
場 所 頻度（目安） 作 業 消毒 数量 単位 優先順位 備考

ｴﾈﾙｷﾞｰ棟駐車場 年④ 芝生刈り（機械） 年③ 40 ㎡ 優先４

外来駐車場 年④ 芝生刈り（機械） 年③ 553 ㎡ 優先１

北病棟中庭 年④ 芝生刈り（機械） 年③ 565 ㎡ 優先３

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ・ｴﾝﾄﾗﾝｽ 年④ 芝生刈り（機械） 年③ 875 ㎡ 優先１

職員駐車場 年④ 芝生刈り（機械） 年③ 489 ㎡ 優先４

中央診療棟 年④ 芝生刈り（機械） 年③ 332 ㎡ 優先２

中庭 年④ 芝生刈り（機械） 年③ 812 ㎡ 優先２

西病棟中庭 年④ 芝生刈り（機械） 年③ 733 ㎡ 優先３

東・南病棟通路脇 年④ 芝生刈り（機械） 年③ 180 ㎡ 優先３

東・南病棟東側 年④ 芝生刈り（機械） 年③ 10 ㎡ 優先３

東病棟中庭 年④ 芝生刈り（機械） 年③ 333 ㎡ 優先３

東病棟北側 年④ 芝生刈り（機械） 年③ 156 ㎡ 優先３

本館外側 年④ 芝生刈り（機械） 年③ 670 ㎡ 優先１

南病棟中庭 年④ 芝生刈り（機械） 年③ 403 ㎡ 優先３

南病棟南側 年④ 芝生刈り（機械） 年③ 280 ㎡ 優先３ 合計６４３１㎡

場 所 頻度（目安） 作 業 消毒 数量 単位 優先順位 備考

外来駐車場 年④ 除草（機械） 100 ㎡ 優先１

合併浄化槽跡 年④ 除草（機械） 50 ㎡ 優先４

つくしんぼ保育所南 年④ 除草（機械） 300 ㎡ 優先４ 合計４５０㎡

場 所 頻度（目安） 作 業 消毒 数量 単位 優先順位 備考

外来駐車場 年④ 除草（手抜き） 620 ㎡ 優先１

北病棟中庭 年④ 除草（手抜き） 635 ㎡ 優先３

ｴﾈﾙｷﾞｰ棟駐車場 年④ 除草（手抜き） 40 ㎡ 優先４

北・西病棟南側 年④ 除草（手抜き） 150 ㎡ 優先３

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ・ｴﾝﾄﾗﾝｽ 年④ 除草（手抜き） 1,215 ㎡ 優先１

職員駐車場 年④ 除草（手抜き） 50 ㎡ 優先４

中央診療棟 年④ 除草（手抜き） 940 ㎡ 優先２

中庭 年④ 除草（手抜き） 812 ㎡ 優先２

西病棟中庭 年④ 除草（手抜き） 758 ㎡ 優先３

東・南病棟入口中庭 年④ 除草（手抜き） 5 ㎡ 優先３

東・南病棟通路脇 年④ 除草（手抜き） 180 ㎡ 優先３

東・南病棟東側 年④ 除草（手抜き） 80 ㎡ 優先３

東病棟中庭 年④ 除草（手抜き） 338 ㎡ 優先３

東病棟北側 年④ 除草（手抜き） 156 ㎡ 優先３

本館外側 年④ 除草（手抜き） 260 ㎡ 優先１

本館中庭 年④ 除草（手抜き） 126 ㎡ 優先２

南病棟中庭 年④ 除草（手抜き） 25 ㎡ 優先３

南病棟南側 年④ 除草（手抜き） 280 ㎡ 優先３

作業療法サービス棟中庭 年④ 除草（手抜き） 48 ㎡ 優先３

ﾚｸｾﾝﾀｰ北側 年④ 除草（手抜き） 200 ㎡ 優先３ 合計６９１８㎡

（３）除草作業（手抜き） ４月～３月予定

平成31年度 三重県立こころの医療センター植栽管理業務作業一覧表

１．頻度は、年④…年４回 年①…年１回とする。
２．消毒は、院内年３回（４月．８月．１１月） グラウンド散布随時（予定）
３．作業にあたっては、この一覧表の頻度に従い作業実施計画表を策定した後行うものとする。頻度の増減については、随時受託者
と総務課とで協議する。
４．除草作業の優先順位は、本館、グランドエントランス、外来駐車場を最優先とし、２番目に中庭、中央診療棟、３番目に各病棟中
庭、作業療法サービス棟、第４番目に職員駐車場など主に職員が使用するエリアとする。

（１）芝生刈り込み作業（機械）４月～３月予定・消毒作業（機械）４月・８月・１１月予定

（２）除草作業（機械）４月～３月予定



場 所 頻度（目安） 作 業 消毒 数量 単位 優先順位 備考（代表・低木）

外来駐車場 年① 低木剪定 260 ㎡ 優先１
■ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ■ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ■ﾄﾞｳﾀﾝﾂﾂｼﾞ
■ｱﾍﾞﾘｱ■ｱｶﾞﾊﾟﾝｻｽ■ｱｾﾋﾞ■ｶﾅﾒﾓﾁ

本館外側 年① 低木剪定 135 ㎡ 優先１
■ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ■ｱｾﾋﾞ■ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ
■ﾄﾞｳﾀﾝﾂﾂｼﾞ■ｺﾉﾃｶﾞｼﾜ■ﾋｮｳｶﾞﾐｽﾞｷ

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ・ｴﾝﾄﾗﾝｽ 年① 低木剪定 150 ㎡ 優先１ ■ｺﾉﾃｶﾞｼﾜ

公園 年① 低木剪定 33 ㎡ 優先４ ■ｻｻﾞﾝｶ

ｴﾈﾙｷﾞｰ棟駐車場 年① 低木剪定 40 ㎡ 優先４ ■ｺﾉﾃｶﾞｼﾜ他

職員駐車場 年① 低木剪定 175 ㎡ 優先４ ■ｱｾﾞﾘｱ■ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ■ｱｶﾒ■ｻｻﾞﾝｶ

中央診療棟 年① 低木剪定 221 ㎡ 優先２ ■ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ■ｻｻﾞﾝｶ■ﾌｯｷｿｳ■ｱｾﾋﾞ

中庭 年① 低木剪定 15 ㎡ 優先２ ■ｺｸﾁﾅｼ■ﾊﾅﾐｽﾞｷ

東・南病棟通路脇 年① 低木剪定 50 ㎡ 優先３ ■ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

東・南病棟東側 年① 低木剪定 50 ㎡ 優先３ ■ｺﾉﾃｶﾞｼﾜ

東病棟中庭 年① 低木剪定 5 ㎡ 優先３ ■ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ■ﾄﾞｳﾀﾝﾂﾂｼﾞ

南病棟中庭 年① 低木剪定 5 ㎡ 優先３ ■ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ■ﾄﾞｳﾀﾝﾂﾂｼﾞ

南病棟南側 年① 低木剪定 310 ㎡ 優先３ ■ｱﾍﾞﾘｱ■ｻｻﾞﾝｶ■ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

ﾚｸｾﾝﾀｰ北側 年① 低木剪定 150 ㎡ 優先３
■ﾋｮｳｶﾞﾐｽﾞｷ■ﾄﾞｳﾀﾝﾂﾂｼﾞ■ﾂﾜﾌﾞｷ
■ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ

北西病棟南側 年① 低木剪定 50 ㎡ 優先３ ■ｶﾅﾒﾓﾁ■ｵｶﾒｻﾞｻ■ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ

つくしんぼ保育所南 年① 低木剪定 84 ㎡ 優先４ ■ｶﾅﾒﾓﾁ 合計１７３３㎡

場 所 頻度（目安） 作 業 消毒 数量 単位 優先順位 備考

外来駐車場 年① 落葉収集 優先１

本館外側 年① 落葉収集 優先１

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ・ｴﾝﾄﾗﾝｽ 年① 落葉収集 優先１ 側溝落葉収集

公園 年① 落葉収集 優先４

ｴﾈﾙｷﾞｰ棟駐車場 年① 落葉収集 優先４

職員駐車場 年① 落葉収集 優先４ 側溝落葉収集

中央診療棟 年① 落葉収集 優先２

中庭 年① 落葉収集 優先２

東・南病棟通路脇 年① 落葉収集 優先３

東・南病棟東側 年① 落葉収集 優先３ 側溝落葉収集

東病棟中庭 年① 落葉収集 優先３

南病棟中庭 年① 落葉収集 優先３

南病棟南側 年① 落葉収集 優先３ 側溝落葉収集

作業療法サービス棟中庭 年① 落葉収集 優先３

ﾚｸｾﾝﾀｰ北側 年① 落葉収集 優先３

北西病棟南側 年① 落葉収集 優先３

つくしんぼ保育所南 年① 落葉収集 優先４

場 所 頻度（目安） 作 業 消毒 数量 単位 優先順位 備考

看護宿舎 清掃及び収集 優先４

医師公舎 清掃及び収集 優先４

グラウンド 噴霧器（機械） 随時 優先１ 1215㎡

（６）その他 ４月～３月予定・消毒作業（機械）随時予定

（５）落葉収集作業（側溝落葉収集含） １１月～３月予定

（４）低木剪定作業 ４月～３月予定


