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千葉県立柏の葉公園 指定管理者募集要項 

 
 千葉県立柏の葉公園の指定管理者を募集します。 

 

１ 対象施設の概要 

（１）名 称 

千葉県立柏の葉公園 

（２）所在地 

柏市柏の葉４－１ 

（３）施設の沿革、概要 

本公園は、東葛飾地域のほぼ中央部に位置し、柏通信所跡地の一部を昭和６０年

度に整備を始め、平成２２年度に完成した都市公園であり、４５ヘクタールという

広大な敷地において、芝生広場、多種類の樹木林、花壇など豊かな自然が楽しめる

ほか、総合競技場、体育館、野球場、庭球場などのスポーツ施設、さらに日本庭園

をはじめとする文化施設を有している広域公園です。 

（４）設置の目的及び管理運営方針 

県立都市公園は良好な都市環境の保全、スポーツ･レクリエーション、防災、景観

形成などを目的として設置された公の施設です。 

本公園は、「健康・文化・みどり」をテーマとしており、スポーツ・レクリエーシ

ョンが楽しめるにぎわいのある公園、また豊かな自然が保全された地域の防災拠点と

しての公園を目指しています。 

指定管理者は以下の方針に従い、本公園の管理運営に努めることとします。 

① 施設等の管理にあたっては、その機能や特性を十分理解し、利用者が安全で快適

に利用できるよう適正な管理を行うこと。 

なお、総合競技場については、全国レベルの大会等を開催できる水準を維持する

ための管理に努めること。 

② 利用者等の意見を反映した管理運営を行うこと。 

③ 公園内の事故の防止及び防犯等に努め､利用者が安心して利用できるような体制

の確立に努めること。 

④ 災害時の避難地としての機能を確保できる管理運営を行うこと。 

⑤ 植物管理に伴い発生する木や枝等については、園内でリサイクルするなど環境に

配慮した管理運営を行うこと。 

⑥ 県民のみどりに関する相談及び都市緑化に関する意識の向上を目指すこと。 

⑦ 千葉県では県有施設トイレ利用者が快適に利用できるためトイレ美化の取組を行

っており、公園内のトイレについても同様な取り組みを行うこと。 

（５）各施設の概要、供用時間及び休業日等 
   参考資料－１、２、３参照 
（６）各施設の利用者数 
   平成２４年度～平成２７年度の状況 
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   参考資料－４参照 
（７）収支状況 
   平成２４年度～平成２７年度の状況 
   参考資料－５参照 
 
２ 指定管理者の業務の範囲 

（１）施設等の運営に関する業務 
①公園センター､総合競技場、コミュニティ体育館､野球場、庭球場などの施設運営と

利用促進活動 

②有料施設の利用承認や料金徴収（総合競技場､体育館､野球場、茶室､庭球場､駐車場

等） 

③みどりの相談所の運営 

④利用者の満足度調査､ニーズ調査及び利用者数調査の実施 

  ⑤県民やボランティアとの協働事業の推進 

⑥有料施設等における利用調整会議を柏土木事務所と共同で実施 

（２）施設等の管理に関する業務 
①公園施設に係る維持・管理・保守･点検・修繕に関する業務 

②公園内の清掃業務 

③園内の定期的巡回及び夜間警備 

④千葉県立都市公園条例第６条に定める禁止行為に関する対応 

⑤公園利用者や周辺住民等の要望や苦情の対応 

⑥柏土木事務所への業務報告（月報、四半期報告書、年度事業報告書の提出等） 

（３）その他の業務 
①事故及び緊急時の対応及び県への報告 

②風水害・地震時等の配備体制の確立と被害状況報告及び応急措置 

③その他指定管理者の自主事業及び管理上必要と認める業務を行うこと 

④指定管理者が管理する施設以外（周辺を含む）の管理者との連携を図ること 

 

３ 業務の基準 

（１）公園の管理運営にあたっては,次の関係法令等の規定を遵守すること。 

①都市公園法、都市公園法施行令、都市公園法施行規則 

②千葉県立都市公園条例、千葉県立都市公園条例施行規則 
③地方自治法 

④労働基準法、最低賃金法及び健康保険法等の労働関係諸法令 

⑤施設維持、設備保守点検に関する法規 
⑥その他関連法規 

なお、指定管理者が公園の利用者に対して行う承認その他の処分には、千葉県行政

手続条例（平成 7 年千葉県条例第 48 号）が適用されるので留意すること。 
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（２）指定管理者は、「指定管理者の業務の範囲」に掲げる業務（以下「指定管理業務」と

いう。）のほか、公園内において、自らの企画提案により実施する事業（以下「自主事

業」という。）を実施することができるが、自主事業は公園の設置目的の達成に資する

と認められ、かつ、指定管理業務を妨げないものとすること。また、事業計画書に実

施内容を記載するとともに、実施にあたっては事前に県に協議するとともに、必要に

応じて法令に基づく許可を得ること。 
なお、総合競技場、野球場、コミュニティ体育館等国有地の無償貸付地内にある公

園施設については､当面営利を目的とした事業については制限があります。 
（３）公園の管理の業務（自主事業を含む）の経理は、指定管理者が実施する他の事業と

明確に区分し、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備すること。また、県が

必要と認めるときは、その報告や実地調査に誠実に応じること。 
（４）公園の指定管理者が作成し、又は取得した文書（公園の管理の業務に係るものに限

る。以下「管理文書」という。）は、千葉県情報公開条例（平成 12 年千葉県条例第 65
号）に規定する行政文書に準ずるものとして適正に管理を行うこと。 

   なお、指定管理者は、管理文書の分類、保存及び廃棄に関する基準その他管理文書

の管理に関し、必要な事項を年度毎に定め、県に報告し了承を得るものとします。（管

理開始年度の基準等については、指定管理者になる団体が管理開始日の７日前までに

県に報告し了承を得る。） 
（５）指定管理者が保有する管理文書について、知事に対し千葉県個人情報保護条例（平

成５年千葉県条例第１号）に基づく個人情報の開示の請求又は千葉県情報公開条例に

基づく行政文書の開示の請求があった場合において、知事からこれらの請求に係る管

理文書の提出を求められたときは、これに応ずること。 
（６）指定管理者（個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第２条第３項

に規定する「個人情報取扱事業者」に該当するものを除く。）は、公園の管理の業務に

係る個人情報について、千葉県個人情報保護条例第 53 条の規定に基づく「事業者が

行う個人情報の適正な取扱いに関する指針」に基づき適正に取り扱うこと。 
（７）指定管理者が行う公園の利用者に対する各種の指導については、千葉県行政手続条

例第４章の規定の適用はないが、指定管理者は、これらの指導に当たっては、県の機

関に準ずるものとして、同章の趣旨にのっとり適切に行うこと。 
（８）施設設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。 
（９）省資源や省エネルギーの推進など、「千葉県庁エコオフィスプラン」の趣旨に基づい

た取組みを実施すること。 
（10）指定管理者は業務の全部（又は主要な部分）を第三者に対し委託しまたは請負

わせないこと。 

（11）公園施設等での事故に備え､「保険」に加入すること。 

（12）指定管理者により管理運営されていることを示すため､指定管理者名と連絡先を

表示すること。 

（13）指定管理者が行う業務の詳細については別添管理運営基準によること。 
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４ 指定の期間 

  平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日までとします。 
ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは指定を取り消すことが

あります。 
 

５ 応 募 

（１） 応募資格 
法人その他の団体（個人での応募はできません。）又はそのグループであって、次の

全ての条件を満たすものとします。 
  ① 千葉県内に事業所又は事務所を有する法人又はその他の団体であること。 

② 会社更生法、民事再生法等による手続きをしている団体でないこと。 
  ③ 直近１年間の法人税、消費税、地方消費税、県税及び市町村税の滞納がないこと。 
  ④ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第１６７条の４の規定により、本県

から入札の参加者資格を取り消されていないこと。 
  ⑤ 千葉県から指名停止措置を受けていないこと。 

⑥ 役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいないこと。 
  ⑦ 次に掲げる暴力団排除措置事由に該当しないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77
号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定するものをいう。以下同

じ。）又はそれらの利益となる活動を行う団体であるとき。 
イ 役員が暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員若しくはこれに準ずる者

（以下「暴力団関係者」という。）であるとき又は暴力団関係者が経営に実質的に

関与しているとき。 
ウ 役員が、自社、自己もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与

える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 
エ 役員が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき。 
オ 役員が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると

き。 
カ 役員が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどして

いるとき。 
（２）グループ応募 

本公園のサービスの向上並びに業務の効率的な実施を図るうえで必要な場合は、複数

の法人等（以下「グループ」という。）が共同して応募することができます。この場合

は、次の事項に留意して申請してください。 
① グループにより申請をする場合は、グループの名称を設定し、代表となる法人等を

選定すること。なお、代表となる法人等以外は、当該グループの構成団体として扱い

ます。 
また、代表となる法人等又は構成団体の変更は認めません。 
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② グループ応募については、グループ（共同体）応募届（様式第４号）、グループ（共

同体）構成団体業務分担表（様式第５号）、グループ（共同体）協定書（様式第６号）

を提出してください。 
③ グループの構成員は、他のグループの構成員となり、又は単独で申請を行うことは

できません。 
 
６ 提出書類 

  申請に当たっては、以下の書類を県に提出していただきます。なお、県が必要と認め

る場合は、追加資料の提出を求めることがあります。また、提出された書類の内容を変

更することはできません。 
（１）指定申請書（千葉県公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平

成 16 年千葉県規則第 52 号）別記様式） 

（２）事業計画書（様式第１号） 
（３）関係書類 

① 団体概要書（様式第２号） 
② 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書、収支

決算書その他の団体の財務状況を明らかにする書類 
③ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他、団体の業務の

内容を明らかにする書類 
④ 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類 

  ⑤ 法人の履歴事項全部証明書及び印鑑証明書（法人のみ） 
  ⑥ 団体の役員名簿及び役員の履歴書 
  ⑦ 法人税、消費税及び地方消費税、千葉県税、市町村税（本店及び県内事業所にかか

るもの）の各納税証明書（直近１年間） 
⑧ 労働者災害補償保険に加入していることを証する書類（従業員を雇用していない事

業者は除く。） 
⑨ 本要項５応募（１）①～⑦の全てを満たす旨の宣誓書（様式第３号） 
⑩ グループによる応募に当たっては、グループ構成員となる全ての法人等の上記関係

書類に加え、次の書類を提出してください。 
・グループ（共同体）応募届（様式第４号） 
・グループ（共同体）構成団体業務分担表（様式第５号） 
・グループ（共同体）協定書（様式第６号）    

（４）提出部数 
   提出部数は、正本１部、副本１５部（副本は複写可）とします。 
   副本は、のり付け等により冊子状に綴じたり、ホチキスで留めたりしないで、穴あ

きファイルを使用して下さい。 
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７ 管理運営経費等 

（１）管理運営経費 
 ア）事業計画・収支計画 

・現在の税制改正関連法の下では、平成２９年４月１日から消費税及び地方消費

税に係る税率（以下「消費税率」という。）が１０％に引き上げられることとな

っているため、提案に当たっては消費税率１０％で策定してください。 
 イ）利用料金 

・柏の葉公園の利用に係る料金は指定管理者の収入とし、管理運営経費に充てるもの

とします。 
・指定管理者は、千葉県立都市公園条例に定める範囲内で利用料金を設定してい

ただきますが、消費税率が１０％に引き上げられた場合、利用料金単価の範囲（試

算）は参考資料－６のとおりとなります。なお、設定にあたり知事の承認が必要で

す。 
・ただし、条例の改正内容によっては、消費税率引上げ後の利用料金単価の範囲が別

紙のとおりとならない場合がありますので、その場合には別途協議することとしま

す。 
・総合競技場及び野球場において、営利を目的とする催物に専用使用する場合に

係る使用料については、利用料には含まれません。 

・利用料金の免除・減額については､県では｢使用料及び手数料条例｣及び｢使用料

手数料条例施行規則｣等により実施されているところであり､引き続き実施をお

願いします。 

   （現行の減免規定：参考資料－７参照） 

ウ）千葉県の負担 
  ・柏の葉公園の管理業務に係る千葉県負担については、以下の参考金額以内とし

て申請してください。 
・なお、以下の参考金額についても、消費税率の引上げを考慮した額としています。 
・今後の法改正により、消費税率が平成２９年４月１日から１０％に引き上げられな

い場合には、別途協議により、消費税率１０％での収支計画を基に、実際の消費税

率を踏まえて、所要の調整を行ったものを協定金額とします。（消費税率の引上げが

延期された場合、引上げまでの間の消費税率を８％に調整した金額を協定金額とし

ます。） 
  （参考金額） 

 平成２９年度  １８７，８５５千円（消費税率 10％） 
      平成３０年度  １８７，８５５千円（   〃    ） 
      平成３１年度  １８７，８５５千円（   〃    ） 
      平成３２年度  １８７，８５５千円（   〃    ） 
      平成３３年度  １８７，８５５千円（   〃    ）   

合  計   ９３９，２７５千円（   〃    ） 
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（２）指定管理料の支払い 

   事業計画において提示のあった金額に基づき、年度ごとに予算額の範囲内で指

定管理者と協議を行い、協定を締結した後、事業計画書に基づき四半期ごとに請

求に応じて概算払いをします。 

（３）管理口座 

公園の管理運営に係る収入と支出は、法人等自身の口座とは別の口座で管理し

てください。 

（４）指定期間中の施設の大規模修繕・変更予定 
   現在、予定はありません。 
 

８ 指定管理者と千葉県の役割分担及び危険負担 

指定管理者と千葉県の役割分担は表－１のとおりとします。 

また、指定管理者と千葉県の危険負担は表－２のとおりとします。 

ただし、表－１及び表－２に定める事項に疑義がある場合又は定めのない事項が

生じた場合は､指定管理者と県が協議のうえ､役割分担及び危険負担を決めるものと

します。 

 

表－１ 役割分担 

項目 千葉県 指定管理者 

維持管理（植物管理、施設管理、清掃、補修修繕、

安全管理、光熱水費支出等） 

○ 
(小規模以外の

補修) 
◎ 

運営管理（企画調整、利用指導、案内、警備、苦

情対応、料金徴収、県民協働、利用促進活動等）  ◎ 

管理事務所、倉庫内等の物品管理  ◎ 
災害時対応（待機連絡体制確保、被害調査･報告、

応急措置） 
○ 

（指示等） ◎ 

災害復旧（本格復旧） ◎  

法的管理（占使用許可） ◎  

整備、改修 ◎  

包括的管理責任（管理瑕疵を除く） ◎  
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表－２ 危険負担 
危険負担表 

種類 内容 
負担者 

県 指定 
管理者 

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ 
金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 
周辺地域・住民及び

施設利用者への対応 
地域との協調  ○ 
施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者からの 

反対、訴訟、要望への対応 
 ○ 

上記以外 ○  
法令の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 
税制度の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○  

一般的な税制変更  ○ 
政治、行政的理由に

よる事業変更 
政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が  

生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経

費及びその後の維持管理運営経費における当該事情による増

加経費負担 

○  

不可抗力 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴

動その他の県又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことの

できない自然的又は人為的な現象）に伴う、施設、設備の修

復による経費の増加及び事業履行不能 

○  

書類の誤り 仕様書等県が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  
事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りによるもの  ○ 

資金調達 経費の支払い遅延（県→指定管理者）によって生じた事由 ○  
経費の支払い遅延（指定管理者→業者）によって生じた事由  ○ 

施設・設備の損傷 経年劣化によるもの（小規模なもの）  ○ 
    〃    （上記以外） ○  
第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの 

（小規模なもの） 
 ○ 

  〃  （上記以外） ○  
第三者への賠償 管理者としての注意義務を怠ったことにより損害を与えた 

場合 
 ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 ○  
セキュリティ 警備不備により情報漏洩、犯罪発生  ○ 
事業終了時の費用 指定管理業務の期間が終了した場合又は期間中途における 

業務を廃止した場合における事業者の撤収費用 
 ○ 
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９ 質問事項の受付及び回答 

（１）質問事項の受付 
  募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 
  ①受付期間  平成２８年７月２６日(火)から平成２８年８月１０日(水)まで 
  ②受付方法  質問書（様式第７号）に記入のうえ、ＦＡＸ又は電子メールで提

出してください。 
         FAX：043-222-6447、E-Mail：kouen1@mz.pref.chiba.lg.jp 
（２）質問事項の回答 

質問に対する回答は、平成２８年８月２２日（月）までに千葉県ホームページの公

園緑地課のページ（http://www.pref.chiba.lg.jp/kouen/index.html）に掲載します。 
 
10 現地説明会の実施 

 現地説明会を次により開催します。参加者は各応募者２名以内とし、参加希望の

団体は平成２８年７月２５日（月）午前１２時までに法人等の名称及び参加する方

の氏名をあらかじめ連絡してください。 
  ① 開催日時  平成２８年７月２６日（火） 午前１０時から 
  ② 開催場所  柏の葉公園 公園センター会議室（２階） 

 ③ 連 絡 先  千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課県立公園室 

          担当者 小野、板垣 

      電 話：０４３－２２３－３２４１ 

    

11 申請書提出先及び提出期間 

（１）提 出 先  千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課県立公園室に持参して下

さい。 
         郵送、電子メール、ファクシミリでの提出は認めません。 
（２）提出期間  平成２８年９月１日(木)から平成２８年９月１２日(月)まで（県の

休日を除く）の午前８時３０分から午後５時までとします。 
         事前に電話により提出時間の予約申込みをお願いします。 
 
12 選定方法 

（１）提出された提案書類をもとに表－３の審査基準に沿って、外部有識者等に意見

を求めた上で、指定管理者（候補者）選定委員会において候補者を選定します。 
（２）選定審査において、申請者である法人その他の団体の代表者又は代理の方のプ

レゼンテーションをお願いします。（時間、場所については申請者に後日連絡し

ます。） 
（３） グループで応募した団体については、選定審査に先立ち、選定委員会において、

提出された書類（上記６、（３）関係書類、様式第４号以下）に基づき、グルー

プ化の理由、構成団体の業務・責任分担等について表－４に沿って審査を行いま

す。 



12 

 
表－３ 都市公園指定管理者審査基準 

【必須項目の審査】 

 ・「１点」を標準とし、優れたものについては特に加点。各項目とも３点満点。 
・ 標準に満たない場合は０点。意見聴取した外部有識者等の過半数が０点を付けた審査内容があ

り、選定委員会がこれを適切な評価と認めた場合は失格。 

 

【一般項目の審査】 

選定基準 審査項目 審査内容 配点 
 
事業計画書の
内容が、当該公
の施設の効用
を最大限に効
果的に効率的
に発揮させる
ものであるか。
 （指定手続条
例第３条第２
号） 

利用者の増加を図
るための具体的手
法及び期待される
効果 

年間を通じた広報計画やイベントの開催など利用者
を増加させる具体的な取組みは適切か。その効果と
実現性はどうか。 
また、取組みにおける地域、関係機関、ボランティ
ア等との連携が図れているか。 

40 

10 

サービスの向上を
図るための具体的
手法及び期待され
る効果 

施設運営や自主事業の提案などサービス向上を図る
取組みが、施設の設備・機能を活用した施設の設置
目的の達成に資するものとなっているか。 

10 

利用者ニーズへの対応や利用者からの苦情への対応
が適切か。 5 

施設の維持管理の
内容、適格性及び
実現の可能性  
  

日常的な施設の安全管理や公園利用者の安全確保の
具体的な方法が示されているか。また、事故や災害
の発生時の危機管理に係る具体的な対応が示されて
いるか。 

10 

植物・施設(トイレなどを含む)等の維持管理を適正に
実施できる具体的な計画が立てられているか。 5 

管理に係る経費の
縮減効果（又は収
益性の確保） 

県が想定した参考金額をどの程度下回っているか。
＊１ 20 20 

      
事業計画書に
沿った管理を
安定して行う

収支計画の内容、
適格性及び実現の
可能性 

収入、支出の積算と事業計画の整合性は図れている
か。＊２ 30 

5 
収支計画の実現可能性はあるか。 
また、一般管理費の算出方法は適切か。＊３ 5 

選定基準 審査項目 審査内容 配点 
事業計画書の内容

が県民の平等な利

用を確保すること

ができるものであ

るか（指定手続条

例第３条第１号） 

施設の設置目的

及び県が示した

管理の方針 

施設の設置目的を理解しているか。 ３ 
県が示した管理の方針と事業者が提案した運

営方針が合致するか。 
３ 

経営理念や労働関係法令等についてのコンプ

ライアンスの取組等、団体の経営モラルは適切

か。 

３ 

平等な利用を図

るための具体的

な手法及び期待

される効果 

事業内容等が一部の県民、団体に対して不当

に利用を制限又は優遇するものではないか。 
３ 

社会的弱者へ配慮されているか。 ３ 
個人情報の取扱は

適正か 
個人情報関保護

の取組 
個人情報保護のための適切な措置がとられて

いるか。 
３ 
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ために必要な
能力（人員、財
政的基盤等）を
有しているか。
（指定手続条
例第３条第３
号） 

安定的な運営が可
能となる人的能力 

業務を円滑に推進できる職員の配置や業務分担がな
されているか。 
職員の指導育成、研修体制は十分か。 
職員採用が必要な場合の方策は適切か。  ＊４ 

10 

安定的な運営が可
能となる財政的基
盤 

財務状況は健全であり、業務を確実に行える経営的
に安定した団体であるか。 ＊５ 5 

類似施設の運営実
績 

施設の管理にどの程度実績があり、良好な管理運営
できる可能性はどうか。 5 

その他 地域貢献 物品・役務の地元調達が計画されているか。 
近隣住民や近隣施設等との連携による地域活性化や
、地域での取組への貢献が期待できるか。 10 

5 

地域の美化、防犯・防災、災害復旧の活動が計画さ
れているか。 5 

合   計   100 
＊１ 各申請者の経費の見積額の採点方法  

  最低提案額を満点(20 点)とし、最低提案額から参考金額の１％相当分額が上がるごとに１

点ずつ減点し最低点数は 0 点とします。 
なお、次項により選定の対象外となった提案における提案額は、経費の見積額の採点の対

象としません。 
＊２、＊３、＊４、＊５ 次に該当する場合は、選定の対象外とします。 

  意見聴取した外部有識者等の過半数が 0 点の採点をし、選定委員会がこれを適切と認めた

場合。 
 ＊２、＊３、＊４、＊５ 内容精査のため、県が必要と認める場合は、追加資料の提出を求

めることがあります。 
 
 表－４ グループ応募に係る団体審査基準 
 

選定基準 審査項目 審査内容 配点 
事業計画書に沿った管

理を安定して行うため

に必要な能力（人員、

財政的基盤等）を有し

ているか。（指定手続条

例第３条第３号） 

グループで応

募する団体に

係る確認事項 

グループの設立の経緯は明らかになっ

ているか 10 

グループ応募する必要性・理由は妥当

なものか 10 

構成団体の役割分担及び責任分担は明

らかになっているか 10 

構成団体の人員配置は妥当であるか 10 

各団体の経費配分は妥当であるか 10 
※各項目の必要点数は５点以上とし、かつ、合計の点数が３５点以上で適格とします。 
 
 
13 申請に要する経費 

  申請に要する経費等はすべて申請者の負担とします。 
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14 無効又は失格 

  以下の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがあります。 
① 申請書の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかったとき 
② 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 
③ 申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 
④ 虚偽の内容が記載されているもの 
⑤収支計画書に記載されている指定管理料収入の金額が、「７（１）管理運営経費」

に示す参考金額を超えているもの 
⑥「５（１）応募資格」の①～⑦のいずれかの条件を欠いたとき 
⑦その他、選定委員会で協議の結果、審査を行うに当たって不適当と認められる

もの 
 

15 選定結果 

  選定委員会で候補者に選定された団体については、平成２８年１０月中旬頃に千

葉県ホームページに掲載します。また、選定結果の詳細については、平成２８年  

１０月下旬頃に千葉県ホームページに掲載します。 
  

16 指定管理者の決定及び協定 

（１）指定管理者は平成２８年１２月千葉県議会の議決を経て決定（指定）されます。 
（２）指定後、県と指定管理者の協議に基づき、管理に関する協定を締結します。 
 
17 スケジュール 

公募から管理開始までの主なスケジュールは次のとおりです。 
平成２８年 ７月１５日（金） 募集要項公表・配布開始 

２６日（火） 現地説明会 
質問事項受付開始 

８月１０日（水） 質問事項締切 
９月 １日（木） 申請書受付開始 
９月１２日（月） 申請書提出期限 
９月２６日（月） プレゼンテーション 

                外部有識者等からの意見聴取 
１０月中旬     選定委員会で候補者の審査・選定 

     選定団体の公表 
１０月下旬     選定結果の詳細の公表 
１２月         指定管理者の議決 

平成２９年 １月          指定管理者の指定 
 ３月             協定書の締結 

                管理業務の引継ぎ 
４月 １日    指定管理者による管理開始 
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18 業務の継続が困難になった場合等の措置 

（１） 指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合又はそ

のおそれが生じた場合は､千葉県は指定管理者の指定を取り消し､若しくは業務の

全部若しくは一部を停止させることができます。この場合､指定管理者は、千葉県

に生じた損害を賠償するものとします。 
（２） 不可抗力その他千葉県又は指定管理者の責めに帰することができない事由によ

り業務の継続が困難となった場合には､千葉県と指定管理者は事業の継続の可否

について協議し、継続が困難と判断したとき、指定管理者の指定の取消を命ずる

ことができるものとします。  
 
19 その他 

（１）提出書類は必要に応じ複写します。使用は県庁内及び選定委員会等において、

選定の検討にあたり県が必要と認めるときに限ります。 
（２）指定されなかった団体の提出書類は、指定管理者の指定の議決後９０日以内に

限り、申請者からの請求及び費用負担により原本（正本・副本）を返却します。 
（３）提出書類は情報公開の請求により、千葉県情報公開条例に基づき開示すること

があります。なお、指定されなかった団体の提出書類についても、指定の議決ま

での間に請求があった場合は同様に取り扱います。 
（４）「５ 応募（１）⑦」に該当するか否かについて、警察本部に照会を行う場合が

あります。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

問い合わせ先 
〒260-8667 千葉市中央区市場町１番１号 

 千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課県立公園室 
  担当者 小野、板垣 
 TEL043-223-3241 FAX043-222-6447 
 E-Mail kouen1@mz.pref.chiba.lg.jp 


