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千葉県立都市公園の指定管理者募集要項等に係る質問及び回答 

 

１．共通事項 

No 質問内容 回答 

共１ 様式第１号の２「収支計画表」 

様式第１号の２の２「収支計画表」の

平成３１年度分 

様式第１号の３「利用料金収入の内

訳」の記載方法について 

７ 管理運営経費等 

（１）管理運営費 

ア）・・・平成３１年４月から９月ま

では消費税率８％、平成３１年度１０

月以降は１０％で策定してください。 

 

となっているが、上記様式の平成３１

年度分については、それぞれの消費税

率で算定した合計額を記載すればよ

ろしいか。 

それとも、それぞれの消費税率を分け

て作成するのか。 

分けて作成する場合は、どのような作

成方法とするのか。 

特に様式第１号の３については、平成

３１年度部分の利用料金の額がそれ

ぞれ２通りとなるため、どのような記

載方法とすればよろしいか。 

それぞれ記載例を提示していただき

たい。 

様式第１号の２、様式第１号の２の２は、

それぞれの消費税率で算定した合計額を

記入してください。 

様式第１号の３については、消費税率に

よって利用料金が異なる場合は、分けて

記入してください。（記入例を参照してく

ださい。） 
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共２ 「自主事業」の定義等について 

 

「３業務の基準」 

（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・・・ 

 

と定義されているが、 

 

２指定管理の業務の範囲 

（３）その他の業務 

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 

 

となっているため、自主事業すべてが

「指定管理者の業務の範囲」となると

考えてよろしいか。 

自主事業は、指定管理者からの企画提案

によるものであり、自主事業が承認され

た際には、指定管理者の業務のとなりま

す。なお、自主事業の収支計画書の取り扱

いについては、共３を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共３ 様式第１号の２の２「収支計画書（平

成○○年度）」について 

 

【注意事項】 

②・使用料・利用料金以外の費用を利

用者等から徴して実施する業務であ

っても、募集要項の「指定管理者の業

務の範囲」に掲げる業務については、

指定管理業務に区分すること。 

様式第１号の２の２について、自主事業

を企画提案いただく場合には、自主事業

の収支計画書は必要となります。ただし、 

使用料・利用料金以外の費用を利用者等

から徴収しない場合と、徴する場合で分

けてください。 

・使用料・利用料金以外の費用を徴収しな

い場合は、指定管理業務に含んで様式第

１号の２の２を作成してください。 
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とあるが、 

 

各公園の募集要項 

２ 指定管理者の業務の範囲 

（３）指定管理者の業務の範囲 

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 

 

となっているため、自主事業すべてが

「指定管理者の業務の範囲」となると

考えられることから、自主事業の収支

計画書については不要と考えてよろ

しいか。 

・使用料・利用料金以外の費用を徴する場

合は、自主事業とし指定管理業務とは別

葉で様式第１号の２の２を作成してくだ

さい。 

 

 

２．青葉の森公園 

No 質問内容 回答 

青１ 募集要項P２ ２（１）⑤県民やボラ

ンティアとの協働事業の推進 

県民やボランティアとの協働事業の

推進とありますが、現在行われている

連携実績があればお示しください。 

県は指定管理者制度導入後ボランティア

団体等と連携はしておりませんが、現指

定管理者が地域やボランティア団体等と

連携し、花壇管理や防犯パトロール等を

行っています。 

青２ 募集要項P５ ６提出資料（３）関連

書類 

⑦法人税、消費税及び地方消費税の各

納税証明書は「その３の３」で宜しい

でしょうか。 

「その３の３」で差し支えありません。 

青３ 募集要項P６ ７（１）ウ）千葉県の

負担 

参考金額の主な増額理由は、人件費、消費

税等です。 
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管理業務に係る千葉県の負担につい

て参考金額が前回公募時より増額し

ている理由をお示しください。 

青４ 募集要項P６ ７（１）ウ）千葉県の

負担 

管理業務に係る千葉県の負担につい

て参考金額の内訳をお示しください。 

参考金額は、利用料金を含めた過年度実

績等を踏まえつつ、必要なサービス水準

が確保できる額としています。 

 指定管理者制度は、民間の能力を活用

しつつ住民サービスの向上を図るととも

に、経費の削減を図ることを目的にして

おり、参考金額の内訳の公表は、制度の目

的が達成できないおそれがありますの

で、行わないこととしております。 

青５ 募集要項P７（４）指定期間中の施設

の大規模修繕・変更予定 

「施設の改修・更新の可能性」とあり

ますが、現時点で改修・更新の予定が

あればお示しください。 

県では、「千葉県公園施設長寿命化計画」

を策定し、計画的な公園施設の改修・更新

を行っております。詳しくは公園緑地課

ホームページをご覧ください。 

 

青６ 募集要項P10（２）プレゼンテーショ

ン 

選定審査におけるプレゼンテーショ

ンの出席人数に制限はありますか。 

出席者は２名でお願いします。ただし、グ

ループ申請の場合は、２名＋構成団体数

（代表団体を除く）まで出席していただ

けます。 

青７ 募集要項P15参考資料－１ 

記載の施設内での飲食は可能でしょ

うか。その他、都市公園条例に記載さ

れている利用規制以外に園内で禁止

されている行為があればご教示くだ

さい。 

公園センター、つくしんぼの家の飲食の

可否については、特に定めがありません

が、施設の設置目的等を踏まえ、適切な管

理・運営を提案してください。 

なお、現在は施設の一部を休憩スペース

等に利用し、飲み物のみ可としておりま

す。 

青８ 募集要項P15 参考資料－１ 南口駐車場管理システムは県備品です。 
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北口および西口駐車場管理システム

は指定管理者リースとの記載があり

ますが、南口は県備品として設置され

ているとの理解で宜しいでしょうか。 

青９ 募集要項P17 参考資料－３ 

バラ園が指定管理者の設置管理と記

載されており無料施設として運営さ

れています。このように、利用者が無

料で、自由に利用できる施設について

も、「都市公園法第５条の公園施設」

として、申請する必要があるというこ

とでしょうか。また、その場合設置許

可等の種別および使用料の発生につ

いてもご教示ください。 

公園管理者である千葉県以外の者が公園

施設を設置する場合は、都市公園法及び

千葉県都市公園条例に基づく手続きが必

要となります。 

公園施設の設置に関する使用料について

は、使用料及び手数料条例に基づき個別

に審査いたします。 

 

 

 

青10 募集要項P17参考資料－４ 

有料施設利用者数を記載して頂いて

おりますが、減免の件数についてもお

示しください。 

別表１を参照してください。 

 

青11 募集要項P18参考資料－５ 

有料施設収入として駐車場料金の南

口・北口・西口それぞれの内訳をお示

しください。 

別表２を参照してください。 

 

青12 

 

募集要項P26（７）企画運営 

表中の業務内容に「広報誌の企画・発

行」とありますが、具体的には、園内

で配布されている「青葉の森公園だよ

り」のことで宜しいでしょうか。内容

の印刷部数の指定があればお示しく

ださい。指定がない場合には、発行部

広報誌の企画・発行については、募集要項

の管理運営基準で年４回としています。

また、広報誌の企画、部数や発行方法等に

ついては、民間のノウハウを活用したい

ので、具体的な提案をお願いします。 
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数の実績についてもお示しください。 

青13 募集要項P26（９）管理業務用の施設

及び備品管理業務 

公園センターの内容として、大会議

室・小会議室・展示室がありますが、

指定管理者の自主事業や一般利用者

がイベント等で利用する場合は有料

でしょうか。有料の場合には、その利

用料金をお示しください。 

公園の管理運営については、指定管理者

から各年度の２月末までに翌年度の事業

計画書を提出してもらうことになり、県

は、個別に事業内容を確認し、都市公園法

及び千葉県都市公園条例や、使用料及び

手数料条例に基づき個別に審査いたしま

す。 

青14 募集要項P27（９）管理業務用の施設

及び備品管理業務 

現在の備品台帳の内容をお示しくだ

さい。現地説明会にて閲覧可能との記

載ですが、できればデータで公開をお

願いします。 

千葉土木事務所で閲覧できます。 

（事前に土木事務所の担当者に連絡して

ください。） 

データでの公開は行いません。 

青15 様式１号の２の２収支計画書 

申請者が自ら行う事業に関して発生

する使用料（設置許可・行為許可・占

有料）の金額をお示しください。 

使用料及び占用料については、千葉県立

都市公園条例第１０条に基づき、使用料

及び手数料条例により、都市公園占用料

及び、都市公園使用料が区分ごとに設定

されております。詳細は千葉県ホームペ

ージをご覧ください。 

青16 様式１号 事業計画書 

[一般項目]１－１①に関して、目次で

示された②の内容も含め記載してく

ださいとのお話しでしたが、その場

合、①の枠の中で②の分の最大２枚も

含む計４枚を最大で使用して良いと

いう認識で宜しいでしょうか。 

そのとおりです。 

 

青17 様式１号 事業計画書 そのとおりです。 
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[一般項目]２－３①に関して、「別添

実績表を作成する」の別添とは、＜添

付書類＞類似施設の運営実績（様式第

１号の７）という認識で宜しいでしょ

うか。 

青18 様式１号の６ 人員配置計画書 

人員配置を計画するにあたり、参考と

して、現在の人員配置についてお示し

ください。 

応募者自ら事業計画を立案・作成し、より

効率的にサービス向上につながる提案を

していただくことが公募の趣旨ですの

で、この旨をご理解いただき、提案してく

ださい。施設の管理運営に必要な人員配

置をお願いします。なお、参考として、平

成２９年度の人員配置は、常勤・非常勤含

め３３名です。 

青19 募集要項P３ ３業務の基準（14） 

つくしんぼの家の１日当たりの配置

人数実績をお示しください。 

応募者自ら事業計画を立案・作成し、より

効率的にサービス向上につながる提案を

していただくことが公募の趣旨ですの

で、この旨をご理解いただき、提案してく

ださい。施設の管理運営に必要な人員配

置をお願いします。 

青20 募集要項P17 参考資料－３ 

許可施設について表記載があります

が、現在、園内において地代や家賃が

発生しているものはありますでしょ

うか。 

地代や家賃は発生していませんが、公園

施設の設置等に関する使用料について

は、使用料及び手数料条例に基づき個別

に審査しております。 

 

青21 募集要項P18 参考資料－５ １ 

収支実績（１）収支 

（１）収支の表で示される直近３ヶ年

の決算状況の費用内訳をお示しくだ

さい。 

別表３を参照してください。 
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青22 募集要項P18 参考資料－５ １ 

収支実績（１）収支 

前出の費用内訳のうち、同様に直近３

ヶ年の人件費、委託費額をお示しくだ

さい。 

青21を参照してください。 

青23 募集要項P18 参考資料－５ １ 

収支実績（１）収支 

直近年度の委託費における植物管理

の再委託状況（委託費実績）をお示し

ください。 

指定管理者制度は、民間の能力を活用し

つつ、住民サービスの向上を図るととも

に、経費の削減を図ることを目的にして

おり、収支実績の詳細は、制度の目的が達

成できないおそれがありますので詳細は

公表しておりません。 

青24 募集要項P18 参考資料－５ １ 

収支実績（１）収支 

直近年度の委託費における施設管理

の主な再委託状況（委託費実績）をお

示しください。 

※機械警備、消防点検、空調設備、温

室空調設備、受水槽整備等 

青23を参照してください。 

青25 募集要項P18 参考資料－５ １ 

収支実績（１）収支 

園内での年間当たりのゴミの数量及

び処分費用をお示しください。 

また、植栽管理で発生する剪定枝等の

年間当たりのゴミの数量及び処分費

用をお示しください。 

Ｈ２９年度の主な処分実績数量は、 

・可燃ごみ３２㎥ 

・不燃ごみ２０㎥ 

・ペットボトル４２袋（４５Ｌ袋） 

・カン・ビン３４０㎏ 

・その他（駐車券、書類） 

なお、処分費用は、千葉市の事業所ごみ処

理手数料を参考にしてください。 

植栽管理で発生する剪定枝等は園内リサ

イクルをしていますので、搬出実績はあ

りません。 
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青26 募集要項 P22～23 管理運営基準

（１）植物管理 

（１）植物管理における芝刈の対象数

量は、１回当たりの数量でしょうか？

それとも、回数をかけた総数量でしょ

うか。同様に、植込地、境界地、花壇

についてもご教示ください。特に草花

は計62,000 株という理解でよろしい

でしょうか？ 

芝刈、植込地、境界地、花壇の対象数量は、

１回当たりの数量です。 

花壇の草花植付は、各場所の植付で

31,000 株を、年間２回で計 62,000 株で

す。 

青27 募集要項P22 管理運営基準（１）植

物管理 

（１）植物管理の高木に対する管理と

して、剪定（主にウメ・イヌマキ）と

の記載に対して、園内にあるウメ、イ

ヌマキの本数をお示しください。 

ウメ：約１，０００本 

イヌマキ：約２０本 

 

 

青28 募集要項P24（２）施設管理 

自家用電気工作物の保守点検が１２

回との記載がありますが、公園全体で

指定管理者が行う受電設備の範囲や

規模についてお示しください。 

公園の管理区域の電力供給を行う為の受

電設備となります。 

①受電ｷｭｰﾋﾞｸﾙ(受電電圧６６００Ｖ) 

 電灯ﾄﾗﾝｽ１００kVA×１台 

 動力ﾄﾗﾝｽ１００kVA×１台 

②第２ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 

 電灯ﾄﾗﾝｽ７５kVA×２台 

 動力ﾄﾗﾝｽ３００kVA×１台 

③非常用予備発電機３０kVA×１台 

青29 募集要項P24（２）施設管理 

園内施設におけるエレベーターや自

動ドアの全数量をお示しください。 

エレベーター：１基 

自動ドア：公園センターに２箇所 

     つくしんぼの家に４箇所 

 

青30 募集要項P24（２）施設管理 南口駐車場の利用料金収入は指定管理者
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駐車場の保守点検費用について、運動

施設側（南駐車場）の駐車場は、利用

料は千葉県に入り、保守点検費用は指

定管理者が行うという理解で宜よろ

しいでしょうか？それに付随します

が、各駐車場における施設・設備の年

間に係る保守点検費用をお示しくだ

さい。 

の収入となります。 

保守点検費用は指定管理者の負担となり

ます。保守点検費用の実績については青

23のとおり公表はしておりません。 

 

青31 募集要項P26（７）管理運営 

表中の業務内容にある「広報誌の企

画・発行」はどこかと連携・協力して

行っているのでしょうか？また、指定

されている計４回の費用実績もお示

しください。 

青12を参照してください。 

 

青32 募集要項 P16 参考資料－２水の広

場開業日について 

水の広場の休業日及び開業日欄、休業

日のただし書きの部分の「その日が休

日に当たるときは、その翌日」と記載

されているが、その日とは月曜日のこ

とを指すと考え、 

「開業日は７月の第３土曜日から８

月３１日まで（月曜日は休業）だだし、

月曜日が祝祭日の場合は火曜日が休

業」と解釈してよいか。 

そのとおりです。 

 

３．行田公園 

No 質問内容 回答 

行１ ７管理運営費等（１）管理運営経費 そのとおりです。 
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（イ）千葉県の負担 

５年前と比較して、年間指定管理料が

アップしておりますが、この要因は労

務単価のアップと下水道料金の新規

発生との解釈で宜しいでしょうか。 

 

４．北総花の丘公園 

No 質問内容 回答 

北１ 募集要項 P２ ２指定管理者の業務

範囲 

現在の運営上関係がある周辺自治会、

学校等で定期的に出席している会合

等があればご教示ください。 

外部有識者や周辺自治会等を委員とした

運営委員会を実施し、意見聴取する委員

会等を開催しています。 

 

北２ 募集要項P６ ７（１）ウ）千葉県の

負担 

管理業務に係る千葉県の負担につい

て参考金額の内訳をご教示ください。 

参考金額は、利用料金を含めた過年度実

績等を踏まえつつ、必要なサービス水準

が確保できる額としています。 

 指定管理者制度は、民間の能力を活用

しつつ、住民サービスの向上を図るとと

もに、経費の削減を図ることを目的にし

ており、参考金額の内訳の公表は、制度の

目的が達成できないおそれがありますの

で、行わないこととしております。 

北３ 募集要項P６ ７（１）ウ）千葉県の

負担 

管理業務に係る千葉県の負担につい

て参考金額が前回公募時より増額し

ている理由をお示しください。 

参考金額の主な増額理由は、人件費、消費

税等です。 

北４ 募集要項P７（４）指定期間中の施設

の大規模修繕・変更予定 

県では、「千葉県公園施設長寿命化計画」

を策定し、計画的な公園施設の改修・更新
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「施設の改修・更新の可能性」とあり

ますが、現時点で改修・更新の予定が

あればご教示ください。 

を行っております。詳しくは公園緑地課

ホームページをご覧ください。 

 

北５ 募集要項P10（２）プレゼンテーショ

ン 

選定審査におけるプレゼンテーショ

ンの出席人数に制限はございますか。 

出席者は２名でお願いします。ただし、グ

ループ申請の場合は、２名＋構成団体数

（代表団体を除く）まで出席していただ

けます。 

北６ 募集要項P16参考資料－３ 

現状行われている BBQ 事業がリスト

には入っておりませんが、許可は不

要、という事でしょうか。許可が必要

な場合、面積とその使用料についてご

教示ください。 

バーベキュー事業は自主事業の申請・承

認が必要になり、使用料及び手数料条例

により都市公園使用料が発生します。 

 

北７ 募集要項P16参考資料－４ 

有料施設利用者数を記載して頂いて

おりますが、減免の件数についてもお

示しください。 

別表４を参照してください。 

 

北８ 募集要項P22（３）施設管理 

園内灯の本数をゾーンごとにご教示

ください。 

別表５を参照してください。 

北９ 募集要項P24（９）管理業務用の施設

及び備品管理業務 

現在の備品台帳の内容をご教示くだ

さい。現地説明会にて閲覧可能との記

載ですが、できればデータで公開をお

願いします。 

印旛土木事務所で閲覧できます。 

（事前に土木事務所の担当者に連絡して

ください。） 

データでの公開は行いません。 

北10 募集要項P23（４）利用管理 

みどりの相談所の年間業務数は 153

日とのことですが、その内訳をご教示

応募者自ら事業計画を立案・作成し、サー

ビス向上につながる提案をしていただく

ことが公募の趣旨ですので、この旨をご
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ください。 理解いただき、提案してください。なお、

参考として現在は週に３日実施していま

す。 

北11 募集要項P23（４）利用管理 

「ちば施設予約サービス」を今後導入

する際の協力をお願いすることがあ

る、とのことですが、具体的にどうい

ったことが必要で、どの程度の費用負

担が必要となる見込みでしょうか。 

現在、会議室（講習室・多目的室）に「ち

ば施設予約サービス」を導入中です。 

募集要項Ｐ２３を訂正します。 

 

システム利用料の指定管理者の費用負担

はありません。システム導入後は、操作研

修を年１回無料で開催していますが、追

加の「操作研修」や、「設定作業をシステ

ム委託業者に依頼する場合」は指定管理

者の費用負担になります。また、PC端末・

ネット回線は指定管理者の費用負担にな

ります。 

北12 様式１号の２の２ 支出計画書 

文化館会議室や園内全般において申

請者が自ら行う事業に関して発生す

る使用料（設置許可・行為許可・占有

料）の金額をご教示ください。 

使用料及び占用料については、千葉県立

都市公園条例第１０条に基づき、使用料

及び手数料条例により、都市公園占用料

及び、都市公園使用料が区分ごとに設定

されております。詳細は千葉県ホームペ

ージをご覧ください。 

北13 様式１号の６ 人員配置計画書 

人員配置を計画するにあたり、参考と

して、現在の人員配置についてお示し

ください。 

応募者自ら事業計画を立案・作成し、より

効率的にサービス向上につながる提案を

していただくことが公募の趣旨ですの

で、この旨をご理解いただき、提案してく

ださい。なお、参考として、平成２９年度

の人員配置は常勤・非常勤含め２７名で

す。 

北14 募集要項P17 参考資料－５ １ 指定管理者制度は、民間の能力を活用し
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収支実績（１）収支 

直近年度の委託費における植物管理

の再委託状況（委託費実績）をお示し

ください。 

つつ、住民サービスの向上を図るととも

に、経費の削減を図ることを目的にして

おり、収支実績の詳細は、制度の目的が達

成できないおそれがありますので詳細は

公表しておりません。 

北15 募集要項P17 参考資料５ １ 

収支実績（１）収支 

直近年度の委託費における施設管理

の再委託状況（委託費実績）をお示し

ください。 

＊空調設備、消防設備、エレベーター

保守、機械警備、自動ドア保障、受水

槽清掃、自家用電気工作物 

北14を参照してください。 

北16 募集要項P17 参考資料－５ １ 

収支実績（１）収支 

園内での年間当たりのごみの数量及

び処分費用をお示しください。 

また、植栽管理で発生する剪定枝等の

年間当たりのごみの数量及び処分費

用をお示しください。 

Ｈ２９年度の処分実績数量は、 

・一般ごみ４，１００㎏ 

・産業廃棄物５㎥ 

植栽管理で発生する剪定枝等の処分数量 

・５，５４０㎏ 

なお、処分費用は、印西市の事業所ごみ処

理手数料を参考にしてください。 

北17 冷温水パイプの用途はなにか。 

（現地説明会において） 

花と緑の文化館のアーバンフラワープラ

ザ内の冷暖房用です。床下に冷温水配管

を設置しています。 

 

５．蓮沼海浜公園 

蓮１ 募集要項P12 審査基準内「一般項目

の審査」に関して 

県が想定した参考金額をどの程度下

審査内容に係る事項であり公表しており

ません。 
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回っているか。について 

配点15点について、15点満点の基準

を具体的にご教示願います。 

※前回時は、最低提案金額（満点）か

ら指定管理料限度額１％相当分額が

上がるごとに１点ずつ減点。 

蓮２ 募集要項P27 管理運営基準（４）利

用管理に関して 

ちば施設予約サービスの導入につい

て 

仮に導入するといつ導入予定で、費用

負担はどのようにお考えか、ご教示願

います。 

導入の時期は、未定ですが、導入の際は協

議させていただきます。 

システム利用料の指定管理者の費用負担

はありません。システム導入後は、操作研

修を年１回無料で開催していますが、追

加の「操作研修」や、「設定作業をシステ

ム委託業者に依頼する場合」は指定管理

者の費用負担になります。また、PC端末・

ネット回線は指定管理者の費用負担にな

ります。 

蓮３ 募集要項 P27 管理運営基準 安全

管理に関して 

供用開始区域の38.3ha に対し、対象

数量23.4ha とは具体的にどこを示す

のかご教示願います。 

別添の管理範囲図を参照してください。 

蓮４ 募集要項 P18 参考資料－１施設概要

及び運営概要等に関して 

南浜スポーツ広場（テニスコート）に

ついて 

一時中止を行っておりますが、復旧あ

るいは改修整備の見通しがあるか否

か、ご教示願います。 

利用者や、山武市のご意見を伺い検討し

てまいります。 
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６．長生の森公園 

長１ 今回新規施設として追加された多目

的広場については、参考資料－１施設

概要及び運営概要等の備考欄に有料

の記載がないが、無料施設として考え

てよろしいか。 

その場合、専用利用を行う場合は、一

般園地の専用利用と同様に利用者が

千葉県へ直接申請を行って使用する

形となると考えてよろしいか。 

現在は無料施設として考えてください。

今後、有料施設化も検討中です。 

専用利用の考え方は、長生土木事務所に

許可申請を行っていただきます。また、利

用調整会議を関係機関と実施していただ

きます。 

長２ 多目的広場については、参考資料－１ 

施設概要及び運営概要等の運営概要

等の欄に、運動会や陸上、サッカーの

大会等の各種運動行事に利用とある

が、利用目的に応じた備品はどのよう

なものを県として準備するのか。 

また、収納する倉庫等は設置してもら

えるのか。 

備品や倉庫の整備は、利用実態と要望に

応じて、順次整備したいと考えます。 

長３ 多目的広場については供用時間等が

定められているため、管理上、道路側

の入り口及び多目的広場入口などに

ゲート等が必要と思われるが、設置の

予定はあるのか。 

また、専用利用等の対応として、多目

的広場自体を囲むフェンス等は設置

するのか。 

入口ゲート等の設置の予定はあります

が、詳細は検討中です。 

多目的広場自体を囲むフェンス等の設置

の予定はありません。 

長４ 多目的広場等において、今後設置を予

定している施設（トイレ、水道等）が

あれば、設置予定時期と合わせて教え

散水栓、水飲み場を順次整備予定です。 

また、トイレを含む管理棟についても建

築予定がありますが、詳細時期は未定で
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ていただきたい。 す。 

長５ 多目的広場及び駐車場については、管

理事務所から離れているため利用状

況の把握や防犯対策が困難と思われ

るが、管理用カメラ等の設置予定はあ

るのか。 

管理用カメラの設置予定はありません。 

 

７．富津公園 

富１ 屋外プールの運営にあたり、建築基準

法で義務付けられている「ウォーター

スライド定期点検」、また、プールの

安全基準による二酸化炭素含有量測

定が必要となるが、管理運営基準に項

目がないため、千葉県が実施するもの

と考えてよろしいか。 

関係法令に基づく点検業務は指定管理者

が行うこととなります。管理運営基準に

記載以外にも法令順守に努めることとし

てください。 

 

富２ 参考資料－１施設概要の屋外プール

（ジャンボプール）には“レストラン

棟”の記載があるが、管理運営基準に

はレストラン棟の管理に関する記載

がない。また、富津公園平面図ではレ

ストラン棟の部分が白抜きとなって

いるように見えるが、管理清掃範囲外

と考えてよろしいか。その場合、消防

設備点検費用や光熱水費は指定管理

者の負担ではないと考えてよろしい

か。 

ジャンボプールのレストラン棟は指定管

理対象です。管理運営基準はジャンボプ

ール内の他の建物と一式で記載していま

す。富津公園平面図は誤解を招く着色に

なっているので修正いたします。 

 



 

様式第１号の３ 

利 用 料 金 収 入 の 内 訳 （記入例）  

 

 

利用料金の名称 区分 単位 

利用料金の額 

（上段：８％、

下段１０％） 

平成３１年度 
平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 平成３５年度 

８％ １０％ ８％＋１０％ 

 
庭球場利用料 競技場 

１面につき

１時間まで

ごとに 

６４０円 

６５０円 

１０件 １０件 ２０件 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 

 ６,４００円 ６,５００円 １２,９００円 １９,５００円 １９,５００円 １９,５００円 １９,５００円 

 
庭球場利用料 照明設備 

１面につき

１時間まで

ごとに 

４５０円 
５件 １０件 １５件 １０件 １０件 １０件 １０件 

 ２,２５０円 ４,５００円 ６,７５０円 ４,５００円 ４,５００円 ４,５００円 ４,５００円 

 

合  計 
  

  

  

  

  

  

１５件 ２０件 ３５件 ４０件 ４０件 ４０件 ４０件 
 

 
８,６５０円 １１,０００円 １９,６５０円 ２４,０００円 ２４,０００円 ２４,０００円 ２４,０００円 

 

            

 利用料金の名称、区分、単位は千葉県立都市公園条例の別表を参考にして下さい。利用料金が同額のものは、まとめても構いません。 

 各年度欄の上段は数量（人、台、組等）、下段は収入額を記入して下さい。 

 

記入例 



別表１
単位：台

駐車場種別 車両区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

大型及び中型 240 203 258 291

準中型及び普通 3,371 3,262 4,056 3,884

大型及び中型 105 66 73 88

準中型及び普通 1,833 1,897 2,326 2,054

西口駐車場 準中型及び普通 1,791 1,841 2,266 2,022

別表2

単位：千円

駐車場種別 車両区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

大型及び中型 1,385 2,652 2,743 3,130

準中型及び普通 34,119 34,017 36,139 36,671

大型及び中型 610 703 665 794

準中型及び普通 18,755 19,315 20,706 19,042

西口駐車場 準中型及び普通 18,565 19,446 20,262 19,332

別表3

単位：千円

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

77,251 81,284 82,867

14,635 15,336 15,510

5,806 3,685 5,280

17,304 17,837 17,142

38,296 40,098 40,026

153,292 158,240 160,825

有料施設減免数（青葉の森公園）

南口駐車場

北口駐車場

有料施設収入（青葉の森公園）

南口駐車場

北口駐車場

人件費

光熱水費

修繕費

委託費

その他

計

青葉の森公園（支出）



別表４
単位：台

駐車場種別 車両区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

大型及び中型 13 5 6 5

準中型及び普通 540 561 537 635

大型及び中型 0 0 0 0

準中型及び普通 248 253 269 275

別表５

北総花の丘公園 照明灯本数

ゾーン
照明灯

（ポール式）
埋込灯

フラッド
ライト

ガーデン
ライト

入口
表示灯

計

Aゾーン 17 17

Bゾーン 85 48 17 57 1 208

Cゾーン 15 4 19

Dゾーン 47 8 55

Eゾーン 118 1 119

計 282 60 17 57 2 418

単位：基

Ｅゾーン駐車場

有料施設減免数（北総花の丘公園）

Ｂゾーン駐車場


