
事務事業評価シート （対象：H 年度実施事務事業）
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H H
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（ ） （ ） （ ）

H 27 年度

実施内容

H 年度

指定管理や管理委託により維持管理が
行われておりほか、公園規模によって維
持管理の水準が異なることから全体の
目標を設定することは適さない。

―

（実績） 最終目標値

26 （目標） 27 （目標） 28 （目標） 目標年度

成果指標
※どのような効果があったかを

把握するためのものさし

指標説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
26 （実績） 27

H 年度

―

26 30 30 H 年度
アダプト参加公園

委託管理とアダプトシステムによ
り管理されている公園

箇所
26 26 ―

（実績） 最終目標値

26 （目標） 27 （目標） 28 （目標） 目標年度

活動指標
※何をどのくらいやったかを

把握するためのものさし

指標の説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
26 （実績） 27

財源合計
※前年度に実際に実施した活動の内容や量

指定管理者制度による公園の維持管理（4公園）
シルバー人材センターを活用した公園の維持管理（草刈・清掃・修繕等）
修繕の必要性が発生した公園施設の修繕

279,035 284,331 278,216

その他特定財源 221 10,563 120
一般財源 278,814 273,768 278,096

地方債

総事業費 279,035 284,331 278,216

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

時間 0 時間

人件費合計 13,772 13,360 13,360

人 13,360 2.00 人 13,360
非常勤職員等 192 時間 192 0

人
件
費

常勤職員 2.00 人 13,580 2.00

12,242 8,651 9,123
事業費合計 265,263 270,971 264,856
工事費・負担金など

需用費 18,505 27,358 16,705
役務費 6,255 3,485 4,328

コ
ス
ト

事
業
費

報酬
委託料 228,261 231,477 234,700

２．実施結果　「DO（実施）」

単位：千円 26 年度(決算）(千円） 27 年度(決算）(千円） 28 年度(予算）(千円）

めざす
目的成果

※市民や地域がどのような状態になることをめざすのか

安心安全であり快適な憩いの場所として市民や地域が愛着を持ち公園を利用している。

事業内容
(手段、手法など）

※どのような活動を行い、どのようなサービスを提供するのか

・指定管理者制度の導入（4公園）
・シルバー人材センターを活用した公園の維持管理（草刈・清掃・修繕等）の委託
・障害者施設等における軽作業（草刈・清掃）等の委託
・公園施設の破損個所の早期対応
・公園利用者からの情報提供や苦情等に基づく施設修繕などの対応
・アダプトシステムによる公園の維持管理

１．事業概要　「PLAN（計画）」

総合計画上の
位置づけ

（ 章 ） 5.水と緑きらめく自然と共に生きる快適環境の創出

（ 節 ） 1.自然と共に暮らすまちづくり

（施策） 2.街並み緑化・公園・景観形成

法定
根拠通常管理

実施方法（全てチェック）

事業の
性質

簡易管理

5122-1
担当部 建設部 担当課 公園緑地課 担当係 公園管理係

年度
事務事業コード

27

事務事業名 公園維持管理事業 事業開始年度 Ｈ 17

法定受託事務 義務的自治事務（定型） 任意の自治事務（定型）

義務的事務（不定型） 任意の自治事務（不定型）

市が直接実施 委託又は指定管理 補助金・負担金 その他



（ ）

（ ）

（ ）

平成 年度　業務委託、指定管理、工事請負、補助等対象団体の概要

Ｈ 金額

※指定管理、長期継続契約の場合は、団体名等の後に例のとおり記載してください。（例：■■■【指定管理（H22～H27）】）
※建設工事及び建設コンサルティング業務については、1行にまとめて記載可とする。（例：団体名等→㈱○○外●者、概要→○○工事外●件）

43,562公園清掃、植栽管理、保守点検、松くい虫防除等

平尾山公園維持管理

駒場公園維持管理

東日本高速道路(株)外5者 負担金

平尾山山頂階段設置工事ほか

上信越自動車道兼用工作物維持管理負担金ほか

1,042

委託料 市民交流ひろば維持管理 16,500

1,046

27

27

佐久平尾山開発(株)【指定管理Ｈ25～Ｈ29】 委託料

54,380

3,950

概　要

112,590

団体名等 費　目

（社）佐久シルバー人材センター外１3者 委託料

佐久薬草研究会【指定管理Ｈ25～Ｈ29】 委託料

千円

千円233,070計

千円

千円

千円

千円

（社）佐久市振興公社【指定管理Ｈ25～Ｈ29】 委託料

ＮＰＯ法人新道会【指定管理Ｈ26～Ｈ30】

㈱平尾開発外4者 工事費

榛名平公園維持管理

千円

千円

今後の取組方針

愛着の持てる公園づくりに地域住民が積極的に参加できるよう、指定管理者制度の導入やシルバー人材セ
ンターの活用みならず、アダプトシステム参加団体や区や地域が公園の維持管理等に携わっていただけるよ
う広報ならびにＨＰ等はもちろんのこと直接働きかけ勧誘を行っていく。

） （時期： ）

投入資源
の方向性

事業費

労働量

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

事業の方向性
（期間：H 年度～H 年度）

（時期：

事業の
見直し余地

判定

＜説明＞

修繕等を伴う維持管理やトイレ清掃、草刈等の作業について、単独で地域に委託することは管理水準や支払額の
問題もあり即実行をすることは困難であるが、当面シルバー人材センターの管理委託されている公園にアダプトシス
テムとして共同で参加することで、より質の高い維持管理及び愛着のある公園として地域に浸透していくと思われ
る。

市関与の
必要性

判定

＜説明＞
現在52公園のほか開発行為に伴う緑地が市内にあり指定管理及びシルバー人材センター等により維持管理を行っ
ている。ゴミ拾いや低木の剪定といった軽微な作業を除き、トイレ、遊具等の施設の維持管理が行き届かなくなるこ
とで財産の損失、事故等に直結することから市の関与は不可欠である

ニーズの
方向性

判定

＜説明＞
維持管理が行き届いた公園であり、利用者にとって安全且つ憩いの場所としての提供

３．事業の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定
＜説明＞
観光拠点施設である公園、大規模な公園等について指定管理者制度の導入や、シルバー人材センターに委託を
出し公園維持管理を進めた。日常の維持管理を行っているシルバー人材センター等を連携ととり、維持管理を進め
てきたことで遊具やトイレといった各施設の修繕を迅速に対応することができ、利便性の向上ならびに事故のない公
園管理を行うことができた。

増加する方向にある 現状と変わらない 減少する方向にある

社会環境の変化によって、サービス対象者が増えている、増えることが予想される

社会環境の変化により、当該事務事業が解決すべき課題が増えている、増えることが予想される
サービスの拡大や充実を求める意見・要望が増加している

その他

法令等により、市に実施が義務づけられている
民間が実施した場合、市民生活に深刻な影響が生じる
民間で実施することが、収益性や技術面の観点から難しい
市が何らかの関与（監督、指導等）をしないと、問題が発生する可能性がある
その他

民間委託や指定管理者制度の活用などの事業手法の見直しの余地がある

事業費や人件費などのコストを圧縮する工夫の余地がある

業務の進め方や手続き（業務プロセス）を簡略化・簡素化する余地がある

社会情勢やニーズの変化等により、サービスの対象・量・水準を見直す余地がある

受益者負担のあり方について見直す余地がある

成果を高める工夫の余地がある

その他

現状のまま継続 見直しして継続 休止

廃止・中止 完了今年度中 来年度 今年度中 来年度

まだ取組成果が十分にあがっておらず課題が解決しきれていないため、ニーズは今後も増える、増えることが予想される

目標よりも大きな成果が得られた 概ね目標の成果が得られた 目標とする成果が得られなかった

必要性が高い 必要性がある程度認められる 必要性が低い、ない

拡大 現状のまま 縮小

拡大 現状のまま 縮小

見直す余地がありすぐに実施 見直す余地があるが時間が必要 見直す余地がない
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公 園 位 置 図
曽根公園

平尾山公園
王城公園

枇杷坂公園

鼻顔公園

湯川親水公園

宇とう公園

駒場公園

千曲川スポーツ交流広場

今井農村公園

八幡農村公園

さくラさく小径

稲荷農村公園

成知公園

佐久総合運動公園
成田公園

佐太夫町公園

東田公園
橋場公園

横町公園

水上公園

中嶋公園

平賀新町公

園

城山公園

原公園

取出町ふれあい公園

下の宮公

高柳公園

鍛冶屋公園

下越公園

橋詰公

稲荷山公園

五稜郭公園

離山南ミニパーク

清川農村公園

菖蒲平農村公園

上小田切農村公園

十二新田農村公園

都市公園
その他公園



佐久良公園

望月宿公

園
望月宿公

若駒児童公園

布施温泉公園

ジリの木広場

泉公園
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沓沢農村公園

中津橋公園
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もみのき公園
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近津南公園

けやき公園

ゆりのき公園

うな沢公園

仙禄湖泉公園

岩村田公園

久保田公園

中央公園

若宮公園

平成２８年度 一般会計予算（当初）公園位置図

曽根公園

平尾山公園

王城公園

枇杷坂公園

鼻顔公園

湯川親水公園

宇とう公園

駒場公園

千曲川スポーツ交流広場

今井農村公

八幡農村公園

さくラさく小径

稲荷農村公園

成知公園

佐久総合運動公園

成田公園

佐太夫町公園

東田公園 橋場公園

横町公園

水上公園
中嶋公園

平賀新町公園

城山公園

原公園

取出町ふれあい公園

下の宮公園

高柳公園

鍛冶屋公園

下越公園

橋詰公園

稲荷山公園

五稜郭公園

離山南ミニパーク

清川農村公園

菖蒲平農村公園

都市公園
その他公園

資料１



 

公園等維持管理業務仕様書  

 

 この仕様書は、公園等の維持管理業務の適正な施業を期するため、受託者が行わなけ

ればならない業務内容の基準を示すものである。 

 

業務期間 

 平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 

業務内容 

 １．公園管理者の指示に従い、園内の維持管理に関すること 

  （１）対象となる公園は別表１のとおりとする。 

（２）管理業務を効率的かつ適正に行うこと。 

  （３）各公園の維持管理を適切に行い、公園利用者の安全かつ快適な利用が図られ

るようにすること。 

２．園内清掃に関すること 

 （１）園内のゴミ及び落葉、落枝等の収集、四阿、屋外ベンチ等の拭き掃除など公

園利用者が快適に利用できるよう、適切に行うこと。 

 （２）園内トイレの便器、洗面台の洗浄、汚れ物入れの処理、床面清掃、鏡及び壁

面（落書き消去含む）の拭き掃除、トイレットペーパーの補充などを行うこと。 

 （３）園内トイレ、休憩所（四阿）、照明灯、遊具等の各施設に付着したホコリ、ク

モの巣、蛾の卵、落葉、ツバメの巣等の除去を適宜行うこと。 

３．樹木管理に関すること 

  （１）剪定、刈り込み 

ア．剪定の方法は、弱剪定、強剪定および刈り込みとし、それぞれの樹種、形状

および時期により最も適切な方法で行うものとする。樹形は自然樹形を基本と

する。 

イ．弱剪定は、樹木の生育上好ましくない枝等を対象に行うこと。 

ウ．強剪定は、樹木樹形を整えるための枝等の剪定とする。 

エ．花木類の剪定および刈り込みについては、花芽の分化時期と養生位置に注意

して行うこと。 

オ．剪定、刈り込みした枝葉は速やかに清掃すること。 

カ．樹木の状況により、専門業者等に剪定を依頼すると公園管理者が判断した場

合は、その指示に従うこと。 



 

（２）施肥 

施肥を行う際は、樹木特性や施肥の種類（寒肥、追肥等）を配慮し、最も効

果的な方法で行うこと。 

（３）支柱取替え 

   不要になった支柱は速やかに撤去し、新しいものと取り替えること。 

４．芝生管理に関すること 

  （１）刈り込み 

芝生の刈り込みは、芝の生育状況を勘案し適切な高さとする。芝生地内にあ

る樹木や施設等を損傷しないよう注意し刈りむら、刈り残しのないよう均一に

刈り込むこと。また、樹木の根際や柵類の周り等の刈り込みは手刈りで行うこ

と。刈り取った芽葉は速やかに処理するとともに、刈り後はきれいに清掃する

こと。 

（２）目土 

目土掛けについては、目土厚さ５ｍｍを標準とし、とんぼ等を用い均一に行

うものとする。また、肥料を混入する場合は、所定の混入率となるよう入念に

混合するものとする。 

（３）施肥 

施肥については、所定量を均一に散布するものとし、降雨直後などの葉面が

濡れているときは行わないものとする。 

（４）除草 

ア．芝生を傷めないよう丁寧に抜き取ること。 

イ．薬剤を使用する場合は、農薬取締法等の関連法規やメーカーの使用安全基準

を遵守するとともに、使用量を最小限にとどめるよう努めること。 

ウ．薬剤を使用する場合は、使用前及び使用後の薬剤効果が消えるまでの間を周

知看板の掲示及びバリケード等で囲い、公園利用者に周知すること。 

５．植え込み地管理に関すること 

（１）施肥 

施肥を行う際は、樹木特性や施肥の種類（寒肥、追肥等）を配慮し、最も効

果的な方法で行うこと。 

（２）除草・草刈り 

ア．機械刈りを実施する場合は公園利用者の安全に留意し、周囲の樹木等に損傷

を与えないよう十分注意して実施すること。 

イ．雑草の繁茂しやすい箇所は、ウッドチップによる対策を施し、可能な限り短



期間に作業が終了できる体制で実施すること。 

 

ウ．樹木、株物、柵等を損傷しないよう注意し、刈りむら、刈り残しのないよう

地際から均一に刈り込むこと。 

エ．刈り草は、刈り取り後速やかに集草し、刈り後はきれいに清掃すること。 

  （３）球根植え替え 

     球根類は、開花終了後に花ガラを摘み取り、球根を植え替える際は、品種毎

の最も適した時期に、球根を傷つけることのないよう十分注意して実施するこ

と。 

６．病害虫防除に関すること 

（１）病虫害発生の早期発見に努め、極力、薬剤を使用しない方法（剪定防除、捕

殺、焼却等）により防除を行うこと。 

（２）薬剤防除にあたっては、農薬取締法等の関連法規やメーカーの使用安全基準

を遵守するとともに、使用量を最小限にとどめるよう努めること。 

（３）薬剤を使用する場合は、使用する前後において、使用箇所を周知看板の掲示

及びバリケード等で囲い、公園利用者に周知すること。 

 ７．園地の除草・草刈りに関すること 

  （１）園路内に繁殖した雑草はきれいに清掃すること。 

  （２）機械刈りを実施する場合は公園利用者の安全に留意し、周囲の公園施設等に

損傷を与えないよう十分注意して実施すること。 

（３）薬剤を使用する場合は、農薬取締法等の関連法規やメーカーの使用安全基準

を遵守するとともに、使用量を最小限にとどめるよう努めること。 

（４）開発行為緑地の草刈りについては、１回目を６月下旬、２回目を８月下旬に

実施すること。 

８．灌水に関すること 

  灌水は、草花を傷めないよう丁寧に行い、根に十分水が行き渡るまで行うこと。 

９．公園施設等の保守点検に関すること 

 （１）各公園の園内の巡視を行い、異常を発見した場合には、速やかに公園管理者

に報告のうえ安全対策措置を講ずること。 

 （２）軽微なものについては、公園管理者に報告のうえ修繕を行うこと。 

（３）公園遊具について「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」に沿い、

安全管理に努め、公園巡視の際に目視点検を行い、毎月１回は別に定める点検

表に基づき点検を行うこと。 

（４）冬季間（１２月上旬から４月上旬）閉鎖をする施設について、公園管理者の



指示に従い、閉鎖、開放および案内掲示を行うこと。 

 

 

10．廃棄物の処分に関すること 

清掃、剪定、刈り込みした枝葉等で発生した廃棄物は、分別を行ったうえ公園内

に集積した後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律など関係諸規定に準じて適切に

処理すること。 

 11．作業の報告に関すること 

  （１）毎日の作業日誌について、月毎に点検表及び写真を添付して提出すること。 

  （２）異常等を発見した場合には、その都度報告書を提出すること。 

12．事故・災害時の対応 

災害等が発生した場合は、速やかに公園施設を点検し、報告すること。 

13．関連業務の調整 

公園管理業務の対象としている公園（別表１）のうち、城山公園、取出町ふれあ

い公園、中嶋公園、原公園は、他の維持管理業務の受託者も管理を行っている。 

当該維持管理業務と他の受託者の維持管理業務は、業務内容が密接に関連してい

るため、業務実施にあたっては、双方が調整・協力し、円滑な公園維持管理を行う

ものとする。 

 14．アダプトシステム事業との調整 

   公園管理業務の対象としている公園において、市の推進するアダプトシステム事

業により協定が締結された場合には、業務内容を見直すものとする。 

15．その他 

この仕様書に記載されていない事項で、疑義が生じた場合および管理上において

特別に必要が生じた場合には、公園管理者と協議し、その指示に従うものとする。 

 

  



別表１  都市公園等 

No. 名称 種別 所在地 

1 岩村田公園 街区 佐久市岩村田字上の城地内 

2 中央公園 街区 佐久市岩村田字中宿地内 

3 若宮公園 街区 佐久市岩村田字宮ノ後地内 

4 城山公園 街区 佐久市野沢字居屋敷地内 

5 成知公園 街区 佐久市中込字前林地内 

6 成田公園 街区 佐久市中込二丁目地内 

7 宇とう公園 街区 佐久市中込字宇とう及び瀬戸字西深堀地内 

8 橋場公園 街区 佐久市中込三丁目地内 

9 水上公園 街区 佐久市中込三丁目地内 

10 横町公園 街区 佐久市中込一丁目地内 

11 佐太夫町公園 街区 佐久市中込一丁目地内 

12 東田公園 街区 佐久市取出町字東田地内 

13 久保田公園 街区 佐久市岩村田北一丁目地内 

14 仙禄湖公園 街区 佐久市岩村田北一丁目地内 

15 曽根公園 街区 佐久市岩村田北一丁目地内 

16 枇杷坂公園 街区 佐久市岩村田字外西浦地内 

17 やまぼうし公園 街区 佐久市佐久平駅北地内 

18 取出町ふれあい公園 街区 佐久市取出町字白拍子地内 

19 平賀新町公園 街区 佐久市平賀字新町地内 

20 ゆりのき公園 街区 佐久市佐久平駅東地内 

21 ねむのき公園 街区 佐久市佐久平駅北地内 

22 もみのき公園 街区 佐久市佐久平駅南地内 

23 けやき公園 街区 佐久市佐久平駅南地内 

24 高柳公園 街区 佐久市高柳字於毛田地内 

25 鍛冶屋公園 街区 佐久市鍛冶屋字下堰地内 

26 若駒児童公園 街区 佐久市協和字大塚地内 

27 王城公園 近隣 佐久市岩村田字古城地内 

28 中嶋公園 近隣 佐久市原字郷三郎、橋上及び前堀添地内 

29 ミレニアムパーク 近隣 佐久市佐久平駅南地内 

30 ジリの木広場 近隣 佐久市春日字句領地内 

31 布施温泉公園 近隣 佐久市布施字北大平地内 

32 鼻顔公園 地区 佐久市岩村田字鼻顔、鼻顔上及び上小平並びに安原字小平及び桟敷地内 

33 さくラさく小径 地区 佐久市中込字原、南川原、今見堂、狐原、屋原、原田、西川原、土呂下及び杉の木

地内 

34 千曲川スポーツ交流広場 地区 佐久市鳴瀬字東学塚、前川原及び上川原地内 

35 稲荷山公園 地区 佐久市勝間字城山地内 

36 ふるさとの森公園 ― 佐久市東立科字西阿古ふ木地内 

37 湯川親水公園 街区 佐久市岩村田字飯綱下3341-19外 

38 佐久良公園 街区 佐久市望月中平459外 



  

39 下越公園 街区 佐久市臼田下越字新町444他 

40 下の宮公園 街区 佐久市臼田字下の宮2073－1他 

41 五稜郭公園 街区 佐久市田口3112 

42 原公園 広場 佐久市原内久祢49－18他 

43 菖蒲平公園 ― 佐久市臼田字舞台畑地内 

44 うな沢公園 ― 佐久市横根字上卯縄沢及び下卯縄沢並びに岩村田字柳田地内 

45 橋詰公園 街区 佐久市臼田字上川原地内 

46 泉公園 街区 佐久市矢島字泉地内 

47 中津橋公園 街区 佐久市御馬寄字下宿地内 

48 離山南ミニパーク ― 佐久市田口字五箇地内 

49 近津南公園 街区 佐久市長土呂字道常地内 

50 宮ノ前公園 街区 佐久市長土呂字南近津地内 

51 佐久総合運動公園 運動 佐久市平賀字後家山及び東久保並びに瀬戸字宮田地内 

52 羽黒山運動公園 ― 佐久市平林 

53 開発行為緑地 ― 佐久市内 

 

 



平成２８年４月１日現在

地区名 公園名 団体名

佐久地区 原公園 のざわ商店街振興組合

臼田地区 離山南ミニパーク 株式会社高見沢サイバネティックス

臼田地区 下の宮公園 諏訪区

臼田地区 清川農村公園 清川区

臼田地区 下越公園 下越公園を愛する会

浅科地区 泉公園 矢嶋泉公園愛好会

望月地区 若駒児童公園 協東青年会

浅科地区 中津橋公園 御馬寄区

佐久地区 中央公園 岩村田本町商店街振興組合

佐久地区 久保田公園 住吉町区

佐久地区 佐太夫町公園 株式会社木下組

平賀新町公園

成田公園

大進建設株式会社

株式会社光和建設

佐久地区 東田公園 株式会社安井建設

佐久地区 もみのき公園

佐久地区 ゆりのき公園

佐久地区 ねむのき公園

佐久地区 けやき公園

臼田地区 橋詰公園

佐久地区 王城公園 株式会社森角建材店

株式会社佐久総合

池田建設株式会社

小林建設工業株式会社

株式会社木次工務店

株式会社丸山工務店

有限会社高橋工業

株式会社大林

有限会社安原組

株式会社神津土建

有限会社森田工業

佐久地区 さくラさく小径 木下建工株式会社

臼田地区 稲荷山公園 株式会社堀内組

30団体

アダプトシステム協定施設

26公園

佐久地区 宇とう公園

佐久地区 高重建設工業株式会社

株式会社田中住建

株式会社雫田建設工業

佐久地区 ミレニアムパーク

佐久地区 鼻顔公園

臼田地区 五稜郭公園


