
平成２９年度

9～12時 13～15時 16～18時 19～21時 全体

第１集会室 971 100 126 127 146 499

第２集会室 972 148 189 181 161 679

第１和室 1118 99 136 58 60 353

第２和室 1118 105 106 85 89 385

水屋 2 5 5 1 13

体育室 3778 878.5 910.5 825 795 3409

平成３０年度

9～12時 13～15時 16～18時 19～21時 全体

第１集会室 1360 65 103 123 131 422

第２集会室 1359 133 173 124 138 568

第１和室 1364 82 156 56 28 322

第２和室 1364 98 132 111 59 400

水屋 5

体育室 4119 910.5 905.5 807 767.5 3390.5

令和元年度

9～12時 13～15時 16～18時 19～21時 全体

第１集会室 1275 70 79 106 93 348

第２集会室 1274 142 146 142 104 534

第１和室 1275 48 132 51 26 257

第２和室 1273 91 121 57 56 325

水屋 2

体育室 3863 821 799 741 784.5 3145.5

部屋名
利用可能
コマ数

時間帯
備考

別紙１　施設の利用状況(下高井戸区民集会所)

1コマあたり1時間での利用
半面利用は0.5コマとする

備考

1コマあたり1時間での利用
半面利用は0.5コマとする

第１和室利用時のみ使用可

一体使用可

一体使用可

時間帯利用可能
コマ数

部屋名

第１和室利用時のみ使用可

部屋名

一体使用可

1コマあたり1時間での利用
半面利用は0.5コマとする

第１和室利用時のみ使用可

一体使用可

利用可能
コマ数

時間帯
備考

一体使用可

一体使用可



別紙２　【松ノ木運動場】施設備品一覧

№ 品目 数量

1 事務机 12

2 事務イス　ブルー 5

3 事務イス　イエロー 2

4 事務イス　アオ 4

5 袖机 4

6 パソコン台 1

7 冷蔵庫Haier 1

8 電子レンジPanasonic 1

9 トースター　SANYO 1

10 テーブル 2

11 折りたたみテーブル 5

12 スチール棚大　ガラス 1

13 スチール棚大　下 1

14 大型キャビネット 2

15 ロッカー3列職員衣類 3

16 キャビネット（引戸） 6

17 フロアーケース（3列） 1

18 フロアーケース 1

19 おむつ交換台 1

20 トラクター 1

21 ブロアー（充電式） 1

22 アンプ（音声） 1

23 プリンター 1

24 ミニ　パウチ器 1

25 ラミネーター 1



別紙2　【永福体育館】施設備品一覧

№ 品目 数量

1 用紙カッター 1

2 キューリングコーヒーメーカー 1

3 トランポリン 1

4 拡大印刷機 1

5 レンタルロッカー 1

6 エバーマット（小１、折りたたみ１） 2

7 フィットネスラック 6

8 ロイター板（みどり） 1

9 体操マット 2

10 ステップ台 20

11 心肺蘇生トレーニングマネキン 1

12 洗濯機 3

13 乾燥機 1

14 自転車 2

15 レジ 1



別紙2　【下高井戸運動場】施設備品一覧

№ 品目 数量 備考

1 パソコン 2

2 サーバー 1

3 ロッカー 1

4 プリンター 1

5 おむつ交換台 1

6 卓球台 1



別紙３

施設名 リース品種別 名称　 契約期間 備考

H30.4.1~H31.3.31

H31.4.1~R2.3.31

H30.4.1~H31.3.31

H31.4.1~R2.3.31

H30.4.1~H31.3.31

H31.4.1~R2.3.31

H29.4.1~H30.10.31 区から引継(22か月)

H30.11.1~H31.10.31 再リース

R1.11.1~R2.10.31 再リース

R2.11.1～R4.3.31 (17か月分)【参考】

H30.5.17~R2.5.17

R2.5.17~R4.5.17

H30.5.24~R1.5.24

R1.5.24~R2.5.24

H30.4.1~H31.3.31

H31.4.1~R2.3.31

H30.4.1~H31.3.31

H31.4.1より施設払い

H30.4.1~H31.3.31

H31.4.1~R2.3.31

※トラクター自賠責保険・任意保険はリースではないが、付帯するものとして参考掲載

松ノ木
運動場

電子複写機

フロアマット

トイレ消臭機器 カルミック

トラクター

トラクター自賠責保険　※ 2年毎 2台分

トラクター任意保険　※ 2台分

【下高井戸運動場・松ノ木運動場】リース備品リスト

下高井戸
運動場

同時印刷券売機 グローリー
H29.4.1~H34.3.31
　(5年契約)

料金精算システム
(駐車場)

アマノ
H28.4.1~H33.3.31
　(5年契約)

音波刺激全身
運動マシン

SONIX
SW-VM10

H29.4.1~H34.3.31
　(5年契約)



支払回数 60回

リース期間 5年

備品リスト 個　数 備　考

スタートラックトレッドミル 2

スタートラックアップライトバイク 4

スタートラックリカンベントバイク 2

アブコースター 1

アブドミナルベンチ 1

アジャスタブルバックエクステンション 1

全自動血圧計　 2

架台付き 2

体重計 1

体脂肪計 1

ボス・バランス 2

チップマット 40

ストレッチポールEX 10

ウエーブストレッチ 10

ラック　ダンベルセット1から10kg 1

ジョイントマット 9

リーボックユーティリティ 1

運搬 1

コアトレーナー 1

レッグトレーナー 1

プルアップトレーナー 1

ジャンプトレーナー 1

プレストレーナー 1

ロートレーナー 1

組立作業料 2

運搬費 1

レッグエクステンション＆レッグカール 1

チェスト＆バック 1

ショルダープレス＆ラットプル 1

ツイスト 1

レッグプレス 1

アブダクター＆アダプター 1

送料 1

富士ゼロックス 複合機 1

パソコン（本体） 2

パソコン（ノート　） 3

パソコン周辺機器 2

パソコン（ディスプレイ） 2

NAS　CPU 1

NAS　ハードディスク 1

指導ライン入りコンビネーションマット120×600×5 1

指導ライン入りコンビネーションマット90×360×5 1

跳び箱８小型 1

跳び箱６小型 1

ロイター板100 1

ロイター板60 1

連結式カラーマット　90×180×20 2

平均台300 1

送料 1

折りたたみジュニア鉄棒 2

キャリーラックジャンボ 2

送料 1

券売機 1

ボディコンディショナー 1

【永福体育館】新規リース備品リスト

別紙１１－２

Administrator
テキストボックス
別紙３



別紙４　施設維持管理にかかる委託業務（松ノ木運動場）

実施日 実施状況

31.4.20 受変電設備異常なし。

R1.5.22 受変電設備異常なし。

R1.6.22 受変電設備異常なし。

R1.7.24 受変電設備異常なし。

R1.8.22 受変電設備異常なし。

R1.9.22 受変電設備異常なし。

R1.10.21 受変電設備異常なし。

R1.11.22 受変電設備異常なし。

R1.12.20 受変電設備異常なし。外灯1か所不良あり。

R2.1.22 受変電設備異常なし。

R2.2.22

受変電設備異常なし。

【R2.2.19管理棟100v回線停電あり】
管理棟分電盤異常なし。キュービクル内MCCB（管理棟）動作・絶
縁・過電流異常なしを確認し、投入復旧した。経過観察。

R2.3.19 受変電設備異常なし。

R1.6.3 異常なし。

R1.9.2 異常なし。

R1.12.9 異常なし。

R2.3.2 異常なし。

R1.6.18 異常なし。

R1.12.11 異常なし。

R1.6.3～R1.6.7 黒土・川砂敷き込み・不陸整正転圧工・Ｕ字溝清掃ほか

R1.9.2～R1.9.6 黒土敷均し・不陸整正転圧工・岩瀬砂散布ほか

R1.12.9～R1.12.11
霜除及び通常整備（黒土敷均し・不陸整正転圧工・岩瀬砂散布・
側溝清掃ほか）

R1.9.25 異常なし。

R1.12.5
異常なし。熱交換器に汚れ多数あり。女子更衣室室内機ファン
モーターより少々異音あり。女子更衣室室内機風向調整不可。

R2.2.25 異常なし。

空調設備保守点検

消防用設備等点検

重点整備

投光器設備点検

点検項目

電気工作物月次点検



別紙４　施設維持管理にかかる委託業務（永福体育館）

点検項目 実施日 実施状況

ITV設備保守点検 2020/01/08 問題なし

2019/07/10 問題なし

エレベーター保守点検 2019/11/13 来館点検実施

2020/02/12 来館点検実施

シャッター点検 2020/02/12 問題なし

パッケージ室外機　定期点検 2019/06/12 問題なし

2019/12/11 問題なし

パッケージ室内機　フィルター清掃 2019/06/12 問題なし

2019/12/11 問題なし

パッケージ室内機　加湿器点検 2019/06/12 問題なし

パッケージ室内機　定期点検 2019/06/12 問題なし

2019/12/11 問題なし

飲料水検査 2019/09/11 問題なし

2020/03/11 問題なし

加圧ポンプ点検 2020/03/24 問題なし

害虫駆除 2019/4/10 問題なし

2019/05/08 問題なし

2019/06/12 問題なし

2019/07/10 問題なし

2019/08/14 問題なし

2019/09/11 問題なし

2019/10/09 問題なし

2019/11/13 問題なし

2019/12/11 問題なし

2020/01/08 問題なし

2020/02/12 問題なし

2020/03/11 問題なし

空気環境測定 2019/4/10 問題なし

2019/05/08 問題なし

2019/06/12 問題なし

2019/07/10 問題なし

2019/09/11 問題なし

2019/10/09 問題なし

2019/12/11 問題なし

2020/02/21 問題なし

建築設備定期検査報告 2019/06/12 問題なし

自家用電気工作物点検 2019/05/13 非常用予備ディーゼル発電機試験実施。問題なし

2019/11/08 問題なし

2020/03/11 停電試験。問題なし
自動ドア点検 2020/02/12 問題なし

2019/09/11 問題なし

受水槽清掃 2019/07/10 水質検査実施。問題なし

消防設備点検 2019/06/12 問題なし

2019/12/11 問題なし

全熱交換機　フィルター清掃 2019/12/11 問題なし

全熱交換機　定期点検 2019/12/11 問題なし

送排風機　定期点検 2019/12/11 問題なし

定期清掃　U字溝清掃(雨水枡) 2019/12/11 問題なし

定期清掃　屋上清掃 2019/12/24 問題なし

定期清掃　硬質床洗浄 2019/12/11 問題なし

定期清掃　除草(敷地内) 2019/12/24 問題なし

定期清掃　窓ガラス清掃 2019/12/11 問題なし

定期清掃　弾性床洗浄 2019/12/11 問題なし

定期清掃　枡清掃(雨水桝) 2019/12/11 問題なし

電話設備保守点検 2019/09/11 問題なし

2020/02/12 問題なし

2020/03/11 問題なし

投光器点検 2020/03/11 登攀点検実施。問題なし。



実施日 実施状況

31.4.17 フィルター清掃

R1.5.15 軸受け部分グリス補給・フィルター清掃

R1.6.19 軸受け部分グリス補給・フィルター清掃

R1.7.17 フィルター清掃

R1.8.21 自主運転・フィルター清掃

R1.9.18 自主運転・フィルター清掃

R1.10.16 空調機保守点検、フィルター清掃

R1.11.20 空調機保守点検、自主運転・フィルター清掃

R1.12.18 自主運転・フィルター清掃

R1.1.15 フィルター清掃

R2.2.19 空調機保守点検、自主運転・フィルター清掃

R2.3.18 フィルター清掃

R1.5.15 床・窓ガラス清掃

R1.7.17 床等清掃

R1.9.18 床等清掃

R1.11.20 床等清掃

R1.1.15 床等清掃

R2.3.18 床等清掃

31.4.17 月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

R1.5.15 月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

R1.6.19
月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし
制御盤内シーケンサー交換実施

R1.7.17 月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

R1.8.21 月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

R1.9.18 月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

R1.10.16 月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

R1.11.20
月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし
停電バッテリー交換実施

R1.12.18 月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

R1.1.15 月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

R2.2.19 月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

R2.3.18 月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

R1.5.21 取付年数7年経過のため各部品の交換を要検討

R1.9.11 №1～№3装置取付より予防保全目安の7年経過。№2ｺﾝﾄﾛｰﾗｰに経年劣化あり。各部品の交換を要検討

R1.1.24 装置取付より予防保全目安の年数7年経過のため各部品の交換を要検討

R1.5.15
1回廊下体育室前煙感知器交換要、2階第一集会室外階段出入口避難誘導灯器具交換要、2階階段口非常照
明バッテリー交換要→後日実施予定

R1.11.20
１階ロビー排煙窓のワイヤー滑車土台破損による作動不良、１階事務室入口側および２階外階段出入口側
の非常照明バッテリー要交換　⇒後日修理予定

自動ドア保守点検

消防設備点検

集会所昇降機設備保守点検

定期清掃

別紙4　施設維持管理にかかる委託業務（下高井戸運動場）

点検項目

空調設備機器点検



R1.6.19

R1.12.18

31.4.22 異常なし

R1.5.24 異常なし

R1.6.21 異常なし

R1.7.19 異常なし

R1.8.21 異常なし

R1.9.20 異常なし

R1.10.24 異常なし、引込ケーブル交換・UGS設置要検討

R1.11.20
月次点検異常なし、引込ケーブル交換・UGS設置要検討
年次点検異常なし、受変電設備清掃

R1.12.19 異常なし、引込ケーブル交換・UGS設置要検討

R2.1.23 異常なし、引込ケーブル交換・UGS設置要検討

R2.2.21 異常なし、引込ケーブル交換・UGS設置要検討

R2.3.19 異常なし、引込ケーブル交換・UGS設置要検討

31.4.17
№5,6,7パレット吊りチェーン清掃及び給油
上段パレット用チェーンボックス廻り清掃
各センサーレンズ清掃

R1.5.15
№3,4パレット吊りチェーン清掃及び給油
上段パレット用チェーンカバー清掃
各センサーレンズ清掃

R1.6.19

№1,2パレット吊りチェーン清掃及び給油
ゲートガイドレール給油
各センサーレンズ清掃
絶縁抵抗測定（100MΩ以上）

R1.7.17 横行ローラ取付部状態確認、ゲートガイドレール給油、各センサーレンズ清掃、操作盤及び制御盤内エアブロー清掃

R1.8.21
各センサーレンズ清掃、安全柵チェーン給油、上段パレット駆動チェーン給油、上段パレット吊りチェーン給油、横行用リミットス
イッチアクチュエーター部清掃及び給油

R1.9.18 各センサーレンズ清掃、給電ケーブル状態確認、上段パレット吊りチェーン及びスプロケット軸給油、下段パレット清掃

R1.10.16 各センサーレンズ清掃、チェーンカバー清掃、№5.6.7パレット吊りチェーン清掃及び給油

R1.11.20 各センサーレンズ清掃、駆動部廻り清掃、№3.4パレット吊りチェーン清掃及び給油

R1.12.18 各センサーレンズ清掃、№1.2パレット吊りチェーン清掃及び給油、絶縁抵抗測定（100MΩ以上）

R2.1.15 センサーレンズ清掃、下段吊りチェーン端末部給油、横行給電ケーブル状態確認

R2.2.19
センサーレンズ清掃、上段吊チェーン端末部給油、下段各チェーン給油、下段スプロケット軸給油、安全柵ガイドレール給油
装置全体発錆の為、塗装補修を推奨

R2.3.18
センサーレンズ清掃、操作盤キーシリンダー給油、下段各チェーン給油、下段スプロケット軸給油、下段チェーン検出レバー各部給
油
装置全体発錆の為、塗装補修を推奨

R1.10.21

31.4.29～
R1.5.5

レンズ磨き・清掃・電球交換

R1.8.20 日常点検異常なし

R1.11.6 日常点検異常なし

R2.2.19 P-2につき1か所ランプ取替も不点、安定器不良。部材生産終了の為交換品なし。

R1.5.15～
R1.5.16

樹木消毒・支障枝剪定

R1.7.22～
24

常緑樹剪定・針葉樹剪定

R1.9.24～
25

除草・樹木消毒

R2.2.7～
12

落葉樹剪定・施肥

樹木管理

人工芝メンテナンス

投光器点検整備

電気設備保守点検

駐車場設備保守

ピアノ調律
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仕様書 

 

 

１ 件  名   和田堀公園野球場  早朝管理委託（単価契約） 

 

２ 施 設 名   和田堀公園野球場  杉並区大宮１－６ 

 

３ 委託期間   令和2年4月1日～令和3年3月31日 

（令和2年12月1日から令和3年2月28日及び日曜日・祝日を除く。） 

 

４ 就業時間   午前５時３０分～午前８時３０分 

          

５ 業務内容   早朝利用に伴う和田堀公園野球場の開場、利用者の受付け、利用案内、

施設内点検・確認、施設の管理及び事故の対応 

 

６ 業務人数   施設に必要な人員とする。 

 

７ 緊急事態の連絡 

  管理中、火災、事故その他異常な事態が生じた場合は、速やかに臨機の処置を行い、

管理事務所及びスポーツ振興課へその旨連絡する。 

 

８ 報告書の提出 

  受託者は、１ヶ月の業務終了後速やかに就業日、就業者、就業時間数を明記した内訳

報告書として区へ提出すること。 

 

９ 支払方法 

  本契約に係る料金の支払いは、１ヶ月毎に業務の履行確認後、受託者の請求に基づき

支払うものとする。 

 

10 情報セキュリティ対策に関する事項 

（１）個人情報の適切な管理 

受託者は、個人情報を取り扱う業務を履行するときは、個人情報の漏えい、紛失、

破壊又は改ざん等の事故防止その他個人情報を適切に管理するため、以下の措置

を講じなければならない。 

①情報管理責任者の選任等、情報の管理体制を整備すること。 

②情報管理台帳を作成すること。 

③情報を記録した紙、パソコン、電磁的記録（ＦＤ、ＣＤ、ＭＤ等）は施錠でき

るキャビネット等に保管すること。 

④コンピュータを使用する場合には、パスワード使用等のセキュリティ対策を講

じること。 

⑤個人情報を保管している事業所から個人情報を持ち出す場合には、盗難・紛失

防止に努めること。 

別紙５ 
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⑥従事者に対して個人情報保護に関する研修及び指導を行うこと。 

（２）秘密の保持 

受託者若しくは受託者であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事し

ていた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は

不当な目的に利用してはならない。 

（３）目的外の使用の禁止 

受託者は、受託業務を履行するために区から引き渡された個人情報及び受託業務

履行のために自らが収集した個人情報をその目的の範囲内において使用しなけれ

ばならない。 

（４）第三者への提供の禁止 

受託者は、受託業務を履行するために区から引き渡された個人情報及び受託業務

履行のために自らが収集した個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、

区が個人情報の第三者への提供を前提として委託する業務で、本人同意がある場

合、個人情報を第三者に提供できる。 

（５）複写及び複製の禁止 

受託者は、個人情報の複写・複製を区から委託された場合及び区から文書による

複写・複製の承認があった場合を除き、個人情報の複写及び複製を行ってはなら

ない。受託した業務のための複写・複製であっても情報管理責任者の管理の下で

複写・複製しなければならない。また、情報管理責任者は、その返還又は廃棄を

確認しなければならない。 

（６）個人情報の返還・廃棄 

受託者は、受託した業務で収集・使用した個人情報は、速やかに区に返還しなけ

ればならない。ただし、区から個人情報の廃棄の指示があった場合は、速やかに

廃棄しなければならない。 

（７）個人情報の取扱いに関する立入調査 

区は、個人情報を保護するために必要があると認めるときは、受託者が業務を行

う事務所、作業所等に立入り、個人情報の管理状況等について調査することがで

きる。この場合において、受託者が個人情報保護法に基づく規定を定めていると

きは、その規定を尊重し、立入調査を実施する。 

（８）事故発生時の報告 

受託者は、受託した業務で使用している個人情報の紛失等の事故が発生した場合

は、速やかに区に報告するとともに、自己の情報管理体制を活用し、最善の方策

を講じなければならない。 

（９）法令及び杉並区の条例遵守 

受託者は、杉並区個人情報保護条例を遵守するとともに、個人情報保護法等の関

係法令を遵守し、個人情報を取り扱う業務を適正に履行しなければならない。 

 

11 その他 

①受託者は、業務の実施にあたって、区または第三者に損害を及ぼしたときは、区の

責任に帰する場合のほかは、その賠償の責を負うものとする。 

②従事職員の身元責任は、一切受託者の責任とする。 

③本仕様書に記載のない事項が発生した場合は、区と受託者が協議の上定めるものと
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する。 

 

早朝管理委託予定表 

月 
予定回数 

（和田堀） 

４月 ２５回 

５月 ２３回 

６月 ２６回 

７月 ２５回 

８月 ２５回 

９月 ２４回 

１０月 ２７回 

１１月 ２３回 

１２月 ０回 

１月 ０回 

２月 ０回 

３月 ２６回 

計 ２２４回 

 

担当 杉並区区民生活部スポーツ振興課施設管理係 

電話 ５３０７－０７６６ 

 



1 

 

和田堀公園野球場外２所 施設清掃及びグラウンド整備業務委託仕様書 

 

１  件名 和田堀公園野球場外２所 施設清掃及びグラウンド整備業務委託 

 

２  施設名称及び所在地 

（１）和田堀公園野球場        杉並区大宮１－６ 

（２）和田堀調節池壁打ち庭球練習場  杉並区大宮１－２０ 

（３）和田堀公園プール        杉並区大宮２－２－１０ 

  構 造 規 模 

（１）和田堀公園野球場 

敷地面積   21,908.36㎡ 

（２）和田堀調節池壁打ち庭球練習場  壁打ち用ハードコート 

敷地面積    2,131.92㎡ 

（３）和田堀公園プール 

敷地面積    4,564.10㎡ 

延床面積     680.33㎡ 

 

３ 休 場 日 

（１）和田堀公園野球場 

１２月２８日から１月４日まで、臨時休場日（区が指定する日） 

（２）和田堀調節池壁打ち庭球練習場 

    月曜日、１２月２８日から１月４日まで、臨時休場日（区が指定する日） 

（３）和田堀公園プール 

開設期間 ７月１日から９月１０日まで 

 

４ 履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

５  作業可能時間   午前８時００分から午後５時００分まで 

 

６  清掃業務 

（１）日常清掃  パート 

（２）定期清掃 

（３）その他（ 消耗品管理等 ） 

 

７ 担当 

  区民生活部スポーツ振興課施設管理係 

  電話番号 ５３０７－０７６６ 

別紙５ 
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第１章 共通事項 

１．目的及び適用 

この特記仕様書は、杉並区が管理する建築物等の清掃業務の仕様に関して必要なことを

定めることにより、当該業務を合理的かつ効率的に執行することを目的とする。 

本請負は、本特記仕様書、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様

書（平成 30年版）」（以下「共通仕様書」という。）及び杉並区保守点検業務委託等標準仕

様書（平成 30年版。以下「区標準仕様書」という。）により業務を履行する。仕様書の優

先順位は次のとおりとする。 

①本特記仕様書 ②共通仕様書 ③区標準仕様書 

（１） 本請負は、労働安全衛生法、水道法、下水道法、建築物における衛生的環境の確保

に関する法律、消防法、建築基準法、医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性

の確保等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びこれらの法律に基づ

く政令、省令、告示等に定めるところにより、清掃業務を行うものとする。 

（２） 本請負に関する法令、条例、規則、本特記仕様書、共通仕様書及び区標準仕様書で

指定したＪＩＳ、その他の規格は、これを遵守する。 

（３） 物品配送等に使用する車両は、原則として低公害車（天然ガス車、九都県市指定・

国土交通省指定のガソリン車･LPG車等）とすること。その中でも、低燃費車（自動車

の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領（平成 16 年国土交通省告示第 61 号）に

基づき、同要領に定める基準に適合すると判定された車）の使用に努めること。都の

ディーゼル車規制に適合しない車両は使用しないこと。なお、規制等に適合する自動

車であることを確認するため、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少

装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出

すること。 

（４） 情報セキュリティ対策に関する事項 

        杉並区は、情報セキュリティマネジメントを構築している。請負者においても、以

下の事項を遵守しなければならない。 

① 杉並区の、情報セキュリティ対策に関して、次の事項を徹底させること。 

・個人情報をはじめとした区の情報が記された文書等の覗き見、持ち出し、複写等を禁

止すること。 

   ・個人情報または業務情報に接した場合の第三者への漏洩を禁止すること。 

   ・立入禁止区域への無許可の立入を禁止すること。 

② 情報セキュリティ対策に関して、本請負業務に従事する者（以下「従事者」という。）

から誓約書を徴すること。 

③ 情報セキュリティ対策に関して、従事者に対する教育・訓練を実施すること。 

（５） エネルギー管理及び環境配慮行動 

杉並区は「杉並区環境基本計画」に基づき、区の組織が行う事業活動におけるエネ

ルギー管理、環境配慮及び環境保全に関する行動を積極的に実施している。このため、
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本事業における受託事業者の業務管理についても、環境への影響の低減に対する受託

事業者及び業務従事者の協力が不可欠であり、地球環境保全に十分な配慮をもって業

務にあたるものとする。 

 

２．業務の実施 

請負者は、常に区との連絡を密にし、業務計画書及び作業計画書に基づき業務を行い、

事故発生の防止を図るとともに従事者の勤務状況、建築物及び設備の概要、状態等を十

分把握し、業務の向上に努めるものとする。 

（１） 請負者は、業務の実施にあたっては、関係者に十分余裕をもって連絡すること。ま

た、実施する業務の進め方を区に説明すること。 

（２） 請負者は本業務における責任者を定めること。また、区と協議の上、業務に係わる

組織体制を定めること。なお、年度途中における組織体制の変更等、施設運営に係わ

る重要事項の変更については、事前に余裕をもって区に協議すること。 

（３） 責任者は区と連絡を密にし、業務全般にわたり指揮監督をすること。 

（４） 請負者は、業務に必要となる資格を有する者を配置すること。また、人事管理上そ

の他やむを得ない理由により、従事者の交代を行う場合においては、10日前までにそ

の旨を文書により区に報告すること。 

（５） 請負者は、日常作業に関する業務ごとに業務記録を作成し、現場保管すること。ま

た、定期清掃などの業務ごとに必要な報告書を作成し区に報告・提出するものとする。 

（６） 請負者は、災害、火災、停電、断水等の事故で緊急な対応が必要と認められるとき

は臨機の措置を行い、かつ経過について遅滞なく区に報告すること。 

（７） 請負者は、仕様書で定める基準等に適合しない事項のあるとき及び建築物・建築設

備の不具合等について必要なときは、区に助言すること。 

（８） 請負者又は従事者は、業務上知り得た区の秘密事項を第三者に漏らしてはならない。

契約期間終了後も、また、同様とする。 

（９） 請負者は、従事者の身元について、一切の責任を負うものとする。 

（10） 請負者は、業務の実施にあたって、区又は第三者に損害を及ぼしたときは、区の責

に帰す場合のほかは、その賠償責任を負うものとする。 

（11） 請負者は、破損及び修理を必要とする箇所を発見したとき、又は利用者等から苦情、

要望を受けたときは、速やかに区に連絡するものとする。 

（12） 請負者は、業務の履行にあたっては、利用者等の迷惑とならないよう配慮するとと

もに、腕章等により身元の明確化に努めること。また、作業に必要な車両や大型機器

を使用するときは、作業中である旨の表示をすること。 

（13） 本業務における区及び請負者の「費用分担区分」は別表１による。 

３．提出書類 

請負者は契約締結後、本業務に関する次の書類を区に提出する。 

なお、「全体工程」や「実施日時」は区と協議の上定めること。また、以下の（２）及

び（４）については提出し、区の承諾を受けること。 
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（１）支払内訳書 ・ 

 

 

※ 

区が指定する様式により、「月別支払内訳書」を作成し提出

すること。なお、実施時期等は区と打合せをしたうえで決定

し、作成すること。 

契約書作成提出と同時に提出する。（２部） 

（２）業務計画書 ・ 

 

※ 

実施体制、業務責任者（連絡員）・従事者の氏名（経歴・必

要資格）及び緊急時連絡体制表、全体工程など。 

契約締結後速やかに提出する。（２部） 

（３）鍵 預 り 証 ・ 

※ 

鍵の番号、個数、期間など。 

引継ぎ完了後速やかに提出する。（１部） 

（４）作業計画書 ・ 

 

 

※ 

実施日時、作業内容・用具・使用材料・範囲、作業要領、名

簿、安全管理など。ただし、軽微な業務の場合は区の承諾を

受けて省略することができる。 

業務実施前に余裕をもって提出する。（２部） 

（５）実施報告書 ・ 

 

※ 

・ 

※ 

定期清掃、害虫駆除、室内空気環境測定、水質 11 項目検査

の業務実施結果報告書。（業務写真を含む） 

実施後速やかに提出する。（業種ごと１部） 

日常清掃、残留塩素測定の日報。  

翌月の５日までに提出する。 

（６）そ の 他 ・ 

※ 

 

・ 

※ 

材料成分の安全データーシート（床ワックス、薬剤等） 

区が提出を求めた場合、業務実施前に提出し、承諾を受ける

こと。 

諸官庁手続書類 

処理後速やかに提出する。 

（７）定期清掃等の写真 ・ 別紙－１の「清掃業務請負等における写真撮影方法」による。 

 

４．必要資格者等 

本業務の遂行にあたっては、別表２「清掃請負等資格者・技術者一覧表」による。 

 

５．疑義に関する協議 

   本特記仕様書に定める事項について疑義が生じたとき、または本特記仕様書に定めの

ない事項については、区と請負者が協議の上取り決めるものとする。 

 

６．支払方法及び支払回数 

月別支払内訳書に基づき、支払いは年 12回以内とし、請負者の請求により支払う。 

 

 

第２章 清掃業務内容 

１．一般事項 

清掃業務の実施にあたっては、品質良好な清掃用具、薬品を使用し、快適な環境を維

持すること。また、建材の保全に努め、安全には最善の注意を払うこと。 

（１） 請負者は業務に使用する用具及び薬品を区と協議の上、使用すること。 
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（２） 従事者は、清掃作業終了後、什器備品等が正常に復していること、窓及び扉等の施

錠並びに火元確認をし、必要のない照明を消すこと。 

（３） 請負者は、上記のほか、次の業務を行うものとする。 

① 監督官庁検査の連絡調整、立会い及び準備 

② 軽易な部品交換、消耗品･雑用品の補充及び補充計画の作成並びに機器類の清掃を行

う。 

（４） 環境への配慮 

請負者は、業務の実施においては、施設利用者の健康への影響に配慮し適切に行うこ

と。 

① 建物の日常・定期清掃に用いる洗剤は環境にやさしい、「フォ－ミュラＧ510」と同等

品を使用するものとする。 

② 床ワックス、薬剤等については、以下による。 

・使用成分を確認し、ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン等の揮発性有機化合物を

含む製品については使用しないこと。（シックハウス対策済み同等品以上を使用する

こと。） 

・使用材料、薬剤等について、区担当者より、材料成分の安全データーシートの提出を

もとめられた場合は速やかに提出すること。 

・塗布作業中や作業終了後、窓を開放し十分な換気を行うこと。 
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２．従事者・清掃回数 

（１）従事者数及び作業時間・日数 

パート １名以上 

作業可能時間  午前８時～午後５時までの間 

清掃日数   （２）の清掃回数を参考とすること。 

 

（２）作業内容及び清掃回数 

作業内容については、区標準仕様書による。 

各部の清掃回数は次による。 

 

日常清掃 

 和田堀公園野球場 

№ 内容 回数 備考 

１ 便所清掃 年１４６回 週３回（12、1、2 月は週２回） 

 

定期清掃 

 和田堀公園プール 

№ 内容 回数 備考 

１ 便所清掃（閉設期間中） 年６回 月１回（4、5、10、11、12、3 月） 
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第３章 建物及び設備概況 

（１）各諸室及び共用部分等内訳 

和田堀公園野球場 

階 室 名 床面積(㎡) 床材質等 その他 

屋外 
女子便所（南側） ２８．８４ 磁器質タイル  

男子便所（南側） ２８．８４ 磁器質タイル  

女子便所（北側） ２．００ ＦＲＰ  

男子便所（北側） ２．００ ＦＲＰ  

 だれでもトイレ（南側） ４．７５ 磁器質タイル  

 

和田堀公園プール 

階 室 名 床面積(㎡) 床材質等 その他 

プール

サイド 

女子便所 ２７．００ 磁器質タイル  

男子便所 ２７．００ 磁器質タイル  

 

 

（２）衛生器具 

 和田堀公園野球場 

機種 台数（台） 内訳 

洋式便器 ６ 男子：２ 女子：３ だれでもトイレ：１ 

和風大便器 ４ 男子：２ 女子：２ 

小便器 ３ 男子：３ 

 

 和田堀公園プール 

機種 台数（台） 

和風大便器 １６ 

小便器 １１ 

洗面器  ４ 
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第４章 グラウンド整備業務 

（１）作業員数及び作業時間・日数 

作業員は１名とする。 

※野球場には待機施設がないため、松ノ木運動場管理棟（杉並区松ノ木１丁目３番２２号）

にて待機すること。 

     作業時間 午前８時から午前１１時３０分 

     作業日数 （２）の回数を参考とすること 

 

（２）整備内容及び周期 

場所 作業内容 周期・回数 備考 

野球場 

場所 

ゴミ、落ち葉、小石等の除去 

トラクターによる塁周辺の転圧 

グラウンドマスターによるブラッシング 

グラウンドマスターによる草刈り 

ライン引き 

ライン両脇の芝切り（幅６０ｃｍ） 

トラクターによる塁周辺の不陸調整 

塁周辺の砂まき 

散水器による水まき 

塩化カルシウムの散布（部分的に） 

全日 

随時 

随時 

週２回 

随時 

随時 

随時 

ぬかるみ時 

随時 

適時 

 

 

 

４～１１月 

調節池

壁打ち

庭球練

習場 

ゴミ、落ち葉、小石の除去等によるグラウンド整備 全日  

 

（３）施設の施錠・解錠 

   施設の施錠・解錠は、基本的に管理事務所職員が行う。ただし、他の業務に支障のないと

きは、管理事務所職員に協力すること。 

 

（４）発生材の処分 

① 草刈り時に発生した、芝等廃棄物の処分は、受託者の責において行う。 

② 現地周辺は住宅街であるため、運搬時には２ｔ車程度の車両を使用すること。 

 

（５）その他 

① 作業日並びに本仕様書に記載のないものは、区と協議のうえ対応する。 

② 業務遂行に要する光熱水費及び消耗品は、区の負担とする。 

③整備に要する機器類は基本的に松ノ木運動場（杉並区松ノ木１－３－２２）に配 

置のものを使用可とするが、区と協議のうえ持込みも可とする。 

   ④③の松ノ木運動場に配置の機器類は以下であり、使用後は整備をして所定の場所に戻す

こと。 

トラクター×１、グラウンドマスター×１、ローラー式吸水機×１、 
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クレー用ローラー×１、手押し式草刈機×１、肩掛け式草刈機×１、 

トンボ×５、一輪車×２、不陸調整用器具×１ 

⑤作業員は、グラウンド整備及び使用機器類の取り扱いに精通していること。また、 

整備に要する芝刈機、トラクターを公道にて運転することがあるため、小型特殊 

自動車を運転できる資格（普通免許など）を有すること。 

⑥本請負の業務の履行に際して一般廃棄物が発生し、受託者が法、条例及び規則に 

定めた運搬又は処分を行う資格を有さない場合、受託者は収集運搬及び処分にか 

かる事業者を区に届け出るとともに、必要な連絡･調整を行うこととする。 

⑦ 収集・運搬については、杉並区が排出事業者として本請負に付帯する契約として、 

別途資格を有する事業者とかかる契約を行う。 

⑧区が一般廃棄物の収集・運搬について受託者と異なる事業者との間に契約を行う 

必要がある場合、かかる費用は、本請負内から受託者が別途協議のうえ定める期 

限内に責任を持って収集・運搬事業者に支払うこととする。 

⑨「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「杉並区廃棄物の処理及び再利用に関す 

る条例」等、関係法令に基づき適正に処理すること。 

⑩施設内を定期的に巡回し、設備の異常を認めたときは、応急措置をすること。補 

修が必要な場合は、区及び管理事務所に報告すること。 

⑪降雪時、集中豪雨等、落雷時等は、臨機に巡回を実施し、被害状況を把握すると 

ともに、区及び管理事務所に状況を報告すること。 

   ⑫利用者に影響しないよう作業を行うこと。また、グラウンド不良の際にはコンディ 

ション回復に努めること。 
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 清掃内容及び周期 

１ 一般事項 

清掃業務の実施にあたっては、日常並びに定期清掃を主たる任務とし、品質良好な材料・器

材を使用し快適な環境を維持すること。また、建材の保全に努め、安全には最善の努力をはら

うこと。 

（１）清掃業務の範囲 

請負者は、本仕様書に基づき能率的に行う。なお、本仕様書に記載ない事項についても、

建物管理上当然に必要と認められる事項については、請負の範囲に含まれる。 

① 家具、什器等（椅子等軽微なものを除く）の移動は、特記がない限り別途とする。 

② 次に掲げる部分の清掃は、特記がない限り省略できる。 

ア ロッカー、家具等（椅子等軽微なものを除く）があり清掃不可能な部分 

イ 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部

分 

（２）臨時の措置 

臨時に新たな清掃が必要になったときは、その旨を施設管理責任者に報告し指示を受ける。 

（３）清掃業務の確認 

清掃業務終了後に、施設管理責任者に報告し確認を受ける。 

（４）資機材等の保管 

資機材及び消耗品類は、施設管理責任者より指示された場所に、整理し保管する。 

（５）清掃に伴う注意事項 

①使用する資機材は、清掃場所の床材等、各材質の特性及び機能を十分把握したうえ、最

適なものを使用し、最良な方法で清掃する。また、リン酸塩を添加しないものを使用す

る。 

②便所、洗面所の資機材は、他と区別して、専用のものを用いる。 

③清掃業務終了後は、椅子等を整理し、窓及び扉等の戸締り並びに火元確認をし、必要の

ない照明を消すこと。 

④ごみの収集、搬出については、分別し、処分する。 

（６）用語 

①日常清掃 

日常清掃とは、日単位等の短い周期で日常的に行う清掃業務をいう。 

②定期清掃 

定期清掃とは、月単位、年単位の長い周期で定期的に行う清掃業務をいう。 

③追加清掃 

追加清掃とは、日１回の日常清掃後、必要に応じ行う補足的な清掃業務をいう。 

④資機材 

資機材とは、次のような資材及び機材をいう。 

ア 資材  洗浄用洗剤、剥離洗剤、樹脂床維持剤、パッド、タオル等 
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イ 機材  自在箒、モップ、真空掃除機、床磨き機等 

⑤消耗品類 

消耗品類とは、トイレットペーパー、水石鹸等をいう。 

（７）従事者数及び作業可能時間（人数・作業時間等を記載する） 

①従事者数は区と協議し適正人員を配置し、経験豊かな清掃主任を必要に応じ常駐させる。 

②作業可能時間は、午前８時００分から午後５時までとする。 

（８）その他の留意事項 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に該当しない規模の施設において、こ

の法律に規定されている業務を行う場合は、この法律及び関係条例、規則等を準用する。 
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２ 清掃種別による作業項目 

（１）日常清掃 

①床の日常清掃 

 和田堀公園野球場 

場所 仕上げ 作業項目 

便所 硬質床 1.除塵Ａ又はＢ 

2.部分水拭き 

 

②床以外の日常清掃 

場所別の作業項目 

和田堀公園野球場 

場 所 作 業 項 目 

便所 1．内壁タイル壁   除塵 A 又は B 

2.扉及び便所へだて  部分拭き 

3.洗面台       拭きＡ 

4.鏡         拭きＡ 

5.衛生陶器      洗浄Ａ 

6.衛生消耗品     補充（ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ､水石鹸） 

7.汚物容器      汚物処理Ａ 

 

（２）定期清掃 

①床の定期清掃 

場所別、仕上げ別の作業項目及び周期 

和田堀公園プール 

場所 仕上げ 周期 作業項目 

便所 硬質床 ６回／年（4、5、

10、11、12、3 月） 

1.除塵Ａ又はＢ 

2.部分水拭き 

 

②床以外の定期清掃 

場所別の作業項目及び周期 

和田堀公園プール 

場 所 周期 作 業 項 目 

便所 ６回／年（4、5、

10、11、12、3 月） 

1.扉及び便所へだて  部分拭き 

2.洗面台       拭きＡ 

3.鏡         拭きＡ 

4.衛生陶器      洗浄Ａ 

 

 

 

 



 13 

別紙－１ 

 

清掃業務請負等における写真撮影方法 

 

定期清掃種別ごとや害虫駆除、室内空気環境測定等の、日時、撮影箇所を記載した写真帳を作

成し、実施報告書とともに区に提出すること。写真はサービス版とし、色彩はカラーとする。軽

易な作業及び日常清掃については省略することができる。 

 

１．撮影に使用する記名板 

   記名板は黒板を使用し、委託件名､請負者､撮影年月日、撮影箇所、仕様、形状寸法等を記

入する。 

 

記名板例 

  （ヨコ約 60㎝ タテ 40cm） 

委託件名 ○ ○ ○ ○ 清掃業務請負 

撮影年月日 R2．○．○ 撮影箇所：  2Ｆ  

事務室の定期床清掃、清掃中 

請負者：○○○株式会社 氏名 立会者： ○○ ○○○ 

 

  

２．撮影する業務の例 

・各種の定期清掃、害虫駆除等、空気環境測定、水質１１項目検査、他 

 

 ３．撮影内容 

 ・清掃作業時の作業前、作業中・状況、作業後及び機材や洗剤、床ワックス等 

・害虫駆除時の調査・防除・効果判定等の作業状況、及び資材等 

・各種測定状況 

 ・その他、区との協議による。 
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別表－１ 

費用分担表 

 区 請負者 

備  品 机、椅子、ロッカー 左記以外で通常業務に要するものすべて 

部    品 右記以外の部品 
ヒューズ類、パッキン、クギ、ネジ、針金、電線

等簡易な部品 

事務用品  通常報告等に要するものすべて 

清掃用具  通常清掃に要するものすべて 

測定機器  測定に要するものすべて 

消 耗 品 
照明器具の管球､冷媒次

亜塩素酸ソーダ 

左記以外のもの(洗剤､トイレットペーパー、石鹸

水､防臭剤等、 

備  考 業務上必要な光熱水費は区が負担する。 

備考 

・ トイレットペーパー等の衛生消耗品については、日常清掃の場合の費用分担であり、定期清

掃だけの場合や、公園・公衆便所の清掃の場合は区の負担とする。 

 

 

別表－２ 

清掃請負等資格者・技術者一覧表 

注：当該施設で必要とする技術者の№を○で囲む。 

№ 技術者名称 備  考 

１ 清掃Ａ(責任者) 
作業の内容が判断でき､技術・指導等総合技能を有

し、実務経験 6年以上 

２ 清掃Ｂ 作業内容が把握できる実務経験 3以上 6年未満 

３ 清掃Ｃ A,Bの指示に従って作業できる実務経験 3年未満 

④ パートＡ（日曜､祝日､夜間）  

⑤ パートＢ（平日）  

６ 貯水槽建築保全業務技術者  

７ 安全衛生教育終了者 
労働安全衛生法にもとづく２ｍ以上の高所作業等

を行う従事者 
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仕 様 書 

 
１ 契約件名 

 桜上水北会議室使用料に係る徴収事務委託 

 

２ 徴収対象の施設名称及び所在地等 

 

３ 履行期間 

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで 

 

４ 業務概要 

 下高井戸区民集会所又は下高井戸運動場窓口が開設されている時間中の、区民

事務所会議室の使用申請受付・鍵の貸出業務及び会議室使用料徴収事務 

 

５ 施設の休館日 

区分 対 象 施 設 期   間 

休館日 桜上水北会議室 12月 29日～1月 3日 

※ この他に、対象施設の機器保守点検等のため、臨時休館日を設けることがあ

る。臨時休館日は、システム表示等を活用し、区より受託者に明らかにする。 

 

６ 提出書類     

受託者は、本委託に関する別表の書類を区（永福和泉地域活動係）に提出する

こと。 

 

７ 支払方法及び支払回数   

受託者の請求により支払う。支払は、年二回払いとする。 

 

８ 委託業務手順 

 (1)施設利用の受付業務 

受託者は、区民集会所に関する事務処理手順に従い、以下の事務を処理する。 

①  施設使用申請に係る事務（システム上の払い込み処理） 

②  使用料の減額免除申請の受付及び受理に係る事務処理（減免がある場合の

み） 

 (2)使用料収納・使用料還付事務 

「杉並区会計事務規則」及び区民集会所の事務処理手順に従い、以下の事務を

処理する。 

①  使用料の収納及び現金の保管に係る事務（現金授受及び領収書の発行） 

②  収納金の指定金融機関又は収納代理金融機関への払い込み（指定された納

付書により納付する） 

③  収納・還付事務に関する区への報告事務(歳入確認表、還付処理連絡票等) 

④  使用取消しに伴う使用料還付事務（必要となった場合のみ） 

施設名称 所  在  地 構 造 規 模 

桜上水北会議室 杉並区下高井戸 1-24-15 鉄筋コンクリート造地上２階 

Administrator
テキストボックス
別紙６
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⑤  現金出納簿等の帳簿の記入（支給された現金出納簿により処理する） 

 

９ 担当 

  区民生活部地域課地域施設係  

  ０３－３３１２－２１１１（内線３７６４） 

 

別 表  

１ 提出書類一覧 

※ 以下の書類を永福和泉地域活動係に提出すること 

 

（１）毎月提出するもの 

提出書類名 
指定

様式 
業  務 提出部数 備  考 

収納に関する報告 

（歳入確認表） 
－ 

日別の収納状況を報

告する 
1 翌月 5日までに提出 

 

（２）必要があるときに提出するもの 

提出書類名 
指定

様式 
業  務 提出部数 備考 

還付に関する報告 

（還付処理連絡票等） 
○ 

使用取消等により還

付が必要になった場

合に還付金内訳等を

報告する 

1 
還付処理発生後速や

かに提出 

 

 

 



別紙７　点検実施状況（松ノ木運動場）

29年度

点検項目 実施状況

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

異常なし。

異常なし。

異常なし。

異常なし。

異常なし。

異常なし。

黒土・川砂敷き込み・不陸整正転圧工・Ｕ字溝清掃ほか

黒土・川砂敷き込み・不陸整正転圧工・Ｕ字溝清掃ほか

霜除及び通常整備・庭球場霜除及び整備

異常なし。

異常なし。

異常なし。

異常なし。

日常点検 日常点検チェックリストに基づき毎朝点検

30年度

点検項目 実施状況

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

異常なし。

異常なし。

野球場ﾗｲﾄｽﾀﾝﾄﾞ1か所水銀灯安定器要交換。

野球場ﾗｲﾄｽﾀﾝﾄﾞ1箇所水銀灯安定器の経年劣化による不点のため修繕必要。⇒別途修繕。

他異常なし。

異常なし。

異常なし。

黒土・川砂敷き込み・不陸整正転圧工・Ｕ字溝清掃ほか

黒土敷均し・不陸整正転圧工・Ｕ字溝清掃・岩瀬砂散布ほか

霜除及び通常整備・庭球場霜除及び整備

異常なし。

異常なし。

異常なし。各機、熱交換器に汚れあり。

異常なし。

日常点検 日常点検チェックリストに基づき毎朝点検

電気工作物月次点検

投光器設備点検

消防用設備等点検

重点整備

空調設備保守点検

電気工作物月次点検

投光器設備点検

消防用設備等点検

重点整備

空調設備保守点検



元年度

点検項目 実施状況

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。外灯1か所不良あり。

受変電設備異常なし。

受変電設備異常なし。

【R2.2.19管理棟100v回線停電あり】

管理棟分電盤異常なし。キュービクル内MCCB（管理棟）動作・絶縁・過電流異常なしを確認し、投入復旧した。経過観察。

受変電設備異常なし。

異常なし。

異常なし。

異常なし。

異常なし。

異常なし。

異常なし。

黒土・川砂敷き込み・不陸整正転圧工・Ｕ字溝清掃ほか

黒土敷均し・不陸整正転圧工・岩瀬砂散布ほか

霜除及び通常整備（黒土敷均し・不陸整正転圧工・岩瀬砂散布・側溝清掃ほか）

異常なし。

異常なし。熱交換器に汚れ多数あり。女子更衣室室内機ファンモーターより少々異音あり。女子更衣室室内機風向調整不可。

異常なし。

日常点検 日常点検チェックリストに基づき毎朝点検

投光器設備点検

消防用設備等点検

重点整備

空調設備保守点検

電気工作物月次点検



別紙７　点検実施状況（永福体育館）

30年度

点検項目 実施状況

シャワールーム点検１ 問題なし

ポンプユニット点検 問題なし

空気環境測定 問題なし

害虫防除点検 問題なし

ルーフドレン点検 問題なし

衛生機器点検 問題なし

受水槽点検 水質検査実施。問題なし

トイレ非常呼び出し装置点検 問題なし

シャワールーム点検２ 問題なし

PAC点検 問題なし

自家用電気工作物点検 問題なし

非常発電機点検 問題なし

電気日常目視点検 問題なし

消防設備自主点検 問題なし

シャワールーム点検３ 問題なし

シャワールーム点検４ 問題なし

ルーフドレン点検 問題なし

シャワールーム点検１ 問題なし

空気環境測定 問題なし

害虫防除点検 問題なし

衛生機器点検 問題なし

受水槽点検 問題なし

ポンプ点検 問題なし

ガスユニット点検 問題なし

衛生機器点検 問題なし

トイレ非常呼び出し装置点検 問題なし

消防設備自主点検 問題なし

自家用電気工作物点検 問題なし

シャワールーム点検２ 問題なし

シャワールーム点検３ 問題なし

シャワールーム点検４ 問題なし

PAC点検 問題なし

電気貯湯装置点検 問題なし

シャワールーム点検１ 問題なし

シャワールーム点検２ 問題なし

害虫防除点検 問題なし

空気環境測定 ホルムアルデヒド測定実施。問題なし

ルーフドレン点検 問題なし

衛生機器点検 問題なし

受水槽点検 問題なし

PAC点検 問題なし

ポンプ点検 問題なし

ガスユニット点検 問題なし

電気貯湯装置点検 問題なし

衛生機器点検 問題なし

トイレ非常呼び出し装置点検 問題なし

シャワールーム点検３ 問題なし

消防設備自主点検 問題なし

シャワールーム点検４ 問題なし

自家用電気工作物点検 問題なし

シャワールーム点検５ 問題なし

ルーフドレン点検 問題なし



点検項目 実施状況

ガスユニット点検 問題なし

電気貯湯装置点検 問題なし

衛生機器点検 問題なし

自家用電気工作物点検 投光器点検実施。問題なし

シャワールーム点検１ 問題なし

消防設備自主点検 問題なし

空気環境測定 問題なし

害虫防除点検 問題なし

衛生機器点検 問題なし

受水槽点検 問題なし

PAC点検 問題なし

ポンプ点検 問題なし

トイレ非常呼び出し装置点検 問題なし

空調点検清掃 送排風機点検及びフィルター清掃実施。問題なし

雨水枡U字溝清掃 実施12/10、17両日

シャワールーム点検２ 問題なし

シャワールーム点検３ 問題なし

シャワールーム点検４ 問題なし

衛生機器点検 問題なし

ガスユニット点検 問題なし

電気貯湯装置点検 問題なし

シャワールーム点検１ 問題なし

空気環境測定 問題なし

害虫防除点検 問題なし

受水槽点検 問題なし

ポンプ点検 問題なし

衛生機器点検 問題なし

トイレ非常呼び出し装置点検 問題なし

消防設備自主点検 問題なし

消防設備点検 作動試験実施。問題なし。

自家用電気工作物点検 問題なし

シャワールーム点検２ 問題なし

PAC点検 問題なし

ドレンパン点検 問題なし

シャワールーム点検３ 問題なし

シャワールーム点検４ 問題なし

ルーフドレン点検 問題なし

シャワールーム点検１ 問題なし

シャワールーム点検２ 問題なし

ルーフドレン点検 問題なし

ガスユニット点検 問題なし

消防設備自主点検 問題なし

電気設備自主点検 問題なし

空気環境測定 問題なし

害虫防除点検 問題なし

自動ドア点検 問題なし

倉庫棟シャッター点検 問題なし

エレベータ点検 問題なし

電話設備点検 問題なし

ITV点検 アップデート等機器調整。問題なし

衛生機器点検 問題なし

受水槽点検 問題なし

PAC点検 問題なし

ポンプ点検 問題なし

電気貯湯装置点検 問題なし



点検項目 実施状況

衛生機器点検 問題なし

トイレ非常呼び出し装置点検 問題なし

定期清掃 問題なし

シャワールーム点検３ 問題なし

シャワールーム点検４ 問題なし

ドレンパン点検 問題なし

シャワールーム点検１ 問題なし

ガスユニット点検 問題なし

シャワールーム点検２ 問題なし

ガスユニット年次点検 問題なし

ルーフドレン点検 問題なし

PAC点検 問題なし

空気環境測定 問題なし

害虫防除点検 問題なし

受水槽点検 水質検査実施。問題なし

ポンプ点検 問題なし

電気貯湯装置点検 問題なし

衛生機器点検 ウォータークーラー点検実施。問題なし

トイレ非常呼び出し装置点検 問題なし

消防設備自主点検 問題なし

自家用電気工作物点検 停電試験及び投光器点検実施。問題なし

シャワールーム点検３ 問題なし

電気貯湯装置年次点検 問題なし

雨水槽清掃 問題なし

シャワールーム点検４ 問題なし

シャワールーム点検５ 問題なし

台風警戒準備 外周点検、飛散防止片付け。

台風警戒準備 外周点検、飛散防止片付け。

台風後点検 植栽清掃実施

台風後点検 風台風により、砂の飛散を確認。

体育館換気扇 フィルタより水滴。内外に原因発見できず。施設由来とは思えない

消防設備清掃 誘導灯、虫害清掃

雨水槽清掃前現調 ビーチコート掘削による位置調査。発見できず

体育館 異臭苦情。外部での汚物汲み取りが原因。空調停止で対応。

外周道路 汚物。利用者通路のため、ノロ対策に除去清掃

警報盤 キュービクル一括警報鳴動。警報基準が低すぎるため。修正

清掃 ご意見により、清掃体制変更。ミーティング実施

嘔吐物処理 ビーチコート嘔吐物処理、ノロに準じて次亜塩素酸消毒

休館後点検 年末年始休館後設備点検。

雨天調査 雨天後、西側SUS庇、管理棟体育館間庇点検。

降雪時点検 降雪につき設備点検。

大便処理 ビーチコート脚洗い場にあり。ノロに準じて次亜塩素酸消毒

体育館照明調整 利用者より調整要請。実施。

トレ室フィルタ交換 交換サイン点灯。清掃交換実施

元年度

点検項目 実施状況

シャワールーム　自主点検 問題なし

パッケージ室内機室外機　自主点検 問題なし

非常用予備ディーゼル発電設備　自主点検 問題なし

パッケージ室内機　ドレンパン自主点検 問題なし

分電盤　自主点検 電気日常目視点検を含む。問題なし

衛生機器　自主点検 問題なし

トイレ非常呼び出し装置　自主点検 問題なし

ガス湯沸し器　自主点検 問題なし



点検項目 実施状況

衛生機器　自主点検 問題なし

貯湯式電気湯沸し器　自主点検 問題なし

トイレ非常呼び出し装置　自主点検 問題なし

ルーフドレン　自主点検 問題なし

消防設備　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

自家用電気工作物　自主点検 問題なし

空気環境測定 問題なし

害虫駆除 問題なし

水槽類　自主点検 水質検査実施。問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

衛生機器　自主点検 問題なし

水槽類　自主点検 水質検査実施。問題なし

トイレ非常呼び出し装置　自主点検 問題なし

ガス湯沸し器　自主点検 問題なし

衛生機器　自主点検 問題なし

貯湯式電気湯沸し器　自主点検 問題なし

トイレ非常呼び出し装置　自主点検 問題なし

空気環境測定 問題なし

害虫駆除 問題なし

ルーフドレン　自主点検 問題なし

エレベーター保守点検 来館点検実施

非常用予備ディーゼル発電設備　自主点検 問題なし

パッケージ室内機　ドレンパン自主点検 問題なし

分電盤　自主点検 電気日常目視点検を含む。問題なし

自家用電気工作物点検 非常用予備ディーゼル発電機試験実施。問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

パッケージ室内機室外機　自主点検 問題なし

消防設備　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

ルーフドレン　自主点検 問題なし

ガス湯沸し器　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

パッケージ室内機室外機　自主点検 問題なし

分電盤　自主点検 電気日常目視点検を含む。問題なし

衛生機器　自主点検 問題なし

水槽類　自主点検 水質検査実施。問題なし

トイレ非常呼び出し装置　自主点検 問題なし

衛生機器　自主点検 問題なし

貯湯式電気湯沸し器　自主点検 問題なし

トイレ非常呼び出し装置　自主点検 問題なし

消防設備点検 問題なし

建築設備定期検査報告 問題なし

消防設備　自主点検 問題なし

パッケージ室外機　定期点検 問題なし

パッケージ室内機　定期点検 問題なし

パッケージ室内機　フィルター清掃 問題なし

パッケージ室内機　加湿器点検 問題なし

パッケージ室内機室外機　自主点検 問題なし

パッケージ室内機　ドレンパン自主点検 問題なし

簡易フロン点検 問題なし



点検項目 実施状況

シャワールーム　自主点検 問題なし

自家用電気工作物　自主点検 問題なし

空気環境測定 問題なし

害虫駆除 問題なし

電話設備保守点検 問題なし

自動ドア保守点検 問題なし

非常用予備ディーゼル発電設備　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

ガス湯沸し器　自主点検 問題なし

非常用予備ディーゼル発電設備　自主点検 問題なし

自家用電気工作物　自主点検 問題なし

パッケージ室内機　ドレンパン自主点検 問題なし

パッケージ室内機室外機　自主点検 問題なし

トイレ非常呼び出し装置　自主点検 問題なし

分電盤　自主点検 電気日常目視点検を含む。問題なし

衛生機器　自主点検 問題なし

衛生機器　自主点検 問題なし

貯湯式電気湯沸し器　自主点検 問題なし

消防設備　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

受水槽清掃 水質検査実施。問題なし

雨水貯留槽清掃 問題なし

ITV設備保守点検 問題なし

空気環境測定 問題なし

害虫駆除 問題なし

水槽類　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

ルーフドレン　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

ルーフドレン　自主点検 問題なし

ガス湯沸し器　自主点検 問題なし

パッケージ室内機　ドレンパン自主点検 問題なし

パッケージ室内機室外機　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

衛生機器　自主点検 問題なし

水槽類　自主点検 水質検査実施。問題なし

トイレ非常呼び出し装置　自主点検 問題なし

衛生機器　自主点検 問題なし

貯湯式電気湯沸し器　自主点検 問題なし

害虫駆除 問題なし

エレベーター保守点検 来館点検実施

分電盤　自主点検 電気日常目視点検を含む。問題なし

消防設備　自主点検 問題なし

非常用予備ディーゼル発電設備　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

自家用電気工作物　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

分電盤　自主点検 電気日常目視点検を含む。問題なし

非常用予備ディーゼル発電設備　自主点検 問題なし

パッケージ室内機室外機　自主点検 問題なし

トイレ非常呼び出し装置　自主点検 問題なし



点検項目 実施状況

貯湯式電気湯沸し器　自主点検 問題なし

トイレ非常呼び出し装置　自主点検 問題なし

飲料水検査 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

空気環境測定 問題なし

害虫駆除 問題なし

電話設備保守点検 問題なし

自動ドア保守点検 問題なし

投光器点検 問題なし

ガス湯沸し器　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

パッケージ室内機　ドレンパン自主点検 問題なし

消防設備　自主点検 問題なし

衛生機器　自主点検 問題なし

ルーフドレン　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

簡易フロン点検 問題なし

水槽類　自主点検 問題なし

ガス湯沸し器　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

水槽類　自主点検 水質検査実施。問題なし

衛生機器　自主点検 問題なし

貯湯式電気湯沸し器　自主点検 問題なし

トイレ非常呼び出し装置　自主点検 問題なし

空気環境測定 問題なし

害虫駆除 問題なし

パッケージ室内機　ドレンパン自主点検 問題なし

分電盤　自主点検 電気日常目視点検を含む。問題なし

パッケージ室内機室外機　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

ルーフドレン　自主点検 問題なし

非常用予備ディーゼル発電設備　自主点検 問題なし

消防設備　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

ガス湯沸し器　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

非常用予備ディーゼル発電設備　自主点検 問題なし

分電盤　自主点検 電気日常目視点検を含む。問題なし

自家用電気工作物点検 問題なし

パッケージ室内機　ドレンパン自主点検 問題なし

ルーフドレン　自主点検 問題なし

パッケージ室内機室外機　自主点検 問題なし

消防設備　自主点検 問題なし

水槽類　自主点検 水質検査実施。問題なし

トイレ非常呼び出し装置　自主点検 問題なし

害虫駆除 問題なし

エレベーター保守点検 来館点検実施

シャワールーム　自主点検 問題なし

衛生機器　自主点検 問題なし

貯湯式電気湯沸し器　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

投光器点検 問題なし



点検項目 実施状況

非常用予備ディーゼル発電設備　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

ルーフドレン　自主点検 問題なし

ガス湯沸し器　自主点検 問題なし

分電盤　自主点検 電気日常目視点検を含む。問題なし

衛生機器　自主点検 問題なし

水槽類　自主点検 水質検査実施。問題なし

貯湯式電気湯沸し器　自主点検 問題なし

トイレ非常呼び出し装置　自主点検 問題なし

消防設備点検 問題なし

消防設備　自主点検 問題なし

パッケージ室外機　定期点検 問題なし

パッケージ室内機　定期点検 問題なし

パッケージ室内機　フィルター清掃 問題なし

送排風機　定期点検 問題なし

全熱交換機　定期点検 問題なし

全熱交換機　フィルター清掃 問題なし

パッケージ室内機室外機　自主点検 問題なし

パッケージ室内機　ドレンパン自主点検 問題なし

簡易フロン点検 問題なし

定期清掃　硬質床洗浄 問題なし

定期清掃　弾性床洗浄 問題なし

定期清掃　枡清掃(雨水桝) 問題なし

定期清掃　U字溝清掃(雨水枡) 問題なし

定期清掃　窓ガラス清掃 問題なし

空気環境測定 問題なし

害虫駆除 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

定期清掃　屋上清掃 問題なし

定期清掃　除草(敷地内) 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

ガス湯沸し器　自主点検 問題なし

非常用予備ディーゼル発電設備　自主点検 問題なし

自家用電気工作物　自主点検 問題なし

パッケージ室内機　ドレンパン自主点検 問題なし

パッケージ室内機室外機　自主点検 問題なし

トイレ非常呼び出し装置　自主点検 問題なし

分電盤　自主点検 電気日常目視点検を含む。問題なし

衛生機器　自主点検 問題なし

貯湯式電気湯沸し器　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

ITV設備保守点検 問題なし

害虫駆除 問題なし

水槽類　自主点検 問題なし

ルーフドレン　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

消防設備　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

ガス湯沸し器　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

消防設備　自主点検 問題なし

パッケージ室内機　ドレンパン自主点検 問題なし



点検項目 実施状況

パッケージ室内機室外機　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

衛生機器　自主点検 問題なし

水槽類　自主点検 問題なし

トイレ非常呼び出し装置　自主点検 問題なし

貯湯式電気湯沸し器　自主点検 問題なし

害虫駆除 問題なし

自動ドア点検 問題なし

シャッター点検 問題なし

電話設備保守点検 問題なし

エレベーター保守点検 来館点検実施

自家用電気工作物　自主点検 問題なし

分電盤　自主点検 電気日常目視点検を含む。問題なし

非常用予備ディーゼル発電設備　自主点検 問題なし

ルーフドレン　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

空気環境測定 問題なし

雨水貯留槽点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

ガス湯沸し器年間点検 問題なし

ガス湯沸し器　自主点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

自家用電気工作物点検 停電試験。問題なし

分電盤　自主点検 電気日常目視点検を含む。問題なし

非常用予備ディーゼル発電設備　自主点検 問題なし

パッケージ室内機室外機　自主点検 問題なし

飲料水検査 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

害虫駆除 問題なし

電話設備保守点検 問題なし

投光器点検 登攀点検実施。問題なし。

パッケージ室内機　ドレンパン自主点検 フィルター清掃含む。問題なし

ルーフドレン　自主点検 問題なし

消防設備　自主点検 問題なし

貯湯式電気湯沸し器　自主点検 問題なし

衛生機器　自主点検 問題なし

簡易フロン点検 問題なし

貯湯式電気湯沸し器年間点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

加圧ポンプ点検 問題なし

シャワールーム　自主点検 問題なし

水槽類　自主点検 問題なし

トイレ非常呼び出し装置　自主点検 問題なし

体育館西側壁際床鳴り 点検実施。様子見

ビーチコートサンドピット調査 ビーチコート排水系ピット調査。砂流出確認するも想定内

嘔吐処理 トレーニング室で嘔吐処理。ノロ対策に準じて次亜塩素酸消毒実施

天然ガス湧出 天然ガス湧出事件。区・消防の対応。事後点検実施。

ピロティ照明系調査 お客様ご意見により、昼間自動消灯について調査

アシナガバチ巣駆除 ビーチコート側設備スペース。撤去済み。

アシナガバチ巣駆除 防災無線筐体影。撤去済み。

アシナガバチ巣駆除 ビーチコート側設備スペース。同一箇所。ハチ自体の駆除も同時実施。

体育館空調北東角室内機ドレンポンプ不稼働調査 冷房時のドレン排出ポンプが作動していない状態。区報告実施。

台風19号被害調査 植栽が敷地外東電送電施設へ支障。東電EGにより撤去済。

1Fカフェ前壁ひび調査 調査実施

タクシーによるウッドデッキ破損状況調査 調査実施。



点検項目 実施状況

年末年始開館後点検 異常なし。

空調不調状況調査 中央リモコン不作動の状況調査実施。

降雪対応 前年降雪に順次、警告表示等配置。



別紙７　点検実施状況（下高井戸運動場・区民集会所）

29年度運動場

点検項目 実施状況

電気設備保守点検 年次点検・受変電設備清掃

センサーレンズ清掃　　　安全棚ガイドレール給油下段パレットリミットスイッチ検出部チェーン清掃及び給油

センサーレンズ清掃
チェーンカバー清掃
安全柵吊りチェーン給油
パレット横行駆動チェーン給油

センサーレンズ清掃及び光軸確認
絶縁抵抗測定
安全柵ガイドレール・チェーンカバー清掃
横行給電ケーブル亀裂手直し

センサーレンズ清掃・安全柵ガイドレール給油、丞下段パレット昇降チェーン給油、横行駆動チェーン給油

出入口扉ガイドレール給油・各安全装置作動確認・操作盤キーシリンダー給油・センサーレンズ清掃

センサーレンズ清掃・№7駆動チェーン緊張・上段各チェーン給油・安全利用に係る注意喚起シール貼り付け

下段チェーン検出レバー各部給油・センサーレンズ清掃・パレット清掃・各スプロケット軸給油・安全柵ガイドレール給油・各チェーン端末部給油

パレット及びセンサーレンズ清掃・安全柵チェーン給油・落下防止装置フック軸給油・上段パレットスプロケット軸給油

センサーレンズ清掃・パレット清掃・パレットガイドローラー軸給油・絶縁抵抗測定(100MΩ以上)良好

センサーレンズ清掃、上段パレット各チェーン・チェーンカバー清掃

下段パレット及びセンサーレンズ清掃、安全柵ガイドレール・下段吊り・バランスチェーン給油

下段パレット清掃、上段吊りチェーン・安全柵チェーン給油、正常

人工芝メンテナンス

投光器点検整備 レンズ磨き・清掃・電球交換

樹木消毒・低木刈込・支障枝剪定

中高木剪定・低木刈込・針葉樹剪定

除草・樹木消毒

落葉樹剪定・施肥

日常点検 日常点検チェックリストに基づき毎朝点検

29年度区民集会所

点検項目 実施状況

フィルター清掃

軸受け部分グリス補給・フィルター清掃

軸受け部分グリス補給・フィルター清掃

フィルター清掃

自主運転・フィルター清掃

自主運転・フィルター清掃

フィルター清掃

空調機保守点検、自主運転・フィルター清掃

自主運転・フィルター清掃

フィルター清掃

空調機保守点検、自主運転・フィルター清掃

自主運転・フィルター清掃

清掃 ブラインド、照明器具、高所清掃

床・窓ガラス清掃

床等清掃

床等清掃

床等清掃

床等清掃

床等清掃

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

取付年数7年経過のため各部品の交換を要検討

取付年数7年経過のため各部品の交換を要検討

取付年数7年経過のため各部品の交換を要検討

１階廊下２カ所非常用照明バッテリー交換が必要→後日実施予定

１階正面玄関前避難口誘導灯につき充電装置不良のため器具交換が必要

ピアノ調律

日常点検 日常点検チェックリストに基づき毎朝点検

駐車場設備保守

樹木管理

空調設備機器点検

定期清掃

集会所昇降機設備保守点検

自動ドア保守点検

消防設備点検



30年度運動場

点検項目 実施状況

フィルター清掃

軸受け部分グリス補給・フィルター清掃

軸受け部分グリス補給・フィルター清掃

フィルター清掃

自主運転・フィルター清掃

自主運転・フィルター清掃

空調機保守点検、フィルター清掃

空調機保守点検、自主運転・フィルター清掃

自主運転・フィルター清掃

フィルター清掃

空調機保守点検、自主運転・フィルター清掃

自主運転・フィルター清掃

清掃 ブラインド、照明器具、高所清掃

床・窓ガラス清掃

床等清掃

床等清掃

床等清掃

床等清掃

床等清掃

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

取付年数7年経過のため各部品の交換を要検討

取付年数7年経過のため各部品の交換を要検討

装置取付より予防保全目安の年数7年経過のため各部品の交換を要検討

1階湯沸室消火器具交換検討、1階廊下2か所誘導灯器具交換要、2階廊下1か所非常照明バッテリー交換要→後日実施予定

１階廊下　体育室前の煙探知機につき不作動のため交換が必要
２階　第一集会室の避難口誘導灯につき充電装置不良のため器具交換が必要

ピアノ調律

日常点検 日常点検チェックリストに基づき毎朝点検

30年度区民集会所

点検項目 実施状況

フィルター清掃

軸受け部分グリス補給・フィルター清掃

軸受け部分グリス補給・フィルター清掃

フィルター清掃

自主運転・フィルター清掃

自主運転・フィルター清掃

空調機保守点検、フィルター清掃

空調機保守点検、自主運転・フィルター清掃

自主運転・フィルター清掃

フィルター清掃

空調機保守点検、自主運転・フィルター清掃

自主運転・フィルター清掃

清掃 ブラインド、照明器具、高所清掃

床・窓ガラス清掃

床等清掃

床等清掃

床等清掃

床等清掃

床等清掃

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

取付年数7年経過のため各部品の交換を要検討

取付年数7年経過のため各部品の交換を要検討

装置取付より予防保全目安の年数7年経過のため各部品の交換を要検討

1階湯沸室消火器具交換検討、1階廊下2か所誘導灯器具交換要、2階廊下1か所非常照明バッテリー交換要→後日実施予定

１階廊下　体育室前の煙探知機につき不作動のため交換が必要
２階　第一集会室の避難口誘導灯につき充電装置不良のため器具交換が必要

ピアノ調律

日常点検 日常点検チェックリストに基づき毎朝点検

空調設備機器点検

定期清掃

集会所昇降機設備保守点検

自動ドア保守点検

消防設備点検

自動ドア保守点検

消防設備点検

空調設備機器点検

定期清掃

集会所昇降機設備保守点検



元年度運動場

点検項目 実施状況

異常なし

異常なし

異常なし

異常なし

異常なし

異常なし

異常なし、引込ケーブル交換・UGS設置要検討

月次点検異常なし、引込ケーブル交換・UGS設置要検討
年次点検異常なし、受変電設備清掃

異常なし、引込ケーブル交換・UGS設置要検討

異常なし、引込ケーブル交換・UGS設置要検討

異常なし、引込ケーブル交換・UGS設置要検討

異常なし、引込ケーブル交換・UGS設置要検討

№5,6,7パレット吊りチェーン清掃及び給油
上段パレット用チェーンボックス廻り清掃
各センサーレンズ清掃

№3,4パレット吊りチェーン清掃及び給油
上段パレット用チェーンカバー清掃
各センサーレンズ清掃

№1,2パレット吊りチェーン清掃及び給油
ゲートガイドレール給油
各センサーレンズ清掃
絶縁抵抗測定（100MΩ以上）

横行ローラ取付部状態確認、ゲートガイドレール給油、各センサーレンズ清掃、操作盤及び制御盤内エアブロー清掃

各センサーレンズ清掃、安全柵チェーン給油、上段パレット駆動チェーン給油、上段パレット吊りチェーン給油、横行用リミットスイッチアクチュエーター部清掃及び給油

各センサーレンズ清掃、給電ケーブル状態確認、上段パレット吊りチェーン及びスプロケット軸給油、下段パレット清掃

各センサーレンズ清掃、チェーンカバー清掃、№5.6.7パレット吊りチェーン清掃及び給油

各センサーレンズ清掃、駆動部廻り清掃、№3.4パレット吊りチェーン清掃及び給油

各センサーレンズ清掃、№1.2パレット吊りチェーン清掃及び給油、絶縁抵抗測定（100MΩ以上）

センサーレンズ清掃、下段吊りチェーン端末部給油、横行給電ケーブル状態確認

センサーレンズ清掃、上段吊チェーン端末部給油、下段各チェーン給油、下段スプロケット軸給油、安全柵ガイドレール給油
装置全体発錆の為、塗装補修を推奨

センサーレンズ清掃、操作盤キーシリンダー給油、下段各チェーン給油、下段スプロケット軸給油、下段チェーン検出レバー各部給油
装置全体発錆の為、塗装補修を推奨

人工芝メンテナンス

レンズ磨き・清掃・電球交換

日常点検異常なし

日常点検異常なし

P-2につき1か所ランプ取替も不点、安定器不良。部材生産終了の為交換品なし。

樹木消毒・支障枝剪定

常緑樹剪定・針葉樹剪定

除草・樹木消毒

落葉樹剪定・施肥

日常点検 日常点検チェックリストに基づき毎朝点検

元年度区民集会所

点検項目 実施状況

フィルター清掃

軸受け部分グリス補給・フィルター清掃

軸受け部分グリス補給・フィルター清掃

フィルター清掃

自主運転・フィルター清掃

自主運転・フィルター清掃

空調機保守点検、フィルター清掃

空調機保守点検、自主運転・フィルター清掃

自主運転・フィルター清掃

フィルター清掃

空調機保守点検、自主運転・フィルター清掃

フィルター清掃

床・窓ガラス清掃

床等清掃

床等清掃

床等清掃

床等清掃

床等清掃

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし
制御盤内シーケンサー交換実施

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし
停電バッテリー交換実施

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

月例点検（機械室・かご・かご周囲及び昇降路・乗場・ピット・付加装置・運転装置群管理）異常なし

取付年数7年経過のため各部品の交換を要検討

№1～№3装置取付より予防保全目安の7年経過。№2ｺﾝﾄﾛｰﾗｰに経年劣化あり。各部品の交換を要検討

装置取付より予防保全目安の年数7年経過のため各部品の交換を要検討

1回廊下体育室前煙感知器交換要、2階第一集会室外階段出入口避難誘導灯器具交換要、2階階段口非常照明バッテリー交換要→後日実施予定

１階ロビー排煙窓のワイヤー滑車土台破損による作動不良、１階事務室入口側および２階外階段出入口側の非常照明バッテリー要交換　⇒後日修理予定

ピアノ調律

日常点検 日常点検チェックリストに基づき毎朝点検

定期清掃

集会所昇降機設備保守点検

自動ドア保守点検

消防設備点検

空調設備機器点検

駐車場設備保守

投光器点検整備

樹木管理

電気設備保守点検



別紙８　修繕一覧（区実施分）

件名 金額

H30年度 松ノ木運動場野球場外周照明器具台風倒木に伴う破損絶縁改修修繕 453,600

松ノ木運動場野球場フェンス修理 712,800

下高井戸運動場及び下高井戸区民集会所屋根修繕 863,271
令和元年度



年度 施設名 内容

29 松ノ木運動場 野球場　スプリンクラー修理

29 松ノ木運動場 クレーテニスコートラインテープ取替

29 松ノ木運動場 グラウンド散水水漏れ修理

29 松ノ木運動場 電力引込設備工事

29 松ノ木運動場 テニスコートベンチ修理

29 松ノ木運動場 各所補修工事

29 松ノ木運動場 駐車場ライン塗装工事

29 松ノ木運動場 スプリンクラー修繕

29 松ノ木運動場 コンセント破損に伴う交換修繕

29 松ノ木運動場 テニス場金物補修工事

29 松ノ木運動場 表示板設置

29 松ノ木運動場 各所補修工事

29 松ノ木運動場 女子更衣室照明器具老朽化に伴う交換他修繕

29 松ノ木運動場 グランドマスター始動不良出張整備

29 松ノ木運動場 女子シャワー漏水修繕

29 松ノ木運動場 女子トイレ排水詰まり修繕

29 松ノ木運動場 男子便所小便器修理


29 松ノ木運動場 女子トイレ排水管詰まり修繕

30 松ノ木運動場 ピッチャープレート取替他修繕

30 松ノ木運動場 スポーツトラクタＧＴ２４５ 点検修理

30 松ノ木運動場 スポーツトラクタＧＴ２４５電磁クラッチ不良交換等修理

30 松ノ木運動場 野球場鉄骨階段修繕工事

30 松ノ木運動場 事務所男子トイレ自動小便器吐水不良修理

30 松ノ木運動場 バックネット防護マット改修工事

30 松ノ木運動場 野球場水銀用安定器交換修繕

30 松ノ木運動場 グランドマスターＧＭ２４基本点検及びパンク修理

元 松ノ木運動場 洗い場 水栓交換修理

元 松ノ木運動場 テニスコートベンチ修理

元 松ノ木運動場 テニスコートセンターストラップ取付金具修理

元 松ノ木運動場 エンジンブロア修繕

元 松ノ木運動場 汚水配管修理

元 松ノ木運動場 スポーツトラクタGT245（48C）修理

元 松ノ木運動場 松ノ木運動場 隣家被害修繕工事

元 松ノ木運動場 屋外電気時計電池交換修繕

元 松ノ木運動場 グランドマスターGM24 エンジン始動不良修繕（燃料フィルター交換整備）

元 松ノ木運動場 野球場水銀灯安定器交換修繕

元 松ノ木運動場 グランドマスターGM24 エンジン始動不良修繕（オイルフィルター他交換整備）

元 松ノ木運動場 スポーツトラクタGT245（48C）修理 モアベルト切れ

元 松ノ木運動場 グランドマスターGM24 エンジン始動不良修繕

元 松ノ木運動場 冷水機（RWFD51P2）修理

元 松ノ木運動場 外トイレ流し排水金具交換修理

元 松ノ木運動場 グランドマスターGM24エンジン始動不良修繕(バッテリーケーブル)交換整備

元 松ノ木運動場 女子シャワー室換気扇取替修繕

別紙８　修繕一覧（指定管理者実施分）



29 下高井戸区民集会所 集会所受付カウンター修繕

29 下高井戸区民集会所 更衣室照明器具修繕

29 下高井戸区民集会所 非常灯設備の修理

29 下高井戸区民集会所 男子トイレロータンク水抜きシール打ち直し修理

29 下高井戸区民集会所 テント修繕

30 下高井戸区民集会所 ピアノ修理（大屋根角蝶番交換）

30 下高井戸区民集会所 点検指摘事項修理（誘導灯用蓄電池等）

30 下高井戸区民集会所 給茶コーナー混合水栓取替修理

30 下高井戸区民集会所 照明器具修理（1F男子トイレ、1F通路）

30 下高井戸区民集会所 2F女子トイレ換気扇取替修繕

30 下高井戸区民集会所 区民集会所屋根修繕

30 下高井戸区民集会所 1F男子トイレ小便器詰り修理

30 下高井戸区民集会所 事務室・男子更衣室照明器具修理

元 下高井戸区民集会所 監視モニター修繕

元 下高井戸区民集会所 スーパーフレンドJLX280修繕

元 下高井戸区民集会所 2F男子トイレ小便器吐水センサー取り換え修理

元 下高井戸区民集会所 １Ｆ女子トイレ汚水管詰り修理

元 下高井戸区民集会所 台風被害樹木伐採等工事

元 下高井戸区民集会所 ２階男子トイレ自動小便器埋め込みセンサー交換修理

元 下高井戸区民集会所 外周路街灯　マルチハロゲン等購入

元 下高井戸区民集会所 出入口付近ネット補修

元 下高井戸区民集会所 消防設備 点検指摘事項修理（誘導灯用充電装置等）

元 下高井戸区民集会所 バックネット天井ネット張替

元 下高井戸区民集会所 内側自動ドア部品交換修理

元 下高井戸区民集会所 外側自動ドア部品交換修理

元 下高井戸区民集会所 １Ｆ多目的トイレ鏡取り換え修理

元 下高井戸区民集会所 消防設備 点検指摘事項修理(誘導灯蓄電池)

元 下高井戸区民集会所 １Ｆ給湯室換気扇、1F2Fダウンライト修理

29 下高井戸運動場 駐車場庭園灯タイマー取替修理

29 下高井戸運動場 投光器電磁接触器取替修理

29 下高井戸運動場 管理棟ホール手摺修繕

29 下高井戸運動場 機械式駐車場地下排水ポンプ交換工事

29 下高井戸運動場 機械式駐車場地下排水ポンプ電気工事

29 下高井戸運動場 表示板設置委託

29 下高井戸運動場 控室ロスナイ老朽化に伴う交換修繕

30 下高井戸運動場 自動点滅器取替修理

30 下高井戸運動場 移動式ピッチャーズマウンドパーツ修繕

30 下高井戸運動場 庭園灯用キュービクル内ブレーカ取替修理

30 下高井戸運動場 投光器設備P-4絶縁不良調査修理

30 下高井戸運動場 樹木管理（倒木処理）委託

30 下高井戸運動場 人工芝部分補修

30 下高井戸運動場 ピッチャーマウンド修理

30 下高井戸運動場 緊急対応樹木伐採

元 下高井戸運動場 スポーツフレンドJLX280点検整備

元 下高井戸運動場 スポーツフレンドJLX280修繕

元 下高井戸運動場 樹木伐採等管理



元 下高井戸運動場 台風被害樹木伐採等工事

元 下高井戸運動場 スズメバチ駆除業務

元 下高井戸運動場 出入口付近ネット補修

元 下高井戸運動場 バックネット天井ネット張替

元 永福体育館 1F、2Fシャワー室床水溜まり対応修繕※1年点検による瑕疵工事

元 永福体育館 体育館内機エラー、現調に基づく基板交換

元 永福体育館 東側外壁塗装修繕　※1年点検による瑕疵工事

元 永福体育館 トレーニングルーム、クロストレーナーアーム交換修理



 

別紙９ 床材・面積 

 

 

   【松ノ木運動場】  

階   室 名  床面積(㎡)  床材質等  

１階  事務室  ２６．２４  ビニールタイル  

会議室  ２６．２４  ビニールタイル  

ホール  ３８．２５  人造石  

女子ロッカールーム  １１．５０  モルタル  

女子洗面所  ４．８６  モルタル  

女子シャワー室  ８．８０  磁器質タイル  

女子便所  ５．８０  磁器質タイル  

男子ロッカールーム  ９．８０  モルタル  

男子洗面所  ３．６０  モルタル  

男子シャワー室  ８．８０  磁器質タイル  

男子便所  ６．５０  磁器質タイル  

通路  １７．１０  モルタル  

倉庫  ２７．０２  モルタル  

屋外  遺跡脇便所  ４．８０  磁器質タイル  

   

ガラス面積      低所 ５２㎡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【永福体育館】 

階  室 名  床面積(㎡) 床材質等 

管 
 

理 
 

棟 
 

１ 
 

階 

エントランスホール１ 26.68 複層ビニル床シート 

エントランスホール２ 93.26 直下張りフローリング 

風除室 12.25 複層ビニル床シート 

カフェ 39.13 複層ビニル床シート 

カフェ厨房 9.26 ビニル床シート張り 

バックヤード 6.29 ビニル床シート張り 

女子更衣室 37.82 ビニル床シート張り 

女子シャワー室 16.97 タイル張り 

事務室 59.35 タイルカーペット張り 

職員更衣室 12.68 タイルカーペット張り 

保育室 
15.52 

ビニル床シート張り、コルクタイ

ル張り 

トイレ・誰でもトイレ 8.61 ビニル床シート張り 

団体用ロッカー室 22.94 ビニル床シート張り 

倉庫１ 6.54 ビニル床シート張り 

倉庫２ 23.41 塗床（既存） 

体育館前ホール 45.20 ビニル床シート張り 

廊下１～３ 83.00 ビニル床シート張り、防塵塗装 

管

理

棟 

２

階 

小体育室１ 127.36 スポーツシート張り 

トレーニングルーム 176.17 フローリング張り 

倉庫１・２ 20.12 ビニル床シート張り 

男子更衣室 38.63 ビニル床シート張り 

男子シャワー室 17.81 タイル張り 

男子トイレ 19.15 ビニル床シート張り 

廊下 140.01 ビニル床シート張り 

管
理
棟 

３
階 

小体育室２ 131.34 スポーツシート張り 

会議室１ 96.47 タイルカーペット張り 

会議室２ 94.99 フローリングブロック張り 

倉庫１・２ 55.63 フローリングブロック張り 

女子トイレ 19.86 ビニル床シート張り 

廊下 142.08 ビニル床シート張り 

体
育
館 

体育館 768.25 スポーツシート張り 

倉庫３ 69.02 塗床 

そ
の
他 

ごみ保管庫 11.04 塗床 

倉庫１・２ 37.1 塗床 



 

階段室（A）（B） 200.97 ビニルシート張り 

EV ホール 33.5 ビニル床シート張り 

倉
庫
棟
２
階 

用具庫 46.41 カラー塗膜防水 

女子トイレ 14.85 ビニル床シート張り 

男子トイレ 13.67 ビニル床シート張り 

 

ガラス面積      ４１３.６８㎡  

  



 

【下高井戸運動場・区民集会所】 

階  室名  床面積（㎡）  床材質等  

１階  事務室  ４５．７５  Ｐタイル  

ミーティング室  ２０．８２  Ｐタイル  

風除室（玄関）  １０．５８  タイル  

談話コーナー  ９３．０７  フローリング  

集密保存活用書庫  ４．１２  Ｐタイル  

更衣室（男・女）  ７２．０８  Ｐタイル  

便所（男・女・身障者）  ３０．２８  タイル  

清掃員詰所  ７．８３  畳敷き  

体育室（倉庫含む）  ２３８．８６  フローリング  

給茶器コーナー  ３．０９  タイル  

エレベーター  ５．０２  Ｐタイル  

エレベーター機械室  １３．８５  コンクリート  

共用部分（ﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｽ含む）  ８４．７０  タイル  

２階  和室（第１、第２）  ８３．４０  畳敷き  

集会室（第１、第２）  ９７．１１  カーペット  

水屋（物入れ含む）  ６．４３  フローリング  

便所（男・女）  ２４．０３  Ｐタイル  

湯沸室（倉庫含む）  ６．１１  Ｐタイル  

エレベーター（ﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｽ含む）  ５．３８  Ｐタイル  

倉庫  ８．２７  Ｐタイル  

共用部分  ６０．２８  Ｐタイル  

 

ガラス面積  ３階未満   １７６．４０㎡ 

 

 



別紙１０　永福体育館　会議室利用枠数

教室数

使用可能数 使用数 使用率 使用可能数 使用数 使用率

30年度 4676 151 3.2% 32 4708 183 3.9%

令和元年度 7697 254 3.3% 98 7795 352 4.5%

※　永福体育館は平成30年９月開館。
※　各年度ともに、定時使用は教室を除いたもの。
※　各年度ともに、2時間全面使用を1とし、使用可能枠数は休館・工事・悪天候・その他利用不可コマを除いた数とする。

会議室１
＋

会議室２

定時使用 合計



別紙１１　松ノ木運動場スポーツ振興事業

【平成29年度】 【平成30年度】 【令和元年度】

事業名 種目 延参加
者数
（人） 参加費
（円） 事業名 種目 延参加
者数
（人） 参加費
（円） 事業名 種目 延参加
者数
（人） 参加費
（円）延参加
者数
（人）参加費
（円）

はじめてベースボール　春 野球 82 3,000 はじめてベースボール春 野球 120 6,000 かけっこ教室(春）新２年生 陸上 65 4,800 65 4,800

はじめてベースボール　秋 野球 139 3,000 はじめてベースボール　秋 野球 84 4,500 かけっこ教室(春）新３～６年生 陸上 151 4,800 151 4,800

小学生チャレンジ広場① 陸上 35 100 すてっぷあっぷベースボー 野球 103 6,400 ベースボール教室 野球 51 6,000 51 6,000

小学生チャレンジ広場② 野球 雨天中止 雨天中止 すてっぷあっぷベースボー 野球 87 4,800 ベースボール教室 野球 119 6,400 119 6,400

小学生チャレンジ広場③ フライングディスク 13 100 小学生チャレンジ広場① 陸上 43 500 中学生ランニング講習会 陸上 37 3,000 37 3,000

小学生チャレンジ広場④ 陸上 29 100 小学生チャレンジ広場② タグラグビー 8 500 キッズコアコンディショニング 体操 27 3,200 27 3,200

小学生チャレンジ広場④ 陸上 13 100 小学生チャレンジ広場③ 19 500 キッズコアコンディショニング 体操 45 3,600 45 3,600

小学生チャレンジ広場⑤

ベースボール1～2年
陸上 15 100

小学生チャレンジ広場④

クリケット
7 500

ベースボール教室　秋

①未就学児②ビキナー
野球 252

6000

6400
252

6000

6400

小学生チャレンジ広場⑤ 陸上 22 100 ノルディックウォーキング ノルディック
ウォーキング 36 1,000 かけっこ教室　秋 陸上 81 4,800 81 4,800

小学生チャレンジ広場⑥ 陸上 15 100 ノルディックウォーキング ノルディック
ウォーキング 30 1,000 キッズテニス テニス 387 18,000 387 18,000

キッズテニス体験教室Ⅰ テニス 73 5,200 キッズテニス テニス 211 18,000 キッズテニスステップアップ テニス 385 18,000 385 18,000

キッズテニス体験教室Ⅱ テニス 74 5,200 キッズテニス テニス 204 18,000 ゲームを楽しむワンデイテニス① テニス 67 500 67 500

ノルディックウォーキング ノルディック
ウォーキング 103 1,000
キッズテニス

ステップアップ
テニス 66 18,000 ノルディックウォーキング ノルディック
ウォーキング 81 1,000 81 1,000

体育の日 イベント 453 無料  かけっこ教室 陸上 114 4,800 体育の日 イベント 305 無料 305 無料

かけっこ教室Ⅱ 陸上 59 4,000

体育の日

スポーツフェスティバル
イベント 553 無料



別紙１１　永福体育館スポーツ振興事業

【平成30年度】 【令和元年度】

事業名 種目 参加費
（円） 事業名 種目 参加費
（円）

ビーチサッカー体験教室 サッカー 無料 ビーチde宝探し！！ 遊び 無料

ビーチバレーボール体験 バレー 無料
ビーチdeスポーツかる

た！？
遊び 無料

スポーツ鬼ごっこ 体操 無料 みんなでフラダンス♪ ダンス 無料

ビーチスポーツに挑戦 体操 無料
はだしでキック！ビーチ

サッカーチャレンジ
ビーチサッカー 無料

お宝争奪!!ビーチで宝探し 無料
アタックNo.1！ビーチバ

レーチャレンジ
ビーチバレー 無料

フットサル体験教室① フットサル 無料 バドミントンクリニック バドミントン 無料

フットサル体験教室② フットサル 無料 スラックライン スラックライン 無料

フットサル体験教室③ フットサル 無料 ふわふわ遊具 遊び 無料

選手サイン会 無料 けん玉コーナー 遊び 無料

ユニファイド

バスケットボール
バスケットボール 無料

トランポリン 体操
無料

骨盤ケア(託児あり別枠5名) 体操 無料 キックターゲット サッカー 無料

骨盤ケア(託児付き) 体操 無料 ママ＆ベビーヨガ ヨガ・ピラティス 無料

産後ボディーケア 体操 無料 骨盤調整ピラティス ヨガ・ピラティス 無料

ヨガ 体操 無料 託児 託児 無料

ペルビックストレッチ 体操 無料 フラヨガ ダンス 無料

健康体操 体操 無料
ボッチャ＆卓球の開放

(ボッチャ)
ボッチャ・卓球 無料

バレトン(託児あり別枠5名) 体操 無料
ボッチャ＆卓球の開放(卓

球)
ボッチャ・卓球 無料

バレトン(託児付き) 体操 無料 孫と一緒に盆踊り♪ ダンス 無料

ステップエクササイズ 体操 無料 コアトレーニング ヨガ・ピラティス 無料

親子からだあそび 体操  無料 おしりエクササイズ トレーニング 無料

跳び箱チャレンジ！ 体操  無料 親子ダンス♪ ダンス 無料

トレーニングルーム

無料開放
体操 無料 キッズダンス ダンス 無料

初めてのトレーニング 体操 無料 はじめよう！腸活 講習会 無料

ボディコンディショナー

無料体験
体操 無料

新常識！！意外と知らな

いスポーツと爪
講習会 無料

体験！スラックライン 無料
ポールウォーキング体験

会①
ポールウォーキング 無料

ゴム鉄砲で射的！ 無料
ポールウォーキング体験

会②
ポールウォーキング 無料

カフェ無料開放 その他 無料
ポールウォーキング体験

会③
ポールウォーキング 無料

幼児JOYダンス ダンス 1,250
アスリートネイル爪切り

体験
体験会 無料

小学生HIPHOP（低学年) ダンス 1,250 トレーニング無料開放 トレーニング 無料

小学生HIPHOP（高学年） ダンス 1,250 ボディコンディショナー 体操 無料

永福フットサルスクール

（1.2年）
フットサル 1,250

プッシュアップチャレン

ジ①
トレーニング 無料

永福フットサルスクール

（3.4年）
フットサル 1,250

プッシュアップチャレン

ジ②
トレーニング 無料

永福フットサルスクール

（5.6年）
フットサル 1,250 懸垂チャレンジ① トレーニング 無料

幼児体操 体操 1,250 懸垂チャレンジ② トレーニング 無料

小学生体操(低学年) 体操 1,250 ちびっこダンス ダンス 1,250

小学生体操(高学年) 体操 1,250 小学生ＨＩＰＨＯＰ① ダンス 1,250

ちびっこダンス ダンス 1,250 小学生ＨＩＰＨＯＰ② ダンス 1,250

小学生HIPHOP① ダンス 1,250
永福フットサルスクール

(1・2年)
フットサル 1,250

小学生HIPHOP② ダンス 1,250
永福フットサルスクール

(3・4年)
フットサル 1,250

小学生体操① 体操 1,250
永福フットサルスクール

(5・6年)
フットサル 1,250

小学生体操② 体操 1,250 幼児体操 体操 1,250

スタイルアップトレーニン

グ
ダンス 730 小学生体操① 体操 1,250

かんたんピラティス ヨガ・ピラティス 730 小学生体操② 体操 1,250

フレイル予防体操【高齢

者】
健康体操 710

スタイルアップトレーニ

ング
ダンス 730

リンパストレッチ ダンス 770 かんたんピラティス ヨガ・ピラティス 730

ストレッチ&ピラティス ヨガ・ピラティス 730 フレイル予防体操 健康体操 710

ボディシェイプ ダンス 730 リンパストレッチ ダンス 770

初めてのラテンダンス ダンス 730 一番脂肪りエアロビクス ダンス 730

リラックスヨガ ヨガ・ピラティス 730
ウエーブストレッチリン

グ
ストレッチ 730

静☆ヨガ ヨガ・ピラティス 730
ポール＆ストレッチリン

グ
ストレッチ 730

【第2.4土曜】親子和おど

りEx
ダンス 730 ピラティス ヨガ・ピラティス 730

【第2.4土曜】親子和おど

りEx
ダンス 730 ヨガ ヨガ・ピラティス 730

【第2.4土曜】美しく和お

どりEX
ダンス 730 ストレッチ&ピラティス ヨガ・ピラティス 730

【第1.3日曜】モーニング

ヨガ
ヨガ・ピラティス 730 ボディシェイプ ダンス 730

【第1.3日曜】子連れヨガ ヨガ・ピラティス 730 バレトン ダンス 730

【第1.3日曜】子連れヨガ ヨガ・ピラティス 730 のびのび親子体操 ダンス 730

ストレッチ&ピラティス ヨガ・ピラティス 730 フラダンス ダンス 730

【第2.4土曜】

輪おどり親子リトミック
ダンス 730 初めてのラテンダンス ダンス 730

【第2.4土曜】

輪おどり親子リトミック

ダンス
730 リラックスヨガ ヨガ・ピラティス 730

【第2.4土曜】和おどり骨

盤矯正
ダンス 730 健康体操 健康体操 710

高齢者はだしでのんびり

健康運動【高齢者】
健康体操 710 骨盤EX ストレッチ 730

ランチのまえは「はだし

活」
健康体操 710 フラヨガ ダンス 730

親子ではだし遊び・

孫と一緒にはだし遊び
体操 770 かんたんフラダンス ダンス 730

はだしでのんびり健康運動 健康体操 710
(第2.4土曜)輪おどり親子

リトミック
ダンス 730



別紙１１　永福体育館スポーツ振興事業

【平成30年度】 【令和元年度】

事業名 種目 参加費
（円） 事業名 種目 参加費
（円）

ビーチコートでは「はだし

活」
健康体操 710

(第2.4土曜)輪おどり親子

リトミック
ダンス 730

親子・孫と一緒にはだし遊

び
健康体操 770

(第2.4土曜)和おどり骨盤

改善
ダンス 730

はだしでサッカー①（園

児）
サッカー 1,250

(第1.3日曜)モーニングヨ

ガ
ヨガ・ピラティス 730

はだしでサッカー②

（小学生低学年）
サッカー 1,250 (第1.3日曜)子連れヨガ ヨガ・ピラティス 730

はだしでサッカー③

（小学生高学年）
サッカー 1,250 (第1.3日曜)子連れヨガ ヨガ・ピラティス 730

ビーチバレー①(小学生) バレー 1,250
はだしでのんびり健康運

動
健康体操 710

ビーチバレー②（中学生以

上)
バレー 1,250

ビーチコートで「はだし

活」
健康体操 710

ビーチサッカー（中学生以

上）
サッカー 1,150

親子・孫と一緒にはだし

あそび
体操 770

大人のフットサル教室 フットサル 1,150 はだしでからだ遊び サッカー 1,250

ビーチDE阿波踊りエクサ

サイズ

＆ウォーキング

ダンス 無料
はだしで体力向上プログ

ラム①
サッカー 1,250

ビーチサッカー＆

ビーチバレーボール体験

サッカー

バレー
無料

はだしだ体力向上プログ

ラム②
サッカー 1,250

ホワイトサンドさらさら体

験

＆スポーツデビュー

体操 無料 ビーチバレー①(小学生) バレー 1,250

フラダンスパフォーマンス

＆体験

ビーチフラッグスパフォー

マンス＆

体験

体操 無料
ビーチバレー②（中学生

以上)
バレー 1,250

ビーチバレーボール体験 バレー 無料
ビーチサッカー（中学生

以上）
サッカー 1,150

ソフトバレーボール体験 ソフトバレー 無料
大人のフットサル（１８

歳以上)
フットサル 1,150

ビーチテニス体験 テニス 無料 子サル フットサル 1,250

こんにちはバドミントン バドミントン 無料

個人参加型『パドルテニス』 パドルテニス 無料

個人参加型『Ｊｒ．バスケットボール』バスケットボール 無料

個人参加型『バスケットボール』バスケットボール 無料

親子体操教室 体操 無料

幼児体操教室 体操 無料

小学生体操教室 体操 無料

浅尾美和氏トークショー トークショー 無料

健康法 体操 無料

骨盤ダイエット 体操 無料

ヨガ ヨガ・ピラティス 無料

トレーニングルーム無料開放 体操 無料

カフェ利用（無料提供） その他 無料

ボディコンディショナー無料体験 体操 無料



別紙１１　下高井戸運動場スポーツ振興事業

【平成29年度】 【平成30年度】 【令和元年度】

事業名 種目 延参加
者数
（人） 参加費
（円） 事業名 種目 延参加
者数
（人） 参加費
（円） 事業名 種目 延参加
者数
（人） 参加費
（円）

ターゲットバードゴ

ルフ体験会
ターゲット
バードゴルフ 9 500

のびのびキッズ体操

クリニックⅠ
体操 106 6,000

かけっこクリニックⅠ

①1・2年②3～6年
陸上 632 8,000

ターゲットバードゴ

ルフ教室
ターゲット
バードゴルフ 24 2,500

かけっこクリニック

Ⅰ

①1・2年②3～6年

陸上 573 8,000
サッカークリニックⅠ

①1・2年生②3～6年生
サッカー 327 8,000

幼児体力向上クリ

ニックⅠ

①うさぎ②くま

体操 114 6,000

かけっこクリニック

Ⅱ

①1・2年②3～6年

陸上 617 8,000 夜桜ヨガ ヨガ 26
350

600

幼児体力向上クリ

ニックⅡ

①うさぎ②くま

体操 124 6,000

サッカークリニック

Ⅰ

①1年生

サッカー 10 6,000
お月見のんびりスト

レッチ
ストレッチ 31

350

600

かけっこクリニック

Ⅰ

①1・2年②3～6年

陸上 737 8,000

サッカークリニック

Ⅱ

①1年生

サッカー 34 6,000
かけっこクリニックⅡ

①1・2年②3～6年
陸上 635 8,000

かけっこクリニック

Ⅱ
陸上 557 8,000

サッカークリニック

Ⅰ

②2・3年生

サッカー 142 8,000
サッカークリニックⅡ

①1・2年生②3～6年生
サッカー 343 8,000

夜桜ヨガ ヨガ 51
350

600

サッカークリニック

Ⅱ

②2・3年生③4～6年

生

サッカー 301 8,000

体育の日

スポーツフェスティバ

ル

イベント 1445 無料

サッカークリニック

Ⅰ

①1年生

サッカー 46 6,000

サッカークリニック

Ⅰ

③4～6年生

サッカー 137 8,000 個人フットサルナイト フットサル 365
600

350

サッカークリニック

Ⅱ

①1年生

サッカー 44 6,000 夜桜ヨガ ヨガ 17
350

600

サッカークリニック

Ⅰ

②2・3年生③4～6年

生

サッカー 230 8,000 お月見ヨガ ヨガ 29
350

600

サッカークリニック

Ⅱ

②2・3年生③4～6年

生

サッカー 267 8,000 お月見ヨガ・秋 ヨガ 9
350

600

お月見ヨガ① ヨガ 雨天中止 無料
個人フットサルナイト

Ⅰ
フットサル 191 600

お月見ヨガ② ヨガ 44
350

600

個人フットサルナイト

Ⅱ
フットサル 232

350

600

個人フットサルナイ

トⅠ
フットサル 34

350

600

体育の日

スポーツフェスティバ

ル

イベント 1195 無料

個人フットサルナイ

トⅡ
フットサル 126

350

600

楽らく

アクティブフィット

ネス①②

エクササイズ 58
350

600

楽らく秋

アクティブフィット

ネス①②

エクササイズ 55
350

600

ウォーキングフット

ボール

体験会①

サッカー 雨天中止 無料

ウォーキングフット

ボール

体験教室②

サッカー 7 無料

初心者のための

ポールウォーキング

教室

ポール
ウォーキング 17 3,000

障がい者サッカーの

日
イベント 180 無料

体育の日

スポーツフェスティ

バル

イベント 1800 無料



別紙１２　自主事業（松ノ木運動場）

29年度

種目 実施期間 室場 参加者数（人） 料金（円） 単位

テニス 4月8日～5月13日 庭球場 119 不開示 6

テニス 7月21日～8月18日 庭球場 35 不開示 4

テニス 9月8日～9月29日 庭球場 39 不開示 4

テニス 9月8日～9月29日 庭球場 35 不開示 4

テニス 11月10日～12月1日 庭球場 34 不開示 4

テニス 11月10日～12月1日 庭球場 39 不開示 4

テニス 11月10日～12月1日 庭球場 77 不開示 4

30年度

種目 実施期間 室場 参加者数（人） 料金（円） 単位（回）

テニス 2月9日～3月16日 庭球場 32 不開示 4

テニス 2月9日～3月16日 庭球場 45 不開示 4

元年度

種目 実施期間 室場 参加者数（人） 料金（円） 単位

テニス 4月6日～5月11日 庭球場 115 不開示 6

テニス 5月10日～6月14日 庭球場 47 不開示 6

テニス 5月10日～6月14日 庭球場 52 不開示 6

野球 5月７日～７月16日 野球場 61 不開示 8

テニス 7月4日～8月22日 庭球場 51 不開示 6

陸上 8月3日 済美山 20 不開示 1

テニス 9月6日～10月25日 庭球場 146 不開示 6

野球 9月26日～12月3日 野球場 70 不開示 8

テニス 9月26日～11月14日 庭球場 60 不開示 6

テニス教室

①アクティブシニア②初級

ベースボール教室

レギュラー

星空ナイトテニス　秋

中級者硬式テニス教室

テニス教室

アクティブシニア

テニス教室

初級クラス

ベースボール教室

レギュラー

星空ナイトテニス

ランニングクリニック

事業名

事業名

中級者硬式テニス教室

星空ナイトテニス

硬式テニス教室入門Ⅰ

硬式テニス教室初中級Ⅰ

硬式テニス教室初中級Ⅱ

硬式テニス教室中上級Ⅱ

短期集中中級者

硬式テニス教室

事業名

短期集中テニス初心者

短期集中テニス中級者



別紙１２　自主事業（永福体育館）

30年度

事業名 実施期間 室場 定員 実施回数(回) 料金（円）

スタイルアップトレーニング 年2期 小体育室 15             9 660／１回

かんたんピラティス 年2期 小体育室 15             21 660／１回

一番脂肪りエアロビクス 年2期 小体育室 20             26 750／１回

フィットネスフラ 年1期 小体育室 20             2 710／１回

ピラティス 年1期 小体育室 25             15 710／１回

ヨガ 年1期 小体育室 25             12 710／１回

ストレッチ&ピラティス 年1期 小体育室 15             12 660／１回

バレトン(女性限定) 年1期 小体育室 20             12 710／１回

保護者のための親子体操 年1期 小体育室 10組20名 - 750／１回

フラダンス 年2期 小体育室 20             25 750／１回

初めてのラテンダンス 年2期 小体育室 15             8 660／１回

リラックスヨガ 年2期 小体育室 15             25 660／１回

健康体操【高齢者】 年2期 小体育室 15             24 660／１回

骨盤EX 年2期 小体育室 25             23 710／１回

静☆ヨガ 年2期 小体育室 25             22 660／１回

フィットネスフラ 年2期 小体育室 20             20 710／１回

フィットネスフラ 年1期 小体育室 20             11 710／１回

ピラティス 年1期 小体育室 25             11 710／１回

ヨガ 年1期 小体育室 25             8 710／１回

ストレッチ&ピラティス 年1期 小体育室 15             8 660／１回

バレトン 年1期 小体育室 20             8 710／１回

のびのび親子体操 年1期 小体育室 10組20名 6 750／１回

事業名 実施期間 室場 定員 実施回数(回) 料金（円）

ビーチスラックライン 12/15 ビーチコート 特になし 1 無料

初めての体幹トレーニング 12/22 小体育室 20 1

ダンベルシェイプハード 12/22 小体育室 20 1

かんたんステップ 12/23 小体育室 15 1

コンディショニングストレッチ 12/23 小体育室 20 1

ピラティス 12/24 小体育室 20 1

シェイプボクサ 12/24 小体育室 20 1

逆上がり集中教室 12/25・26・27小体育室 12 1

バク転教室 12/25・26・27小体育室 8 1

ふわふわトランポリン＆スラックライン体験会 2/2 体育館 特になし 1 無料

ピラティス 2/11 小体育室 25 1

ファットバーンシェイプ 2/11 小体育室 25 1

ステップ＆ストレッチ 2/11 小体育室 15 1

スラックラインイベント 3/24 ビーチ 特になし 1 無料

パパママ親子体操 3/27・28 小体育室 各15組 2

ふわふわトランポリン＆スラックライン 3/27・28 小体育室 各15名 2

自分にあったなわとびを作ろう！ 3/30 体育館 30 1

みんなでフラダンス 3/30 体育館 30 1 無料

エンジョイボールゲーム 3/30 体育館 25 1 無料



元年度

事業名 実施期間 室場 定員 実施回数(回)

スタイルアップトレーニング 定期4～3月 小体育室 15 38

かんたんピラティス 定期4～3月 小体育室 15 38

フレイル予防体操 定期7～3月 小体育室 20 0

リンパストレッチ 定期7～3月 小体育室 15 22

一番脂肪りエアロビクス 定期7～3月 小体育室 10 9

ウエーブストレッチリング 定期4～8月 小体育室 10 9

ポール＆ストレッチリング 定期9～3月 小体育室 10 0

ピラティス 定期4～3月 小体育室 15 44

ヨガ 定期4～3月 小体育室 15 36

ストレッチ&ピラティス 定期4～3月 小体育室 15 36

ボディシェイプ 定期7～3月 小体育室 10 0

バレトン 定期4～3月 小体育室 15 36

のびのび親子体操 定期4～3月 小体育室 10名5組 5

フラダンス 定期4～3月 小体育室 10 46

初めてのラテンダンス 定期4～3月 小体育室 15 39

リラックスヨガ 定期4～3月 小体育室 15 39

健康体操 定期4～3月 小体育室 10 46

骨盤EX 定期4～3月 小体育室 15 33

フラヨガ 定期4～3月 小体育室 10 2

かんたんフラダンス 定期4～3月 小体育室 15 6

ビーチバレーボール杉並区民交流大会 6/16 ビーチコート 特になし 1

ビーチコート

会議室1

会議室2

あそびの部屋 7/29.30.31.8/1.2 会議室1 ー ー

けん玉検定にチャレンジ 8/3 会議室1 ー ー

運動不足解消！リフレッシュ個サル 8/8.22.29 体育館 16 7

ミニ納涼祭 8/25 会議室1 ー ー

ポールウォーキング 11/6 神田川沿い 20 1

第1回ビーチテニス杉並大会 11/24 ビーチコート 男女各16組 1

体育館 ー 1

会議室1 ー 1

会議室2 ー 1

ポールウォーキング 2/5 神田川沿い 20 1

ー

スラックライン＆トランポリン 12/7

東京都ジュニアビーチバレーボール大会 7/15 ー



別紙１２　自主事業（下高井戸運動場・区民集会所）

29年度運動場

実施期間 室場 募集定員（人） 料金（円） 単位（回）

4月～6月 運動場 192 不開示 11

7月～9月 運動場 192 不開示 12

10月～12月 運動場 192 不開示 10

1月～３月 運動場 192 不開示 8

4月7日～7月
28日

運動場 150 不開示 15

9月1日～3月
23日

運動場 150 不開示 22

8月19日 運動場 ５チーム 不開示 1

12月16日 運動場 ５チーム 不開示 1

4月1日 運動場 25 無料 1

29年度区民集会所

実施期間 室場 募集定員（人） 料金（円） 単位（回）

4月16日 和室 20 不開示 1

6月18日 和室 25 不開示 1

8月20日 和室 25 不開示 1

10月15日 和室 25 不開示 1

12月17日 和室 25 不開示 1

2月18日 和室 25 不開示 1

5月20日 和室 25 不開示 1

7月16日 和室 25 不開示 1

9月17日 和室 25 不開示 1

11月19日 和室 25 不開示 1

1月21日 和室 25 不開示 1

リニューアルイベント

いきいき文化教室②
（数独）

いきいき文化教室③
（テーブル茶道）

いきいき文化教室④
（スノードーム作り）

いきいき文化教室⑤
（冠婚葬祭入門）

季節飾り教室②
（浴衣着付け）

季節飾り教室③
（苔玉づくり）

季節飾り教室④
（ハロウィン飾り）

季節飾り教室⑤
（水引きで正月飾り）

季節飾り教室⑥
（お雛様づくり）

いきいき文化教室①
（押し花）

ヴェルディ
サッカースクール前期

ヴェルディ
サッカースクール後期

ＯＮＥＤＡＹフットサルナイトＯ
ＶＥＲ４０

ＯＮＥＤＡＹフットサルナイトＯ
ＶＥＲ４０

事業名

季節飾り教室①
（おりがみ）

事業名

下高井戸ジャイアンツ
アカデミー

下高井戸ジャイアンツ
アカデミー

下高井戸ジャイアンツ
アカデミー

下高井戸ジャイアンツ
アカデミー



3月18日 和室 25 不開示 1

4月15日 体育室 20 不開示 1

5月20日 体育室 20 不開示 1

6月17日～7
月15日

体育室 40 不開示 2

8月19日 体育室 20 不開示 1

5月8日～7月
10日

会議室 25 不開示 8

4月20日～7
月20日

体育室 35 不開示 7

8月3日～10
月19日

体育室 20 不開示 6

11月2日～
12月21日

体育室 20 不開示 4

1月8日～3
月15日

体育室 20 不開示 5

5月6日～7月
15日

会議室 30組 不開示 6

9月2日～11
月18日

会議室 30組 不開示 6

1月20日～3
月17日

会議室 30組 不開示 5

5月9日～7月
4日

和室 15 不開示 8

11月1日～1
月24日

和室 12 不開示 8

5月9日～7月
4日

和室 15 不開示 8

11月1日～1
月24日

和室 12 不開示 8

8月5日 会議室 20 不開示 1

8月12日～8
月19日

会議室 25 不開示 2

10月17日～
12月5日

会議室 12組 不開示 6

5月13日～3
月10日

会議室 20 不開示 10

6月2日～7月
7日

会議室 20 不開示 6

4月1日 全館 79 無料 1

４～６月 和室 不開示 500

土曜のちょいとピラティス

脳トレカルチャー

リニューアルイベント

託児料

マタニティヨガⅡ

産後エクササイズⅠ

産後エクササイズⅡ

わくわくアート①
（トリック写真）

わくわくアート②
（マンガ）

親子で楽しいシェイプエクサ

楽らくぽかぽかヨガ①②

楽らくリラックスアロマヨガ①
②

はじめて親子体操Ⅰ
りす　ひよこ

はじめて親子体操Ⅱ
りす　ひよこ

はじめて親子体操Ⅲ
りす　ひよこ

マタニティヨガⅠ

パラ種目体験教室②
（シッティングバレー）

パラ種目体験教室③④
（シッティングバレー）

パラ種目体験教室⑤
（車椅子卓球）

転ばぬ先のイス体操

楽らくストレッチムービングヨ
ガ①②

楽らく美らエクササイズ①②

いきいき文化教室⑥
（エンディングノート）

パラ種目体験教室①
（ゴールボール）



７～９月 和室 不開示 500

１０～１２月 和室 不開示 500

１～３月 和室 不開示 500

30年度運動場

実施期間 室場 募集定員（人） 料金（円） 単位（回）

4～７月 不開示 17

９～３月 不開示 17

4～６月 不開示 12

７～９月 不開示 12

10～12月 不開示 11

1～3月 不開示 8

8月25日 運動場 ８チーム 不開示 1

12月15日 運動場 ５チーム 不開示 1

30年度区民集会所

実施期間 室場 募集定員（人） 料金（円） 単位（回）

4月15日 和室 22 不開示 1

6月18日 和室 22 不開示 1

5月20日 和室 20 不開示 1

7月22日 和室 25 不開示 1

9月16日 和室 22 不開示 1

10月21日～
12月16日

和室 25 不開示 3

1月20日～3
月17日

和室 20 不開示 3

5月8日～6月
26日

体育室 15組 不開示 6

5月12日～7
月28日

会議室 各20組 不開示 各6

いきいき文化教室⑤
（ハロウィン飾り）

いきいき文化教室⑥
（美文字）

いきいき文化教室⑦
（ハングル）

のびのび親子体操Ⅰ
（ニコニコクラス）

のびのび親子体操Ⅰ
①りす　②ひよこ

ONEDAYフットサルナイト
OVER40冬

事業名

いきいき文化教室①
（テーブル茶道）

いきいき文化教室①
（プチバック）

いきいき文化教室①
（石けん作り）

いきいき文化教室④
（ライフプランニング）

下高井戸ジャイアンツ
アカデミー

運動場 192

ＯＮＥＤＡＹフットサルゲーム
夏

事業名

ヴェルディー
サッカースクール

運動場 150

託児料

託児料

託児料



9月8日～11
月24日

体育室 40組 不開示 6

1月12日～3
月23日

会議室 40組 不開示 6

4月12日～6月
28日 体育室 35 不開示 1

7月12日～9
月27日

和室 20 不開示 6

１０月１１日～
３月２８日

体育室 25 不開示 12

7月10日～8
月7日

和室 15組 不開示 5

4月14日～3
月9日

会議室 10 不開示 11

6月16日～2
月16日

体育室 25 不開示 5

1月17日～3
月7日

会議室 40組 不開示 8

元年度運動場

実施期間 室場 募集定員（人） 料金（円） 単位（回）

4～6月 不開示 10

7～9月 不開示 7

10～12月 不開示 9

1～3月 不開示 7

4～６月 不開示 12

７～９月 不開示 11

10～12月 不開示 10

1～3月 不開示 7

8月1日 運動場 50組 不開示 1

8月24日 運動場 ８チーム 不開示 1

12月21日 運動場 ５チーム 不開示 1

ジャイアンツアカデミー
親子体験会

ＯＮＥＤＡＹフットサルゲーム
夏

ONEDAYフットサルナイト
OVER40冬

150

下高井戸ジャイアンツ
アカデミー

運動場 192

卓球・車イス卓球タイム

バレエストレッチ①②

事業名

ヴェルディー
サッカースクール

運動場

のびのび親子体操Ⅲ
りす　ひよこ

楽らく・のびのびストレッチ

楽らく・美らエクササイズ

楽らく・ヨガ

産後エクササイズⅠ

土曜のちょいとピラティス

のびのび親子体操Ⅱ
りす　ひよこ



元年度区民集会所

実施期間 室場 募集定員（人） 料金（円） 単位（回）

5月12日～7
月21日

集会所 25 不開示 9

5月22日～7
月3日

和室 15組 不開示 6

5月18日～7
月20日

体育室 20組 不開示 6

5月18日～7
月20日

体育室 20組 不開示 6

9月6日～12
月20日

集会室 25 不開示 4

9月15日～
12月9日

集会室 20 不開示 8

10月5日～
12月21日

体育室 40組 不開示 6

2月15日～3
月21日

和室 15組 不開示 6

9月15日～3
月15日

会議室 20 不開示 7

4月21日～3
月15日

会議室 30 不開示 6

4月21日～3
月15日

体育室 25 不開示 11

5月16日～3
月19日

体育室 25 不開示 10

4月13日～3
月14日

会議室 15 不開示 10

1月19日～2
月16日

会議室 20 不開示 2

韓国語

アロマクラフト

大人の休日ヨガ

リフレッシュヨガ

土曜の夜のエクササイズ

手相教室

サタデー親子体操（春）・りす

サタデー親子体操（春）・ひ
よこ

美文字講座

手話で太極拳

サタデー親子体操秋
りす　ひよこ

親子リトミック冬

事業名

韓国語教室

親子リトミック



別紙１３　光熱水費　契約内容

松ノ木運動場

永福体育館

下高井戸運動場・区民集会所

ガス 東京ガス 一般契約

水道 東京都水道局 呼び径40mm

供給契約先 契約内容

電気 東京エコサービス 業務用契約

ガス 東京ガス 一般契約

水道 東京都水道局
呼び径20mm・

75mm

供給契約先 契約内容

電気 東京エコサービス 業務用契約

ガス 東京ガス（株） 都市ガス

水道 東京都水道局 東京都の上下水道

供給契約先 契約内容

電気
東京電力エナジー

パートナー（株）
業務用電力



別紙１４ 松ノ木運動場 
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図示番号

①

②

⑤

⑨

⑪

記載のないものは中低木になります。

青桐 ９ｍ

コナラ 10ｍ超

別紙１４ 松ノ木運動場樹木一覧

樹種名 大きさ

スギ 10ｍ

カイヅカイブキ（駐車場内） 4ｍ

ネズミモチ 7ｍ



itou-natsuki
ハイライト表示

itou-natsuki
ハイライト表示

itou-natsuki
ハイライト表示

itou-natsuki
ハイライト表示

itou-natsuki
ハイライト表示

itou-natsuki
ハイライト表示

itou-natsuki
ハイライト表示

itou-natsuki
ハイライト表示

itou-natsuki
ハイライト表示

itou-natsuki
ハイライト表示

itou-natsuki
ハイライト表示











別紙１４　下高井戸運動場

高木・中木 全本数 運動場本数 集会場本数 運動場 契約本数 運動場本数 差異 集会場 契約本数 集会場 差異
常緑広葉樹 常緑広葉樹 常緑広葉樹
0≦29 19.0本 18.0本 1.0本 0≦29 18.0本 18.0本 0≦29 3.0本 1.0本 -2.0本
30≦59 75.0本 74.0本 1.0本 30≦59 74.0本 74.0本 30≦59 1.0本 1.0本 0.0本
60≦89 48.0本 46.0本 2.0本 60≦89 46.0本 46.0本 60≦89 4.0本 2.0本 -2.0本
90≦119 20.0本 20.0本 0.0本 90≦119 10.0本 20.0本 10.0本 90≦119 0.0本 0.0本
120≦149 8.0本 8.0本 0.0本 120≦149 7.0本 8.0本 1.0本 120≦149 0.0本 0.0本
150≦179 5.0本 1.0本 4.0本 150≦179 6.0本 1.0本 -5.0本 150≦179 3.0本 4.0本 1.0本
180≦209 3.0本 2.0本 1.0本 180≦209 2.0本 2.0本 180≦209 2.0本 1.0本 -1.0本
210≦249 0.0本 0.0本 0.0本 210≦249 0.0本 0.0本 210≦249 0.0本 0.0本
合計 178.0本 169.0本 9.0本 合計 23.0本 169.0本 146.0本 合計 13.0本 9.0本 -4.0本
落葉広葉樹 落葉広葉樹 落葉広葉樹
0≦29 8.0本 7.0本 1.0本 0≦29 7.0本 7.0本 0≦29 1.0本 1.0本 0.0本
30≦59 19.0本 17.0本 2.0本 30≦59 17.0本 17.0本 30≦59 4.0本 2.0本 -2.0本
60≦89 12.0本 11.0本 1.0本 60≦89 11.0本 11.0本 60≦89 1.0本 1.0本
90≦119 4.0本 4.0本 0.0本 90≦119 2.0本 4.0本 2.0本 90≦119 0.0本 0.0本
120≦149 10.0本 10.0本 0.0本 120≦149 7.0本 10.0本 3.0本 120≦149 0.0本 0.0本
150≦179 7.0本 6.0本 1.0本 150≦179 10.0本 6.0本 -4.0本 150≦179 1.0本 1.0本
180≦209 3.0本 2.0本 1.0本 180≦209 4.0本 2.0本 -2.0本 180≦209 1.0本 1.0本
210≦249 1.0本 1.0本 0.0本 210≦249 1.0本 1.0本 0.0本 210≦249 0.0本 0.0本
合計 64.0本 58.0本 6.0本 合計 24.0本 58.0本 34.0本 合計 5.0本 6.0本 1.0本
針葉樹 針葉樹 針葉樹
0≦29 0.0本 0.0本 0.0本 0≦29 0.0本 0.0本 0≦29 0.0本 0.0本
30≦59 1.0本 1.0本 0.0本 30≦59 1.0本 1.0本 30≦59 0.0本 0.0本
60≦89 1.0本 1.0本 0.0本 60≦89 4.0本 1.0本 -3.0本 60≦89 0.0本 0.0本
90≦119 2.0本 2.0本 0.0本 90≦119 2.0本 2.0本 90≦119 0.0本 0.0本
120≦149 2.0本 2.0本 0.0本 120≦149 2.0本 2.0本 120≦149 0.0本 0.0本
150≦179 0.0本 0.0本 0.0本 150≦179 0.0本 0.0本 150≦179 0.0本 0.0本
180≦209 0.0本 0.0本 0.0本 180≦209 0.0本 0.0本 180≦209 0.0本 0.0本
210≦249 0.0本 0.0本 0.0本 210≦249 0.0本 0.0本 210≦249 0.0本 0.0本
合計 6.0本 6.0本 0.0本 合計 4.0本 6.0本 2.0本 合計 0.0本 0.0本 0.0本
総合計 248.0本 233.0本 15.0本 総合計 51.0本 233.0本 182.0本 総合計 18.0本 15.0本 -3.0本

下高井戸運動場数量 下高井戸区民集会場合計数量




