目３番地２０

19 久米川町４丁目第３仲よし広場 久米川町４丁目１９番地４０

20 久米川町４丁目第４仲よし広場 久米川町４丁目３９番地４６　　　　　　

21 久米川町５丁目第１仲よし広場 久米川町5丁目３５番地

22 秋津町２丁目第１仲よし広場 秋津町２丁目３６番地５０

23 秋津町３丁目第１仲よし広場 秋津町３丁目４０番地４３

24 秋津町３丁目第２仲よし広場 秋津町３丁目２６番地１０６

25 秋津町４丁目第１仲よし広場 秋津町４丁目４０番地５７

26 秋津町４丁目第３仲よし広場 秋津町４丁目１１番地４７

27 秋津町４丁目第４仲よし広場 秋津町４丁目１６番地９５

28 秋津町５丁目第１仲よし広場 秋津町５丁目３５番地３２

29 秋津町５丁目第２仲よし広場 秋津町５丁目２６番地

30 青葉町１丁目第１仲よし広場 青葉町１丁目２９番地２５

31 青葉町１丁目第２仲よし広場 青葉町１丁目４番地３５

32 青葉町１丁目第３仲よし広場 青葉町１丁目２７番地２３

33 青葉町１丁目第４仲よし広場 青葉町１丁目２番地１３

34 青葉町１丁目第５仲よし広場 青葉町１丁目２３番地８

35 青葉町１丁目第６仲よし広場 青葉町１丁目２１番地３３

36 青葉町１丁目第７仲よし広場 青葉町１丁目１３番地３４

37 青葉町１丁目第８仲よし広場 青葉町１丁目６番地１０

38 青葉町１丁目第９仲よし広場 青葉町１丁目２３番地５１

39 青葉町１丁目第１０仲よし広場 青葉町１丁目２５番地４３　　　　　　　　

40 青葉町２丁目第１仲よし広場 青葉町２丁目３５番地１０

41 青葉町２丁目第３仲よし広場 青葉町２丁目２４番地１

42 青葉町３丁目第２仲よし広場 青葉町３丁目４６番地１５

43 青葉町３丁目第３仲よし広場 青葉町３丁目４４番地２０

44 青葉町３丁目第４仲よし広場 青葉町３丁目２８番地７

45 青葉町３丁目第５仲よし広場 青葉町３丁目４３番地

46 青葉町３丁目第６仲よし広場 青葉町３丁目２４番地４８　　　　　　　　　

47 青葉町３丁目第７仲よし広場 青葉町３丁目３番地５　　　　　　　　　

48 青葉町４丁目第１仲よし広場 青葉町４丁目１番地５６

49 恩多町１丁目第１仲よし広場 恩多町１丁目３６番地５

50 恩多町１丁目第２仲よし広場 恩多町１丁目３７番地５０

51 恩多町１丁目第３仲よし広場 恩多町１丁目２番地４１

52 恩多町１丁目第４仲よし広場 恩多町１丁目５番地７

東村山市内公園等一覧表
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名                    称 所          在          地

53 恩多町１丁目第５仲よし広場 恩多町１丁目９番地２３

54 恩多町１丁目第６仲よし広場 恩多町１丁目４１番地

55 恩多町１丁目第７仲よし広場 恩多町１丁目１３番地１３

56 恩多町１丁目第８仲よし広場 恩多町１丁目２番地

57 恩多町１丁目第９仲よし広場 恩多町１丁目３５番地

58 恩多町１丁目第10仲よし広場 恩多町１丁目３７番地７７

59 恩多町２丁目第１仲よし広場 恩多町２丁目３６番地４９

60 恩多町２丁目第２仲よし広場 恩多町２丁目２９番地４０

61 恩多町２丁目第３仲よし広場 恩多町２丁目１７番地５６

62 恩多町２丁目第４仲よし広場 恩多町２丁目１２番地２５

63 恩多町３丁目第１仲よし広場 恩多町３丁目２１番地１３

64 恩多町３丁目第２仲よし広場 恩多町３丁目３４番地５７

65 恩多町３丁目第３仲よし広場 恩多町３丁目６番地６

66 野火止水車苑 恩多町３丁目３２番地３

67 恩多町４丁目第１仲よし広場 恩多町４丁目３番地６

68 恩多町４丁目第２仲よし広場 恩多町４丁目７番地３７

69 恩多町４丁目第３仲よし広場 恩多町４丁目２０番地７３

70 恩多町４丁目第４仲よし広場 恩多町４丁目２５番地４２

71 恩多町４丁目第５仲よし広場 恩多町４丁目３５番地１０５

72 恩多町４丁目第６仲よし広場 恩多町４丁目３１番地９４

73 恩多町４丁目第７仲よし広場 恩多町４丁目４１番地１

74 恩多町５丁目第１仲よし広場 恩多町５丁目４９番地３９

75 恩多町５丁目第２仲よし広場 恩多町５丁目１０番地１０

76 恩多町５丁目第３仲よし広場 恩多町５丁目５４番地２０

77 恩多町５丁目第４仲よし広場 恩多町５丁目３６番地２０

78 恩多町５丁目第５仲よし広場 恩多町５丁目２２番地１９

79 萩山町１丁目第１仲よし広場 萩山町１丁目２１番地

80 萩山町２丁目第１仲よし広場 萩山町２丁目１６番地２８

81 萩山町４丁目第１仲よし広場 萩山町４丁目５番地８

82 栄町１丁目第１仲よし広場 栄町１丁目３７番地１

83 栄町１丁目第２仲よし広場 栄町１丁目１８番地１８

84 野火止広場 栄町３丁目１４番地１

85 富士見町１丁目第１仲よし広場 富士見町１丁目２番地７３

86 富士見町１丁目第２仲よし広場 富士見町１丁目１２番地１６

87 富士見町１丁目第４仲よし広場 富士見町１丁目２番地８８・１２９　　　　　　　

88 富士見町１丁目第５仲よし広場 富士見町１丁目１４番地３９　　　　　　　

89 富士見町２丁目第１仲よし広場 富士見町２丁目９番地９

90 富士見町２丁目第２仲よし広場 富士見町２丁目９番地１１１

91 富士見町３丁目第１仲よし広場 富士見町３丁目２番地３５

92 富士見町３丁目第２仲よし広場 富士見町３丁目１５番地６２

93 富士見町３丁目第３仲よし広場 富士見町３丁目２１番地１０６

94 富士見町３丁目第４仲よし広場 富士見町３丁目１７番地１７・６７　　　

95 富士見町４丁目第２仲よし広場 富士見町４丁目７番地１

96 富士見町４丁目第３仲よし広場 富士見町４丁目２番地３２
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97 美住町１丁目第１仲よし広場 美住町１丁目１９番地７３

98 美住町１丁目第２仲よし広場 美住町１丁目２０番地２５

99 美住町１丁目第３仲よし広場 美住町１丁目４番地１６

100 美住町１丁目第４仲よし広場 美住町１丁目４番地１７

101 美住町１丁目第５仲よし広場 美住町１丁目８番地

102 美住町２丁目第２仲よし広場 美住町２丁目２番地５１

103 美住町２丁目第３仲よし広場 美住町２丁目３５番地３８

104 廻田町１丁目第１仲よし広場 廻田町１丁目３３番地４２

105 廻田町１丁目第２仲よし広場 廻田町１丁目３７番地１

106 廻田町２丁目第１仲よし広場 廻田町２丁目１１番地７

107 廻田町２丁目第２仲よし広場 廻田町２丁目４番地１３

108 多摩湖町１丁目第１仲よし広場 多摩湖町１丁目１６番地内

109 多摩湖町１丁目第２仲よし広場 多摩湖町１丁目１番地１７

110 多摩湖町２丁目第１仲よし広場 多摩湖町２丁目１番地２２

111 多摩湖町２丁目第２仲よし広場 多摩湖町２丁目３番地３５

112 多摩湖町３丁目第１仲よし広場 多摩湖町３丁目８番地３６

113 多摩湖町３丁目第２仲よし広場 多摩湖町３丁目１０番地１０

114 多摩湖町３丁目第３仲よし広場 多摩湖町３丁目１１番地２９

115 多摩湖町４丁目第１仲よし広場 多摩湖町４丁目１４番地６

116 多摩湖町４丁目第２仲よし広場 多摩湖町４丁目２１番地３

117 多摩湖町４丁目第３仲よし広場 多摩湖町４丁目１１番地２４

118 多摩湖町４丁目第４仲よし広場 多摩湖町４丁目３２番地６９

119 諏訪町２丁目第１仲よし広場 諏訪町２丁目３番地５７

120 野口町２丁目第１仲よし広場 野口町２丁目２６番地７０

121 野口町３丁目第１仲よし広場 野口町３丁目５０番地２４

122 野口町３丁目第２仲よし広場 野口町３丁目１８番地３１

緑道・広苑

1 野火止緑道 栄町１～３丁目地内

2 北山緑道 諏訪町２丁目３８番地６

3 美住緑道 美住町２丁目２番地

4 富士見緑道 富士見町３丁目２１番地１０

5 廻田緑道 廻田町３、４丁目地内

6 旧前川緑道 廻田町２丁目地内

7 北川緑道 諏訪町２丁目地内

8 空堀川下堀広苑 久米川町１、２丁目地内

9 空堀川文化村広苑 恩多町４丁目地内

10 空堀川ふれあい公苑 諏訪町２丁目地内

東村山市内公園等一覧表
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■人件費 積算根拠（内訳） 
 

【勤務体制（例）】 
 
公園管理事務所（パークセンター） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

農とみどりの体験パーク（秋津ちろりん村） 
 
 
 

 
 

 

 

日 月 火 水 木 金 土

5 4 4 6 4 4 5

所長＜常勤＞週5日 〇 〇 〇 〇 〇

副所長（施設）＜常勤＞週5日 〇 〇 〇 〇 〇

副所長（協働）＜常勤＞週5日 〇 〇 〇 〇 〇

市民協働担当＜非常勤＞週3日 〇 〇 〇

施設管理担当＜非常勤＞①週3日 〇 〇 〇

施設管理担当＜非常勤＞②週3日 〇 〇 〇

施設管理担当＜非常勤＞③週3日 〇 〇 〇

施設管理担当＜非常勤＞④週3日 〇 〇 〇

施設管理担当＜非常勤＞⑤週2日 〇 〇

想定勤務表

日 月 火 水 木 金 土

2 1 1 2 1 2 2

パーク長＜常勤＞週5日 〇 〇 〇 〇 〇

管理担当＜非常勤＞①週3日 〇 〇 〇

管理担当＜非常勤＞②週3日 〇 〇 〇

想定勤務表
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■協働事業実績一覧

平成31年度

○春の北川クリーンアップ作戦（第46回）：平成30年5月20日（日）　将陣場橋、大関橋、宅部遺跡橋、水道橋の４箇
所を集合場所とし、４箇所に分かれて河川清掃を実施した。　参加者の合計は約５０名　実行委員長と市による協
議で日程、当日対応を決定し、実施となった。市報等による事前周知と、当日の各橋での参加者への説明等の対
応を市職員が担当。ゴミの回収及び処理を市が実施した。
○秋の北川クリーンアップ作戦（第47回）：平成30年10月21日（日）　北山公園管理事務所前、宅部遺跡橋、水道橋
の３箇所を集合場所とし、３箇所に分かれて河川清掃を実施した。参加者の合計は約５０名

北川流域の方々にも、恒例の行事として受け入れられてきており、地域の自然環境に
目をむけていただくきっかけとなっている。
また、地域の方々の手により清掃をしていただくことにより、川にゴミを捨てないという
共通の認識を持つことにつながっている。

令和元年度

3月17日～11月9日に北山公園内にカゴアミや日光浴ワナ等を仕掛け、同期間内に合計31回（延べ100名程度参
加）ワナ等の点検作業を実施した。捕獲した外来生物は、菖蒲まつり（トウキョウダルマガエルを守ろうキャンペーン
も実施）や北山わんぱく夏まつり（イベントでウシガエル捕獲大作戦も実施）、市主催外来種防除講座、当会主催北
山いきものクラブ等の場で展示するなど一般市民へのアピールを行った。

北川かっぱの会単独で活動を行うのに比べ、防除作業も実施しやすく、より強力に市
民へのアピールもできた。北山公園の成果だけではないが、小学校の総合的学習や
土曜講座の場では（今年は市内4つの小学校を対象）、児童たちが外来生物の問題点
等に対して的確に理解するようになってきているように思われる。また、活動の成果と
して、トウキョウダルマガエルの個体数が確実に増えてきていると思われる。

令和２年度

3月21日～11月14日（新型コロナウイルスによる緊急事態宣言発令のため、休止した期間あり）に北山公園内にカ
ゴアミや日光浴ワナ等を仕掛け、同期間内に合計15回（延べ40名程度参加）ワナ等の点検作業を実施した。捕獲し
た外来生物は、市主催外来種防除イベントや小学校の総合的学習、当会主催北山いきものクラブ等の場で展示す
るなど一般市民へのアピールを行った。

北川かっぱの会単独で活動を行うのに比べ、防除作業も実施しやすく、より強力に市
民へのアピールもできたと思う。北山公園の成果だけではないかもしれませんが、小
学校の総合的学習等の場では、児童たちが外来生物の問題点等に対して的確に理
解するようになってきているように思われる。また、活動の成果として、トウキョウダル
マガエルの個体数が確実に増えてきていると思われる。

平成31年度
市からの花壇の花の購入、整備用具・ごみ袋など備品の提供により、熊野公園ボランティアにより、花壇整備活動、
草刈り、低木等の刈込作業を実施。イベントの開催。

市が信頼して独自の活動を認めてくれていることで、整備活動やイベント開催などの充
実した活動ができた。そのことで、公園の整備がある程度行き届き、安全で楽しい公園
として維持されているし、イベント開催では多くの方に参加していただき、活動理解や
協力を得た。

令和元年度
久米川東小学校2年生が授業の一環で、熊野公園で花壇整理の手伝いと生き物ミニ教室を開催。
落ち葉掃きイベント等のイベントの開催。

前年度同様、市が信頼して独自の活動を認めてくれていることで、整備活動やイベント
開催などの充実した活動ができた。そのことで、公園の整備がある程度行き届き、安
全で楽しい公園として維持されているし、イベント開催では多くの方に参加していただ
き、活動理解や協力を得た。

令和２年度
コロナのため恒例の水鉄砲大合戦、落ち葉掃き＆焼き芋は中止。定例会月1回第4火曜日10～11時半（公園整備
活動－花壇の花植え、低木の剪定、草刈り、ゴミ拾い等）。会員交流会等。

令和2年度はコロナの影響で整備活動やイベントをどのように行うか所管とも相談し、
イベントは中止、毎月の整備活動は蔓延時期を避け配慮しながら行った。公園の利用
者からの通路の整備、近隣からの伸びた木の剪定などの希望があった時両者で意見
交換し対応をするなど、所管担当者を中心とした協働によるスムーズな活動ができ
た。

平成31年度 ― ―

令和元年度 ― ―

令和２年度
2/29(土)メンテナンス　　　4/26(日)三世代交流　音楽遊び(Youtube配信のみ)　　　8/23(日)三世代交流サンバWS
9/27(日)三世代交流健康教室　　　10/25(日)三世代交流モノづくりWS　　　11/22(日)水車苑、公園落ち葉掃き
Total延べ152名参加

・イベントチラシの印刷や掃除用具・作業の道具・花鉢の提供、集めた袋の回収業務
などをやっていただくことで公園整備、維持管理の効率アップが図れた。

北川かっぱの
会

熊野公園ボラ
ンティア

大岱稲荷プロ
ジェクト

北山 公園に生息
する 希少生物を含
む在来生物保全に
向けて、地域住民
と共に 外来種 防
除の取組みを行う
ことを目的とする 。

北山公園内の外
来種防除の取組
みを行い、在来生
物保全に向けた
情報共有などを行
う。

熊野公園の再生に
向けて情報提供や
地域住民と共に維
持管理等を行うこ
とを目的とする。

熊野公園内の清
掃、草刈、低木等
の刈込みなどによ
り公園を清潔に保
つこと、イベント等
を開催すること及
び熊野公園の再
生に向けての情報
提供などを行うこ
と。

稲荷公園等を様々
な人が集えるよう
な暖かい場所、地
域活性の拠点とす
ること。

目的達成のため
公園の掃除・メン
テナンスなどの維
持管理を行うこと。
また目的達成のた
めのイベントを企
画・開催すること。

団体名 協働事業の目的 協働事業の内容 協働事業内容（年度毎） 協働の成果（年度毎）
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■管理実績資料（北山公園関係委託）
委託件名 北山公園管理委託 北山公園休耕田管理委託 北山公園菖蒲鉢植え作成委託 北山公園管理事務所機械警備委託 北山公園管理事務所トイレ管理委託 北山公園水田運営委託 北山公園・野火止水車苑動力設備管理委託

委託先（Ｒ2） （有）光緑園 （有）光緑園 （有）光緑園 セコム(株) (公社)東村山市シルバー人材センター 特定非営利活動法人NPO　birth (株)丸山住設

（Ｒ1） （有）光緑園 （有）光緑園 （有）光緑園 セコム(株) (公社)東村山市シルバー人材センター ― (株)丸山住設

（Ｈ30） （有）光緑園 ― ― セコム(株) (公社)東村山市シルバー人材センター ― (株)丸山住設

場所 北山公園（東村山市野口町三、四丁目地内） 北山公園（東村山市野口町三、四丁目地内） 北山公園（東村山市野口町三、四丁目地内） 北山公園（東村山市野口町三、四丁目地内） 北山公園（東村山市野口町三、四丁目地内） 北山公園（東村山市野口町三、四丁目地内）
北川大関（野口町３丁目地内）
野火止水車苑（恩多町３丁目３２番地３）

（１）水田管理に関する計画作成
（２）進行管理・調整
作業管理及び水田の適正管理を行う。
・作業項目　育苗、荒起こし、代掻き、田植え、水の
管理、防鳥ネット張り、除草、稲架づくり、稲刈り、脱
穀、その他水田運営に必要な作業
（３）ボランティアコーディネート
・スケジュール作成
・活動サポート　等
（４）管理運営マニュアル作成
・令和３年度より新たに水田運営を開始する田を含
め、年間スケジュール、及び作業毎に工程、使用備
品、配慮事項等をまとめる
（５）業務報告書の作成
・各作業項目の記録（記録写真、ボランティアの参加
状況等）
・打合せ記録
（６）上記に伴う市との協議打合せ
（７）成果品　　　本業務の成果品は下記のとおりと
する。
①北山公園水田運営業務委託報告書 2部
②水田管理マニュアル 2部
③上記電子媒体（CD－R、DVD－R等） 1式
（８）個人情報の取り扱い

①北山公園動力設備点検　年５回
＜動力設備＞
・北川大関取水送水ポンプ動力点検（ポンプ２台）
・ポンプ異音検査
・送水状態点検
・フロートスイッチ洗浄
＜分電盤＞
・絶縁測定（メガテスト）
・負荷電流測定
・自動制御系検査
・タイマー調整
※異常発生時緊急出動・漏水箇所修繕（随時）
②野火止水車苑動力設備点検　年２回
　＜動力設備＞
・取水送水ポンプ動力点検（ポンプ２台）
・ポンプ異音検査
・送水状態点検
・フロートスイッチ洗浄
＜分電盤＞
・絶縁測定（メガテスト）
・負荷電流測定
・自動制御系検査
・タイマー調整
＜施設設備＞
・外灯点検（水銀灯５基）
※異常発生時緊急出動・漏水箇所修繕（随時）
〇指示事項　　点検月は下記の通りとする。
・北山公園動力設備　　　原則４月、６月、８月、１０
月、３月
・野火止水車苑動力設備　原則４月、１０月
業務の実施にあたり、関係法令を遵守し、常に善良
なる受託者の注意をもって行わなければならない。

※契約内容はＲ2の仕様書に基づく。

内容
（Ｒ3契約内
容※一部例

外））

（１）公園管理業務
① 安全管理
・園内の見回りを業務開始時、業務終了時の１日２
回行うこと。
② 施設管理
・鍵の管理が必要な施設については業務上必要な
時のみ開錠し、業務終了時の施錠点検を行うこと。
・下記の機器の操作を行うこと。
休憩施設機械警備端末（始業時・終業時）/　配電盤
（必要に応じ）/　給水・排水ポンプ等（必要に応じ）
・消耗品の交換を行うこと。
トイレ（トイレットペーパー・手洗い用石鹸等）/照明
器具/消耗品
・園内掲示物の管理
③清掃
・トイレ：清掃は１回/日とするが、汚れがひどい場合
は随時清掃を行うこと。
・休憩施設：天井のほこりやクモの巣等の清掃を適
宜実施しすること。
・喫煙所：灰皿清掃及び吸い殻の処分を行うこと。
・園内：落ち葉、ゴミ等の回収を行い、広場、施設を
清潔に保つこと。座面、手摺等、公園利用者の触れ
る部分については、水拭き等を適宜行うこと。照明
器具、看板、掲示板等、公園利用者に注視される場
所は、定期的に清掃を行うこと。
・その他：近接する道路、水路、河川等についても、
ゴミの回収等を行うこと。
・回収したゴミ等は分別を行い、適切に処分を行うこ
と。なお、市指定事業用ゴミ袋は市より提供を行う。
④来園者対応等
⑤剪定、除草
・剪定：低木刈込、中木（３ｍ内外）刈込・剪定、園内
の梅及びフジの剪定、葦刈込を年１回以上行うこ
と。葦の刈込は概ね３月上中旬に実施すること。そ
の他樹木については市と協議の上、必要に応じて
実施すること。
枯損木等の伐採、竹林内間伐を必要に応じ行うこ
と。
・草刈り、除草：年間３回以上とし、草の繁茂状況に
応じ実施すること。舗装箇所や、通路については、
通行に支障が発生しないよう、随時実施すること。
⑦修繕
・園内施設の破損や劣化等の発生箇所について、
対応が可能なものについては、市担当者と協議し修
繕を行うこと。
⑧希少生物等の在来生物（動物及び植物）の保全
についての協力
・北山公園に生育する希少生物等に配慮するととも
に、外来種防除に関する取り組みに対して、市及び
市民団体等と連携して業務にあたること。
・園内見回り時に外来種ポスト（植物、動物）を確認
し、投函された外来種については適切な処分を行う
こと。
（２）菖蒲等管理業務
① 菖蒲田管理
各作業を適切な時期に行い良好な開花環境を保持
すること。
・除草/・施肥/・薬剤散布/不良株補植/株直し/虫
害対応/花がら摘み/茎切り/葉切り/株分け/補植
田管理/品種管理/
②ハス池管理・除草、水管理、施肥、病害虫防除、
枯葉等の処理を、適切な時期に行い良好な開花環
境を保持すること。
③その他植栽物管理
・カキツバタ等の園内植栽について、除草、施肥、病
害虫防除、枯葉等の処理を、適切な時期に行い良
好な開花環境を保持すること。
④水路等の管理
⑤菖蒲まつり対応（菖蒲まつりが中止となった場合
については、別途協議とする。）
・菖蒲販売補助/ポット配置
⑥菖蒲切り花・ポット等の有効利用への協力
⑦花菖蒲管理マニュアルの作成

休耕田対象面積　５１３㎡　（菖蒲田４：５１３㎡）
①菖蒲株堀上げ
・菖蒲まつり終了後、７月末までに菖蒲田４の株を堀
上げること。
（菖蒲まつりが中止の場合においても、７月末までに
菖蒲田４の株を堀上げること）
②菖蒲株分け
・①で掘り上げた株の株分けを行う。
③菖蒲田耕運　３回　（７月、１２月、２月下旬～３月）
・菖蒲田４において有機土壌改質材（コフナＭＰ）を、
既存土と混合、撹拌する。改質材は菖蒲田毎に適
切な量を使用すること。
 ④調査及び図面作成
・堀上げを行う菖蒲田４の菖蒲については、品種管
理のため、開花時に全花確認、品種確定し管理図
面の作成を行うこと。また、株分け時に混同の無い
ように管理を行うこと。
⑤菖蒲株植付け（対象面積５１５㎡）
・過年度より休耕している菖蒲田５、６に菖蒲の植え
付けを行うこと。なお、植え付ける際に有機土壌改
良材を使用すること。
・菖蒲の植え付けの配置及び品種については、事前
に配置計画図を提出し、市の了承を得ること。
・植え付け後、管理図面の作成を行うこと。
⑥客土補充
・耕運１回目は菖蒲田４に赤土を合計２５㎥敷均しの
上実施すること。

・東村山菖蒲まつりに用いる、菖蒲鉢植えを１５００
鉢作成する。
・堀上株の運搬、株割り、葉刈り、芋根の除去、土・
薬剤等の手配等、鉢植え作成に必要な作業をすべ
て含む。なお、作成に用いる花菖蒲の芽は、病害虫
に侵されているものや、花芽は除外し、良好な育成
が期待できるものを選別すること。
・鉢植え作成に使用する花菖蒲
北山公園管理業務及び北山公園休耕田管理委託
にて堀上げ、株分けを行った花菖蒲のうち、余剰と
なる中で良好なものとし、対象とする品種は市担当
者と協議すること。
・作成後の鉢植えについては、１１鉢毎にパレットに
積載し、園内の指定場所への配置を行うこと。
・鉢植えの仕様
使用ポット：１３．５ｃｍ　ビニールポット
植付け方法：３芽仕立て
用土：赤土１㎥を主とし、培養土２５Lを１５袋、殺菌
剤２種類３ｋｇを５袋ずつ、肥料１５Lを２袋混合し使
用する。※薬剤については、殺菌剤：ジェイエース、
ユニホーム、肥料：フランスコフナ各同等品以上を使
用すること。
※上記によらない場合は市と協議すること

（１）適切な防犯・防災対策が実施されるよう、建物
及び電気計装設備の保守調整業務を行い、適正な
機器の作動を確保する事。
（２）業務の履行にあたっては、当該施設の状況、状
態を把握して最良の効果を期するものとし、防犯・火
災に精通した技術員をそれぞれ配置するものとす
る。
（３）当該施設を退場する時は、再度当該施設を巡
回し、通常の運転に支障のない状態であるか確認し
たうえで退場すること。
（４） 諸設備の不具合及び疑義が発生した場合は、
その都度市担当者と協議し、その指示によること。
（５）緊急時等の対応
・ 施設に異常事態が発生した場合、現地対応を行う
緊急要員については、事態の鎮静化にむけた可能
な限りの対策を行うこと。また、必要と認めたときは
遅滞なく警察機関に通報し、緊急出動等を要請する
とともに、市担当者へ連絡を行うこと。
・ 緊急事態の発生に備え、非常呼び出しに応じられ
る体制を確立しておくとともに、緊急事態発生時には
昼夜にかかわりなく、緊急業務体制をとること。
（６）設置機器リスト
　　コントローラＭＸ　１個
　　シャッターセンター　１個
　　断線監視アダプタ　１個
　　断線送信ユニット　１個
　　フラッシュライト　１個
　　ポインタⅡ　２個
　　火災受信機　１個
　　受信機　１個
　　炎感知器　２個
　　熱感知器（差動式）　３個
　　煙感知器　２個
　　インフラレッドセンサー　１個
　　マグネットセンサー　６個

・北山公園休園日（１２月２９日から翌年１月３日を除
く。）及び６月５日から６月２８日までの菖蒲開花期に
おける管理事務所トイレの施錠管理

・休園日（月曜日）の午前８時３０分　トイレの開錠
午後４時３０分　トイレの施錠
※月曜日が祝祭日の場合は、翌営業日
・菖蒲開花期については毎日午前７時開錠、午後８
時施錠とする。
・菖蒲まつり期間中夜間ライトアップ日（６月１２日、１
３日を予定）については、夜間の施錠は市にて行うも
のとし、開錠のみを行うものとする。
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No. 区分 公園名 作業項目 実績金額

剪定 1,377,370

交通整理人Ｂ 24,600

除草 1,271,838

剪定 875,900

除草 228,086

3 都市公園 秋津公園 除草 182,539

剪定 701,100

除草 100,392

5 都市公園 稲荷公園 剪定 10,800

6 都市公園 伊豆殿公園 除草 51,264

剪定 13,200

除草 161,090

8 都市公園 西宿公園 除草 222,552

9 都市公園 藤の宮公園 除草 201,734

10 都市公園 弁天池公園 除草 218,278

11 都市公園 北山公園 剪定 449,500

剪定 741,940

除草 754,500

13 児童遊園 秋津第二児童遊園 除草 127,718

14 児童遊園 青葉第一児童遊園 除草 28,009

15 児童遊園 青葉第二児童遊園 除草 43,076

16 児童遊園 青葉第三児童遊園 剪定 48,800

17 児童遊園 恩多児童遊園 除草 174,168

18 児童遊園 萩山第一児童遊園 除草 79,032

19 児童遊園 萩山第二児童遊園 除草 95,586

20 児童遊園 富士見第一児童遊園 除草 70,666

21 児童遊園 富士見第二児童遊園 除草 154,415

22 児童遊園 富士見第四児童遊園 剪定 258,950

23 児童遊園 赤坂児童遊園 除草 87,576

24 児童遊園 諏訪児童遊園 除草 48,772

25 児童遊園 やつだ（谷田）池児童遊園 除草 61,588

26 児童遊園 松林庵児童遊園 除草 34,977

27 仲よし広場 本町1丁目　第1仲よし広場 除草 44,856

28 仲よし広場 本町2丁目　第1仲よし広場 剪定 52,800

29 仲よし広場 久米川町2丁目　第1仲よし広場 除草 24,920

30 仲よし広場 久米川町3丁目　第2仲よし広場 除草 42,264

都市公園 天王森公園

都市公園 美住公園

都市公園 星ケ丘公園

令和２年度公園等樹木手入れ費（詳細実績）

都市公園 熊野公園

都市公園 大沼田公園

1

2

4

7

12
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No. 区分 公園名 作業項目 実績金額

令和２年度公園等樹木手入れ費（詳細実績）

31 仲よし広場 久米川町3丁目　第4仲よし広場 除草 83,070

剪定 63,200

除草 39,050

剪定 55,300

除草 74,148

34 仲よし広場 秋津町2丁目　第1仲よし広場 除草 4,260

35 仲よし広場 秋津町3丁目　第1仲よし広場 除草 130,320

36 仲よし広場 秋津町3丁目　第2仲よし広場 剪定 315,820

37 仲よし広場 秋津町4丁目　第2仲よし広場 除草 278,097

38 仲よし広場 秋津町4丁目　第3仲よし広場 剪定 146,100

39 仲よし広場 秋津町5丁目　第1仲よし広場 除草 46,280

40 仲よし広場 秋津町5丁目　第2仲よし広場 剪定 386,190

41 仲よし広場 青葉町1丁目　第3仲よし広場 剪定 101,870

42 仲よし広場 青葉町1丁目　第5仲よし広場 剪定 162,880

43 仲よし広場 青葉町1丁目　第6仲よし広場 剪定 235,500

剪定 2,220,990

交通整理人Ｂ 98,400

45 仲よし広場 青葉町2丁目　第3仲よし広場 除草 192,418

46 仲よし広場 青葉町3丁目　第3仲よし広場 除草 16,910

剪定 81,740

除草 12,460

48 仲よし広場 青葉町3丁目　第5仲よし広場 除草 8,277

49 仲よし広場 青葉町3丁目　第6仲よし広場 除草 27,985

50 仲よし広場 青葉町3丁目　第7仲よし広場 除草 33,725

51 仲よし広場 恩多町1丁目　第1仲よし広場 除草 46,992

52 仲よし広場 恩多町1丁目　第3仲よし広場 除草 51,353

剪定 890,610

交通整理人Ｂ 49,200

除草 53,400

54 仲よし広場 恩多町1丁目　第5仲よし広場 除草 26,433

剪定 101,450

除草 35,500

56 仲よし広場 恩多町1丁目　第8仲よし広場 除草 77,376

57 仲よし広場 恩多町1丁目　第9仲よし広場 除草 25,098

剪定 55,300

除草 41,104

仲よし広場 恩多町1丁目　第4仲よし広場

仲よし広場 恩多町1丁目　第6仲よし広場

仲よし広場 青葉町3丁目　第4仲よし広場

仲よし広場 青葉町2丁目　第1仲よし広場

仲よし広場 恩多町1丁目　第10仲よし広場

仲よし広場 久米川町4丁目　第3仲よし広場

仲よし広場 久米川南　第1仲よし広場32

33

44

47

53

55

58



No. 区分 公園名 作業項目 実績金額

令和２年度公園等樹木手入れ費（詳細実績）

剪定 40,720

除草 34,176

剪定 1,649,410

除草 46,992

61 仲よし広場 恩多町2丁目　第4仲よし広場 除草 30,175

62 仲よし広場 野火止水車苑 剪定 528,600

剪定 20,070

除草 153,701

64 仲よし広場 恩多町5丁目　第2仲よし広場 剪定 52,100

剪定 225,400

除草 102,950

66 仲よし広場 萩山町2丁目　第1仲よし広場 除草 40,139

67 仲よし広場 野火止広場 除草 35,305

剪定 1,414,580

交通整理人Ｂ 36,900

剪定 3,737,457

交通整理人Ｂ 49,200

除草 333,748

剪定 147,200

除草 74,712

71 仲よし広場 富士見町3丁目　第1仲よし広場 除草 51,264

72 仲よし広場 富士見町3丁目　第2仲よし広場 除草 43,378

73 仲よし広場 富士見町3丁目　第3仲よし広場 除草 58,918

74 仲よし広場 美住町1丁目　第1仲よし広場 除草 34,532

剪定 303,500

除草 61,126

剪定 1,732,800

交通整理人Ｂ 98,400

除草 273,990

剪定 20,070

除草 130,725

78 仲よし広場 美住町1丁目　第5仲よし広場 除草 20,696

79 仲よし広場 美住町2丁目　第2仲よし広場 除草 10,324

80 仲よし広場 廻田町1丁目　第1仲よし広場 除草 40,584

81 仲よし広場 廻田町2丁目　第2仲よし広場 除草 62,480

美住町1丁目　第2仲よし広場

仲よし広場 美住町1丁目　第3仲よし広場

仲よし広場 美住町1丁目　第4仲よし広場

仲よし広場 萩山町1丁目　第1仲よし広場

仲よし広場 恩多町4丁目　第5仲よし広場

仲よし広場 富士見町1丁目　第2仲よし広場

仲よし広場 恩多町2丁目　第1仲よし広場

仲よし広場 恩多町2丁目　第2仲よし広場

59

60

63

65

68 富士見町1丁目　第1仲よし広場仲よし広場

75

76

77

69

70 仲よし広場 富士見町2丁目　第1仲よし広場

仲よし広場



No. 区分 公園名 作業項目 実績金額

令和２年度公園等樹木手入れ費（詳細実績）

剪定 2,199,900

除草 257,673

83 仲よし広場 多摩湖町1丁目　第2仲よし広場 除草 35,155

84 仲よし広場 多摩湖町2丁目　第1仲よし広場 除草 49,128

85 仲よし広場 多摩湖町2丁目　第2仲よし広場 除草 79,175

86 仲よし広場 多摩湖町3丁目　第1仲よし広場 剪定 629,250

87 仲よし広場 多摩湖町3丁目　第3仲よし広場 除草 18,957

88 仲よし広場 多摩湖町4丁目　第1仲よし広場 除草 122,286

剪定 568,600

除草 29,993

剪定 115,700

除草 309,491

91 仲よし広場 多摩湖町4丁目　第4仲よし広場 除草 23,496

92 仲よし広場 諏訪町2丁目　第1仲よし広場 除草 9,612

93 仲よし広場 野口町3丁目　第1仲よし広場 除草 199,603

94 仲よし広場 野口町3丁目　第2仲よし広場 除草 44,618

剪定 816,650

交通整理人Ｂ 49,200

96 緑道 北山緑道 剪定 1,353,200

97 緑道 美住緑道 剪定 286,000

98 緑道 北川緑道 剪定 107,670

99 緑地等 空堀川下堀広苑 剪定 1,172,920

100 緑地等 空堀川文化村広苑 剪定 1,369,180

　剪定費 27,838,287

　除草費 8,633,254

　交通誘導員費 405,900

　　処理費（剪定） 2,955,960

　　処理費除草（草） 1,169,550

　計 41,002,951

消費税 4,100,295

合計 45,103,246

101 都市公園 せせらぎの郷多摩湖緑地 剪定＋除草（消費税込み） 4,615,459

総合計 49,718,705

※　公園等樹木手入れについては、令和2年度当初予算のほか令和2年度補正予算での対応を含む

仲よし広場 多摩湖町4丁目　第3仲よし広場

緑道 野火止緑道

仲よし広場 多摩湖町4丁目　第2仲よし広場89

90

95

82 仲よし広場 多摩湖町1丁目　第1仲よし広場
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萩山公園平面計画図（公園整備イメージ図）
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道路(約5m幅)

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

園内

アパート側

13 14 15 16 17 18

駐車一区画サイズ

19 20 21 22 23 24 25

園内

1

入口幅：6.3ｍ

幅：5m

幅：4.5m

幅：4.6m
幅：2.4m

横幅：2.5m

縦幅：5.25m

車止めまでの
距離：3.8m

N
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参考資料

No. 金 額 （千円）
令和2年度
当初予算額

加算分 備          考

② 公園管理運営
委託費 公園等樹木手入れ費 65,667 市立公園、多摩湖緑地・萩山公園（新設部）含

 市立公園 39,034 16,168  市立公園
 多摩湖緑地 2,917 1,335  多摩湖緑地
 萩山公園 5,309  萩山公園（新設部）
 萩山公園（草刈り等） 904  萩山公園（新設部）

緑道等植込み手入れ費 6,851
美住緑道、富士見緑道、野火止緑道、廻田緑道、北山緑道、
北川緑道、旧前川緑道（清掃含）、
空堀川文化村広苑、空堀川下堀広苑、空堀川ふれあい広苑

 緑道等植込み手入れ 5,826
 美住緑道、富士見緑道、野火止緑道、廻田緑道、北山緑道、
 旧前川緑道（清掃含）、
 空堀川文化村広苑、空堀川下堀広苑、空堀川ふれあい広苑

 北川緑道植込み手入れ 1,025  北川緑道

公園等清掃費 24,640

都市公園（萩山公園新設部含）、児童遊園、仲よし広場、
美住緑道、富士見緑道、野火止緑道、廻田緑道、北山緑道、
北川緑道、
空堀川文化村広苑、空堀川下堀広苑、空堀川ふれあい広苑、
公園トイレ清掃、特別定期清掃、

 公園等清掃 23,576

 都市公園、児童遊園、仲よし広場、
 美住緑道、富士見緑道、野火止緑道、廻田緑道、北山緑道、
 空堀川文化村広苑、空堀川下堀広苑、空堀川ふれあい広苑、
 公園トイレ清掃、特別定期清掃、
 野火止水車苑・北川大関ポンプ桝取水口清掃

 萩山公園清掃等 527  萩山公園（新設部）
 萩山公園トイレ清掃 189  萩山公園（新設部）
 北川緑道清掃 348  北川緑道

修繕費 修繕費 5,240 市立公園（萩山公園新設部含）、農とみどりの体験パーク「秋津ちろりん村」

 市立公園 2,144 2,461  市立公園
 農とみどりの体験パーク 106 394  農とみどりの体験パーク「秋津ちろりん村」
 萩山公園修繕 135  萩山公園（新設部）

消耗品費等 消耗品費 975 市立公園、多摩湖緑地・農とみどりの体験パーク「秋津ちろりん村」含
 市立公園 730  市立公園
 多摩湖緑地 9  多摩湖緑地
 農とみどりの体験パーク 168 68  農とみどりの体験パーク「秋津ちろりん村」
原材料費 563 市立公園、多摩湖緑地・農とみどりの体験パーク「秋津ちろりん村」含
 市立公園 491  市立公園
 多摩湖緑地 49  多摩湖緑地
 農とみどりの体験パーク 18 5  農とみどりの体験パーク「秋津ちろりん村」
燃料費 78 市立公園
 市立公園（全公園施設） 73 5  市立公園（全公園施設）
医薬材料費 4 市立公園
 市立公園（全公園施設） 4  市立公園（全公園施設）
農とみどりの体験パーク 賄材料費 33 農とみどりの体験パーク「秋津ちろりん村」
 賄材料費 33
農とみどりの体験パーク 手数料 18 農とみどりの体験パーク「秋津ちろりん村」
 手数料 18
農とみどりの体験パーク 備品購入費 460 農とみどりの体験パーク「秋津ちろりん村」
 備品購入費 430 30
消耗品費 55 市民ボランティア等対応
 消耗品費 55
原材料費 152 市民ボランティア等対応
 原材料費 152

区          分

実 績 に 基 づ く 参 考 資 料 （補足資料）
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