
■東村山市立公園指定管理者および公募設置管理制度における設置等予定者に関する質問の回答

※ 事業者の質問事項については原文のまま引用しています

№ 資料名 頁数 質問内容 回答

1
東村山市立公園
指定管理者募集
要項

P2.5.（2）公園施設等の維
持管理、修繕・刷新対応
について

過去数年分（可能であれば3年程度）の遊具点検の結果を一覧でご教示いただけ
ないでしょうか。
また、公園施設の修繕等の実績も併せてご教示いただけないでしょうか。

・過去３か年分の遊具点検結果についてはデータ量が過大であるため、ホームページ上で
のアップロード対応とはせず、窓口での閲覧・コピーを可とする対応とします。
窓口での閲覧・コピーを希望する事業者には原則として東村山市情報公開条例に規定する
手続きをとって頂くことになりますが、その際は事前にみどりと公園課までご相談ください。

・修繕等の実績については別紙資料1「公園管理運営に関する過去３年の実績」、別紙資料
2「令和２年度修繕費（詳細実績）」を参照してください。

2
東村山市立公園
指定管理者募集
要項

P2.5.（2）　公園施設等の
維持管理、修繕・刷新対
応について

現在市の委託している福祉作業所や地域団体をすべてご教示ください。

現在市が委託契約を締結している福祉団体は２団体、地域団体も２団体です。前者は
「（福）山鳩会あきつの園」及び「（福）小さい共同体飛翔クラブ」です。後者は「空堀川に清流
を取り戻す会」及び「廻田町上自治会」です。それぞれの詳細については別紙資料1「公園
管理運営に関する過去３年の実績」、別紙資料3「管理実績資料（清掃関係委託）」、別紙資
料4「管理実績資料（植栽地管理）」を参照してください。

3
東村山市立公園
指定管理者募集
要項

P2,5　.指定管理者に求め
られている能力と役割を
踏まえた提案

現在市が委託している福祉作業所や地域団体との契約継続は必須となりますと記
載がありますが、現在の契約状況（団体名、契約期間、契約料、等）について、ご提
示いただけますでしょうか。

№2の回答を参照してください。

4
東村山市立公園
指定管理者募集
要項

P5.8　指定期間

指定期間の始まりが令和４年７月１日となっているが、令和４年４月から６月は市が
別途予算計上し、適切な管理を行っているという認識で宜しいでしょうか。

指定管理業務の事業開始時点で、明らかに劣化して使用が危険な状態の遊具・樹
木や特定公園施設に関しての撤去費も指定管理業者の負担となるのは民間に行
政の負担を押し付けていることになります。業務開始前に設備の確認を行い、行政
の負担としていただきたく考えますがいかかがでしょうか。

令和４年４月から６月の期間については、市が別途予算を計上し、引き続き適正な管理を
行っていきます。
令和４年７月からは現状有姿のまま指定管理者に管理が引き継がれます。なお、遊戯施設
等の年１回の法定点検は実施しているところです。

5
東村山市立公園
指定管理者募集
要項

P5.9指定管理者が行う業
務に関する経費

指定管理料のうち人件費の積算根拠（内訳）をお示しください。
指定管理料のうち人件費の積算根拠（内訳）については別紙資料5「人件費　積算根拠（内
訳）」を参照してください。

6
東村山市立公園
指定管理者募集
要項

P5.9指定管理者が行う業
務に関する経費

指定管理料のうち市民連携・市民協働事業推費の積算根拠（内訳）をお示しくださ
い。

地域連携事業費2,500千円の積算根拠については以下の通りです。
・公園ボランティア養成講座、公園ボランティア交流会、市立公園を活用したネイチャー教室
やこども自然観察会、イベントなどもある楽しみながら学べる防災イベント、それらに伴う打
合せ協議等の直接人件費970,900円
・チラシ等印刷製本費80,000円
・間接費等1,221,827円
・消費税227,273円



№ 資料名 頁数 質問内容 回答

7
東村山市立公園
指定管理者募集
要項

P5.9.（2）　市が支払う指
定管理料の額

指定管理料2,197,253,000 円と記載がありますが、税込表示でしょうか。 お見込みのとおりです。

8
東村山市立公園
指定管理者募集
要項

P5.9.（3）　指定管理者の
支払い方法

指定管理料の支払について、年度ごとの割り振りは自由とのことでしたが、設備修
繕などを初年度に一括して計画し、その費用を初年度にまとめて請求（費用充当）
が出来るとの理解でよろしかったでしょうか

基本的に年度ごとの指定管理料については１０年間で平準化した金額を想定しています
が、事業者のノウハウを活かした提案を反映することは可能です。ただし、当該年度内に必
ず計画をすべて実施することが前提となります。指定管理料の翌年度への持越し等はでき
ませんのでご注意ください。なお、修繕費の概算払い（年度途中の清算）は行いません。ま
た、年度ごとの指定管理料については市の予算編成過程や市議会による予算決議を経て
決定されます。

9
東村山市立公園
指定管理者募集
要項

P5.9.（4）　指定管理料等
の収入に係る納付につい
て

「客観的にみて課題と認められる時」の具体的定義（例えば指定管理料総額の何
パーセント以上など）をご教示ください。

「客観的にみて過大と認められる時」の解釈についてですが、一義的に一定の基準を超え
た時に即「客観的にみて過大と認められる時」に該当するといったような評価をすることは
考えていません。経済産業省企業活動基本調査や財務省法人企業統計調査の経常利益
率等を勘案しつつも、事業者の投資回収状況、利益の長期継続性の有無、市民感情等諸
般の事情を総合考量したうえで、「客観的にみて過大と認められる時」に該当するか否かを
判断します。

10
東村山市立公園
指定管理者募集
要項

P5.9.（4）　指定管理料等
の収入に係る納付につい
て

「純利益に対する一定の割合の金額」とありますが、一定の割合とは何割のこと
か、ご教示ください。

「純利益に対する一定の割合の金額」にいう「一定の割合」についても一義的に定まってい
るわけではなく、利益の過大性の程度等諸般の事情を総合考量したうえで、事業者の提案
を経て、最終的には事業者と市との協議により一定の割合を決定します。

11
東村山市立公園
指定管理者募集
要項

P6.10市と指定管理者の
リスク分担

「修繕」と「補修工事」の用語の違い（定義）をご教示ください。

「工事」は、土地、工作物の造成又は製造及び改造並びに工作物等の移転及び除却を行う
作業のことをいい、「修繕」とは、施設等の修繕若しくは施設等の部品の取替え及び小修繕
で工事に至らないものといえます。なお、「工事」と「修繕」の差異については、前者は作業
対象が比較的大がかりなものであり、かつ作業目的が積極的にその本体の価値又は効用
を増加する目的をもっているのに対し、後者は作業対象が一般的に小規模であり、かつ作
業目的が使用価値、効用の減少を防ぎ、いわゆる本体の維持管理、原状復旧を目的とす
るものであるともいえます。
リスク分担については、１公園施設、単位数量ごとに、「工事」であれば１３０万円、「修繕」で
あれば５０万円が一応の境界基準となります。

12
東村山市立公園
指定管理者募集
要項

P6.10　市と指定管理者
のリスク分担

1公園施設、単位数量ごとの５０万円、１３０万円を算出する際の作業区分の切り分
けや選別、積算金額の決定は誰が、どのように行い、決定するのでしょうか？

作業区分の切り分けについては「工事」と「修繕」の定義（№11回答参照）により、積算金額
については、たとえば市と指定管理者が相互に参考見積をとる等の方法により、それぞれ
客観的に決定されることになりますが、限界事例については市と指定管理者との協議によ
り決定されることとなります。

13
東村山市立公園
指定管理者募集
要項

P6.10 　市と指定管理者
のリスク分担

例えば、今回公園灯の一括LED化を期待されておりますが、1公園施設の単位数
量ごとに130万円未満の撤去工事・新設（リニューアル）工事は指定管理者負担と
なっております。公園灯1基ごとと考えますと、すべての公園灯のLED化費用が指定
管理者負担となる可能性が高いと思われますが、どのようにお考えかご教示くださ
い。
また、一括して工事をする場合の1基ごと工事費の考え方もご教示ください。

・東村山市立公園指定管理者業務仕様書P.11「2　修繕費等について」のとおりです。また、
原則的に市が費用を負担する「公園の大規模改修及び基幹改良」とは、市が事前に整備
実施計画を定めたうえで、計画的・統一的に行う工事のことをいい、たとえば長寿命化計画
に基づく公園施設全体の改修工事であったり、新規取得用地における公園施設の新規整
備工事等がこれに該当します。なお、現時点では、当市において公園の一括LED化実施計
画はございませんが、民間のノウハウを活かした事業提案がなされることを期待していま
す。
・１基ごとの工事費としては、発注金額として捉えるため、１公園施設、単位数量ごとの直接
工事費及び各種経費、消費税を含んだものと考えています。



№ 資料名 頁数 質問内容 回答

14
東村山市立公園
指定管理者募集
要項

P6.11応募資格・条件（1）
応募者　イ 応募の制限
(ウ)一般競争入札に関連
して）

東村山市の入札指名参加資格審査に登録していない企業は、応募の参加資格が
ありますでしょうか。共同事業体での応募を予定していますが、コンソーシアム全て
の企業に登録が必要でしょうか。

募集要項 P.6 11応募資格・条件に合致していれば参加は可能です。入札指名参加資格審
査への登録は条件となっていません。

15
東村山市立公園
指定管理者募集
要項

P7.11(2)　応募の条件
事業者採択後、採択されなかった他の共同事業体の団体構成員として参画してい
た企業が採択された団体と協働することは可能でしょうか？

募集要項 P7.11(2)応募の条件.ウのとおりです。
なお、指定管理者として指定された事業者の判断により、「採択されなかった他の共同事業
体の団体構成員として参画していた企業」と個別に委託契約等を結ぶということは可能で
す。

16
東村山市立公園
指定管理者募集
要項

P7.12.応募の手続き

市議会の議決の約3カ月後に事業開始となっており、業務の準備期間が非常に短
くなっております。
本事業は新規に指定管理業務を導入される案件のため、入手後の各調整や協議
事項が多く、市内包括のため業務内容も膨大であり、さらには新規雇用（パート等）
も並行して行わなければならず、それらを考慮すると準備期間が足りないことが想
定されますが、開始時期等について再考いただけないでしょうか。

指定管理開始時期については変更できません。

17
東村山市立公園
指定管理者募集
要項

P8.12.(3)応募書類 電子データの提出はＰＤＦデータでよいでしょうか。 お見込みのとおりです。

18
東村山市立公園
指定管理者募集
要項

P9.12.(3)応募書類
提案書副本の法人名表記について、黒塗りではなく記号（例：法人Ａ、法人Ｂ、等）
を用いて記入してもよいでしょうか。

選定委員への予断排除の趣旨に鑑み、黒塗りでの対応のみに統一いたします。

19
東村山市立公園
指定管理者募集
要項

P10.15.(1)選定の進め方
管理責任者（予定）及び市民協働担当者（予定）をプレゼンテーション審査に出席さ
せるようにとのことですが、プレゼンテーションのタイミングで2名を選定するのが難
しく、条件の緩和をご検討いただけないでしょうか。

管理責任者（予定）及び市民協働担当者（予定）のプレゼンテーション審査への出席は本事
業の要でもあるため、質疑応答への対応は必須であり、条件を緩和することはできません。

20
東村山市立公園
指定管理者募集
要項

P10,15　.選定方法
管理責任者（予定）及び市民協働担当者（予定）を必ずプレゼンテーション審査に
出席させるようにしていくださいと記載がありますが、各者は候補者という認識でよ
いでしょうか。

お見込みのとおりです。
もっとも、プレゼンテーションにおける各者からの発言・回答は、管理責任者及び市民協働
担当者としての発言・回答となります。

21
東村山市立公園
指定管理者募集
要項

P10.15.選定方法（1）選定
の進め方）

管理責任者(予定)及び市民協働担当者(予定)とありますが、プレゼンテーションに
出席して説明するプレゼンテーターとしてコンソーシアムで3～4名の出席は可能で
しょうか。

管理責任者(予定)及び市民協働担当者(予定)の出席を含めて概ね５名程度の出席者を想
定しています。



№ 資料名 頁数 質問内容 回答

22
東村山市立公園
指定管理者業務
仕様書

P2.第3 市立公園の施設
概要

令和5年度以降に追加される都市公園や仲良し広場等についても管理対象公園と
する。と記載がありますが、管理面積の増加や業務内容を反映させて、提示されて
いる指定管理料（合計2,197,253,000 円）から増額されるという認識でよいでしょう
か。

お見込みのとおりです。なお、市議会による債務負担行為の承認の議決、指定管理者の指
定の議決の他、市の予算編成過程や予算決議を経て決定されます。

23
東村山市立公園
指定管理者業務
仕様書

P2.第3 市立公園の施設
概要

管理対象市立公園のインフラ（電気、ガス、水道、電話線等）の整備状況をご教示
いただけますでしょうか。また、各種図面についてもご提示いただけますでしょう
か。

「別紙１　管理対象市立公園一覧」の施設情報が基本となります。各種図面および公園台
帳につきましては、電子データはなく、紙ベースであるため、窓口での閲覧・コピーを可とす
る対応とします。窓口での閲覧・コピーを希望する事業者には原則として東村山市情報公
開条例に規定する手続きをとって頂くことになりますが、その際は事前にみどりと公園課ま
でご相談ください。

24
東村山市立公園
指定管理者業務
仕様書

P5.3.(5)協働事業の推進
現状の公園ボランティアの団体数（団体名）と活動内容をご教示いただけますか。
併せて、貴市がボランティア団体の支援として、資材提供等を実施している場合は
具体的な内容をご教示ください。

市と協定を締結し、活動を実施している団体は以下の3団体です。
・北川かっぱの会（北山公園における、外来種 防除の取組み、外来種防除活動やイベント
等の実施等　活動人数約５０人程度）
・熊野公園ボランティアの会（熊野公園内の清掃、草刈、低木等の刈込みなどの公園管理、
イベント等の実施等　活動人数約２０人程度）
・大岱稲荷プロジェクト（稲荷公園及び野火止水車苑における、公園の掃除・メンテナンスな
どの維持管理およびイベントの企画・開催等　活動人数約４０人程度）
その他、団体、近隣自治会、個人等で、清掃等の主に公園維持管理のボランティア活動を
行っていただいています。現在、公園ボランティアには約500名が登録しています。
活動にあたり、清掃用具、剪定用具等の提供、簡易的な修繕に必要な木材等の原材料の
提供、花壇管理のための花苗の提供等を行っています。

25
東村山市立公園
指定管理者業務
仕様書

P5
公園ボランティアに関して
・ボランティア団体名および各団体の人数と管理している公園の情報を開示頂けま
すでしょうか。

№24、№30の回答を参照してください。

26
東村山市立公園
指定管理者業務
仕様書

P5.3.（5）市民やボラン
ティア等との協働事業の
推進（維持管理）

公園ボランティアの現在の登録人数（公園別）について、ご教示いただけますでしょ
うか。

№24、№30の回答を参照してください。

27
東村山市立公園
指定管理者業務
仕様書

P5.3.（5）市民やボラン
ティア等との協働事業の
推進（維持管理）

市民協働のノウハウを持った人員と記載がありますが、「市民協働のノウハウ」に
ついて定義はありますでしょうか。

募集要項　P1「１．はじめに」及びP2「５．指定管理者に求められている能力と役割を踏まえ
た提案」に記載のとおり、市民協働事業・地域連携事業の推進やエリアマネジメントの実施
等に対応できる実績やノウハウを有しているものと考えています。

28
東村山市立公園
指定管理者業務
仕様書

P5.3.（6）　年間作業実施
計画書等の提出

・作業実施時の記録　・作業記録写真　・保守点検の記録　・作業日誌　・安全衛生
点検の記録　・修繕等の記録　・指定管理者における検査担当が作業の完了を確
認した記録

上記の記載がございますが、内容把握のためこれまで管理してきた記録を一例で
構いませんので開示ください。

現在、市で決まっている書式がないため、年間作業実施計画書等の書式については、指定
管理者側で用意するシステムを利用することやデータ提出で可とします。ただし、書式につ
いては、指定管理者決定の後、協議により決定いたします。また、事業開始後、運用をして
いく中で、協議により書式の変更等の可能性もあります。



№ 資料名 頁数 質問内容 回答

29
東村山市立公園
指定管理者業務
仕様書

P5（6）年間作業実施計画
書等の提出

年間作業実施計画書等の提出に関して
・提出方法については、指定管理者側で用意するシステムを利用することやデータ
提出への変更は可能でしょうか。
・現在使用している書式一式を開示頂けますでしょうか。

№28の回答を参照してください。

30
東村山市立公園
指定管理者業務
仕様書

P7.6.(5)市民やボランティ
ア等との協働事業の推
進

今回の管理対象施設に関わる市民協働の実績について、過去3か年分を一覧でご
教示いただけないでしょうか。

市民協働の実績については、協定を締結している3団体について、別紙資料6「協働事業実
績一覧」に協働事業の実績を示します。参照してください。

31
東村山市立公園
指定管理者業務
仕様書

P9.8(1)　公園実態調査に
関する業務

公園実態調査の契約金額と仕様詳細の決定については事業者選定後の協議とあ
りますが現時点での想定予算を教えて頂けるでしょうか？

事業者説明会において説明したとおり、初年度については300万円程度の予算を想定して
います（ただし、市の予算編成過程や市議会による予算議決を経て決定されます）。

32
東村山市立公園
指定管理者業務
仕様書

P9.8.(1)公園実態調査に
関する業務

公園実態調査を踏まえて、公園施設の修繕・補修の実施、さらには地域住民や市
との協議により公園施設の再整備を実施すると記載がありますが、公園実態調査
により当初提案時より修繕費が掛かる場合などは、別途協議いただけるのでしょう
か。

公園実態調査を踏まえた修繕費についても、基本的に募集要項Ｐ6.10.市と指定管理者のリ
スク分担に記載されている、①～④に基づきます（№11、№13、№33の回答を参照してくだ
さい。）。

33
東村山市立公園
指定管理者業務
仕様書

P11.2　修繕費等につい
て

大規模改修とその他修繕の区分けはどこになりますか？かかる金額による選別と
なるのでしょうか？

原則的に市が費用を負担する「公園の大規模改修及び基幹改良」とは、市が事前に整備
実施計画等を定めたうえで、計画的・統一的に行う工事のことをいい、たとえば長寿命化計
画に基づく公園施設全体の改修工事であったり、新規取得用地における公園施設の新規
整備工事等がこれに該当します。単に金額や規模のみで区別することはしません。その
他、「修繕」「工事」の区分により費用負担基準が決まります。

34
東村山市立公園
指定管理者業務
仕様書

P11.3.（3）　備品について
当初から存在した備品の更新は、指定管理料の中から行うという認識で宜しいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

35
東村山市立公園
指定管理者業務
仕様書

P12.3備品について
指定管理者が購入した備品の所有権について協議とありますが、購入時に都度決
定するのか、事業終了時（次期事業者へ引継ぎ時）に次期事業者の要望等を踏ま
えて決定するのか、お考えをお示しください。

指定管理者が指定管理料から新たに購入したものについては、台帳等で管理し、基本的に
は事業終了時に市と指定管理者の協議により、その帰属を定めるものとします。



№ 資料名 頁数 質問内容 回答

36
東村山市立公園
指定管理者業務
仕様書

P12.4.（5）経費の負担
公園管理事務所パークセンターに関して
Park-PFIの中で事業者側の投資建設する施設を公園管理事務所機能併設の施設
として扱うことは可能でしょうか。

公募対象公園施設と公園管理事務所の併設は可能としますが、公募対象公園施設の建設
費と公園管理事務所の建設費については明確に分割することが条件であり、また、構造
上、分割することが可能であることを基本とします。ただし、別途協議によるものとします。な
お建築基準法令等による用途地域の制限も考慮したうえで提案をしてください。

37
東村山市立公園
指定管理者業務
仕様書

P12.4.（5）経費の負担
公募対象施設の収益施設に公園管理事務所（パークセンター）の機能を複合機能
（もしくは特定公園施設）として設置することは可能でしょうか。また、設置が可能な
場合の条件はありますでしょうか。

№36の回答を参照してください。

38
東村山市立公園
指定管理者業務
仕様書

P12.4.（5）経費の負担

公園管理事務所は、指定管理者が建設し、その費用は10 年間の指定管理料の中
に含められていると認識しています。令和4～5年度に暫定的に農とみどりの体験
パーク（秋津ちろりん村）を事務所とするなどの暫定対応した場合、令和4 年度と令
和5 年度の指定管理料に、新しく建設する公園事務所の「事務所管理費（建設費、
事務所備品等）」を10 等分して計上してもいいのでしょうかご教示ください。

公園管理事務所については、性能発注と捉えていただき、事務所管理費を10等分して計上
することは可とします。

39
維持管理業務水
準

植栽管理に関して
・天変地異、災害、大規模な病害（ナラ枯れ等）の対策や補修費に関しては指定管
理予算外で別途協議させて頂けますでしょうか。
・指定管理料に含まれる場合は想定されている費用をご教示いただけますでしょう
か。

募集要項P.6 10⑤の通りです。なお、大規模な病害（ナラ枯れ等）対策についての費用負担
については市との協議となります。

40 維持管理水準書 P1.1.(1)管理の基準
記載の回数については、あくまで基準であり、適正に管理できていれば回数は提案
可能という認識でよろしいでしょうか。
また、各公園における管理実績をご教示いただけますか。

・仕様書は適正管理の最低基準を示しており、管理水準を確保することが可能であれば、
回数については提案可能と考えます。

・各公園における管理実績につきましては、別紙資料1「公園管理運営に関する過去３年の
実績」、別紙資料2「令和２年度修繕費（詳細実績）」、別紙資料3「管理実績資料（清掃関係
委託）」、別紙資料4「管理実績資料（植栽地管理）」、別紙資料7「管理実績資料（北山公園
関係委託）」、別紙資料8「令和２年度公園等樹木手入れ費（詳細実績）」を参照してくださ
い。

41
維持管理業務水
準書

P1.1(1)　管理の基準
植込地及び草地管理、樹木剪定等の実施回の規定はこれまでも毎年、市内全公
園に対して実施されていた回数、基準と同等と考えてよいでしょうか？もしくはこれ
までの実績を超える回数、基準となっているのでしょうか？

管理の基準については、適正管理の最低基準を示したものです。

42

維持管理業務水
準書

P6.1.⑪　市民やボラン
ティア等との共同事業に
よる植栽地管理

市立公園の植栽地管理を行っている市民や公園ボランティアとは、引き続き連携・
協働して事業を実施すること。
上記の記載がありますが、弁財引続き連携・協働をするべき団体等をすべてご教
示ください。

№24、№30の回答を参照してください。

43

萩山公園、南台
公園公園利活用
運営事業公募設
置等指針

P2.第2 章　事業内容.2.1
事業期間

令和24 年3 月31 日以降、市と協議のうえ、公募対象施設を撤去せず、設置許可を
延伸する可能性はありますでしょうか。

萩山公園、南台公園公園利活用運営事業 公募設置等指針P11第４章「4.11(3)事業終了時
の取り扱い」のとおりです。



№ 資料名 頁数 質問内容 回答

44

萩山公園、南台
公園公園利活用
運営事業 公募設
置等指針

P3　※萩山公園の新規
取得用地について

萩山公園新規取得用地の公園整備にかかる費用負担は市と考えてよいでしょう
か？

萩山公園新規取得用地の公園整備にかかる費用は原則的に市の負担となります。
ただし、公募設置管理制度に基づく公募対象公園施設、特定公園施設の整備費用につい
ては事業者（認定計画提出者）の負担となります。

45

萩山公園、南台
公園公園利活用
運営事業 公募設
置等指針

P3.2.2※萩山公園の新規
取得用地について

用地取得後に想定している公園整備のイメージ図等をご教示ください。Park-PFIを
萩山公園で検討する際の参考とさせていただきたく存じます。

別紙資9「萩山公園平面計画図（公園整備イメージ図）」を参照してください。
現時点におきましては、「公民連携による、魅力あふれるだれもが楽しめる公園」「自転車
歩行者道とつないだ、人と緑のネットワーク形成と防災機能を有する公園」をテーマとして、
公園基本計画の検討を進めています。

46

萩山公園、南台
公園公園利活用
運営事業 公募設
置等指針

P6.3.1公募対象公園施設
の概要

萩山公園の用途制限緩和既定の前提はどのような緩和でしょうか？また緩和され
ない場合は対象公園全区域を第一種中高層住居専用地域として捉えればよいで
しょうか？

現在の用途地域については変更する予定はありません。なお、建築基準法第４８条第１項
において第一種低層住居専用地域内に建てられる建築物の種類は住宅等に限定されてい
ますが、同法第４８条第１項但し書きにおいて当該限定を緩和する特例許可が認められて
います。特例許可が認められるか否かの判断により用途地域が変更されることはありませ
ん。

47

萩山公園、南台
公園公園利活用
運営事業 公募設
置等指針

P6.3.1公募対象公園施設
の概要

萩山公園にて公募対象施設の設置を提案する場合は、第一種低層住居専用地域
及び第一種中高層専用地域の2か所において提案を求められるとのことでしたが、
本公募スケジュールでは2店舗分の出店計画等を検討することが現実的に難しく、
また、一方では採算が見込めないなど事業計画が立てられない場合も想定されま
す。
これら事業者にとっては大変厳しい条件かと考えられますが、第一種低層住居専
用地域での提案が認められなかった場合も事業者リスクとなるのでしょうか。

萩山公園、南台公園公園利活用運営事業 公募設置等指針P5第３章「3.1公募対象公園施
設の概要」のとおり、建築確認手続きの際に生じる事業リスクは認定計画提出者の負担と
なります。

48

萩山公園、南台
公園公園利活用
運営事業 公募設
置等指針

P11.4.10リスク分担

萩山公園の大部分は現在取得手続き中とのことですが、当初予定通り手続きが完
了せずに公募対象公園施設のオープンが延期となった場合の事業期間はどのよう
にお考えでしょうか。例えば、事業期間の延長が認められない場合の営業期間短
縮分の損害や事業開始時期の延期による経費の増大などは貴市負担となるので
しょうか。

事業期間は最長令和２４年３月３１日までで、Park-PFI事業期間の延長は認められません。
また、リスク分担については別紙２「リスク分担表」のとおりです。なお、№43の回答も参照し
てください。

49

萩山公園、南台
公園公園利活用
運営事業 公募設
置等指針

P11.4.11その他諸条件
萩山公園、南台公園の現状のインフラの引き込みや埋設図面の提供をお願いいた
します。

南台公園については、募集要項等応募書類「別紙8-2」を参照してください。萩山公園につ
いては、別紙資料10「萩山公園施設平面図」を示します。また、萩山公園の新規取得用地
については、別紙資料11「萩山公園（新規開設予定区域）現況平面図」を示します。
なお、その他各種図面を含めた萩山公園および南台公園の公園台帳を確認したい場合
は、窓口での閲覧・コピーを可とする対応とします。
窓口での閲覧・コピーを希望する事業者には原則として東村山市情報公開条例に規定する
手続きをとって頂くことになりますが、その際は事前にみどりと公園課までご相談ください。

50

萩山公園、南台
公園公園利活用
運営事業公募設
置等指
針

特定公園施設の管理者について。指定管理者業務の終了後（令和14年4月以降）
にも公募対象公園施設の設置・管理許可の更新を行いPark-PFI事業のみを継続
する場合、特定公園施設部分は認定計画提出者が管理許可を受けるのでしょう
か。それとも次期事業者の維持管理業務の範囲に含まれるのでしょうか。

特定公園施設については整備完了と同時に市に所有権が移りますので、指定管理者業務
の終了後、旧指定管理者がPark-PFI事業のみを継続する場合でも、特定公園施設部分の
管理については市及び新指定管理者が行うのが原則となります。ただし、法制度上、協議
により当該特定公園施設の管理についてPark-PFI事業者（旧指定管理者）に管理許可を与
える余地はあります。



№ 資料名 頁数 質問内容 回答

51
別紙１　管理対象
市立公園一覧

管理対象公園の中で、駐車場が併設されている各公園の名前、駐車場台数を教え
ていただけますでしょうか。
可能であれば別途駐車場の図面をいただけますでしょうか。

管理対象公園の中で、駐車場が併設されている公園は「農とみどりの体験パーク（秋津ちろ
りん村）」のみで、駐車台数は２５台です。駐車場の図面については簡易なものとなります
が、別紙資料12「農とみどりの体験パーク（秋津ちろりん村）駐車場図面」を参照してくださ
い。

52
別紙3　市立公園
実態調査 参考仕
様書

P2
説明会では、来年度分の実態調査の予算は、300 万円程度との説明がありました
が、2 年目、3 年目の予算はどの程度を想定していますか。

２年目、３年目の市立公園実態調査の予算については、令和４年度予算と同程度を想定し
ていますが、詳細内容については指定管理事業者と協議の上、決定したいと考えていま
す。ただし、予算にかかわるため、市の予算編成過程や市議会による予算決議を経て決定
することとなります。

53
別紙3　市立公園
実態調査　参考
仕様書

5.業務内容

説明会では、当該事業に係る業務について、コンサルタント会社等への業務発注
のような形態を想定していないとのことでしたが、具体的に指定管理者が直接実施
する業務内容と外部発注可能な業務内容をご教示いただけますか。（例えば、「5.
業務内容」に沿って役割分担をした場合等。）

外部発注に関しては、指定管事業者の判断にお任せします。
市としましては、市立公園実態調査に関する単年度事業費を積算する前提として、指定管
理者が日常公園管理と併行して実態調査を行うことを想定しています。

54
別紙3　市立公園
実態調査 参考仕
様書

P2（6）成果品の提出
電子データは、WORD 版、PDF 版にて必要部数を提出することと記載があります
が、必要部数をご教示いただけますでしょうか。

電子データにつきましては、ＣＤ－ＲＯＭ等により正副2部の提出を想定しておりますが、本
仕様書は、あくまで「参考仕様書」ですので、今後市立公園実態調査における事業者提案
を受けた上で、正式に仕様書を作成し、その中で成果品の提出についても定めていきま
す。

55
別紙4　管理事務
所整備仕様書

新管理事務所を秋津ちろりん村の事務所を改修して継続利用することは可能で
しょうか。

農とみどりの体験パーク（秋津ちろりん村）については、底地が民間借地であること、用途地
域も第一種低層住居専用地域であること等から、暫定利用以外の方法（改修工事による継
続利用等）は想定していません。

56
別紙4　管理事務
所整備仕様書

公園管理事務所について整備内容に記載されている諸条件以外において、規定、
制限はあるでしょうか？具体的には建物構造、規模、ParkPFI施設との併設等に関
してお教えください。

公園管理事務所については、募集要項等応募書類「別紙4」の整備内容に記載されている
機能を有している施設とします。また、別紙4記載の諸条件以外には、都市公園法、建築基
準法、東京都福祉のまちづくり条例、東村山市立公園条例等の関係法令等を遵守するもの
とします。
公募対象公園施設との併設については№36の回答を参照してください。

57
別紙4　管理事務
所整備仕様書

P2.2　整備内容
「整備仕様書」に記載された「事務用品等（リースを想定）」、「事務所経費」が「実績
に基づく参考資料」の「事務所管理費（建設費、事務所備品費等）」、「運営経費」に
それぞれ該当するとういう認識で良いでしょうか。

お見込みのとおりですが、事務所経費には事務用品等の他、建設費も含まれておりますの
で、整理をすると以下の通りとなります。
　5,082千円（事務所建設費と事務所備品等）
　2,171千円（事務所経費）



№ 資料名 頁数 質問内容 回答

58
別紙4 管理事務
所整備仕様書

想定される使用人数をご教示いただけますでしょうか。 別紙資料5「人件費　積算根拠（内訳）」を参照してください。

59
別紙4 管理事務
所整備仕様書

駐車場は必要でしょうか。もし必要な場合は、必要台数をご教示いただけますで
しょうか。

駐車場を設ける場合は、指定管理者用、行政の庁用車用、利用者用、障害者用の最低4台
の駐車スペースを設けることが望ましいと考えます。

60
別紙4 管理事務
所整備仕様書

建物状況調査ははすでに行われているのでしょうか。もし、建物状況調査がすでに
行われている場合は、調査結果をご提示いただけますでしょうか。

農とみどりの体験パーク（秋津ちろりん村）の建物状況調査は実施していません。

61
別紙4 管理事務
所整備仕様書

土地の地盤データをご提示いただけますでしょうか。 農とみどりの体験パーク（秋津ちろりん村）の土地の地盤データはありません。

62
別紙5　評価項目
と配点

評価項目ごとの配点は公開されますか？ 東村山市指定管理者制度事務取扱要領により、評価項目ごとの配点は公表しません。

63
別紙5　評価項目
と配点

提案金額のような数値でのみ評価を行う項目に関しては提案内容と評点の対応表
のようなものはご教示いただけますか。

提案内容と評点の対応表については、東村山市指定管理者制度事務取扱要領に基づき公
表しません。募集要項等応募書類「別紙５」を参照してください。

64
別紙5　評価項目
と配点

3.(2)③
市民協働担当者に関して
・市民協働の経験とノウハウを十分に持った人材の配置、と記載があるが、東村山
市の考える市民協働のノウハウとはどんなことかご教示いただけますでしょうか。

№27の回答を参照してください。

65
別紙5　評価項目
と配点

5.（3）
設置管理許可使用料の多寡の項目では、市に納入する合計金額のみが評価対象
となるのでしょうか。あるいは、面積単価や歩合の割合が評価対象となるのでしょう
か。

設置管理許可使用料の多寡の項目では、市に納入する使用料の事業期間中の総合計金
額が価格評価の対象となります。面積単価や歩合の割合についてはそれ自体で独立して
評価の対象とすることはしません。

66 別紙6 確認書
「東村山市本町地区プロジェクト基本協定」及び別冊「まちづくり計画」の資料をご
提示いただけますでしょうか

「東村山地区本町地区プロジェクト基本協定」および別冊「まちづくり計画」については、東
京都と株式会社東京工務店で締結した協定であり、事業者決定後に決定事業者に提示し
ます。



№ 資料名 頁数 質問内容 回答

67 別紙6 確認書 天王森公園に公園管理事務所を設置することは可能でしょうか？ 現時点では、天王森公園への公園管理事務所は建設不可と考えています。

68 別紙6 確認書
天王森公園でのこれまでの文化スポーツ、地域連携事業、イベントの実績について
ご教示ください。

天王森公園において例年実施する主なイベントは以下のイベントです（令和2年、3年は新
型コロナウィルス感染拡大防止の観点より中止）。
・9月（2日間）　どんこい祭り（主催：どんこい祭実行員会）
・11月（2日間）　東村山市民産業まつり（主催：東村山市民産業まつり実行委員会）

69 別紙6 確認書
東村山市本町地区まちづくりプロジェクト事業区域内の住民からの苦情・要望につ
いて、これまでどのようなことがあったのかご提示いただけますでしょうか。

天王森公園における近隣住民からの主な苦情・要望は以下の通りです。
・花火をしている来園者がいる。花火は禁止ではなか。
・犬の散歩をして、リードを放している来園者がいる。
・ごみやタバコの吸い殻が落ちている。
・ボール遊びをする子供たちがいて、ボールが車にあたる。
・園内の公園灯が暗い。
・早朝よりラジコンをしている利用者がいて何とかしてほしい。

70 別紙7-1
北山公園の管理については別紙7-1に記載のある業務の仕様(内容や回数)は継
続して必須で行うという認識でよろしいでしょうか。

募集要項等応募書類「別紙7-1」については、市では管理水準を維持するために、適正管
理の最低限の基準と考えています。管理水準を確保することが可能であれば、回数につい
ては提案可能と考えます。

71

様式9　東村山市
立公園指定管理
者
事業計画書の構
成

P3　事業計画書策定に
おける留意事項

事業計画書（本編）については、白黒で記入して下さい。と記載がありますが、文字
のみ白黒記入であり、図表・写真はカラーで記入してもよいという認識でしょうか。
また、図表・写真も白黒記入が必須とする場合に、電子データではカラーで記入し、
印刷時に白黒で印刷し提出しても問題ないでしょうか。

図表・写真も白黒記入を必須とします。ただし、電子データはカラーで記入し、印刷時に白
黒で印刷し、提出するということは差し支えありません。

72 別記様式4
別記様式4に記載した事項は、応募団体の管理運営実績（能力）として、評点の対
象としていただけるという理解でよいでしょうか。

お見込みのとおりです。

73
様式10-2
様式10-3

様式10-2および様式10-3の別紙を添付する際の綴じる順序および綴じ方
について、それぞれの様式の直後に折り込んで綴じるのでもよいでしょう
か。

それで構いません。



№ 資料名 頁数 質問内容 回答

74 様式10-3 別紙として添付する関連図面について枚数の上限はありますか。

・「※関連図面」の添付必須書類の他、事業計画の内容の理解を助けるための資料として、
別紙（カラー刷可）をさらに添付することも可能です。この場合の別紙添付可能枚数は１公
園毎３枚程度を上限とします。もっとも、主な評価の対象は事業計画（本編）のため、「別紙
資料を参照のこと」等と記入して、別紙に主な内容等を記入するような手法はとれません。

75 様式10-6
土地等使用料の提案額の中に②売上額の一部（歩合制）の欄がありますがこの金
額形状の算定ルールや評価への採点基準等についてお教えください。またこちら
の支払いは任意と考える事項でしょうか？

②売上額の一部（歩合制）の欄については金額計上の算定ルールはありません。事業者の
任意の提案となります。
また、使用料の価格評価の方法については、№65の回答を参照してください。

76
実績に基づく参
考資料

記載されている金額は税込表示でしょうか。 お見込みのとおりです。

77
実績に基づく参
考資料

②公園管理運営の費用の小計が149,800千円となっていますが、４月のサウンディ
ングのための説明会時に配布された資料での金額（157,660千円）と比べて786万
円の減額となっています。その理由をご教示ください。

東京都と東村山市で「河川維持業務」として委託協定を締結し管理している「空堀川の緑道
維持管理」については、引続き、東村山市の直営管理としたため「公園管理運営費」がその
分減額となっています。

78
実績に基づく参
考資料、人件費

職員給与等の詳細をご提示いただけますでしょうか。（役職、人数、労働条件（勤務
日）、等）

別紙資料5「人件費　積算根拠（内訳）」を参照してください。

79
実績に基づく参
考資料　委託費

公園等樹木手入れ費、緑道等植込み手入れ費、公園等清掃費の費用の詳細をご
提示いただけますでしょうか。
（委託の仕様書、公園別の数量、頻度、等）

別紙資料1「公園管理運営に関する過去３年の実績」、別紙資料3「管理実績資料（清掃関
係委託）」、別紙資料4「管理実績一覧（植栽地管理）」、別紙資料8「令和２年度公園等樹木
手入れ費（詳細実績）」、別紙資料13「実績に基づく参考資料（補足資料）」を参照してくださ
い。

80
実績に基づく参
考資料

委託費（実績）に関して
・植栽管理費、清掃費、点検費、調査費など委託業務における委託先と委託内容
詳細、発注項目ごとの金額についてご提示頂けますでしょうか。

別紙資料1「公園管理運営に関する過去３年の実績」、別紙資料3「管理実績資料（清掃関
係委託）」、別紙資料4「管理実績資料（植栽地管理）」、別紙資料7「管理実績資料（北山公
園関係委託）」、別紙資料8「令和２年度公園等樹木手入れ費（詳細実績）」を参照してくださ
い。

81
実績に基づく参
考資料

本事業に関連する過去3か年分の委託業務に関する委託費及び委託先の情報を
ご教示願います。

別紙資料1「公園管理運営に関する過去３年の実績」、別紙資料3「管理実績資料（清掃関
係委託）」、別紙資料4「管理実績資料（植栽地管理）」、別紙資料7「管理実績資料（北山公
園関係委託）」を参照してください。
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82
実績に基づく参
考資料

現在、市が委託している福祉作業所や地域団体との契約に関して
・契約先一覧、契約内容（契約料含む）についてご提示いただけますでしょうか。

№2の回答を参照してください。また、別紙資料1「公園管理運営に関する過去３年の実
績」、別紙資料3「管理実績資料（清掃関係委託）」、別紙資料4「管理実績資料（植栽地管
理）」を参照してください。

83
実績に基づく参
考資料　修繕費

修繕費について詳細をご提示いただけますでしょうか。
（修繕内容、修繕項目、修繕項目別・公園別の費用、等）

別紙資料1「公園管理運営に関する過去３年の実績」、別紙資料2「令和2年度修繕費（詳細
実績）」、別紙資料13「実績に基づく参考資料（補足資料）」を参照してください。

84
実績に基づく参
考資料

過去３年間程度の、施設や設備の修繕費・補修工事費および備品の更新費等の
金額と内訳をご教示ください。

別紙資料1「公園管理運営に関する過去３年の実績」、別紙資料2「令和2年度修繕費（詳細
実績）」を参照してください。

85
実績に基づく参
考資料　委託費

市立公園（消耗品費、原材料費、燃料費、医薬材料費）、農とみどりの体験パーク
（諸材料費、手数料、備品購入費）、市民ボランディア対応（消耗品費、原材料費）
の詳細（内容、数量、）をご提示いただけますでしょうか。

別紙資料1「公園管理運営に関する過去３年の実績」、別紙資料13「実績に基づく参考資料
（補足資料）」を参照してください。

86 配布資料全般
資料中に記載のある金額は特に断りがないものは全て税込みで記載されていうと
いう認識で間違いありませんか。

お見込みのとおりです。

87 該当資料無し

シチズンの総合グラウンドの管理運営が本事業に追加される場合、市の費用負担
で新たに整備予定の公園施設、および撤去予定の既存施設があればご教示くださ
い。また、利用者受付の窓口となる管理棟のような施設は管理範囲内に当初から
ありますか。

市では当該施設については用地取得に向けて検討を進めているところですが、詳細につい
ては現時点では回答を差し控えさせていただきます。


