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A＝ 38.1 ｈａ

曽根丘陵公園　　公園区域図

日本庭園

古墳広場

第一駐車場

第 駐車場

歴史植物園

考古学博物館

展望休憩広場

大丸山塚

国道358号

丸山塚

銚子塚

指定管理区域 赤 32.3ｈａ
（下記範囲を除く）

その他管理者 青 5.8ｈａ

未買収地 緑 3.0ｈａ

凡　　　例

日本庭園

古墳広場

芝生広場

第一駐車場

第二駐車場

第三駐車場

第四駐車場

第五駐車場

歴史植物園

テニスコート

考古学博物館

方形周溝墓広場
ふれあい広場

遊具広場

野外ステージ

展望休憩広場

大丸山塚

研修センター

国道358号

町道

丸山塚

銚子塚



　 　　　　　　資料３

施設名称 建築面積（㎡） 延床面積（㎡） 設置年月 備考

研修センター 992.40 992.40 H1.1

県教育委員会管理
（作業員室の一部を
管理事務所として使
用）

野外ステージ 597.34 597.34

施設名称 建築面積（㎡） 延床面積（㎡） 設置年月 備考

修景池 － －

浸透池 － －

調整池 － －

流れ － －

石柱 － －

水車小屋 43.51 39.66 S61.8 水車無し

方形周溝墓遺跡 － －

１号円形周溝墓 － 269.90

２号円形周溝墓 － 479.20

３号円形周溝墓 － 99.60

展望台 － －

施設名称 建築面積（㎡） 延床面積（㎡） 設置年月 備考

四阿Ａ（日本庭園） 30.60 30.60 S61.3

四阿Ｂ（日本庭園） 20.25 20.25 S61.3

四阿Ｃ（スポーツ） 30.60 30.60

四阿Ｄ（歴史植物園） 19.00 19.00 H8.3

四阿E（歴史植物園） 6.60 6.60 H8.3

屋根部分鉄骨造、ステージ及び客席部分RC造、ス
テージスタンド観客席４００人、芝生席２００人

修景施設

客土ｔ＝３０、全面張芝、直径８．７～１０．４ｍ

木造、１基

概要

石張り

割石積、SL=２．１、１２０．０㎡

公園施設一覧表

主要な施設

概要

鉄筋コンクリート平屋建、エントランスホール、講堂、
大研修室、小研修室、実習室、実務室、応接室、休憩
室、ロッカー室、湯沸室、印刷室、作業員室、ポンプ
室、電気室、便所、廊下、倉庫、その他

山石組工、０．５ｔ内外、１０２．０ｍ

１基

木製平屋建、１棟

野芝、４５０．０㎡、レンガ舗装、６１６．０㎡

客土ｔ＝３０、全面張芝、直径１７．５ｍ

客土ｔ＝３０、全面張芝、直径２２．２～２３．２ｍ

休養施設

概要

木造、１棟

木造、１棟

1棟

総擬木造、１棟

総擬木造、１棟



施設名称 建築面積（㎡） 延床面積（㎡） 設置年月 備考

四阿Ｆ（東山南遺跡） 19.47 19.47 Ｈ8.9

四阿Ｇ（古墳広場） 9.00 9.00 Ｈ11.3

四阿Ｈ（古墳広場） 10.58 10.58 Ｈ11.3

四阿Ｉ（広場・園路） 14.44 14.44 Ｈ11.3

シェルター － －

パーゴラＡ（日本庭園） 28.00 28.00

パーゴラＢ（日本庭園） 47.20 47.20

パーゴラＣ（広場） 16.00 16.00

パーゴラＤ（スポーツ） 46.80 46.80

パーゴラE（スポーツ） 35.20 35.20

パーゴラＦ（東山南遺
跡）

19.47 19.47 Ｈ8.9

ベンチシェルター － －

ベンチ － －

サークルベンチ － －

テーブル － －

野外卓 － －

縁台 － －

トレリスA － －

トレリスB － －

トレリス － －

施設名称 建築面積（㎡） 延床面積（㎡） 設置年月 備考

トイレＡ（日本庭園） 63.18 45.63 S61.6

トイレＣ（ふれあい広場） 69.30 69.30 S63.1

トイレＤ（テニスコート） 28.50 28.50

鉄骨・木造、１棟

鉄骨・木造、２棟

休養施設

概要

木造銅板葺、１棟

木製、１基

木製、４基

鉄骨・木造、１棟

１０棟

1棟

1棟

1棟

1棟

１棟

コンクリート造・カラーベスト葺、２棟

木製、３基、２７５０×１５００×２４００

１８３基

６８基

木製、１３基

スチール製、１基、４０００×６０００×３２００

スチール製、１基、３０００×４０００×３２００

スチール製、１０基、２５００×２３００

便益施設

概要

鉄筋コンクリート平屋建（民家風）、１基

壁式鉄筋コンクリート平屋建、１基

壁式鉄筋コンクリート平屋建、１基



施設名称 建築面積（㎡） 延床面積（㎡） 設置年月 備考

トイレＥ（歴史植物園） 45.79 38.02 H8.3

トイレＦ（東山南駐車場） 45.79 38.02 H6.1

井戸 － －

時計棟（ふれあい広場） 2.25 2.25

ポール時計 － －

ソーラー時計（第１、日
本庭園、古墳広場）

－ －

第１駐車場 － － S61.7

第２駐車場 － －

第３駐車場 － －

第４駐車場 － －

第５駐車場 － －

歴史駐車場 － －

連絡路入り口駐車場 － －

キャンプ場駐車場 － －

丸山塚前駐車場 － －

駐輪場 － －

施設名称 建築面積（㎡延床面積（㎡設置年月 備考

であいの広場
複合遊具Ａ

- - H18.4

みんなの遊具
複合遊具Ｂ

- - H18.4

もしもしパイプ - - H18.4

コロコロ缶 - - H18.4

夜空のシェルター - - H18.4

万華鏡タワー - - H18.4

フラッシュリレー - - H18.4

パラボラアンテナ - - H18.4

スケートスピード H19.4

クライミングツリー H19.4

ターザンロープ - - H19.4

ローラー滑り台 - - H23.3

展望台 - - H21.7

1基

1基

便益施設

概要

普通車１６台

鉄筋コンクリート平屋建、１基

鉄筋コンクリート平屋建、１基

１基

１基

１基

普通車５７台、身障者１２台

大型４台、普通車７０台、身障者５台

普通車４４台、身障者３台

連絡路沿い、普通車６台

ソーラー式、丸形（三面）、３基

３基

大型６台、普通車１３６台

１基

１基

連絡路沿い、普通車４台

普通車１５台

砂利敷き１０～２０台

自転車ラック５１台

遊戯施設

概要

１基

１基

１基

１基

１基

２基

１基

１基



施設名称 建築面積（㎡延床面積（㎡設置年月 備考

記念石 - -

ゴミ箱 - -

吸殻入れ - -

水道ポンプ室（キャンプ
場）

33.62 33.62

ゴミ集配所 - -

野焼き場 - -

焼却炉 - -

橋梁１・２ - -

橋梁３ - -

橋梁４ - -

倉庫 - -

倉庫・ゴミ置場（スポー
ツ）

37.20 35.28 H11.1

概要

コンクリートW＝４０００×L＝２４００、１基

鉄筋コンクリート、１基

管理施設

プレハブ製、１８３０×１２３０×２０００

制御室・水槽、１基

１基

５７基

５１基

壁式コンクリート造平屋建、１基

レンガ張、２８．３㎡

１基

擬木手摺付き、W＝３６００×L＝４２００、２基

擬木手摺付き、W＝４１００×L＝４０００、１基



資料４

備品一覧表（曽根丘陵公園）

品名 規格品質 取得年月日 数量 取得(評価)額 使用場所

監視カメラ機器一式
日立　VK-AC202
CM-B24S VT-L1000AJ

平成1年4月24日 1 309,000 曽根丘陵公園

ＡＥＤ
２相性で新ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに対応可能
日本光電AED-9200　収納ﾎﾞｯｸｽ付

平成19年2月13日 1 160,650 曽根丘陵公園　研修ｾﾝﾀｰ

事務用机 ウチダ　W1200*D700*H700 3 曽根丘陵公園　研修ｾﾝﾀｰ

事務用椅子 コクヨ　S1032 4 曽根丘陵公園　研修ｾﾝﾀｰ

更衣ロッカー W600*D510*H1800 1 曽根丘陵公園　研修ｾﾝﾀｰ

更衣ロッカー W600*D510*H1800 1 曽根丘陵公園　研修ｾﾝﾀｰ

パソコンデスク W700*D800*H650 1 曽根丘陵公園　研修ｾﾝﾀｰ

発電機 ヤマハ携帯発電機　EF-D9　7XD 平成21年2月3日 1 曽根丘陵公園　研修ｾﾝﾀｰ



平成21・22・23・24年度管理費実績一覧表

曽根丘陵公園(H21)

（収入） 単位：千円

実績 内訳

0

67,408,000

参加料 0

自主事業 0

その他 114,744
自動販売機収入を見ていましたが、自動販売機
は母子募婦福祉連合会賀管理

67,522,744

（支出） 単位：千円

実績 内訳

14,360,000 正社員2人、非常勤2人

750,212 コピー機リース等事務用品・電球等管理用品

1,466,675 園内の電気料、水道料

217,980 別紙　平成21年度修繕実績

178,518 燃料代

711,503 公園ガイドブック作成等

40,733,698 植栽管理業務

188,853
トイレ設備・給水設備等保守点検・
遊具保守点検

3,809,400 園内清掃、ゴミ処理

138,600

4,143,793

66,699,232

項　　　　　目

利用料金収入

指定管理料

事業収入

計

項　　　　　目

人件費

消耗品費

光熱水費

修繕料

その他需用費

役務費

その他経費

計

植栽管理委託費

設備管理委託費

清掃管理委託費

その他管理委託費



平成21・22・23・24年度管理費実績一覧表

曽根丘陵公園(H22)

（収入） 単位：千円

実績 内訳

0

67,458,000

参加料 0

自主事業 0

その他 23,812
自動販売機収入を見ていましたが、自動販売機
は母子募婦福祉連合会賀管理

67,481,812

（支出） 単位：千円

実績 内訳

14,360,000 正社員2人、非常勤2人

664,510 コピー機リース等事務用品・電球等管理用品

1,612,429 園内の電気料、水道料

681,556 別紙　平成22年度修繕実績

222,474 燃料代

460,365 公園ガイドブック作成等

38,960,150 植栽管理業務

163,989
トイレ設備・給水設備等保守点検・
遊具保守点検

3,644,760 園内清掃、ゴミ処理

294,000

5,845,754

-12,000
Ｈ22年5月～H23年4月次払分H22年7月
次払分源泉税

66,897,987

項　　　　　目

利用料金収入

指定管理料

事業収入

計

項　　　　　目

人件費

消耗品費

光熱水費

修繕料

その他需用費

役務費

その他経費

計

植栽管理委託費

設備管理委託費

清掃管理委託費

その他管理委託費

源泉税



平成21・22・23・24年度管理費実績一覧表

曽根丘陵公園(H23)

（収入） 単位：千円

実績 内訳

0

67,458,000

参加料 0

自主事業 0

その他 54,455
自動販売機収入を見ていましたが、自動販売機
は母子募婦福祉連合会賀管理

67,512,455

（支出） 単位：千円

実績 内訳

14,360,000 正社員2人、非常勤2人

333,123 コピー機リース等事務用品・電球等管理用品

1,691,484 園内の電気料、水道料

631,918 別紙　平成23年度修繕実績

253,973 燃料代

354,930 公園ガイドブック作成等

39,869,505 植栽管理業務

163,989
トイレ設備・給水設備等保守点検・
遊具保守点検

4,882,500 園内清掃、ゴミ処理

310,000

4,168,881

-33,000 H23年4月～24年3月次払分源泉税

66,987,303

項　　　　　目

人件費

消耗品費

光熱水費

修繕料

その他需用費

役務費

植栽管理委託費

設備管理委託費

清掃管理委託費

その他管理委託費

その他経費

計

利用料金収入

指定管理料

事業収入

計

項　　　　　目

源泉税



平成21・22・23・24年度管理費実績一覧表

曽根丘陵公園(H24)

（収入） 単位：千円

実績 内訳

0

63,836,000

事業収入 参加料 0

自主事業 0

その他 70,650
自動販売機収入を見ていましたが、自動販売機
は母子募婦福祉連合会賀管理

63,906,650

（支出） 単位：千円

実績 内訳

13,360,000 正社員2人、非常勤2人

537,210 コピー機リース等事務用品・電球等管理用品

1,898,348 園内の電気料、水道料

544,215 別紙　平成24年度修繕実績

313,703 燃料代

571,690 公園ガイドブック作成等

34,473,580 植栽管理業務

163,989
トイレ設備・給水設備等保守点検・
遊具保守点検

4,926,390 園内清掃、ゴミ処理

340,000

6,159,517

-45,000

63,243,642

設備管理委託費

清掃管理委託費

その他管理委託費

計

その他経費

計

源泉税

人件費

消耗品費

光熱水費

修繕料

その他需用費

役務費

植栽管理委託費

項　　　　　目

利用料金収入

指定管理料

項　　　　　目



平成21・22・23・24年度運営管理・維持管理業務実績一覧表

平成21年度　曽根丘陵公園

工　　種 細　　別 種　　別

業　務　名　等 業務等の内容

緑地管理 植栽・芝 園内 芝生広場周辺 H21.4 ～ H22.3 高木・低木剪定

園路周辺刈り込み H21.4 ～ H22.3 園内園路両側整備

連絡道路 H21.4 ～ H22.3 連絡道路周り整備

古墳広場・日本庭園 H21.4 ～ H22.3 古墳広場・日本庭園高木剪定

園内芝生管理 H21.4 ～ H22.3 園内芝刈り

建物園内管理 機械・設備等 園内 電気設備点検 H21.4 ～ H22.3 受電設備及び自家用電気工作物保安管理

浄化槽点検 H21.4 ～ H22.3 園内浄化槽　年12回定期点検

受・高架水槽点検清掃 H21.4 ～ H22.3 受水槽・高架水槽・簡易水道施設点検年1回

遊具定期点検 H21.4 ～ H22.3 遊具点検　年4回

清掃・消毒 園内清掃 H21.4 ～ H22.3 日常清掃委託

日本庭園池清掃 H21.4 H22.3 日本庭園池清掃・循環瀇適装置点検2回

園内清掃 H21.4 H22.3 可燃物・不燃物処理

平成22年度　曽根丘陵公園

工　　種 細　　別 種　　別

業　務　名　等 業務等の内容

緑地管理 植栽・芝 園内 芝生広場周辺 H22.4 ～ H23.3 高木・低木剪定

園路周辺刈り込み H22.4 ～ H23.3 園内園路両側整備

連絡道路 H22.4 ～ H23.3 連絡道路周り整備

樹林帯整備 H22.4 ～ H23.3 展望広場西側・第1駐車場南側法面

園内芝生管理 H22.4 ～ H23.3 園内芝刈り

建物園内管理 機械・設備等 園内 電気設備点検 H22.4 ～ H23.3 受電設備及び自家用電気工作物保安管理

浄化槽点検 H22.4 ～ H23.3 園内浄化槽　年12回定期点検

受・高架水槽点検清掃 H22.4 ～ H23.3 受水槽・高架水槽・簡易水道施設点検年1回

遊具定期点検 H22.4 ～ H23.3 遊具点検　年4回

清掃・消毒 園内清掃 H22.4 ～ H23.3 日常清掃委託

園内清掃 H22.4 ～ H23.3 可燃物・不燃物処理

平成23年度　曽根丘陵公園

工　　種 細　　別 種　　別

業　務　名　等 業務等の内容

緑地管理 植栽・芝 園内 芝生広場周辺 H23.4 ～ H24.3 高木・低木剪定

園路周辺刈り込み H23.4 ～ H24.3 園内園路両側整備

連絡道路 H23.4 ～ H24.3 連絡道路周り整備

樹林帯整備 H23.4 ～ H24.3 展望広場西側・第1駐車場南側法面

園内芝生管理 H23.4 ～ H24.3 園内芝刈り

園路周辺刈り込み H23.4 ～ H24.3 高木・低木剪定

建物園内管理 機械・設備等 園内 電気設備点検 H23.4 ～ H24.3 受電設備及び自家用電気工作物保安管理

浄化槽点検 H23.4 ～ H24.3 園内浄化槽　年12回定期点検

受・高架水槽点検清掃 H23.4 ～ H24.3 受水槽・高架水槽・簡易水道施設点検年1回

遊具定期点検 H23.4 ～ H24.3 遊具点検　年4回

清掃・消毒 園内清掃 H23.4 ～ H24.3 日常清掃委託

園内清掃 H23.4 ～ H24.3 可燃物・不燃物処理

平成24年度　曽根丘陵公園

工　　種 細　　別 種　　別

業　務　名　等 業務等の内容

緑地管理 植栽・芝 園内 芝生広場周辺 H24.4 ～ H25.3 高木・低木剪定

園路周辺刈り込み H24.4 ～ H25.3 園内園路両側整備

連絡道路 H24.4 ～ H25.3 連絡道路周り整備

樹林帯整備 H24.4 ～ H25.3 展望広場西側・第1駐車場南側法面

園内芝生管理 H24.4 ～ H25.3 園内芝刈り

園路周辺刈り込み H24.4 ～ H25.3 高木・低木剪定

建物園内管理 機械・設備等 園内 電気設備点検 H24.4 ～ H25.3 受電設備及び自家用電気工作物保安管理

浄化槽点検 H24.4 ～ H25.3 園内浄化槽　年12回定期点検

受・高架水槽点検清掃 H24.4 ～ H25.3 受水槽・高架水槽・簡易水道施設点検年1回

遊具定期点検 H24.4 ～ H25.3 遊具点検　年4回

清掃・消毒 園内清掃 H24.4 ～ H25.3 日常清掃委託

園内清掃 H24.4 ～ H25.3 可燃物・不燃物処理

実　　　　施　　　　の　　　　内　　　　容

実施期間

実　　　　施　　　　の　　　　内　　　　容

実施期間

実　　　　施　　　　の　　　　内　　　　容

実施期間

実　　　　施　　　　の　　　　内　　　　容

実施期間



平成21・22・23・24年度修繕実績一覧表

平成21年度

公　園　名 修　繕　工　事　名 契約金額　円 ２０万円未満 ２０～６０万円 ６０万円以上

曽根丘陵公園 植物園トイレの浄化槽ブロワー交換 115,500 115,500

遊具広場、遊具(スケイローラ) 49,980 49,980

勾玉広場トイレの日暮電気センサー 3,150 3,150

遊具広場、遊具周り砂入れ 49,350 49,350

計 217,980 217,980 0 0

平成22年度

公　園　名 修　繕　工　事　名 契約金額　円 ２０万円未満 ２０～６０万円 ６０万円以上

曽根丘陵公園 日本庭園トイレのコントローラー・ソレノイド交換修理 204,750 204,750

古墳広場漏水修理 55,830 55,830

公園全体、外灯電球交換 32,760 32,760

日本庭園女子トイレ、ドアと壁のチョウツガイ交換 14,175 14,175

受水槽外壁のひび割れ補修・ドレンロ網交換 113,400 113,400
テニス場・バーベキュー場の水飲み器漏水修理
植物園女子トイレの漏水修理 115,500 115,500

受水槽のマンホール蓋パッキン交換 10,500 10,500

遊具広場の遊具(複合遊具小)1 8,925 8,925

遊具広場の遊具(複合遊具大) 27,300 27,300

遊具広場の遊具(複合遊具2) 67,200 67,200

AEDバトル交換 31,216 31,216

計 681,556 476,806 204,750 0

平成23年度

公　園　名 修　繕　工　事　名 契約金額　円 ２０万円未満 ２０～６０万円 ６０万円以上

曽根丘陵公園 研修センターのポンプ電気修理 18,900 18,900

バーベキュー場、排水枡の清掃(バキューム車使用) 52,500 52,500

遊具広場の複合遊具、ブランコの鎖交換・その他 63,000 63,000

遊具広場、外灯の漏電修理 51,450 51,450

公園北側の法面が崩落の為、土砂と高木の撤去 131,250 131,250

バーベキュー広場男子トイレ、洗面台漏水部品交換 29,400 29,400

第3駐車場道路標識の復旧 45,885 45,885

計 392,385 392,385 0 0

平成24年度

公　園　名 修　繕　工　事　名 契約金額　円 ２０万円未満 ２０～６０万円 ６０万円以上

曽根丘陵公園 第1駐輪場の屋根、パネル・サッシ取付け 89,250 89,250
植物園トイレ、浄化槽放流ポンプ交換、
多目的トイレのロ―タンク、ゴムフロート弁交換 157,500 157,500

バーベキュー場、排水枡の清掃(バキューム車使用) 70,350 70,350

研修センターのAEDパドル交換 10,185 10,185

勾玉広場身体障害者トイレ、自動ドアのカギ修理 22,050 22,050

日本庭園身体障害者トイレの便座交換 10,500 10,500

テニス場トイレのブロワー交換 115,500 115,500
遊具広場の遊具、基礎露出部分の砂補充
(複合遊具大、ローラー滑り台、ロープウェイ) 49,980 49,980

受水槽、揚水ポンプの警報が出た為、点検修理 16,800 16,800

計 542,115 542,115 0 0
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