
平成３０年度運営管理・維持管理業務実績一覧表（小瀬スポーツ公園）

工　　種 種　　別 細　　別 業　務　名　等 業務等の内容

植栽管理 植栽・芝 園内 東区域・南区域工区植栽管理業務 H30.4.1 ～ H31.3.31 樹木3750本、緑地67680㎡植栽管理

西区域工区植栽管理業務 H30.4.1 ～ H31.3.31 樹木5271本、緑地73815㎡植栽管理

スポーツ施設工区植栽管理業務 H30.4.1 ～ H31.3.31 71333㎡植栽地管理

除草等管理業務 H30.4.1 ～ H31.3.31 園内除草作業（8，12，1，2月を除く）

東区域・南区域工区台風災害復旧業務 H30.4.1 ～ H31.3.31 台風による倒木処理

西区域工区台風災害復旧業務 H30.4.1 ～ H31.3.31 台風による倒木処理

設備管理 機械・設備等 園内 消防用設備等保守点検業務 H30.4.1 ～ H31.3.31 消火栓、自動火災報知器等設備点検

防災管理点検業務 H30.5.31 ～ H30.6.30 防災管理点検（特例認定申請）

体育館エレベーター保守点検 H30.4.1 ～ H31.3.31 月１回保守点検

陸上競技場ほかエレベーター保守点検業務

武道館エレベーター保守点検業務 月１回保守点検

アイスアリーナエレベーター保守点検業務

野球場機械設備保守点検 冷暖房機・ポンプ・湯沸器等点検

クラフトタワー機械設備保守点検 ポンプ点検・冬期水抜通水調整

陸上競技場機械設備保守点検 空調機、ボイラー等点検

水泳場設備保守点検 清掃・循環濾過器保守点検

給水設備保守管理 管理棟・ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞﾊｳｽ・給水設備保守点検

体育館等空調等保守点検 空調設備等保守点検

汚水ポンプ場保守管理 汚水ポンプ沈澱層清掃調整

屋外衛生設備保守点検 屋外衛生設備維持保守

井戸揚水ポンプ・ろ過装置点検 陸上南北井戸ポンプ・ろ過装置点検

自家用電気工作物保安管理業務 H30.4.1 ～ H31.3.31 電気工作物保安点検

体育館外照明設備保守点検 照明設備点検

陸上競技場夜間照明設備保守点検 夜間照明点検

野球場夜間照明設備保守点検 夜間照明点検

放送設備保守点検 各施設放送時計設備機能点検

武道館放送設備保守点検 武道館放送設備の機能点検

水泳場自動審判時計装置保守点検 自動審判時計装置保守点検

ｱｲｽｱﾘｰﾅ電光表示盤及び計測ｼｽﾃﾑ保守点検 電光掲示板、計測システム作動点検

陸上競技場大型映像装置保守点検業務 H30.4.1 ～ H31.3.31
電光表示設備点検
表示面清掃

野球場電光表示設備保守点検業務 H30.4.1 ～ H31.3.31 電光表示設備点検

陸上競技場Jリーグ開催時電気設備点検業務 H30.4.1 ～ H31.3.31 Ｊリーグ試合中の電気設備不具合対応委託

陸上競技場写真判定装置・情報処理システム
等保守点検業務

H30.4.1 ～ H31.3.31 写真判定装置外電子機器保守点検

公園内遊具等保守点検業務委託 H30.8.20 ～ H30.10.31 日本公園施設業協会認定有資格者による定期点検

ばい煙測定業務委託 H30.9.10 ～ H31.3.31 大気汚染防止法に基づくばい煙測定

野球場電光表示設備点検・立ち会い業務委託 H30.10.19 ～ H30.10.30 秋季関東高校野球電光表示設備不具合対応委託

バスケットゴール保守点検委託 H30.12.10 ～ H31.2.28 体育館バスケットボールゴール保守点検

風車・噴水設備保守点検業務 H31.3.1 ～ H31.3.31 風車・噴水設備保守点検

プロ野球オープン戦電光表示設備点検・立会業務委託 H31.3.20 ～ H31.3.20 プロ野球オープン戦電光表示設備保守点検

武　道　館 汚水ポンプ場保守管理委託 法定清掃点検

吸収式冷温水発生機保守点検委託 吸収式冷温水発生器保守点検

自動制御中央管制装置保守管理委託 中央管制装置保守点検

温水ヒーター及びオイルタンク保守点検委託 機能維持保守点検

受水槽保守点検委託 水質検査及び機能維持保守点検

電動式移動観覧席保守点検業務 H30.4.1 ～ H31.3.31 ブリーチャー保守点検

非常用発電設備保守点検業務 H30.4.1 ～ H31.3.31 非常用発電設備保守点検

クライミング場設備保守点検委託 H30.4.1 ～ H31.3.31 ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙ保守点検業務

トレーニング機器保守点検委託 H30.10.23 ～ H30.12.11 トレーニング機器保守点検業務

トレーニング機器保守点検委託 H30.10.23 ～ H30.12.11 トレーニング機器保守点検業務

アイスアリーナ 管理業務委託 H30.4.1 ～ H31.3.31 氷上ほか管理業務

空調設備等保守点検業務 H30.4.1 ～ H31.3.31 空調設備等保守点検

製氷設備保守点検業務 H30.4.1 ～ H31.3.31 製氷設備保守点検

清掃業務 清掃・消毒 小瀬スポーツ公園清掃・廃棄物処理他業務 園内清掃

小瀬スポーツ公園建物消毒業務委託 建物消毒

武道館清掃・ｶﾞﾗｽ清掃・廃棄物処理業務委託 H30.4.1 ～ H31.3.31 武道館内清掃・建物消毒・ｶﾞﾗｽ清掃

アイスアリーナ清掃・ガラス・廃棄物処理他業務 H30.4.1 ～ H31.3.31 アイスアリーナ館内清掃・建物消毒

その他管理 警備その他
体育館ほか各施設の警備業務（体育館、アイスア
リーナ、管理事務所、陸上競技場、野球場、テニス
場、水泳場）

H30.4.1 ～ H31.3.31 機械警備

武道館・クライミング場の警備業務 H30.4.1 ～ H31.3.31 武道館機械警備

夜間勤務業務委託（管理事務所） H30.4.1 ～ H31.3.31 夜間業務補助、施錠等

駐車場警備業務委託 H30.4.1 ～ H30.12.31 Jリーグ開催日駐車場誘導業務

駐車場警備業務委託 H30.4.29 ～ H30.5.7 ゴールデンウィーク期間駐車場誘導整理業務

駐車場警備業務委託 H30.7.7 ～ H30.7.24 夏季高校野球県大会開催日駐車場誘導整理業務

駐車場警備業務委託 H30.9.22 ～ H30.10.7 秋季高校野球及び山城小学校運動会における駐車場誘導業務

駐車場警備業務委託 H31.3.1 ～ H31.3.31 Jリーグ開催日駐車場誘導業務

駐車場警備業務委託 H30.9.22 ～ H30.9.23 浅田真央サンクスツアー山梨公演に伴う駐車場誘導業務

H30.4.1 ～ H30.4.11 H30年桜まつり開催業務

H30.4.1 ～ H30.4.30 4月8日開催「奏桜ステージ」（H30)

H31.3.20 ～ H31.3.31 H30年桜まつり開催業務

H31.3.8 ～ H31.3.31 3月31日開催「奏桜ステージ」（H31)

H31.3.25 ～ H31.3.31 H30年桜まつり開催業務

水泳場プール監視業務委託 H30.7.17 ～ H30.8.31 水泳場プール監視業務

夜間勤務業務委託（武道館） H30.11.5 ～ H31.3.31 夜間業務補助、施錠等

実施期間

H30.4.1 ～ H31.3.31

H30.4.1 ～ H31.3.31

H30.4.1 ～ H31.3.31

H30.4.1 ～ H31.3.31

H30.4.1 ～ H31.3.31

H30.4.1 ～ H31.3.31

H30.4.1 ～ H31.3.31

桜まつり業務委託



令和元年度運営管理・維持管理業務実績一覧表（小瀬スポーツ公園）

工　　種 種　　別 細　　別 業　務　名　等 業務等の内容

植栽管理 植栽・芝 園内 東区域・南区域工区植栽管理業務 H31.4.1 ～ R2.3.31 植栽等管理

西区域工区植栽管理業務 H31.4.1 ～ R2.3.31 植栽等管理

スポーツ施設工区植栽管理業務 H31.4.1 ～ R2.3.31 植栽等管理

除草等管理業務 H31.4.1 ～ R2.3.31 園内除草作業（8，12，1，2月を除く）

樹木診断・点検 R2.2.1 ～ R2.3.27 樹木診断・点検

設備管理 機械・設備等 園内 陸上競技場エレベータ保守点検業務 H31.4.1 ～ R1.7.31 月１回保守点検

武道館・アイスアリーナエレベーター保守点検業務 H31.4.1 ～ R2.3.31 月１回保守点検

体育館エレベータ保守点検業務 R2.3.1 ～ R2.3.31 月１回保守点検（入替工事により中断あり）

野球場機械設備保守点検 冷暖房機・ポンプ・湯沸器等点検

クラフトタワー機械設備保守点検 ポンプ点検・冬期水抜通水調整

陸上競技場機械設備保守点検 空調機、ボイラー等点検

水泳場設備保守点検 清掃・循環濾過器保守点検

給水設備保守管理 管理棟・ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞﾊｳｽ・給水設備保守点検

体育館等空調等保守点検 空調設備等保守点検

汚水ポンプ場保守管理 汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ沈澱層清掃調整

屋外衛生設備保守点検 屋外衛生設備維持保守

井戸揚水ポンプ・ろ過装置点検 陸上南北井戸ポンプ・ろ過装置点検

自家用電気工作物保安管理業務 H31.4.1 ～ R2.3.31 電気工作物保安点検

陸上競技場Jリーグ開催時電気設備点検業務 H31.4.1 ～ R2.3.31 Ｊリーグ試合中の電気設備不具合対応委託

体育館外照明設備保守点検 照明設備点検

陸上競技場夜間照明設備保守点検 夜間照明点検

野球場夜間照明設備保守点検 夜間照明点検

放送設備保守点検 各施設放送時計設備機能点検

武道館放送設備保守点検 武道館放送設備の機能点検

消防用設備等保守点検業務 R1.6.1 ～ R2.3.31 消火栓、自動火災報知器等設備点検

水泳場自動審判時計装置保守点検 自動審判時計装置保守点検

ｱｲｽｱﾘｰﾅ電光表示盤及び計測ｼｽﾃﾑ保守点検 電光掲示板、計測システム作動点検

陸上競技場大型映像装置保守点検業務 R1.6.1 ～ R2.3.31 電光表示設備点検

野球場電光表示設備保守点検業務 R1.6.1 ～ R2.3.31 電光表示設備点検

陸上競技場写真判定装置・情報処理システム等保守点検業務 R1.7.1 ～ R2.3.31 写真判定装置外電子機器保守点検

公園内遊器具等保守点検業務委託 R1.11.1 ～ R1.12.27 日本公園施設業協会認定有資格者による定期点検

ばい煙測定業務委託 R1.11.1 ～ R2.3.10 大気汚染防止法に基づくばい煙測定

バスケットゴール保守点検委託 R1.12.6 ～ R2.2.28 体育館ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｺﾞｰﾙ保守点検

風車・噴水設備保守点検業務 R2.3.1 ～ R2.3.31 風車・噴水設備保守点検

武　道　館 汚水ポンプ場保守管理委託 法定清掃点検

自動制御中央管制装置保守管理委託 中央管制装置保守点検

温水ヒーター及びオイルタンク保守点検委託 機能維持保守点検

受水槽保守点検委託 水質検査及び機能維持保守点検

吸収式冷温水発生機保守点検業務 R1.5.1 ～ R2.3.31 吸収式冷温水発生器保守点検

武道館電動式移動観覧席保守点検業務 R2.2.1 ～ R2.3.31 ブリーチャー保守点検

武道館非常用発電設備保守点検業務 R2.2.1 ～ R2.3.31 非常用発電設備保守点検

クライミング場設備保守点検業務 R2.2.1 ～ R2.3.31 ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙ保守点検業務

アイスアリーナ アイスアリーナ管理業務 H31.4.1 ～ R2.3.31 氷上ほか管理業務

アイスアリーナ空調設備等保守点検業務 H31.4.1 ～ R2.3.31 空調設備等保守点検

アイスアリーナ製氷設備保守点検業務 R1.6.1 ～ R2.3.31 製氷設備保守点検

清掃管理 清掃・消毒 小瀬スポーツ公園清掃・廃棄物処理業務委託 園内清掃

小瀬スポーツ公園建物消毒業務委託 建物消毒

武道館清掃・ｶﾞﾗｽ清掃・廃棄物処理業務委託 H31.4.1 ～ R2.3.31 武道館内清掃・建物消毒・ｶﾞﾗｽ清掃

アイスアリーナ清掃・ガラス・廃棄物処理他業務 H31.4.1 ～ R2.3.31 アイスアリーナ館内清掃・建物消毒

その他管理 警備その他
体育館ほか各施設の警備業務
(体育館、アイスアリーナ、管理事務所、陸上競
技場、野球場、テニス場、水泳場）

H31.4.1 ～ R2.3.31 機械警備

武道館・クライミング場の警備業務 H31.4.1 ～ R2.3.31 武道館機械警備

夜間勤務業務委託(管理事務所） H31.4.1 ～ R2.3.31 夜間業務補助、施錠等

駐車場警備業務委託 H31.4.1 ～ R1.12.31 Ｊリーグﾞ開催日駐車場誘導業務

駐車場警備業務委託 H31.4.27 ～ R1.5.6 ゴールデンウィーク期間の駐車場誘導業務

駐車場警備業務委託 R1.7.7 ～ R1.7.24 夏季高校野球期間の駐車場誘導業務

駐車場警備業務委託 R1.9.29 ～ R1.10.5 秋季高校野球期間の駐車場誘導業務

H31.4.1 ～ H31.4.11 H31年桜まつり開催業務（照明及び提灯）

H31.4.1 ～ H31.4.11 H31年桜まつり開催業務（警備員）

H31.4.1 ～ H31.4.11 H31年桜まつり開催業務（ゴミ回収）

水泳場プール監視業務委託 R1.6.11 ～ R1.8.31 水泳場プール監視業務

陸上競技場メインスタンド建築物他定期点検業務委託 R1.10.10 ～ R2.3.15 建築物他定期点検業務

園内除雪作業業務委託 R2.1.20 ～ R2.3.31 テニス場、園路等除雪作業業務

ミズノ運営サポート業務 H31.4.1 ～ R2.3.31 管理・振興業務等

実施期間

R1.5.21 ～ R2.3.31

H31.4.1 ～ R2.3.31

R1.5.21 ～ R2.3.31

R1.6.1 ～ R2.3.31

H31.4.27 ～ R2.3.31

H31.4.1 ～ R2.3.31

桜まつり業務委託



令和２年度運営管理・維持管理業務実績一覧表（小瀬スポーツ公園）

工　　種 種　　別 細　　別 業　務　名　等 業務等の内容

植栽管理 植栽・芝 園内 東区域・南区域工区植栽等管理業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 植栽等管理

西区工区域植栽等管理業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 植栽等管理

スポーツ施設工区植栽等管理業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 植栽等管理

西区域針葉高中木基本剪定業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 植栽剪定

除草等管理業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 園内除草作業（8，12，1，2月を除く）

樹木診断・点検 R2.8.24 ～ R3.3.15 樹木診断・点検

設備管理 機械・設備等 園内 陸上競技場エレベータ保守点検業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 月１回保守点検

武道館・アイスアリーナエレベーター保守点検業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 月１回保守点検

体育館エレベータ保守点検業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 月１回保守点検

体育館外照明設備保守点検 照明設備点検

陸上競技場夜間照明設備保守点検 夜間照明点検

野球場外夜間照明設備保守点検 夜間照明点検

野球場機械設備保守点検 冷暖房機・ポンプ・湯沸器等点検

クラフトタワー機械設備保守点検 ポンプ点検・冬期水抜通水調整

陸上競技場機械設備保守点検 空調機、ボイラー等点検

水泳場設備保守点検 清掃・循環濾過器保守点検

給水設備保守管理 管理棟・ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞﾊｳｽ・給水設備保守点検

体育館等空調等保守点検 空調設備等保守点検

汚水ポンプ場保守管理 汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ沈澱層清掃調整

屋外衛生設備保守点検 屋外衛生設備維持保守

井戸揚水ポンプ・ろ過装置点検 陸上南北井戸ポンプ・ろ過装置点検

自家用電気工作物保安管理業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 電気工作物保安点検

陸上競技場Jリーグ開催時電気設備点検業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 Ｊリーグ試合中の電気設備不具合対応委託

放送設備保守点検 各施設放送時計設備機能点検

武道館放送設備保守点検 武道館放送設備の機能点検

水泳場自動審判時計装置保守点検 自動審判時計装置保守点検

ｱｲｽｱﾘｰﾅ電光表示盤及び計測ｼｽﾃﾑ保守点検 電光掲示板、計測システム作動点検

消防用設備等保守点検業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 消火栓、自動火災報知器等設備点検

陸上競技場大型映像装置保守点検業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 電光表示設備点検

野球場電光表示設備保守点検業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 電光表示設備点検

陸上競技場写真判定装置・情報処理システム等保守点検業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 写真判定装置外電子機器保守点検

園内遊具等点検業務委託 R2.11.1 ～ R3.3.10 日本公園施設業協会認定有資格者による定期点検

ばい煙測定業務委託 R2.11.1 ～ R3.3.10 大気汚染防止法に基づくばい煙測定

バスケットゴール保守点検委託 R2.12.1 ～ R3.2.28 体育館ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｺﾞｰﾙ保守点検

風車・噴水設備保守点検業務 R2.12.1 ～ R3.2.28 風車・噴水設備保守点検

武　道　館 武道館機械設備等保守点検業務

汚水ポンプ場保守管理委託 法定清掃点検

自動制御中央管制装置保守管理委託 中央管制装置保守点検

温水ヒーター及びオイルタンク保守点検委託 機能維持保守点検

受水槽保守点検委託 水質検査及び機能維持保守点検

武道館自家用電気工作物保安管理業務 R3.1.1 ～ R3.3.31 電気工作物保安点検

吸収式冷温水発生機保守点検業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 吸収式冷温水発生器保守点検

武道館電動式移動観覧席保守点検業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 ブリーチャー保守点検

武道館非常用発電設備保守点検業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 非常用発電設備保守点検

クライミング場設備保守点検業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙ保守点検業務

アイスアリーナ アイスアリーナ管理業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 氷上ほか管理業務

アイスアリーナ空調設備等保守点検業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 空調設備等保守点検

アイスアリーナ製氷設備保守点検業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 製氷設備保守点検

清掃管理 清掃・消毒 小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園清掃・廃棄物処理他業務 園内清掃

小瀬スポーツ公園建物消毒業務委託 建物消毒

武道館清掃・ｶﾞﾗｽ清掃・廃棄物処理業務委託 R2.4.1 ～ R3.3.31 武道館内清掃・建物消毒・武道館内ｶﾞﾗｽ清掃

アイスアリーナ清掃・ガラス・廃棄物処理他業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 アイスアリーナ館内清掃・建物消毒

その他管理 警備その他
体育館ほか各施設の警備業務
(体育館、アイスアリーナ、管理事務所、陸上競
技場、野球場、テニス場、水泳場）

R2.4.1 ～ R3.3.31 機械警備

武道館・クライミング場の警備業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 武道館機械警備

夜間勤務業務委託(管理事務所） R2.4.1 ～ R3.3.31 夜間業務補助、施錠等

駐車場警備業務委託 R2.7.31 ～ R3.3.31 Ｊリーグﾞ開催日駐車場誘導業務

さくら開花時園内警備業務委託 R3.3.26 ～ R3.3.31 さくら開花時園内警備業務

園内除雪作業業務委託 R2.12.1 ～ R3.3.31 テニス場、園路等除雪作業業務

ミズノ運営サポート業務 R2.4.1 ～ R3.3.31 管理・振興業務等

R2.4.1 ～ R3.3.31

実施期間

R2.4.1 ～ R3.3.31

R2.4.1 ～ R3.3.31

R2.4.1 ～ R3.3.31

R2.4.1 ～ R3.3.31

R2.4.1 ～ R3.3.31



令和３年度運営管理・維持管理業務実績一覧表（小瀬スポーツ公園）

工　　種 種　　別 細　　別 業　務　名　等 業務等の内容

植栽管理 植栽・芝 園内 東区域・南区域工区植栽等管理業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 植栽管理等

西区工区域植栽等管理業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 植栽管理等

西区域針葉高中木基本剪定業務 R4.3.5 ～ R4.3.31 植栽管理等

スポーツ施設工区植栽等管理業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 植栽管理等

除草等管理業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 園内除草作業

樹木点検・診断業務 R3.5.20 ～ R4.3.31 樹木診断・点検

設備管理 機械・設備等 園内 エレベータ保守点検業務（陸上競技場） R3.4.1 ～ R4.3.31 エレベータ保守点検（月１回）

エレベータ保守点検業務（武道館・アイスアリーナ） R3.4.1 ～ R4.3.31 エレベータ保守点検（月１回）

エレベータ保守点検業務（体育館） R3.4.1 ～ R4.3.31 エレベータ保守点検（月１回）

機械設備等保守点検業務

野球場機械設備保守点検 冷暖房機・ポンプ・湯沸器等点検

クラフトタワー機械設備保守点検 ポンプ点検・冬期水抜通水調整

陸上競技場機械設備保守点検 空調機、ボイラー等点検

水泳場設備保守点検 清掃・循環濾過器保守点検

給水設備保守管理 管理棟・ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞﾊｳｽ・給水設備保守点検

体育館等空調等保守点検 空調設備等保守点検

汚水ポンプ場保守管理 汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ沈澱層清掃調整

屋外衛生設備保守点検 屋外衛生設備維持保守

井戸揚水ポンプ・ろ過装置点検 陸上南北井戸ポンプ・ろ過装置点検

自家用電気工作物保安管理業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 電気工作物保安点検

陸上競技場Jリーグ開催時電気設備点検業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 Ｊリーグ中の電気設備不具合対応委託

照明設備保守点検業務

体育館照明設備保守点検

陸上競技場夜間照明設備保守点検

野球場夜間照明設備保守点検

テニス場夜間照明設備保守点検

放送設備他保守点検業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 各施設放送設備点検

消防用設備等保守点検業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 消火栓、自動火災報知器等設備点検

水泳場自動審判時計装置保守点検 自動審判時計装置保守点検

ｱｲｽｱﾘｰﾅ電光表示盤及び計測ｼｽﾃﾑ保守点検 電光掲示板、計測システム作動点検

陸上競技場大型映像装置保守点検業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 電光表示設備点検・表示面清掃（４年に１回）

野球場電光表示設備保守点検業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 電光表示設備点検

陸上競技場写真判定装置・情報処理システム等保守点検業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 写真判定装置外電子機器保守点検

公園内遊器具等保守点検業務委託 R3.11.22 ～ R4.2.28 有資格者による遊具定期点検

ばい煙測定業務委託 R3.7.26 ～ R4.3.10 大気汚染防止法に基づくばい煙測定

バスケットゴール保守点検委託 R3.11.22 ～ R4.2.28 体育館ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｺﾞｰﾙ保守点検

武道館機械設備等保守点検業務

汚水ポンプ場保守管理委託　 法定清掃点検

自動制御中央管制装置保守管理委託 中央管制装置保守点検

温水ヒーター及びオイルタンク保守点検委託 機能維持保守点検

受水槽保守点検委託 水質検査及び機能維持保守点検

武道館自家用電気工作物保安管理業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 電気工作物保安点検

吸収式冷温水発生機保守点検業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 吸収式冷温水発生器保守点検

武道館電動式移動観覧席保守点検業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 ブリーチャー保守点検

武道館非常用発電設備保守点検業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 非常用発電設備保守点検

クライミング場設備保守点検業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙ保守点検業務

アイスアリーナ管理業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 氷上ほか管理業務

アイスアリーナ空調設備等保守点検業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 空調設備等保守点検

アイスアリーナ製氷設備保守点検業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 製氷設備保守点検

清掃管理 清掃・消毒 小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園清掃・廃棄物処理他業務 園内清掃

　　小瀬スポーツ公園建物消毒業務委託 建物消毒

武道館清掃・ｶﾞﾗｽ清掃・廃棄物処理業務委託 R3.4.1 ～ R4.3.31 武道館内清掃・ｶﾞﾗｽ清掃・建物消毒

アイスアリーナ清掃・ガラス・廃棄物処理他業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 アイスアリーナ館内清掃・建物消毒

その他管理 警備その他 体育館ほか各施設の警備業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 機械警備

武道館・クライミング場の警備業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 機械警備

夜間勤務業務委託(管理事務所） R3.4.1 ～ R4.3.31 夜間業務補助、施錠等

駐車場警備業務委託 R3.4.1 ～ R3.12.31 Ｊリーグﾞ開催日駐車場誘導業務

駐車場警備業務委託 R3.4.1 ～ R3.4.4 桜開花期間の駐車場誘導業務

駐車場警備業務委託 R3.5.1 ～ R3.5.6 ゴールデンウィーク期間の駐車場誘導業務

駐車場警備業務委託 R3.5.12 ～ R3.5.23 春季関東高校野球期間の駐車場誘導業務（5/16.23）

駐車場警備業務委託 R3.7.18 ～ R3.7.18 夏季高校野球期間の駐車場誘導業務

駐車場警備業務委託 R4.2.18 ～ R4.3.31 Ｊリーグﾞ開催日（２月～３月）駐車場誘導業務

園内除雪作業業務委託 R4.1.20 ～ R4.3.31 テニス場、園路等除雪作業業務

風車・噴水設備保守点検業務委託 R4.1.18 ～ R4.3.31 風車・噴水設備保守点検

ミズノ運営サポート業務 R3.4.1 ～ R4.3.31 管理・振興業務等

実施期間

R3.4.1 ～ R4.3.31

R3.4.1 ～ R4.3.31

R3.4.1 ～ R4.3.31

照明設備点検

R3.4.1 ～ R4.3.31

R3.4.1 ～ R4.3.31


