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中池公園内グラウンド総合維持管理業務提案仕様書 

 

１．基本事項 

本仕様書は、中池公園内グラウンド総合維持管理業務（以下「本業務」という。）に係る委託先業

者の募集・選定にあたり、募集要項と一体のものとして提示するものである。 

また、本仕様書は業務委託に関して本市が要求する最低水準を示すとともに業務内容についての理

解を深め、より具体的な検討を加えるための資料を提供するものであるため、プロポーザル参加者は、

本仕様書の内容を十分に確認し、募集要項等に示された諸条件を遵守して提案を行うこととする。 

２．業務名 

中池公園内グラウンド総合維持管理業務委託 

３．業務期間 

平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

４．業務場所 

関市塔ノ洞３８８５番地１ 中池公園内 

※詳細については、別紙１（中池公園位置図、業務範囲図）のとおり 

５．業務目的 

 スポーツ競技者に最高の競技環境を提供することを目的とする。 

（１）芝の健全育成 

施設名称 施設内容 

（１）グリーン・フィールド中池 ◆管理面積（芝面）：11,540㎡（うち、予備芝面積 230㎡） 

◆側溝：468ｍ 

◆芝種：暖地型芝＋ウィンターオーバーシード 

暖地型芝（ティフトン 419） 

寒地型芝（ペレニアルライグラス） 

（２）多目的広場 ◆管理面積（芝面）：12,509（うち、外周面積 876㎡） 

◆側溝：452ｍ 

◆芝種：暖地型芝（ティフトン 419） 

（３）陸上競技場 ◆管理面積（芝面）：7,724㎡ 

◆芝種：暖地型芝（ティフトン 419） 

（４）市民球場 ◆管理面積：14,330㎡（グラウンド、スタンド） 

 【内訳】外野（芝面）：7,980㎡ 

     内野（土面）：3,000㎡ 

     芝生スタンド：3,350㎡ 

◆側溝：410ｍ 

◆芝種：暖地型芝（ティフトン 419） 
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各競技場で行われる競技の特性に合わせた芝丈の維持、全面に均一で密生した芝生の定着、芝

生の美観の維持を目的とする。 

なお、グリーン・フィールド中池や多目的広場、陸上競技場（中面）においては、ラグビーや

サッカー、グラウンドゴルフなど、多種目の競技が行われるため、各競技にわたる利用が交互に

入る状況下においても、良好なコンディションを維持する。 

（２）安全で快適なグラウンドの維持 

ボールがイレギュラーすることのない不陸のない、平坦で滑らかなグラウンド面の維持、競技

の観戦に支障のない環境整備、排水施設の機能維持を目的とする。 

６．業務内容 

（１）芝維持管理業務 

主な業務項目 業務内容 等 

芝育成状況点検 枯死、病虫害、裸地、雑草等の早期発見を目的に行う。 

対象施設 グリーン・フィールド中池、多目的広場、陸上競技

場、市民球場 外野（芝面） 

芝刈り工 各施設で行う競技種目の特性に合わせた芝の長さを維持するた

め、芝刈り機で刈り込む作業。刈り込み後はスイーパー等で刈

りくずを回収し、処分する。 

対象施設 グリーン・フィールド中池、多目的広場、陸上競技

場、市民球場 外野（芝面） 

施肥 芝生に適切な肥料を散布する作業。 

対象施設 グリーン・フィールド中池、多目的広場、陸上競技

場、市民球場 外野（芝面） 

殺菌剤散布 

殺虫剤散布 

芝生の病虫害を防除するために行う作業。天候や芝生の状態、

施設周囲の環境に合わせて薬剤散布を行う。 

対象施設 グリーン・フィールド中池、多目的広場、陸上競技

場、市民球場 外野（芝面） 

目砂散布 目砂（洗砂）を芝面全体に散布し、ブラシですり込む作業。 

対象施設 グリーン・フィールド中池、多目的広場、陸上競技

場、市民球場 外野（芝面） 

更新作業（エアレーション） 芝面全体に孔をあけ、酸素と水の供給を促進する作業。コアの

抜き取り、スイーパー等によりコアを回収し、処分する。 

対象施設 グリーン・フィールド中池、多目的広場、陸上競技

場、市民球場 外野（芝面） 

サッチ分解剤散布 サッチを取り除く作業。 

対象施設 グリーン・フィールド中池、多目的広場、陸上競技

場、市民球場 外野（芝面） 



‐3‐ 

土壌改良剤散布 

抑草剤（除草剤）散布 

雑草（メヒシバ、スズメノカタピラ、ヤハズ等）の自生を防除

するために行う作業。天候や芝生の状態、施設周囲の環境に合

わせて薬剤散布を行う。 

対象施設 グリーン・フィールド中池、多目的広場、陸上競技

場、市民球場 外野（芝面） 

成長抑制剤散布 芝生の生育状況に合わせて行う。 

対象施設 グリーン・フィールド中池、多目的広場、陸上競技

場、市民球場 外野（芝面） 

展着剤散布 薬剤散布に合わせ、適宜混合する。 

対象施設 グリーン・フィールド中池、多目的広場、陸上競技

場、市民球場 外野（芝面） 

手取り除草 芝面に自生する雑草（メヒシバ、スズメノカタピラ、ヤハズ等）

を、根を残さないように除草フォーク等により抜き取り、抜き

取った雑草を処分する。抜根跡地は、不陸のないよう整地、目

砂散布を行う。 

対象施設 グリーン・フィールド中池、多目的広場、陸上競技

場、市民球場 外野（芝面） 

芝地周りランナー切り 芝生の横方向への成長を抑えるための作業。 

対象施設 グリーン・フィールド中池、多目的広場、陸上競技

場、市民球場 外野（芝面） 

補植 芝生が再生できない箇所を部分的に張り替える作業。 

対象施設 グリーン・フィールド中池、多目的広場、陸上競技

場、市民球場 外野（芝面） 

散水 散水は別途業者が実施するため、受注者は芝生の生育状況や天

候を考慮し、当該業者と協議のうえ適切な指導を行う。 

対象施設 グリーン・フィールド中池、多目的広場、陸上競技

場、市民球場 外野（芝面） 

ウィンターオーバーシード 種子散布は、ドロップ式シーダー等で縦・横・斜めに均一に散

布する。また、バーチカット（サッチ処分含む）及び施肥、目

砂散布、追種を行う。 

◆寒地型芝種子 

ペレニアルライグアス 

◆ウィンターオーバーシードの工期（平成３０年度） 

平成３０年１０月９日～平成３０年１１月２日 

※平成３１年度以降の工期については、本市と受注者との間

で協議のうえ、決定する 

対象施設 グリーン・フィールド中池（予備芝を除く） 
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（２）施設維持管理業務 

主な業務項目 業務内容等 

補充土 黒土混合土の補充作業。 

対象施設 市民球場 内野（土面） 

表層工 全面掻き起し、転圧トラクターによる混合、不陸整正（枠付き

アングル整正、ブルドーザー整正）、振動ローラー転圧、表面仕

上げを行う。 

対象施設 市民球場 内野（土面） 

表層安定剤散布 防塵、凍結防止のための作業。散布後は、仕上転圧を行う。 

対象施設 市民球場 内野（土面） 

機械除草工 芝生の生育状況や天候に合わせて行う。また、刈り草の処分を

行う。 

対象施設 市民球場 芝生スタンド 

側溝清掃 砂、土（泥）、雑草等を取り除き、処分する作業。 

対象施設 グリーン・フィールド中池、多目的広場、市民球場 

７．提案項目 

 本業務の目的を十分理解したうえで、幅広い視点での効果的かつ効率的な企画提案を期待する。 

（１）企画提案書の記載内容 

本業務を適切に実施するにあたって必要としていることについて、記載すること。 

項目 内容 

①管理方針 本業務に関する基本的な考え方 

②業務実施体制 業務の実施体制、役割分担、配置人数 

③維持管理手法 各業務の具体的な実施方法 

④年間維持管理計画 維持管理の年間スケジュール（４月から翌年３月まで） 

⑤その他 その他、本業務の実施にあたって、提案者が推奨する事項 

（２）企画提案書における留意事項 

①「６．業務内容」に掲げた業務項目は本市が要求する主な項目を示したものであり、提案者に

おいて適宜提案をして差し支えないものとする。 

②本業務の業務場所となる各施設は、年間を通して随時利用されている状況である。その状況を

踏まえた提案とすること。なお、平成２８年度及び平成２９年度（上半期）の利用状況につい

ては、別紙２のとおりである。 

③提案内容については、業務項目の実施回数（年間）や使用する薬剤名、機材器具名等を記載す

るなど、具体的な内容とすること。 

④文書を補完するための図、表、写真、イラスト等の使用は差し支えない。 

⑤薬剤の散布に関しては、関係法令及びメーカー等で定める使用安全基準並びに使用方法を遵守

した提案であること。 
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８．負担区分 

業務に要する受注者の経費負担は、次のとおりとする。 

（１）使用機械類及び燃料、資材 

（２）芝の種子 

（３）肥料及び農薬相当品資材類 

（４）目砂類、土類 

（５）刈芝類、刈草類等の処分費 

（６）本業務の実施により生じた廃材、廃油等の処分費 

９．その他 

（１）本仕様書では、現時点において業務期間中に確実に実施する業務内容を示しているため、各年

度の業務内容（対象施設及び業務項目）については、対象施設の管理状況、芝生の生育状況に応

じて、本市と受注者との間で協議のうえ、決定する。 

【業務期間内に増減の可能性がある対象施設及び業務項目】 

①増減の可能性がある対象施設 

市民球場 

②増減の可能性がある主な業務 

施設維持管理業務 

③増減の可能性がある理由  

平成３１年度施設改修工事を予定しているため（工事期間及び区域未定） 

※現時点での見通しであり、上記業務を業務期間内に対象施設及び業務項目が増減することを保

証するものではない。 

（２）受注者は、本業務を的確に行うため、適正な人員を配置し、業務全般の進行管理を行うととも

に、協議事項が発生した場合には適切に対応するなど、総合的な管理を責任もって自主的、計画

的、かつ積極的に行うこと。 

（３）本仕様書は、本業務の大要を示すものであり、仕様書に具体的な記載のないものであっても、

業務の性質上、受注者が当然行うべき軽微な事項は受注者が実施するものとする。 

（４）受注者は、複数施設、複数業務を管理するメリットを活かし、業務品質の向上及び業務の効率

化のための工夫を積極的に行うものとする。 

（５）業務実施にあたり、発注者と十分な協議を行い、承認を得たうえで、業務計画書等を提出する

こと。なお、業務計画書には次の事項を記載すること。 

①業務概要 

②組織表 

③管理方針 

④業務計画書 

⑤使用資材名（薬剤、機械、器具等） 

⑥環境対策 
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⑦安全対策 

⑧その他 

（６）業務実施後は、作業報告書等（施工写真添付）を提出すること。なお、作業報告書には次の事

項を記載すること。 

①作業方法 

②使用資材名（薬剤、機械、器具等） 

③薬剤散布方法 

④１㎡当たりの薬剤散布量 
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（別紙１） 

 

 
業 務 名 中池公園内グラウンド総合維持管理業務 

図 面 名 中池公園位置図 

関市役所

わかくさ・プラザ

中濃厚生病院

関税務署
関駅

関市役所前駅

関警察署

関市文化会館

刃物開館前駅

関消防署

グリーン・フィールド中池

多目的広場

陸上競技場

市民球場

中池ファミリーパーク

中池自然の家

中池体育館

中池
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        業 務 名 中池公園内グラウンド総合維持管理業務 
  芝面  土面  芝生スタンド  
  図 面 名 業務範囲図 
        

グリーン・フィールド中池

予備芝

多目的広場

中池ファミリーパーク

市民球場
陸上競技場

中池体育館

中池自然の家

中池市民プール

中池東グラウンド

テニスコート



‐9‐ 

（別紙２） 

平成２８年度中池公園内グラウンド利用状況 

期日 
 

グリーン･ 

フィールド中池 
多目的広場 陸上競技場 市民球場 

平成２８年 ４月 １日 （金） 
    

平成２８年 ４月 ２日 （土） サッカー サッカー サッカー 
 

平成２８年 ４月 ３日 （日） サッカー サッカー 
 

野球 

平成２８年 ４月 ４日 （月） 
    

平成２８年 ４月 ５日 （火） 
  

サッカー 野球 

平成２８年 ４月 ６日 （水） 
  

サッカー 
 

平成２８年 ４月 ７日 （木） 
    

平成２８年 ４月 ８日 （金） 
    

平成２８年 ４月 ９日 （土） サッカー サッカー サッカー 野球 

平成２８年 ４月１０日 （日） サッカー サッカー 
 

野球 

平成２８年 ４月１１日 （月） 
    

平成２８年 ４月１２日 （火） 
 

グラウンドゴルフ サッカー 
 

平成２８年 ４月１３日 （水） 
  

サッカー 
 

平成２８年 ４月１４日 （木） 
    

平成２８年 ４月１５日 （金） 
    

平成２８年 ４月１６日 （土） 
 

サッカー サッカー 他 野球 

平成２８年 ４月１７日 （日） サッカー サッカー 陸上競技 
 

平成２８年 ４月１８日 （月） 
    

平成２８年 ４月１９日 （火） 
  

サッカー 
 

平成２８年 ４月２０日 （水） 
 

グラウンドゴルフ サッカー 
 

平成２８年 ４月２１日 （木） 
    

平成２８年 ４月２２日 （金） 
    

平成２８年 ４月２３日 （土） 
    

平成２８年 ４月２４日 （日） 
 

サッカー 
 

野球 

平成２８年 ４月２５日 （月） 
    

平成２８年 ４月２６日 （火） 
  

サッカー 
 

平成２８年 ４月２７日 （水） 
    

平成２８年 ４月２８日 （木） 
    

平成２８年 ４月２９日 （金） 
  

陸上競技 野球 

平成２８年 ４月３０日 （土） 
 

サッカー サッカー 野球 

※平成２８年度、ウィンターオーバーシードは実施していません 
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平成２８年度中池公園内グラウンド利用状況 

期日 
 

グリーン・ 

フィールド中池 
多目的広場 陸上競技場 市民球場 

平成２８年 ５月 １日 （日） 
 

サッカー 
  

平成２８年 ５月 ２日 （月） 
    

平成２８年 ５月 ３日 （火） サッカー サッカー 陸上競技 野球 

平成２８年 ５月 ４日 （水） 
  

陸上競技 野球 

平成２８年 ５月 ５日 （木） 
  

陸上競技 野球 

平成２８年 ５月 ６日 （金） 
    

平成２８年 ５月 ７日 （土） 
 

サッカー サッカー 野球 

平成２８年 ５月 ８日 （日） 
 

サッカー サッカー 野球 

平成２８年 ５月 ９日 （月） 
    

平成２８年 ５月１０日 （火） 
    

平成２８年 ５月１１日 （水） 
    

平成２８年 ５月１２日 （木） 
 

グラウンドゴルフ 
  

平成２８年 ５月１３日 （金） 
    

平成２８年 ５月１４日 （土） 
 

サッカー 
 

野球 

平成２８年 ５月１５日 （日） 
 

サッカー サッカー 野球 

平成２８年 ５月１６日 （月） 
    

平成２８年 ５月１７日 （火） 
    

平成２８年 ５月１８日 （水） 
 

グラウンドゴルフ サッカー 他 
 

平成２８年 ５月１９日 （木） 
    

平成２８年 ５月２０日 （金） 
    

平成２８年 ５月２１日 （土） 
 

サッカー サッカー 野球 

平成２８年 ５月２２日 （日） タグラグビー グラウンドゴルフ 陸上競技 野球 

平成２８年 ５月２３日 （月） 
    

平成２８年 ５月２４日 （火） 
  

サッカー 
 

平成２８年 ５月２５日 （水） 
  

サッカー 
 

平成２８年 ５月２６日 （木） 
    

平成２８年 ５月２７日 （金） 
    

平成２８年 ５月２８日 （土） 
 

サッカー サッカー 野球 

平成２８年 ５月２９日 （日） 
 

サッカー 陸上競技 ソフトボール 

平成２８年 ５月３０日 （月） 
    

平成２８年 ５月３１日 （火） 
  

サッカー 
 

※平成２８年度、ウィンターオーバーシードは実施していません 
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平成２８年度中池公園内グラウンド利用状況 

期日 
 

グリーン・ 

フィールド中池 
多目的広場 陸上競技場 市民球場 

平成２８年 ６月 １日 (水)     サッカー   

平成２８年 ６月 ２日 (木)         

平成２８年 ６月 ３日 (金)         

平成２８年 ６月 ４日 (土)   サッカー サッカー 野球 

平成２８年 ６月 ５日 (日)         

平成２８年 ６月 ６日 (月)         

平成２８年 ６月 ７日 (火)   軽スポーツ     

平成２８年 ６月 ８日 (水)   軽スポーツ     

平成２８年 ６月 ９日 (木)         

平成２８年 ６月１０日 (金)     陸上競技   

平成２８年 ６月１１日 (土)   サッカー 陸上競技 野球 

平成２８年 ６月１２日 (日)   ラグビー 陸上競技   

平成２８年 ６月１３日 (月)         

平成２８年 ６月１４日 (火)   グラウンドゴルフ     

平成２８年 ６月１５日 (水)         

平成２８年 ６月１６日 (木)         

平成２８年 ６月１７日 (金) ラグビー       

平成２８年 ６月１８日 (土) ラグビー ラグビー サッカー 他   

平成２８年 ６月１９日 (日) ラグビー ラグビー サッカー 野球 

平成２８年 ６月２０日 (月)         

平成２８年 ６月２１日 (火)         

平成２８年 ６月２２日 (水)   グラウンドゴルフ     

平成２８年 ６月２３日 (木)         

平成２８年 ６月２４日 (金)         

平成２８年 ６月２５日 (土) サッカー サッカー   野球 

平成２８年 ６月２６日 (日) サッカー サッカー 陸上競技   

平成２８年 ６月２７日 (月)         

平成２８年 ６月２８日 (火)         

平成２８年 ６月２９日 (水)         

平成２８年 ６月３０日 (木)         

※平成２８年度、ウィンターオーバーシードは実施していません 
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平成２８年度中池公園内グラウンド利用状況 

期日 
 

グリーン・ 

フィールド中池 
多目的広場 陸上競技場 市民球場 

平成２８年 ７月 １日 (金)         

平成２８年 ７月 ２日 (土)   サッカー   野球 

平成２８年 ７月 ３日 (日) サッカー サッカー   野球 

平成２８年 ７月 ４日 (月)         

平成２８年 ７月 ５日 (火)         

平成２８年 ７月 ６日 (水)   グラウンドゴルフ     

平成２８年 ７月 ７日 (木)         

平成２８年 ７月 ８日 (金)         

平成２８年 ７月 ９日 (土) ラグビー   体力テスト   

平成２８年 ７月１０日 (日)   サッカー     

平成２８年 ７月１１日 (月)         

平成２８年 ７月１２日 (火)   グラウンドゴルフ     

平成２８年 ７月１３日 (水)   グラウンドゴルフ     

平成２８年 ７月１４日 (木)   グラウンドゴルフ     

平成２８年 ７月１５日 (金)   グラウンドゴルフ   野球 

平成２８年 ７月１６日 (土) サッカー   陸上競技 野球 

平成２８年 ７月１７日 (日) サッカー   陸上競技 野球 

平成２８年 ７月１８日 (月) サッカー     野球 

平成２８年 ７月１９日 (火)         

平成２８年 ７月２０日 (水)   グラウンドゴルフ     

平成２８年 ７月２１日 (木)     陸上競技   

平成２８年 ７月２２日 (金)     陸上競技   

平成２８年 ７月２３日 (土) サッカー サッカー 陸上競技   

平成２８年 ７月２４日 (日)   サッカー   野球 

平成２８年 ７月２５日 (月)         

平成２８年 ７月２６日 (火)     陸上競技   

平成２８年 ７月２７日 (水) サッカー サッカー 陸上競技   

平成２８年 ７月２８日 (木) サッカー サッカー 陸上競技   

平成２８年 ７月２９日 (金) サッカー サッカー     

平成２８年 ７月３０日 (土) サッカー サッカー   野球 

平成２８年 ７月３１日 (日) サッカー サッカー 陸上競技 野球 

※平成２８年度、ウィンターオーバーシードは実施していません 
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平成２８年度中池公園内グラウンド利用状況 

期日 
 

グリーン・ 

フィールド中池 
多目的広場 陸上競技場 市民球場 

平成２８年 ８月 １日 (月)         

平成２８年 ８月 ２日 (火) サッカー   陸上競技   

平成２８年 ８月 ３日 (水) サッカー   陸上競技   

平成２８年 ８月 ４日 (木)   サッカー 陸上競技 野球 

平成２８年 ８月 ５日 (金)     陸上競技 野球 

平成２８年 ８月 ６日 (土) サッカー     野球 

平成２８年 ８月 ７日 (日) サッカー サッカー 陸上競技 野球 

平成２８年 ８月 ８日 (月)         

平成２８年 ８月 ９日 (火) サッカー グラウンドゴルフ   野球 

平成２８年 ８月１０日 (水)   グラウンドゴルフ 陸上競技 野球 

平成２８年 ８月１１日 (木)     陸上競技 野球 

平成２８年 ８月１２日 (金)       野球 

平成２８年 ８月１３日 (土) サッカー サッカー   野球 

平成２８年 ８月１４日 (日) サッカー サッカー   野球 

平成２８年 ８月１５日 (月)         

平成２８年 ８月１６日 (火)     陸上競技 野球 

平成２８年 ８月１７日 (水)       野球 

平成２８年 ８月１８日 (木) サッカー   陸上競技 野球 

平成２８年 ８月１９日 (金)       野球 

平成２８年 ８月２０日 (土) サッカー サッカー 一般開放 野球 

平成２８年 ８月２１日 (日) サッカー サッカー サッカー 野球 

平成２８年 ８月２２日 (月)         

平成２８年 ８月２３日 (火)     サッカー 他   

平成２８年 ８月２４日 (水)         

平成２８年 ８月２５日 (木)     陸上競技   

平成２８年 ８月２６日 (金) サッカー   陸上競技   

平成２８年 ８月２７日 (土) サッカー   サッカー 他   

平成２８年 ８月２８日 (日) サッカー   サッカー 野球 

平成２８年 ８月２９日 (月)         

平成２８年 ８月３０日 (火)     陸上競技   

平成２８年 ８月３１日 (水)         

※平成２８年度、ウィンターオーバーシードは実施していません 
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平成２８年度中池公園内グラウンド利用状況 

期日 
 

グリーン・ 

フィールド中池 
多目的広場 陸上競技場 市民球場 

平成２８年 ９月 １日 (木)         

平成２８年 ９月 ２日 (金)         

平成２８年 ９月 ３日 (土) サッカー ラグビー 陸上競技 野球 

平成２８年 ９月 ４日 (日) サッカー   サッカー 野球 

平成２８年 ９月 ５日 (月)         

平成２８年 ９月 ６日 (火)         

平成２８年 ９月 ７日 (水)     サッカー   

平成２８年 ９月 ８日 (木)         

平成２８年 ９月 ９日 (金)         

平成２８年 ９月１０日 (土) ラグビー サッカー サッカー 野球 

平成２８年 ９月１１日 (日) サッカー サッカー サッカー 野球 

平成２８年 ９月１２日 (月)         

平成２８年 ９月１３日 (火)         

平成２８年 ９月１４日 (水)     サッカー 他   

平成２８年 ９月１５日 (木)   グラウンドゴルフ     

平成２８年 ９月１６日 (金)         

平成２８年 ９月１７日 (土)     サッカー 他 野球 

平成２８年 ９月１８日 (日) ラグビー     野球 

平成２８年 ９月１９日 (月)         

平成２８年 ９月２０日 (火)     小中学校体育祭   

平成２８年 ９月２１日 (水)     小中学校体育祭   

平成２８年 ９月２２日 (木)   グラウンドゴルフ     

平成２８年 ９月２３日 (金)   グラウンドゴルフ     

平成２８年 ９月２４日 (土) サッカー グラウンドゴルフ サッカー 野球 

平成２８年 ９月２５日 (日) サッカー   陸上競技 野球 

平成２８年 ９月２６日 (月)         

平成２８年 ９月２７日 (火)     サッカー 他   

平成２８年 ９月２８日 (水)     小中学校体育祭   

平成２８年 ９月２９日 (木)         

平成２８年 ９月３０日 (金)       野球 

※平成２８年度、ウィンターオーバーシードは実施していません 
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平成２８年度中池公園内グラウンド利用状況 

期日 
 

グリーン・ 

フィールド中池 
多目的広場 陸上競技場 市民球場 

平成２８年１０月 １日 (土) ラグビー ラグビー   野球 

平成２８年１０月 ２日 (日) ラグビー ラグビー 陸上競技 野球 

平成２８年１０月 ３日 (月)         

平成２８年１０月 ４日 (火)   グラウンドゴルフ 小中学校体育祭   

平成２８年１０月 ５日 (水)         

平成２８年１０月 ６日 (木)         

平成２８年１０月 ７日 (金)         

平成２８年１０月 ８日 (土) サッカー サッカー 陸上競技 野球 

平成２８年１０月 ９日 (日) サッカー サッカー サッカー 他 野球 

平成２８年１０月１０日 (月)   サッカー 陸上競技 野球 

平成２８年１０月１１日 (火)   グラウンドゴルフ 小中学校体育祭   

平成２８年１０月１２日 (水)     小中学校体育祭   

平成２８年１０月１３日 (木)         

平成２８年１０月１４日 (金)     駅伝   

平成２８年１０月１５日 (土)   サッカー 駅伝 野球 

平成２８年１０月１６日 (日)   サッカー   野球 

平成２８年１０月１７日 (月)         

平成２８年１０月１８日 (火)     サッカー   

平成２８年１０月１９日 (水)   グラウンドゴルフ サッカー   

平成２８年１０月２０日 (木)   大学体育祭 大学体育祭 大学体育祭 

平成２８年１０月２１日 (金)         

平成２８年１０月２２日 (土) ラグビー サッカー サッカー 野球 

平成２８年１０月２３日 (日)   グラウンドゴルフ サッカー 野球 

平成２８年１０月２４日 (月)         

平成２８年１０月２５日 (火)     サッカー   

平成２８年１０月２６日 (水)     サッカー   

平成２８年１０月２７日 (木)         

平成２８年１０月２８日 (金)         

平成２８年１０月２９日 (土)   サッカー サッカー 野球 

平成２８年１０月３０日 (日) ラグビー サッカー サッカー 野球 

平成２８年１０月３１日 (月)         

※平成２８年度、ウィンターオーバーシードは実施していません 
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平成２８年度中池公園内グラウンド利用状況 

期日 
 

グリーン・ 

フィールド中池 
多目的広場 陸上競技場 市民球場 

平成２８年１１月 １日 (火)     サッカー   

平成２８年１１月 ２日 (水)     サッカー   

平成２８年１１月 ３日 (木)   サッカー     

平成２８年１１月 ４日 (金)         

平成２８年１１月 ５日 (土) サッカー サッカー     

平成２８年１１月 ６日 (日) ラグビー グラウンドゴルフ サッカー 他   

平成２８年１１月 ７日 (月)         

平成２８年１１月 ８日 (火)   グラウンドゴルフ     

平成２８年１１月 ９日 (水)     サッカー   

平成２８年１１月１０日 (木)         

平成２８年１１月１１日 (金)         

平成２８年１１月１２日 (土)   サッカー サッカー   

平成２８年１１月１３日 (日) サッカー サッカー サッカー   

平成２８年１１月１４日 (月)         

平成２８年１１月１５日 (火)     サッカー   

平成２８年１１月１６日 (水)     サッカー   

平成２８年１１月１７日 (木)         

平成２８年１１月１８日 (金)         

平成２８年１１月１９日 (土)     陸上競技 野球 

平成２８年１１月２０日 (日) サッカー   サッカー 他 その他イベント 

平成２８年１１月２１日 (月)         

平成２８年１１月２２日 (火)   グラウンドゴルフ サッカー   

平成２８年１１月２３日 (水)     サッカー   

平成２８年１１月２４日 (木)         

平成２８年１１月２５日 (金)         

平成２８年１１月２６日 (土) サッカー   サッカー 野球 

平成２８年１１月２７日 (日) サッカー サッカー サッカー   

平成２８年１１月２８日 (月)         

平成２８年１１月２９日 (火)     サッカー   

平成２８年１１月３０日 (水)     サッカー   

※平成２８年度、ウィンターオーバーシードは実施していません 
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平成２８年度中池公園内グラウンド利用状況 

期日 
 

グリーン・ 

フィールド中池 
多目的広場 陸上競技場 市民球場 

平成２８年１２月 １日 (木)         

平成２８年１２月 ２日 (金)         

平成２８年１２月 ３日 (土)       野球 

平成２８年１２月 ４日 (日) サッカー サッカー 駅伝 その他イベント 

平成２８年１２月 ５日 (月)         

平成２８年１２月 ６日 (火)   グラウンドゴルフ     

平成２８年１２月 ７日 (水)         

平成２８年１２月 ８日 (木)         

平成２８年１２月 ９日 (金)         

平成２８年１２月１０日 (土) サッカー サッカー 陸上競技 他   

平成２８年１２月１１日 (日) サッカー サッカー サッカー 他 野球 

平成２８年１２月１２日 (月)         

平成２８年１２月１３日 (火)         

平成２８年１２月１４日 (水)         

平成２８年１２月１５日 (木)         

平成２８年１２月１６日 (金)         

平成２８年１２月１７日 (土) サッカー   一般開放   

平成２８年１２月１８日 (日) サッカー サッカー   野球 

平成２８年１２月１９日 (月)         

平成２８年１２月２０日 (火)         

平成２８年１２月２１日 (水)   グラウンドゴルフ     

平成２８年１２月２２日 (木) サッカー サッカー サッカー   

平成２８年１２月２３日 (金) サッカー サッカー サッカー   

平成２８年１２月２４日 (土) サッカー サッカー 陸上競技   

平成２８年１２月２５日 (日) サッカー サッカー 陸上競技   

平成２８年１２月２６日 (月)         

平成２８年１２月２７日 (火)         

平成２８年１２月２８日 (水)         

平成２８年１２月２９日 (木)         

平成２８年１２月３０日 (金)         

平成２８年１２月３１日 (土)         

※平成２８年度、ウィンターオーバーシードは実施していません 
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平成２８年度中池公園内グラウンド利用状況 

期日 
 

グリーン・ 

フィールド中池 
多目的広場 陸上競技場 市民球場 

平成２９年 １月 １日 (日)         

平成２９年 １月 ２日 (月)         

平成２９年 １月 ３日 (火)         

平成２９年 １月 ４日 (水)     サッカー   

平成２９年 １月 ５日 (木)         

平成２９年 １月 ６日 (金)         

平成２９年 １月 ７日 (土) サッカー サッカー 陸上競技   

平成２９年 １月 ８日 (日) サッカー サッカー 陸上競技   

平成２９年 １月 ９日 (月)     陸上競技   

平成２９年 １月１０日 (火)   グラウンドゴルフ     

平成２９年 １月１１日 (水)         

平成２９年 １月１２日 (木)         

平成２９年 １月１３日 (金)         

平成２９年 １月１４日 (土) ラグビー       

平成２９年 １月１５日 (日)         

平成２９年 １月１６日 (月)         

平成２９年 １月１７日 (火)         

平成２９年 １月１８日 (水)         

平成２９年 １月１９日 (木)         

平成２９年 １月２０日 (金)         

平成２９年 １月２１日 (土)   サッカー 一般開放 野球 

平成２９年 １月２２日 (日) サッカー ラグビー   野球 

平成２９年 １月２３日 (月)         

平成２９年 １月２４日 (火)         

平成２９年 １月２５日 (水)         

平成２９年 １月２６日 (木)         

平成２９年 １月２７日 (金)         

平成２９年 １月２８日 (土)   サッカー サッカー 野球 

平成２９年 １月２９日 (日)   サッカー サッカー 野球 

平成２９年 １月３０日 (月)         

平成２９年 １月３１日 (火)         

※平成２８年度、ウィンターオーバーシードは実施していません 
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平成２８年度中池公園内グラウンド利用状況 

期日 
 

グリーン・ 

フィールド中池 
多目的広場 陸上競技場 市民球場 

平成２９年 ２月 １日 (水)         

平成２９年 ２月 ２日 (木)         

平成２９年 ２月 ３日 (金)         

平成２９年 ２月 ４日 (土)   サッカー 駅伝 野球 

平成２９年 ２月 ５日 (日)   サッカー 駅伝 野球 

平成２９年 ２月 ６日 (月)         

平成２９年 ２月 ７日 (火)         

平成２９年 ２月 ８日 (水)         

平成２９年 ２月 ９日 (木)         

平成２９年 ２月１０日 (金)         

平成２９年 ２月１１日 (土)         

平成２９年 ２月１２日 (日)   サッカー   野球 

平成２９年 ２月１３日 (月)         

平成２９年 ２月１４日 (火) グラウンドゴルフ グラウンドゴルフ     

平成２９年 ２月１５日 (水) グラウンドゴルフ       

平成２９年 ２月１６日 (木)         

平成２９年 ２月１７日 (金)         

平成２９年 ２月１８日 (土) サッカー サッカー 陸上競技 野球 

平成２９年 ２月１９日 (日) サッカー サッカー サッカー 他 野球 

平成２９年 ２月２０日 (月)         

平成２９年 ２月２１日 (火)         

平成２９年 ２月２２日 (水)         

平成２９年 ２月２３日 (木)         

平成２９年 ２月２４日 (金)         

平成２９年 ２月２５日 (土) サッカー サッカー   野球 

平成２９年 ２月２６日 (日) サッカー ラグビー   野球 

平成２９年 ２月２７日 (月)         

平成２９年 ２月２８日 (火)         

※平成２８年度、ウィンターオーバーシードは実施していません 
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平成２８年度中池公園内グラウンド利用状況 

期日 
 

グリーン・ 

フィールド中池 
多目的広場 陸上競技場 市民球場 

平成２９年 ３月 １日 (水)         

平成２９年 ３月 ２日 (木)         

平成２９年 ３月 ３日 (金)         

平成２９年 ３月 ４日 (土) サッカー サッカー 陸上競技 野球 

平成２９年 ３月 ５日 (日) サッカー サッカー 陸上競技 野球 

平成２９年 ３月 ６日 (月)         

平成２９年 ３月 ７日 (火)         

平成２９年 ３月 ８日 (水)       野球 

平成２９年 ３月 ９日 (木)       野球 

平成２９年 ３月１０日 (金)         

平成２９年 ３月１１日 (土) サッカー サッカー サッカー 他 野球 

平成２９年 ３月１２日 (日) ラグビー サッカー サッカー 野球 

平成２９年 ３月１３日 (月)         

平成２９年 ３月１４日 (火)   グラウンドゴルフ   野球 

平成２９年 ３月１５日 (水)         

平成２９年 ３月１６日 (木)     マラソン   

平成２９年 ３月１７日 (金)     マラソン 野球 

平成２９年 ３月１８日 (土) その他イベント その他イベント マラソン その他イベント 

平成２９年 ３月１９日 (日) その他イベント その他イベント マラソン その他イベント 

平成２９年 ３月２０日 (月) その他イベント その他イベント マラソン その他イベント 

平成２９年 ３月２１日 (火) グラウンドゴルフ グラウンドゴルフ     

平成２９年 ３月２２日 (水) グラウンドゴルフ グラウンドゴルフ   野球 

平成２９年 ３月２３日 (木)       野球 

平成２９年 ３月２４日 (金)         

平成２９年 ３月２５日 (土) サッカー サッカー サッカー 野球 

平成２９年 ３月２６日 (日) サッカー サッカー サッカー 野球 

平成２９年 ３月２７日 (月)       野球 

平成２９年 ３月２８日 (火)     陸上競技 野球 

平成２９年 ３月２９日 (水)   グラウンドゴルフ 陸上競技 野球 

平成２９年 ３月３０日 (木)     陸上競技 野球 

平成２９年 ３月３１日 (金)     陸上競技   

※平成２８年度、ウィンターオーバーシードは実施していません 

  



‐21‐ 

 

平成２９年度中池公園内グラウンド利用状況（上半期） 

期日 
 

グリーン・ 

フィールド中池 
多目的広場 陸上競技場 市民球場 

平成２９年 ４月 １日 (土) サッカー サッカー サッカー 他 野球 

平成２９年 ４月 ２日 (日) サッカー       

平成２９年 ４月 ３日 (月)         

平成２９年 ４月 ４日 (火)     サッカー   

平成２９年 ４月 ５日 (水)     サッカー 他   

平成２９年 ４月 ６日 (木)       野球 

平成２９年 ４月 ７日 (金)         

平成２９年 ４月 ８日 (土)         

平成２９年 ４月 ９日 (日)         

平成２９年 ４月１０日 (月)         

平成２９年 ４月１１日 (火)         

平成２９年 ４月１２日 (水)         

平成２９年 ４月１３日 (木)         

平成２９年 ４月１４日 (金)         

平成２９年 ４月１５日 (土) サッカー サッカー 一般開放 野球 

平成２９年 ４月１６日 (日) サッカー サッカー 陸上競技 野球 

平成２９年 ４月１７日 (月)         

平成２９年 ４月１８日 (火)         

平成２９年 ４月１９日 (水)   グラウンドゴルフ サッカー   

平成２９年 ４月２０日 (木)         

平成２９年 ４月２１日 (金)         

平成２９年 ４月２２日 (土) サッカー サッカー サッカー 野球 

平成２９年 ４月２３日 (日)       野球 

平成２９年 ４月２４日 (月)         

平成２９年 ４月２５日 (火)     サッカー   

平成２９年 ４月２６日 (水)         

平成２９年 ４月２７日 (木)         

平成２９年 ４月２８日 (金)         

平成２９年 ４月２９日 (土) サッカー サッカー サッカー   

平成２９年 ４月３０日 (日) サッカー グラウンドゴルフ 陸上競技 野球 

※平成２９年度 ウィンターオーバーシード工期：平成２９年１０月１１日～平成２９年１１月３日 
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平成２９年度中池公園内グラウンド利用状況（上半期） 

期日 
 

グリーン・ 

フィールド中池 
多目的広場 陸上競技場 市民球場 

平成２９年 ５月 １日 (月)         

平成２９年 ５月 ２日 (火)     サッカー   

平成２９年 ５月 ３日 (水)     陸上競技 野球 

平成２９年 ５月 ４日 (木) サッカー サッカー 陸上競技 野球 

平成２９年 ５月 ５日 (金) サッカー サッカー     

平成２９年 ５月 ６日 (土) サッカー   サッカー 野球 

平成２９年 ５月 ７日 (日) ラグビー   陸上競技 野球 

平成２９年 ５月 ８日 (月)         

平成２９年 ５月 ９日 (火) グラウンドゴルフ グラウンドゴルフ サッカー 他   

平成２９年 ５月１０日 (水)     サッカー 他   

平成２９年 ５月１１日 (木) グラウンドゴルフ グラウンドゴルフ グラウンドゴルフ   

平成２９年 ５月１２日 (金) グラウンドゴルフ グラウンドゴルフ グラウンドゴルフ   

平成２９年 ５月１３日 (土) グラウンドゴルフ グラウンドゴルフ グラウンドゴルフ   

平成２９年 ５月１４日 (日) ラグビー   サッカー 野球 

平成２９年 ５月１５日 (月)         

平成２９年 ５月１６日 (火)     サッカー 他 野球 

平成２９年 ５月１７日 (水)     サッカー 他   

平成２９年 ５月１８日 (木)         

平成２９年 ５月１９日 (金)         

平成２９年 ５月２０日 (土) ラグビー   サッカー 他   

平成２９年 ５月２１日 (日) サッカー   サッカー   

平成２９年 ５月２２日 (月)         

平成２９年 ５月２３日 (火)     中学校体育祭 練習   

平成２９年 ５月２４日 (水)     サッカー 他   

平成２９年 ５月２５日 (木)         

平成２９年 ５月２６日 (金)     陸上競技   

平成２９年 ５月２７日 (土) サッカー   サッカー 他 野球 

平成２９年 ５月２８日 (日) タグラグビー     野球 

平成２９年 ５月２９日 (月)         

平成２９年 ５月３０日 (火)     サッカー   

平成２９年 ５月３１日 (水)     サッカー   

※平成２９年度 ウィンターオーバーシード工期：平成２９年１０月１１日～平成２９年１１月３日 
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平成２９年度中池公園内グラウンド利用状況（上半期） 

期日 
 

グリーン・ 

フィールド中池 
多目的広場 陸上競技場 市民球場 

平成２９年 ６月 １日 (木)         

平成２９年 ６月 ２日 (金)         

平成２９年 ６月 ３日 (土)         

平成２９年 ６月 ４日 (日)     陸上競技 他 野球 

平成２９年 ６月 ５日 (月)         

平成２９年 ６月 ６日 (火)         

平成２９年 ６月 ７日 (水)         

平成２９年 ６月 ８日 (木)         

平成２９年 ６月 ９日 (金)         

平成２９年 ６月１０日 (土) サッカー     野球 

平成２９年 ６月１１日 (日) サッカー     野球 

平成２９年 ６月１２日 (月)         

平成２９年 ６月１３日 (火)         

平成２９年 ６月１４日 (水)         

平成２９年 ６月１５日 (木)         

平成２９年 ６月１６日 (金)         

平成２９年 ６月１７日 (土) サッカー   一般開放 野球 

平成２９年 ６月１８日 (日) サッカー ミニラグビー   野球 

平成２９年 ６月１９日 (月)         

平成２９年 ６月２０日 (火)         

平成２９年 ６月２１日 (水)         

平成２９年 ６月２２日 (木)         

平成２９年 ６月２３日 (金)         

平成２９年 ６月２４日 (土) サッカー サッカー     

平成２９年 ６月２５日 (日) サッカー サッカー     

平成２９年 ６月２６日 (月)         

平成２９年 ６月２７日 (火)         

平成２９年 ６月２８日 (水)         

平成２９年 ６月２９日 (木)         

平成２９年 ６月３０日 (金)         

※平成２９年度 ウィンターオーバーシード工期：平成２９年１０月１１日～平成２９年１１月３日 
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平成２９年度中池公園内グラウンド利用状況（上半期） 

期日 
 

グリーン・ 

フィールド中池 
多目的広場 陸上競技場 市民球場 

平成２９年 ７月 １日 (土)   サッカー     

平成２９年 ７月 ２日 (日) サッカー サッカー   野球 

平成２９年 ７月 ３日 (月)         

平成２９年 ７月 ４日 (火)         

平成２９年 ７月 ５日 (水)   グラウンドゴルフ     

平成２９年 ７月 ６日 (木)   グラウンドゴルフ グラウンドゴルフ   

平成２９年 ７月 ７日 (金)         

平成２９年 ７月 ８日 (土)   サッカー   野球 

平成２９年 ７月 ９日 (日)   サッカー   野球 

平成２９年 ７月１０日 (月)         

平成２９年 ７月１１日 (火)   グラウンドゴルフ     

平成２９年 ７月１２日 (水)         

平成２９年 ７月１３日 (木)         

平成２９年 ７月１４日 (金)         

平成２９年 ７月１５日 (土) サッカー サッカー   野球 

平成２９年 ７月１６日 (日) サッカー サッカー 陸上競技 野球 

平成２９年 ７月１７日 (月)         

平成２９年 ７月１８日 (火)         

平成２９年 ７月１９日 (水)   グラウンドゴルフ     

平成２９年 ７月２０日 (木)         

平成２９年 ７月２１日 (金)         

平成２９年 ７月２２日 (土)   サッカー     

平成２９年 ７月２３日 (日) サッカー サッカー     

平成２９年 ７月２４日 (月)         

平成２９年 ７月２５日 (火)         

平成２９年 ７月２６日 (水)       野球 

平成２９年 ７月２７日 (木)   サッカー     

平成２９年 ７月２８日 (金) サッカー サッカー     

平成２９年 ７月２９日 (土) サッカー サッカー     

平成２９年 ７月３０日 (日) サッカー サッカー     

平成２９年 ７月３１日 (月)         

※平成２９年度 ウィンターオーバーシード工期：平成２９年１０月１１日～平成２９年１１月３日 
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平成２９年度中池公園内グラウンド利用状況（上半期） 

期日 
 

グリーン・ 

フィールド中池 
多目的広場 陸上競技場 市民球場 

平成２９年 ８月 １日 (火) サッカー   サッカー   

平成２９年 ８月 ２日 (水) サッカー   サッカー   

平成２９年 ８月 ３日 (木) サッカー   サッカー   

平成２９年 ８月 ４日 (金)     陸上競技 野球 

平成２９年 ８月 ５日 (土)   サッカー 陸上競技 野球 

平成２９年 ８月 ６日 (日)   サッカー   野球 

平成２９年 ８月 ７日 (月)         

平成２９年 ８月 ８日 (火)   グラウンドゴルフ   野球 

平成２９年 ８月 ９日 (水)     陸上競技   

平成２９年 ８月１０日 (木)     陸上競技 野球 

平成２９年 ８月１１日 (金)       野球 

平成２９年 ８月１２日 (土)   サッカー   野球 

平成２９年 ８月１３日 (日)   サッカー   野球 

平成２９年 ８月１４日 (月)         

平成２９年 ８月１５日 (火)         

平成２９年 ８月１６日 (水)         

平成２９年 ８月１７日 (木)       野球 

平成２９年 ８月１８日 (金)         

平成２９年 ８月１９日 (土) サッカー サッカー   野球 

平成２９年 ８月２０日 (日) サッカー サッカー 陸上競技 野球 

平成２９年 ８月２１日 (月)         

平成２９年 ８月２２日 (火)         

平成２９年 ８月２３日 (水)         

平成２９年 ８月２４日 (木)         

平成２９年 ８月２５日 (金)   サッカー     

平成２９年 ８月２６日 (土) サッカー サッカー     

平成２９年 ８月２７日 (日) サッカー サッカー   野球 

平成２９年 ８月２８日 (月)         

平成２９年 ８月２９日 (火)         

平成２９年 ８月３０日 (水)         

平成２９年 ８月３１日 (木)         

※平成２９年度 ウィンターオーバーシード工期：平成２９年１０月１１日～平成２９年１１月３日 
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平成２９年度中池公園内グラウンド利用状況（上半期） 

期日 
 

グリーン・ 

フィールド中池 
多目的広場 陸上競技場 市民球場 

平成２９年 ９月 １日 (金)         

平成２９年 ９月 ２日 (土)   タグラグビー   野球 

平成２９年 ９月 ３日 (日) サッカー サッカー 陸上競技 野球 

平成２９年 ９月 ４日 (月)         

平成２９年 ９月 ５日 (火)         

平成２９年 ９月 ６日 (水)         

平成２９年 ９月 ７日 (木)         

平成２９年 ９月 ８日 (金)         

平成２９年 ９月 ９日 (土) ラグビー サッカー 陸上競技 野球 

平成２９年 ９月１０日 (日) サッカー サッカー   野球 

平成２９年 ９月１１日 (月)         

平成２９年 ９月１２日 (火)   グラウンドゴルフ     

平成２９年 ９月１３日 (水)         

平成２９年 ９月１４日 (木)         

平成２９年 ９月１５日 (金)         

平成２９年 ９月１６日 (土)         

平成２９年 ９月１７日 (日)         

平成２９年 ９月１８日 (月)       野球 

平成２９年 ９月１９日 (火)   グラウンドゴルフ     

平成２９年 ９月２０日 (水)   グラウンドゴルフ     

平成２９年 ９月２１日 (木)   グラウンドゴルフ     

平成２９年 ９月２２日 (金)         

平成２９年 ９月２３日 (土)   サッカー   野球 

平成２９年 ９月２４日 (日) サッカー   陸上競技 野球 

平成２９年 ９月２５日 (月)         

平成２９年 ９月２６日 (火)         

平成２９年 ９月２７日 (水)         

平成２９年 ９月２８日 (木)         

平成２９年 ９月２９日 (金) ラグビー ラグビー     

平成２９年 ９月３０日 (土) ラグビー ラグビー   野球 

※平成２９年度 ウィンターオーバーシード工期：平成２９年１０月１１日～平成２９年１１月３日 

 


