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令和 3 年度 

 

公益財団法人 成田市スポーツ・みどり振興財団事業計画 

 

Ⅰ．基本方針 

 当財団は、成田市の運動施設及び公園施設等の指定管理者として、市民だれもが生きが

いを持って暮らせる豊かな社会の実現に向け、市民サービスの向上を目指してまいります。 

 特に、令和２年度が延期となり令和３年度に開催予定の東京 2020 年オリンピック・パラ

リンピックでは、当財団が管理する施設において、代表チームが事前キャンプを行う予定

になっております。 

「する」「みる」「ささえる」といったスポーツ参加人口の拡大、スポーツを通じた健康

増進、地域経済の活性化などの取組みが示されている中、成田市が掲げる「スポーツで い

きいき健康 まちづくり」を基本理念とした取組み、地域資源をいかしたスポーツツーリ

ズム（スポーツを通じた誘客や観光振興）推進の実現に向け、積極的に寄与するため、さ

まざまな事業活動を行うことで、市の施策実現に貢献してまいります。 

 また、令和２年度は、新型コロナウイルス感染症により「緊急事態宣言」が発令され、

各施設の閉鎖や営業時間短縮等になり、未曽有の状況下での管理対応や施設内の感染対策

等を徹底して行ってまいりました。その経験を活かし、新たな指定管理期間初年度につい

ても、安全・快適な施設運営に努めることはもとより、公益財団法人として、市民の様々

なニーズに的確に応えられる事業展開を行ってまいります。 

  

●指定管理業務 

 ◇成田市運動公園等施設管理業務（中台運動公園・大谷津運動公園、久住体育館・久

住テニスコート、印東体育館） 

 

    

管 理 施 設 名 施 設 内 容 

中台運動公園体育館  
アリーナ，柔道場，剣道場，弓道場，卓球室， 

トレーニング室，会議室 

中台運動公園テニスコート 
砂入り人工芝８面 

ナイタ－設備完備（１面～５面） 

中台運動公園陸上競技場 

第３種公認，天然芝 １０７ｍ×７２ｍ 

（オーバーシード） 

ナイタ－設備完備 
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中台運動公園球技場 

人工芝 １２４ｍ×７２ｍ（ロングパイル） 

全天候型走路１００ｍ×６ 

ナイタ－設備完備 

中台運動公園相撲場 土俵，師範席１６畳 

中台運動公園野球場 

大谷津運動公園野球場  
ナイタ－設備完備 

中台運動公園水泳プール 

大谷津運動公園水泳プール 

５０m，２５ｍ，徒渉 

５０m，徒渉 

大谷津運動公園多目的広場 サッカー１面，ソフトボール２面 

大谷津運動公園テニスコート ハードコート２面，クレーコート２面 

大谷津運動公園 

スケートボードパーク 

面積約１,３００㎡（滑走部約１,０００㎡） 

ミニランプ，ボックス，モーグル，バンク，練

習用手すり等 

久住体育館 バスケット１面，バレー２面 

久住テニスコート ハードコート４面 

印東体育館 バスケット 1 面，バレー2 面，会議室 

 

 

 令和３年度リニューアルオープン予定 

 

【中台運動公園】   

水泳プール（令和２年７月オープン予定がコロナウイルス感染防止の為延期） 

 

 

◇成田市大栄野球場等施設管理業務（大栄野球場、大栄 B＆G 海洋センター、大栄運動

場、大栄テニスコート、久茂富第一公園テニスコート） 
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管 理 施 設 名 施 設 内 容 

大栄野球場 

（ナスパ・スタジアム） 

ナイタ－設備完備（外野人工芝），磁気反転式掲

示板 

大栄 B＆G 海洋センター アリーナ，武道場，会議室，プール 

大栄運動場 多目的広場 

大栄テニスコート 
砂入り人工芝４面 

ナイタ－設備完備 

久茂富第一公園テニスコート ハードコート２面 

 

◇地区公園、近隣公園、街区公園施設管理業務（全１４１公園） 

地区公園（3 公園）・・・ 三里塚記念公園・赤坂公園・外小代公園 

近隣公園（13 公園）・・・栗山公園・三里塚第１公園・神宮寺公園・戸崎公園・引地公園 

加良部台公園・橋賀台公園・松ノ下公園・後谷津公園 

浅間公園・公津の杜公園・久住公園下総利根宝船公園 

  街区公園（125 公園）・・・ 三里塚第２公園外１２４公園 

 

Ⅱ．公益目的事業  

公益目的事業１  

スポーツ振興及びスポーツを通じた健康増進、地域振興等に関する事業 

 

公１－１ 「成田市が所有する有料運動施設等を教育、スポーツ等を通じて、市民をはじ 

     めとする全ての人々が心身の健全な発展又は豊かな人間性を涵養すること及び 

市民はもとより利用する人々の多様な交流拠点として地域振興に寄与する環境 

を維持することを目的として、安心、安全のもと各運動施設を利用可能にする 

管理運営事業」 

  

各運動施設において利用者が良好な状態で利用できるよう日々の施設管理に努めること

はもとより、各種大会につきましても、安全快適に開催されるよう努めてまいります。 

 スポーツを“する、みる、ささえる”の 3 つの活動ととらえ、多面的なサービスを展開

していきます。そして、世代を問わず出来るだけ多くの市民の方々が安全に、そして安心

して日々スポーツに親しむことのできるような取組みを行ってまいります。 
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（１）施設優先予約等調整 

  有料運動施設等の各種大会・教室等の年間行事調整を行ってまいります。 

  指定管理者として有料運動施設等の管理運営を行う中で、公共施設としての設置目的

を踏まえ貸出しを行ってまいります。 

  その貸出基準については、原則として成田市の関係法令に基づき行いますが、成田市

主催行事、小中学校行事、市体育協会行事、成田市スポーツ少年団、高校・大学等の学

校行事等を年間優先行事として、予約を受け付けるほか、利用料を免除するなど活動促

進を図るとともに、大会等が集中する時期は日程を調整し、駐車場対策や近隣住民に配

慮した予定を組んでまいります。 

（２）大会等運営協力 

  大会等の開催に合わせ、事前に主催者との詳細な打合せを行うことにより、時間外利

用の対応や施設整備、駐車場対策等、近隣住民への配慮などスムーズな大会運営となる

よう協力体制を整え、大会参加者等の利便性の向上に努めてまいります。 

 また、陸上競技場など競技種目に合わせた芝の刈高調整や、サッカー・ラグビーのゴ

ールの設置、野球場等のライン引きなど会場の設営、撤収にも率先して指導協力してま

いります。 

（３）施設管理 

① 点検業務 

   中台・大谷津運動公園や久住体育館、印東体育館、大栄 B＆G 海洋センターを始め

とする運動施設の備品等を含めた設備点検については職員で適宜行います。 

   また、専門業者による点検等を実施することで利用者が常に安全かつ快適に利用で

きるよう努めてまいります。 

   さらに、電球交換や小破損修繕などを職員が行うことにより、積極的に経費の削減

にも努めてまいります。 

② 清掃業務 

 運動公園等の施設、園内については、日々の清掃等により利用者が常に安全、快適

に利用できるよう努めてまいります。 

   また、毎週月曜日には、美化運動として中台運動公園内及び外周道路のゴミ拾いを

実施してまいります。 

 

③ 整備業務 

●陸上競技場 

 夏芝、冬芝により通年緑化を実施している天然芝生の陸上競技場のフィールド（ピ 

ッチ）は、利用者に常に快適な天然芝生を提供するため、芝生の養生を徹底管理し 

てまいります。 
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●球技場 

 球技場については、グラウンドゴルフやサッカー、ラグビー等、利用率が高いこ

とから常に良好な状態を保てるよう整備をしてまいります。 

 整備内容については、適宜管理用車両で人工芝を掻き起し、グラウンド内のゴミ

を除去し、人工芝の維持管理を行ってまいります。 

●野球場 

 日々のグラウンド整備に加え、外野の芝刈り、スタンドやトイレの清掃等を行い、

利用者が常に最良の状態で利用できるよう、細部まで目を配り整備に努めてまいり

ます。 

    特に雨天後や大会終了時などの整備を入念に行うことでグランドコンディション

を常に良好に保てるよう管理してまいります。 

●テニスコート 

 中台運動公園テニスコートでは、月に１度整備日を設け、砂補充や均し、側溝清

掃などを行うとともに、人工芝の張替え修繕等は成田市と協議し適宜行ってまいり

ます。 

    大谷津運動公園テニスコートでは、月に１度のローラー転圧、冬季の塩化カルシ

ウム散布を行ってまいります。 

    久住テニスコートでは、清掃や施設内の環境整備を適宜行ってまいります。 

    大栄テニスコートでは、月に１度の砂補充や均し、側溝清掃などを行ってまいり

ます。 

    久茂富第一公園テニスコートでは、清掃や施設内の環境整備を適宜行ってまいり

ます。 

●プール 

    プール利用者が安心・安全のもと利用できるよう万全の管理を行ってまいります。 

日々の水質検査を実施することにより適正な水質管理をするとともに、施設の安全

点検については、チェックシートにより毎日行ってまいります。 

    また、監視員等の教育を実施するとともに、日々の管理日報の作成など万全の管

理体制を整えるよう管理業者への指導を徹底してまいります。 

●スケートボードパーク 

    日々の点検により、滑走面の不具合箇所を早期発見することで事故防止に努めて

まいります。 

（４）サークル活動支援 

 体育館内掲示板に各種サークルの募集広告や教室案内、さらにはサークル等が実施するイ

ベント情報の掲示など、サークル等の活動の支援を行ってまいります。 

また、ホームページ上で、イベントのお知らせなど常に新しい情報を発信してまいりま

す。 
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（５）環境保護 

 指定管理事業において、環境保護を的確に進めることが非常に重要であると感じていま

す。指定管理施設内では「適切なごみ処理」と「豊かな緑の環境維持」が重要なポイント

と考え、「周囲地域の景観や環境との調和」も配慮しながら緑が豊富な環境をいかして地域

環境問題に取組んでまいります。 

① 植栽管理 

  当財団は、永年にわたり培った植栽管理の経験をいかし、公園の植栽管理を常に意識

し、公園の美観づくりを重点に管理してまいります。 

② 緑のカーテンプロジェクトの実施 

 夏の暑い時期のヒートアイランド現象の緩和対策として、「緑のカーテンプロジェク

ト」と題し、事務室前や、ロビー脇にゴーヤ等を植え、成長する緑により日光を遮断し、

事務所内及び周辺気温の上昇を抑え、身近な環境対策として実施してまいります。 

③ 有害物質やゴミ対策など環境負荷低減への配慮 

 地球温暖化対策の一環としたゴミの減量化を推し進めるため、施設利用者の方にゴミ

の持ち帰りを呼びかけてまいります。 

  職員が施設内のみならず施設周辺のゴミ拾いを行い、積極的に「きれいな街 成田」を

実現するよう努めてまいります。 

  リサイクル事業として、園内から出た剪定枝、伐採木等をチップ化し、園路や植栽内

に敷き均すことにより土壌改良・草の抑制を図ってまいります。 

  チップとして再利用することで、落ち葉等を堆肥として利用し、ゴミの減量化など、

環境問題に取組むとともに、市民にチップや落ち葉の提供も行ってまいります。 

 また、各施設の長寿命化を図るとともに、細かな照明管理の実施や、ＬＥＤ照明に交

換することによる省エネルギー化を進め、光熱水費の縮減を図ってまいります。 

 

公１－２ 「スポーツ等を通じて心身の健全な発達に寄与することを目的とする事業」 

 スポーツ等にふれあう場を提供するなど、きっかけとなる事業から年間を通じて参加で

きる講習会等、継続性のある事業まで一体的に取組む一方、体系的・継続的にスポーツに

親しむ機会を提供するとともに生涯にわたるスポーツ活動を支援してまいります。 

 

 ・体育館個人利用無料開放 

  県民の日、市民の日、海の日（大栄Ｂ＆Ｇ海洋センター）に成田市体育館内トレーニ

ング室・卓球室・柔道場・剣道場・弓道場、久住体育館、印東体育館、大栄 B＆G 海洋

センターの個人利用者に対し施設の無料開放を実施いたします。 

・自主事業  

  体育館等で実施する各教室については、参加者へのアンケートの実施など調査を行う

ことでより多くのニーズに応えられるよう情報収集に努め、各種事業を展開してまいり
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ます。  

※令和 3 年度はコロナワクチン接種会場やオリパラ練習会場の対応があり、9 月からの再

開を目指しておりますが、コロナウイルスの感染状況により中止となる場合がございま

す。 

 ・教室予約システム 

 電話予約からパソコン、スマートホン等を利用した、インターネットによる教室予約

システムを導入したことで、充足率を高め、より多くの方に参加いただけるようになり

ましたが、今後も、さらなる利便性の向上を目指し、よりよいシステムを構築してまい

ります。 

 

◆ 自主事業一覧 

事 業 名 開催日 開催場所 対 象 実施概要 

ヨガ教室 9-3月 柔道場 16歳以上 
体のゆがみ改善により肩こり、腰

痛を予防 

モーニング・ヨガ 9-3月 柔道場 16歳以上 
体のゆがみ改善により肩こり、腰

痛を予防 

ナイト・ヨガ 9-3月 柔道場 16歳以上 
体のゆがみ改善により肩こり、腰

痛を予防 

満月・ヨガ 未定 陸上競技場 16歳以上 
満月のもと陸上競技場の芝生の上

でヨガを行う 

青空・ヨガ 9-6月 陸上競技場 16歳以上 
青空のもと陸上競技場の芝生の上

でヨガを行う 

ピラティス 9-3月 柔道場 16歳以上 
ストレッチで柔軟性と体幹の強化

を図る 

元気はつらつ体操 
毎週 

火曜日 
柔道場 16歳以上 

体を柔らかくする柔軟体操で、新

陳代謝、姿勢矯正 

健康増進フィットネス

体操 
9-3月 剣道場 中高年者 中高年者向きのエアロビクスなど 

骨盤体操 9-3月 柔道場 16歳以上 
骨盤の歪みを矯正し健康な体を取

り戻す 

認知症予防＆アルファ

エクササイズ 
9-3月 柔道場 16歳以上 認知症予防と自律神経を整える 
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初めてのエアロビクス 9-3月 剣道場 16歳以上 
初心者でも、高齢者でもできる簡

単エクササイズ 

健康リズム体操 9-3月 剣道場 16歳以上 
ステップ台を使って行う簡単エク

ササイズリズムに合わせて行う 

ランタン・ヨガ 9-3月 柔道場 16歳以上 

ランタンの明かりの中で行うヨ

ガ。体の歪み改善により、肩こり

腰痛を予防 

筋膜リリース 9-3月 柔道場 16歳以上 
グリッドローラーを使った、筋膜

リリースと関節ケア 

夏休みラジオ体操 未定 陸上競技場 
老若男女を問わず、陸上競技場の芝生の上でラジ

オ体操を行う 

ウェイトトレーニング

講習会 
随時 

会議室／トレ

ーニング室 
16歳以上 

バーベル、ダンベルを使ったトレ

ーニング種目の実践で、主に初心

者を対象とした講習会 

カヌー体験会 9月 大谷津プール 小学生 カヌー・サップを体験 

水中ウォーキング教室 6-9月 
B＆G 海洋セ

ンタープール 
16歳以上 

水中でのウォーキングを中心にし

た健康づくり教室 

アクアビクス教室 6-9月 
B＆G 海洋セ

ンタープール 
16歳以上 水中でのエアロビクス 

シェイプアップ教室 6-9月 
B＆G 海洋セ

ンタープール 
16歳以上 

水中での軽い運動でシェイプアッ

プを目指す 

水泳教室 A 7・8月 
B＆G 海洋セ

ンタープール 
小学 1～4年 

ビート板等を使用し水泳を体験す

る～初級編～ 

水泳教室 B 8月 
B＆G 海洋セ

ンタープール 
小学 1～4年 

ビート板等を使用し水泳を体験す

る～中級編～ 

水泳教室 C 7・8月 
B＆G 海洋セ

ンタープール 
小学 3～6年 泳力向上を目的とした水泳教室 

水辺の安全教室 7・8月 
B＆G 海洋セ

ンタープール 
小学１～6年 

着衣状態での入水体験やペットボ

トル浮遊など、いざという時の対

処法を学ぶ 
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ヨガ教室 9-3月 
B＆G 海洋セ

ンター武道場 
16歳以上 

体のゆがみ改善により肩こり、腰

痛を予防 

健康コンディショニン

グ教室 
9-3月 

B＆G 海洋セ

ンター武道場 
16歳以上 

体調改善からはじめる「健康・美

容・若々しさ」のためのコンディ

ショニング 

 

公１－３ 「スポーツの普及・振興のためのスポーツ用品及び教育機器等の貸出事業」 

 財団が所有または管理しているトレーニング用具やスポーツ用品及びトレーニングビデ

オ等の教材等の無料貸出を行ってまいります。 

 貸出の対象については、施設利用者のほか、学校や体育協会、自治会等広く貸出を行っ

てまいります。 

 

◆ 貸出事業一覧 

 項  目 実  施  概  要 

セルフヘルスチェック 

気軽に自己の健康状態をチェックできるように成田市体育館受付前に

自動血圧計や体組成計を設置し、運動前等のセルフチェックができるよ

う、無料で利用者に提供してまいります。 

また、久住体育館やＢ＆Ｇ海洋センターにも血圧計を設置しています。 

レンタル事業 

 手軽に利用できる環境を整えるため、卓球室利用者に、ボール・ラケ

ットの無料貸出し、さらには、トレーニング室におけるストレッチビデ

オやバランスボールといった備品などを貸出すことにより利用者の利便

性の向上に努めてまいります。 

 プール開催時においては、利用者にビート板などを無料貸出しを行っ

てまいります。 

また、教室で使用する用具（ストレッチポール等）についても、参加

者の利便性の向上を図るため、有料で貸出しを行います。 

スポーツの普及・振興の

ためのスポーツ用品等教

材の無料貸出 

 ユニカールセットや綱引き用の綱、体力測定器、陸上競技備品等につ

いては、成田市内をはじめとした小中学校区等のイベントや競技会及び

練習会等に無料で貸出しを行うことでスポーツの普及および振興を図り

ます。また、設備の充実・収益の還元を目的とし、独自に機材の購入を

行い、無料の貸与を行ってまいります。 

※現在は新型コロナウイルス感染症拡散防止のため貸出事業は行っておりません。 

 （令和 2 年 4 月～当面の間） 
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公１－４ 「スポーツの普及・振興のための競技会の開催及び開催支援事業」 

競技者に対して、技能の向上の機会を提供するとともに、当該競技の普及を図ることに

より、スポーツ等の振興を目的とした競技会の開催及び各団体が主催する各種競技会等の

支援を行ってまいります。 

◆ イベント事業一覧 

事業名 開催日 開催場所 対象 実施概要 

理事長杯五十雀サ

ッカー大会 
中止 球技場 

満 45歳以

上（女子は

高校生以

上） 

大会会場の確保が年々難しくなる中で、

特に大会数の少ない満 45 歳以上の男子

と成田選抜女子のリーグ戦を開催する

ことにより、試合の機会を提供するとと

もに、親睦と技術の向上を図る 

理事長杯トワイラ

イトカップ 
中止 球技場 中学・高校 

近隣地区の異なるカテゴリーのチーム

が対戦することにより、選手の競技力向

上及び地域サッカーの強化・育成を充実

させると共に、互いの交流を図る 

成田市スポーツ・

みどり振興財団杯

グランドチャンピ

オンシップ大会 

2月 球技場 小学生 
子どもたちのサッカー技術の向上と健

全な心身の育成・ 発達を図る 

成田市大栄Ｂ＆Ｇ

杯シニアバスケッ

トボール大会 

6月 
Ｂ＆Ｇ海洋セ

ンター 

40歳以上の

男女 

本大会を通じ各チーム間の交流の活性

化、併せて健康維持、増進を目指し、成

田市のバスケットボールの一層の普及

とチームリーダーの育成を図る 

成田市大栄Ｂ＆Ｇ

海洋センター水泳

記録会 

中止 
Ｂ＆Ｇ海洋セ

ンター 

市内小・中

学生 

海洋センター等で日頃から水泳を練習

している小中学生を対象に、練習成果を

発表する場としての記録会を通して水

泳技術力の向上を目指すとともに、参加

者相互の連帯と親睦を図る 
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公益目的事業 ２ 

地域・公園緑地に関する普及啓発及び豊かな環境を提供する公園施設等の

管理運営・利用促進事業 

 

 

公２－１ 「豊かな環境を提供することを目的とする緑化推進事業」 

 緑化推進は、地域社会に豊かな環境を提供することに繋がると考えられることから、地

域住民の緑化意識の向上を図るため、以下の事業を行ってまいります。 

 

   ◆緑化推進等に関する事業一覧 

 

 

事業名 開催日 開催場所 実施概要 

バラの育て方教室 年３回 会議室 

鉢植え・バラ管理の講義及び実技 

夏季の管理の講義及び実技 

冬季の剪定の講義及び実技 

季節のガーデニング教室

（寄せ植え） 
年１回 会議室 草花の寄せ植えの講義及び実演 

季節のガーデニング教室

（ラベンダースティック） 
年１回 会議室 ラベンダースティックの作成 

季節のガーデニング教室

（多肉リース） 
年１回 会議室 多肉リース（クリスマスリース等）の作成 

巣箱作り 年１回 会議室 野鳥を観察するための巣箱作成 

ウッドチップの無料配布 年 1 回 公園内 
剪定枝や伐採木をチップ化し無料で配布す

る 

落ち葉の無料配布 年１回 公園内 公園内から出た落ち葉を無料で配布する 

花苗の無料配布 市民の日 体育館 

無料配布等を通じ、地域住民個々の自主的な

植物の育成を促す事で、緑化に対する意識を

高める 

樹名板作り 年 2 回 市内公園 市内公園の樹木に付ける樹名板を作成 
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公２－２ 「公園緑地に関する普及啓発及び利用促進事業」 

 公園緑地に関する普及啓発を通じ、豊かな環境の提供及び地域社会の健全な発展に寄与

する事を目的として、ホームページ、イベント開催を通じて PR 活動を行ってまいります。 

また、利用促進の一環として、各公園の特長をいかすとともに、成田市の花や木である

紫陽花や梅を活用した特色ある公園づくりを行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・公津地区こどもの日フェスティバル 

 公津みらいまつり実行委員会との共催事業として、子どもたちの健やかな成長を願い大

小あわせて２,０００匹の「こいのぼり」を約４週間にわたり公園内で泳がせ、日本古来の

伝統ある風物詩を楽しむとともに、『公津みらいまつり』を通じ地域住民とのふれあいを図

ってまいります。 

 また、イベント開催時には、成田市のキャラクター「うなりくん」のグッズ販売を行い、

広報・啓発活動を併せて行います。 

※令和 3 年度のイベントについては新型コロナウイルス感染防止のため中止 

・鉄道の日イベント 

 成田 SL 保存会事業の支援として、栗山公園で行われるミニ SL の運行や、輪投げ、ダー

ツ、草花の無料配布などを行い地域住民とのふれあいを図ってまいります。 

 

公２－３ 「地域社会の健全で豊かな発展に寄与する事を目的とする協働管理事業」 

 市民参加型管理の取組みとして、公園周辺の自治会あるいは公園利用者が年間を通して

ゴミ拾いや、トイレ清掃、草刈や剪定等を行うなどのボランティア活動に対し草刈り機の

無料貸与等、支援を積極的に行い協働型管理運営の充実を図ってまいります。 

【令和３年度実績見込み】  活動団体 １１団体  

 市民参加型管理の取組みとして、公園周辺の自治会あるいは公園利用者が年間を通して

ゴミ拾いや、トイレ清掃、草刈や剪定等を行うなどボランティア活動の支援を積極的に行

ってまいります。 

 

事 業 名 場  所 

公津みらいまつり 

２０２１年４月３日～５月７日 

※イベント中止のため、こいのぼり

の掲揚のみ 

公津の杜公園 

鉄道の日イベント（ミニ SL 運行） 

２０２１年 １０月（予定） 
栗山公園 
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公２－４ 「豊かなコミュニケーション環境及び生活環境を提供する事を目的とする管

理運営事業」  

 施設管理業務として、１４１ヶ所の公園管理については、子どもたちの「あそび」から

各種スポーツ活動、自然観察やコミュニケーションの場などさまざまに利用されているこ

とから、その公園が持つ意味を十分に把握し、よりよい環境づくりを目指すとともに、利

用者の立場にたった視点を重視し、それぞれの公園の特長をいかし市民から親しまれる公

園づくりを目指してまいります。 

 また、行政、指定管理者、施設利用者、地元自治会等で要望・意見等の情報交換を交わ

し、連携を図りながらよりよい施設運営を目指してまいります。 

① 管理業務 

公園には樹木や池、草花など自然環境をいかしたものが多くある中で、その美観を

整え、維持するため、周辺自治会や成田市と積極的にコミュニケーションを図りなが

ら樹木の剪定等を計画的に行うことでよりよい公園づくりを行います。 

園路や遊具等の障害となる枝の剪定、防犯上必要と思われる樹木の間伐等を行うな

ど、事故や災害を未然に防ぐとともに、桜のテングス病の除去、さらには松枯防止の

ための薬剤注入など、公園をよりよい環境にするため自然環境の保護、維持を目的と

した管理を行ってまいります。 

 また、高齢者の福祉の増進を目的として、高齢者のサークルや各種団体が行ってい

るグラウンドゴルフ等の軽スポーツ活動に対しては利用者の要望を踏まえ、芝刈りや

草刈り、芝生の張替え、また、周辺ベンチの塗装やベンチ板の交換を行い活動場所等

の環境整備を積極的に行ってまいります。 

② 点検業務 

 各公園で利用者が安心、安全に利用できるための安全点検業務として、職員による

各公園施設の点検パトロールを隔月チェックシートにより実施し施設の安全、適正化

を図ってまいります。 

 長寿命化計画に向け、今後の設備補修、施設更新、大規模改修などの基礎データと

なるような資料作成を行うとともに、遊具点検については、職員の点検に加え年１回

専門業者による遊具点検を実施してまいります。 

③ 清掃業務 

  園内清掃及び公園トイレ清掃については、定期的に行うことで利用者が快適に利用

できるよう努めてまいります。 

   特に花見時期や連休、イベント時には清掃を強化いたします。 

 ④ 水質管理業務 

   栗山公園等の水の流れについては、濾過機点検等を適宜行うとともに、塩素濃度を

調整するなど適正な水質管理を実施してまいります。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85
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⑤ 駐車場管理業務 

   市内１１ヶ所の公園駐車場について、朝夕の施錠管理をすることにより、放置車両

の防止や、夜間の騒音等近隣住民に配慮した管理を実施してまいります。 

 

Ⅲ．収益事業 

 収益事業として、成田市の観光キャラクター「うなりくん」や東京 2020年オリンピック・

パラリンピック等のグッズ販売及びチケット販売を収益事業として行い、その収益を公益

目的事業に活用するとともに、災害発生時には義援金としての活用も行ってまいります。 

また、民間企業等との連携による新たな事業として、中台体育館、球技場、中台野球場、

大谷津野球場において有料広告を募集し、広告料の一部を公益目的事業に活用してまいり

ます。 

 

Ⅳ．危機管理事業 

 施設を管理するにあたり、さまざまな緊急時のケースが予想されます。特に人命にかか

わるような事故などについては、十分なシュミレーション、訓練などを行い、素早い応急

処置が出来るようにしてまいります。そのほかのケースでも利用者の安全を第一に考え、

適切で迅速な対応を心がけます。 

 そのために「緊急時対応マニュアル」を作成し、緊急対応体制の確立に取組みます。 

また、関係機関と十分な打合せを行なうとともに、相互に連携を図りスムーズな対応を 

取れるよう努めてまいります。 

１．啓発活動 

  事故を未然に防ぐという観点から、職員が看板や張り紙などを作成し、公園内におけ

る危険箇所の表示や注意事項等の啓発活動を行ってまいります。 

２．緊急時対応事業 

 管理運営に従事する職員全員が、普通救命講習等を受講し、ＡＥＤの使用方法など日

常的に訓練を行い不測の事態に備えてまいります。  

  また、大規模災害時を想定した参集訓練等を実施してまいります。 

中台運動公園は成田市の指定緊急避難場所に指定されており、災害時には災害対応型

ベンダーとして300食、飲料機は1,200本の備蓄が可能な自動販売機を設置することで、

帰宅困難者や避難所が開設された時に無料で配布いたします。 

 さらに、災害用備蓄飲料２６０本（４９０ml）、非常食２４０缶（クラッカー、

ビスケット）、毛布９００枚を体育館内に備蓄し、特に災害時の帰宅困難者等に配

布できるよう備えます。 

また、新型コロナウイルス対策については、国や県の情報や動向に注視しながら、

市との連携のもと、ウイルス拡散防止に最大限努めてまいります。 

具体的には、施設の消毒、利用者用の消毒液の設置や体調チェック等の実施のほ
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か、ポスターや注意事項の掲出などの啓発活動を行い、状況によっては、市との協

議により施設の利用制限や自主事業の自粛も視野に入れながら、ウイルス拡散防止

に最善を尽くしてまいります。 

３．不審者及び利用者間等のトラブルへの対応 

利用者が安心して利用できるよう施設巡回を強化し、テロや不審者・不審物、利用者

同士のトラブル防止に努めてまいります。 

 また、利用者の皆様が快適に利用いただけるよう施設利用のマナーに関するお知らせ

を周知するとともに、職員が巡回し指導及び積極的な声掛けを実施してまいります。 

４．犯罪の防止 

犯罪の抑止効果を高めることを目的として、不特定多数の方が利用する体育館や駐車

場に防犯カメラを設置し、施設を安心して利用することができるよう努めてまいります。 

また、防犯カメラの設置・運用については、プライバシーの保護に留意しつつ、適正

に行ってまいります。 

 

 

Ⅴ.その他 

①  地域活性化への取組み 

  毎年、公津の杜で開催されている「公津フェスタ」や、「成田 POP ラン大会」等での、

うなりくんグッズやチーバくんグッズ等の販売、民間企業と協力し公園のゴミ拾い等、

ボランティア活動の受け入れを行い、地域活性化事業への取組みにも積極的に参加して

まいります。 

②  四季を感じる取組み 

体育館内外に、こいのぼりや、クリスマスツリーの設置、また、体育館前に鉢植えを

設置するなど、来館者に四季折々の季節を感じていただけるような取組みを行ってまい

ります。 

 


