
施設管理（建物・附属設備）

対象 規模・単位 年回数
建物管理 点検・巡視 日常点検（日中） 施設全般 1式 毎日 ・利用者の安全を確保すること
(含．附属設備） 定期点検 電気設備（電気工作物） １式 6回/年 ・所定の性能と機能を保つこと　　　　　　　　　　　　

臨時点検 該当対象物・箇所 随時 ・緊急対応時
清掃 日常清掃（ゴミ清掃・収集・処分） 施設全般 404.54㎡ 毎日 ・ゴミ等が飛散し、美観を損ねることを防止すること

・滑って怪我をすることがないようにすること
・見た目に心地よく、衛生的であること
・トイレは清潔であること

臨時清掃 該当対象物・箇所 随時 ・緊急対応時
保守整備 日常整備 施設全般 1式 毎日 ・利用者の安全を確保すること

・所定の性能と機能を保つこと　
臨時措置 該当対象物・箇所 随時 ・緊急対応時等
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管理項目
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臨時措置 該当対象物・箇所 随時 ・緊急対応時等
補修 日常補修 施設全般 1式 随時 ・所定の性能と機能を保つこと　　　　　　　　　　　　

臨時措置（台風前後の手入補修等）　　　　該当対象物・箇所 随時 ・緊急対応時
警備 日常警備（火災・盗難及び特定の異常 館内 １式 毎日 ・定期的な巡回を行い、安全を確認すること

　　　　　　状態の感知） ・不審者、不審物を発見した場合は、警察への通報等
の適切な処置をとること

　　〃　　（警備実施事項の報告） 館内 1式 随時 ・拾得物、遺失物を保管し記録する
館内 随時臨時措置（事故確認時における関係先

への通報、連絡）
・火災などの緊急事態が発生した場合には、現場へ
急行し応急処置を行うと共に、関係先に通報、連絡す
ること
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建物以外の維持管理

対象 規模・単位 年回数
建物周囲 点検・巡視 日常点検・巡視（日中） 建物周囲 1式 毎日 ・利用者の安全を確保すること

・所定の性能と機能を保つこと　　
臨時巡視 該当対象物・箇所 随時 ・緊急対応時

清掃 日常清掃（ゴミ清掃・収集・処分） 敷地 24.5㎡ 1回/月 ・ゴミ等が飛散し、美観を損ねることを防止すること
法面 36㎡ 1回/年 ・見た目に心地よく、衛生的であること

臨時清掃（台風・不法投棄等の処理） 該当対象物・箇所 随時 ・緊急対応時
除草 除草（草刈り含む） 敷地 24.5㎡ 5回/年 ・見た目に心地よく、衛生的であること

法面 36㎡ 1回/年

補修 日常補修 建物以外全般 1式 随時 ・所定の性能と機能を保つこと　　　　　　　　　　　　
臨時措置（台風前後の手入補修等）　　　　該当対象物・箇所 随時 ・緊急対応時

駐車場 点検・巡視 日常点検・巡視（日中） 駐車場 1式 毎日 ・利用者の安全を確保すること
・所定の性能と機能を保つこと　　

臨時巡視 該当対象物・箇所 随時 ・緊急対応時

備　　　　　考

・薬剤を使用する場合には、関連法令を遵守し、周辺
の環境に配慮すること

管理項目
管理水準
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臨時巡視 該当対象物・箇所 随時 ・緊急対応時
清掃 日常清掃（ゴミ清掃・収集・処分） 駐車場 448㎡ 3回/年 ・ゴミ等が飛散し、美観を損ねることを防止すること

・見た目に心地よく、衛生的であること
臨時清掃（台風・不法投棄等の処理） 該当対象物・箇所 随時 ・緊急対応時

補修 日常補修 駐車場 1式 随時 ・所定の性能と機能を保つこと　　　　　　　　　　　　
臨時措置（台風前後の手入補修等）　　　　該当対象物・箇所 随時 ・緊急対応時

植栽 整枝剪定 4本 1回/年 ・樹木を良好な状態に保ち、害虫や病気から防御すること

・風等により倒木しないように管理すること
・除草等は計画的に行うこと
・見た目に心地よく、衛生的であること

臨時措置 枯損木の処理 随時 ・緊急対応時
給排水施設 点検等 日常点検 散水栓、側溝 1式 1回/年 ・所定の性能と機能を保つこと　　　　　　　　　　　　

定期点検・清掃等 浄化槽 1式 1回/年 ・法定点検による

補修 散水栓、側溝 1式 随時 ・所定の性能と機能を保つこと　　　　　　　　　　　　
浄化槽 1式 随時 ・所定の性能と機能を保つこと　　　　　　　　　　　　

その他工作物 保守管理 点検 記念撮影用看板 1式 1回/月 ・所定の性能と機能を保つこと　　　　　　　　　　　　
補修 記念撮影用看板 1式 随時 ・保守管理に努め、良好な状態に保つこと
臨時措置（破損時） 記念撮影用看板 1式 随時

建物以外全般 警備 日常警備（火災・盗難及び特定の異常 野外展示場・駐車場等 １式 毎日 ・定期的な巡回を行い、安全を確認すること
　　　　　　　状態の感知） ・不審者、不審物を発見した場合は、警察への通報
　　〃　　　（警備実施事項の報告） 野外展示場・駐車場等 １式 随時 等の適切な処置をとること

野外展示場・駐車場等 随時臨時措置（事故確認時における関係先
への通報、連絡）

・拾得物、遺失物を保管し記録する
・火災などの緊急事態が発生した場合には、現場へ
急行し応急処置を行うと共に、関係先に通報、連絡す
ること

修景上特に配慮が必要な
樹木
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飼育管理

対象 規模・単位 年回数
水生生物・飼育 点検・巡視 日常点検・巡視（日中） 水生生物 1式 毎日 ・保守管理に努め、良好な状態に保つこと
環境の管理 水槽・ポンプ等備品類 1式 毎日 ・所定の性能と機能を保つこと　　　　　　　　　　　　

水温測定・水質検査・ｐｈ測定 ﾀｯﾁﾝｸﾞﾌﾟｰﾙ、各種水槽 1式 毎日 ・所定の水質環境を保つこと　　　　　　　　　　　　
臨時点検・巡視 該当対象生物・箇所 1式 随時 ・緊急対応時

飼育 給餌 水生生物 1式 毎日
補給 補給 水生生物 1式 随時 ・所定の水族館機能を保つこと　

餌 1式 随時
臨時措置 該当対象物 随時 ・緊急対応時

清掃等 日常清掃 タッチングプール 22㎡ 1回/週 ・所定の水質環境を保つこと
・滑って怪我をすることがないようにすること　　　　　　　　　　　　

各種水槽 41基 毎日 ・ゴミ等が浮遊し、美観を損ねることを防止すること
・見た目に心地よく、衛生的であること

日常換水 円柱水槽・大型水槽外 5基 毎日 ・所定の水質環境を保つこと　　　　　　　　　　　　
残餌・糞除去 ﾀｯﾁﾝｸﾞﾌﾟｰﾙ、各種水槽 1式 2回/日 ・所定の水質環境を保つこと　　　　　　　　　　　　

管理項目 管理水準 備　　　　　考
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残餌・糞除去 ﾀｯﾁﾝｸﾞﾌﾟｰﾙ、各種水槽 1式 2回/日 ・所定の水質環境を保つこと　　　　　　　　　　　　
・見た目に心地よく、衛生的であること

臨時清掃・換水 該当対象物・箇所 随時 ・緊急対応時
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