
指定管理質問事項回答一覧

内　容

1 募集要項 Ｐ.５

指定管理料の参考額についてご回答ください。
　・事業計画を弊社で検討し、参考額を上回る試算と
　　なった場合その事業費で提案することは可能です
　　か？
　　もし可能であれば、具体的な例をお教え下さい。

募集要項等で示した指定管理料の参考額は、市で試算し
た金額であり、参考額を上回る事業費で提案することは
可能です。
具体的な事例は、市からお示しするものではありません
が、農業公園をより効果的、効率的に管理運営するため
に各申請者から御提案いただくものです。

2 募集要項 Ｐ.５

自主事業収入は各部門でどれぐらいの収入金額を見込ん
でいますか？

自主事業は、指定管理業務とは別に、指定管理者が独自
に実施する事業であり、自主事業に係る収支は、指定管
理業務とは別に経理されるものです。
従って、自主事業に係る収入、支出は指定管理料に含ま
れていないため、自主事業の収入金額は算出していませ
ん。

3 募集要項 Ｐ.８

業務の再委託の可否についてご回答下さい。
　・喫茶コーナーを飲食店業者などに委託すること。
　・除草作業や剪定作業を、造園業者に委託すること
　・収穫体験農園の一部で、専門的で特化した作目を個
　　人農家に部分的に栽培委託すること

業務の再委託については、募集要項に記載するとおりで
す。
なお、質問の３点につきましては、指定管理業務の根幹
となるものではないため、再委託が可能です。

4 募集要項 Ｐ.10

共同事業体の組み合わせの可否についてご回答下さい。
　・法人（弊社）と個人事業主や個人農家との共同事業
　　体の組み合わせは可能ですか？

募集要項Ｐ.10において「複数の団体で構成される共同
事業体」としているため、個人事業主や個人農家が構成
団体とはなり得ません。

番号
該当箇所

質　問
回　答
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内　容
番号

該当箇所

質　問
回　答

5 仕様書 Ｐ.１

収穫体験農園（野菜）
収穫体験農園（果樹）
貸農園のエリアについて
　・圃場の土壌の仕様についてご回答ください？
　　　現在の組成、土壌の種類について
　　　今後の土壌改良の計画について
　施肥設計
　　土壌改良剤の種類や施用量
　　最終的な、改良後の土壌分析上のPH、ECや肥料成
　　分などの目標値
　　推定される栽培可能な作目

現在の組成、土壌の種類は別表１のとおりです。
今後の土壌改良は、透水性・通気性向上のため、無機質
系土壌改良材による改善及び有機系資材による土壌の団
粒化促進を予定しています。また、酸性矯正のためにｐ
Ｈが酸性寄りの土壌改良材の採用、土壌の緩衝能力・保
肥力向上効果のある資材及び元肥を施し、ほ場として最
低限の土壌を確保します。
土壌改良材の種類、施用量は次表のとおりです。
　計画（10a当たり）

最終的な改良後の土壌分析上のｐＨ、ＥＣや肥料成分な
どの目標値は別表２のとおりです。
一般的な作物は、栽培可能であると認識しています。

 真珠岩

ﾊﾟｰﾗｲﾄ 

ｾﾞｵﾗｲﾄ ﾋﾟｰﾄﾓｽ 

腐植 

酸苦土 

熔製 

りん肥 

施用量 10,000ℓ 4,000kg 4,000ℓ 4,000kg 200kg 
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内　容
番号

該当箇所

質　問
回　答

6 － －

ふれあい市民農園をより魅力的なものにし、来園者の皆
さんの満足度を高めるために、以下の提案は規約上可能
でしょうか？
　・収穫体験農園（野菜）、収穫体験農園（果樹）、貸
　　農園のエリアの一部で、野菜に加えハーブ、花、多
　　肉植物などの収穫体験から販売（園外への小売・卸
　　売を含む）を行う。
　・野菜以外の幅広い作目を収穫体験していただくこと
　　により、農業の魅力を広域から幅広い年齢層の利用
　　者に提案する。

収穫体験農園（野菜）において、ハーブ、花、多肉植物
等、野菜以外の作物を栽培し、利用者に収穫体験をして
いただくことは可能です。
収穫体験農園（果樹）は、農業公園の造成工事におい
て、果樹を植樹するため、果樹の栽培や収穫体験に支障
がない範囲で、ハーブ、花、多肉植物等を栽培すること
は可能です。
貸し農園は、利用者が自由に野菜の栽培を行う場所であ
り、指定管理者が栽培を行うことは想定していません。
ただし、空き区画が発生し、かつ利用申込があった際
に、速やかに貸し出しが可能な状態にあれば、指定管理
者が活用することも可能です。
なお、農業公園外での販売を目的とした作物を農業公園
内で栽培することは、できませんが、収穫体験農園でや
むを得ず、余剰が発生した場合は、市と指定管理者が協
議し、販売場所や金額等を考慮し、農業公園外での販売
を行うことも考えられます。

7 － －

共同事業体として応募する場合、指定申請書は構成各社
のすべての提出でしょうか。
または共同事業体名を冠した申請書を代表者が提出すれ
ばよいでしょうか。
その場合、
団体名＝共同事業体名、
所在地は共同事業体の所在地（≒代表者の所在地）、
代表者氏名は共同事業体の代表者（≒代表団体の代表
者）でしょうか。

共同事業体として応募する場合、指定申請書は、共同事
業体の名称で代表者が提出してください。
後段は、お見込みのとおりです。
なお、募集要項の８提出書類⑵～⑸、⑻、⑼は、全ての
構成団体のものが必要です。
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8 募集要項 Ｐ.５

「農業公園の周辺は地元の農家が耕作する畑、水田があ
り、それらを活用する提案」とは具体的にどのような活
用が可能と想定されているでしょうか。

農業公園内には水田がないため、農業公園周辺での田植
え体験や泥遊び、田んぼアート等を想定していますが、
自主事業であるため、市の想定にとらわれることなく、
自由な提案を期待しているものです。

9 募集要項 Ｐ.５

「都市公園法第５条又は第６条の規定による許可」を受
け、設置、管理又は占有する施設が現に予定されている
場合はその詳細をご教示願います。

現時点で、都市公園法第５条又は第６条の規定による許
可を受ける予定の施設はありません。

10 仕様書 Ｐ.６

光熱水費および修繕料について、参考額（それぞれ
4,500千円、500千円）が示されており、実績が予算よ
り少なかった場合は精算による返還を求めるとあります
が、収支計画において参考額より少ない金額または多い
金額を提案することは可能でしょうか。
またその場合の精算基準は提案した収支計画の金額によ
ることになりますか。

仕様書に記載した光熱水費及び修繕料につきましても、
参考額としてお示ししたものであり、御提案いただく収
支計画において増減することは可能です。
実際の指定管理料は、指定管理者選定後に、御提案いた
だいた収支計画をもとに各年度の予算の範囲内で、市と
指定管理者が協議し決定することとしております。従っ
て、光熱水費及び修繕料につきましては、指定管理料の
協議の際に定めた基準により、精算することとなりま
す。

11 仕様書 Ｐ.８
内覧会、オープニングイベントに係る費用等は収支計画
には含めないことでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

12 仕様書 Ｐ.16

管理者の責めに帰すことができない事由（異常気象や天
災等）により、収穫体験農園の果樹が見込み通りに生育
せず収穫ができないなどで、売り上げが計画に満たない
場合、そのリスクは全て指定管理者が負うのでしょう
か。

管理者の責めに帰すことができないような異常気象や天
災の場合は、募集要項P.20のリスク分担表の「不可抗力
に伴う事業の中断等」に該当すると考えますので、市と
指定管理者が協議し、リスク分担を決定します。

13 仕様書 Ｐ.19

指定業務として提案した企画等が認められなかった場合
の取扱いについてご教示願います（特に利用者の利便性
の向上等を目的とし、自主事業として実施するのでは採
算が合わない企画の場合、その提案を取り下げることも
可能でしょうか）。

指定管理業務として認められなかった企画等につきまし
ては、指定管理業務ではないことから、自主事業として
実施するか否かは、指定管理者の裁量となります。
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14 募集要項 Ｐ.５
提出書類は両面印刷でもよいですか？また、管理業務計
画について、枚数制限はありますか？

提出書類は片面、両面印刷を問いません。また、枚数制
限はありません。

15 － －

現在、市内や近隣で活動されているボランティアはい
らっしゃいますか？
いらっしゃる場合、その人数と活動内容をご教示願いま
す。

市内には、様々なボランティア活動をされている団体・
個人がいらっしゃいます。
市の市民活動支援センターに登録している団体は194団
体（平成30年９月30日現在）、春日井市社会福祉協議
会ボランティアセンターに登録している団体・個人は、
140団体、60名（平成30年10月31日現在）です。
活動内容等は、次のホームページを参照してください。

・かすがい市民活動情報サイト
http://kasugai.genki365.net/gnkk06/pub/sheet.php?id=4
2120
・春日井市社会福祉協議会
http://www.haru-syafuku.or.jp/volunteer/volunteer02

16 募集要項 Ｐ.２
開園予定が変更となると記載がありますが、予定より早
くなる事は有りますでしょうか。

工事の進捗状況により、開園予定が遅れることはあり得
ますが、早くなることはありません。

17 募集要項 Ｐ.２

開園予定が当初より遅れる場合があると記載があります
が、予定より遅れた場合、指定管理料はどのような扱い
になるのでしょうか。

市と指定管理者が協議し、決定します。
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18 募集要項 Ｐ.４

「農業体験農園及び貸し農園の利用者のみ、午前7時か
ら利用可能とします」とありますが、午前7時から総括
責任者、スタッフ、栽培指導員等の配置は必須でしょう
か。
また、その際の施設のセキュリティー（開錠時間等）は
どのような運用を想定されていますでしょうか。
なお、10月から翌年3月までについては上記表記がない
ため、午前7時～の利用は無いと考えてよろしいでしょ
うか。

職員の配置は、適切に施設管理を行える体制を管理業務
計画の案に記載し、示してください。なお、午前７時か
ら総括責任者、スタッフ、栽培指導員等の配置を義務付
けてはいません。
県道からの出入口の開錠は、施設管理者が責任を持って
行うこととなりますが、指定管理者の職員が実施するこ
とや、開錠を地元区へ委託することも考えられます。
利用時間は、10月から翌年３月までは、午前８時30分
からとしています。なお、利用時間は、指定管理者が市
の承認を得た上で、変更することも可能です。

19 募集要項 Ｐ.４
「平成31年度の運営」とありますが、どのような業務を
指していますでしょうか。

仕様書Ｐ.21にお示しするとおりです。

20 募集要項 Ｐ.５

「農業公園周辺は地元の農家が耕作する畑、水田があ
り、それらを活用する提案も期待する」とありますが、
現段階では土地所有者との交渉は難しいのでアイデアと
しての提案で良いでしょうか。

お見込みのとおりです。

21 募集要項 Ｐ.６

指定管理費は、会計年度ごとに協議を行い決定となって
おりますが、公募時の提案には含まれていない独自の発
想に基づいた企画をした場合、指定管理料の協議対象と
なりますでしょうか。

市が指定管理業務と認めた場合は、指定管理料の協議対
象となります。

22 募集要項 Ｐ.12 CD-Rのご提出は1枚という認識でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。

23 募集要項 Ｐ.12

「当該役員又はこれに準ずる者の履歴書」とあります
が、今回の募集内容から推測するに弊社への入社以降の
履歴が確認できるものであれば良いと考えますが、その
ような書類の提出でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

24 募集要項 Ｐ.12
管理業務計画は任意様式とありますが、各頁数に制限は
ございますか。

枚数制限は設けておりません。
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25 募集要項 Ｐ.13

年度ごとの収支計画は任意様式とありますが、勘定科目
等についても各自で設定のうえ提案すればよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。
なお、指定管理者に選定された後、指定管理料の協議を
会計年度ごとに実施しますが、その協議資料は、勘定科
目の調整を行う場合があります。

26 募集要項 Ｐ.14

ヒアリング審査における、決まり事は有りますでしょう
か。
① プレゼン方法（スライドショーまたは紙資料）。
② 記載内容の制限の有無。
③ 当日のスクリーンやプロジェクターの貸出有無。

①、②につきましては、制限はありません。
当日のスクリーン及びプロジェクターは貸し出し可能で
す。ヒアリングの時間調整の際に、貸し出し希望の有無
を確認する予定です。

27 仕様書 Ｐ.３

貸農園の年間利用者募集に関しまして、募集に関する定
めは有りますでしょうか。
募集時期につきましても、都度募集となりますでしょう
か。もしくは、一括の年度単位での募集となりますで
しょうか。
都度募集の場合、同一利用者による、複数年の継続利用
について、上限はありますでしょうか。
一括募集の場合、途中解約発生時の空き農園について、
残期間分の臨時募集をすることは可能でしょうか。

貸し農園の募集に関する定め及び募集時期は、仕様書
Ｐ.12～Ｐ.14にお示しするとおりです。
貸し農園の募集は、利用期間の２ヶ月前から一括で募集
し、空き区画が発生している場合は、残期間分の臨時募
集を行うことを想定しています。
また、貸し農園の利用期間は、指定管理期間を超えない
範囲であれば、複数年の設定が可能です。利用期間は、
管理業務計画の案に含めて提案してください。

28 仕様書 Ｐ.５

当農業公園内で火気使用やペットの連れ込み等、運営に
当たり禁止となる事項がございましたらご教示いただき
たい。

現時点での禁止行為は、仕様書Ｐ.３にお示しするとおり
です。指定管理者からの提案や農業公園の運営状況を鑑
み、必要に応じて見直すことを想定しています。

29 仕様書 Ｐ.６

光熱水費および修繕費における剰余金は返還とのことで
すが、不足する場合に補填いただけるという理解でよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

30 仕様書 Ｐ.６

指定管理料の精算において光熱費と修繕費の貴市参考値
が明示されておりますが、提案額は各自で設定（額の変
更可）すればよろしいでしょうか。

光熱水費及び修繕料は、御提案いただく管理業務計画の
案に即した金額に変更することは可能です。
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31 仕様書 Ｐ.７

各責任者は「常勤職員」とありますが、常勤職員とは
「社員」を指していますでしょうか。また、雇用形態に
制限はありますでしょうか。

各責任者の勤務形態は、常勤としていますが、雇用形態
については、制限を設けておりません。なお、適切な指
定管理業務（労務管理を含む。）ができるよう、人員を
配置してください。

32 仕様書 Ｐ.７

職員用として農業公園の駐車場を使用する場合、1台あ
たりの使用料についてご教示頂きたい。

職員用の駐車場使用料は、四輪自動車は月額2,000円/
台、四輪以外の自動車は月額1,000円/台です。ただし、
臨時職員（賃金が時給支給の者）は、全額免除すること
ができます。

33 仕様書 Ｐ.10
「障がい者就労施設等の物品・役務の調達」とは具体的
にどのようなことを想定されているかご教示頂きたい。

障がい者就労施設等からの物品の購入や、清掃等の役務
の提供を受けることを想定しています。

34 仕様書 Ｐ.11

指定管理者に求められる加入保険について想定される補
償金額をご教示ください。
また、貴市からの貸与備品である軽貨物自動車に係る自
賠責・任意保険は指定管理者にて加入する必要（指定管
理料に含まれている）があるでしょうか。

仕様書でお示しする金額を参考に、必要な保険に加入し
てください。
市から貸与する自動車の自賠責・任意保険は、市が加入
し、保険料を支払いますので、指定管理料には含まれて
おりません。

35 仕様書 Ｐ.11

多量降雨時にはバーベキュースペース・芝生広場も活用
した2段式雨水貯留するとありますが、芝生広場・バー
ベキュースペースには雨水貯留時を想定した安全対策用
の柵等の設置予定はありますでしょうか。

バーベキュースペース及び芝生広場に、安全対策用の柵
等を設置する予定はありません。コンクリート調整池の
貯留量を超える雨量となった場合は、指定管理者が利用
者に対し、立入りを禁止するなどの措置を講じてくださ
い。

36 仕様書 Ｐ.13

バーベキュースペースは市内に在住、在勤、在学の者と
それ以外の者で利用申請期間に差が設けられています
が、それ以外の農業体験農園、収穫体験農園、貸し農園
等は市内外の区別なく利用申請が可能という理解でよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

37 仕様書 Ｐ.14
農業体験農園、貸し農園の利用者抽選について、ご指定
の抽選システムがあればご教示いただきたい。

市が指定する抽選システムはありません。
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38 仕様書 Ｐ.14

8つ目の「・利用期間については、指定管理期間を超え
ない範囲で、・・・」と記載がありますが、利用者の利
便性の観点から2期目の指定管理者決定後は、期をまた
いでの運用で問題ないでしょうか。

１期目（平成31年11月１日～平成36年３月31日）と２
期目（平成36年４月１日以降）の指定管理者が同一の場
合は、市と協議の上、設定可能です。
１期目と２期目の指定管理者が異なる場合は、市と１期
目、２期目それぞれの指定管理者が協議し、管理運営に
支障がない場合は設定可能です。
ただし、現時点では、平成36年度以降の管理運営形態は
未定であることを申し添えます。

39 仕様書 Ｐ.15

農業体験農園の場所代、収穫体験農園の基本料以外の代
金は指定管理会計でしょうか。自主事業会計でしょう
か。

仕様書Ｐ.５にお示しするとおり、利用料金とともに、実
費負担も指定管理業務会計としてください。なお、実費
負担として想定するものは次のとおりです。
　・農業体験農園：苗、種、肥料、指導代
　・収穫体験農園：野菜、果実の代金
　・多目的室：光熱水費
自主事業は、管理業務計画の案とは別に、指定管理者が
提案し、市に認められた事業です。

40 仕様書 Ｐ.17

果樹について、想定以上の収穫があった場合など、公園
利用者以外への販売は可能ですか。（収穫した果樹は全
て指定管理者が購買するという認識でよろしいでしょう
か。）

原則としては、農業公園内で販売することを想定してい
ますが、やむを得ず、余剰が発生する場合は、市と指定
管理者が協議し、販売場所や金額等を考慮し、農業公園
外での販売を行うことも考えられます。
また、収穫した果実は、市から指定管理者へ全て売却す
るものです。
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41 仕様書 Ｐ.18

「利用時間外については機械警備を行って下さい」とあ
りますが、機械警備の設置は、誰が設置する事になるの
でしょうか。
　・春日井市様設置の場合
　　⇒①設置個所と警備会社をご教授ください。
　　　②設置される機械警備のメーカー・品番等の機器
　　　　情報をご開示頂けないでしょうか。
　・指定管理者が設置の場合　⇒　機器設置代金は指定
　　管理料金に含まれますでしょうか。

機械警備は、市が設置します。
設置箇所及び警備会社は、現時点では未定です。
また、機械警備のメーカー、品番等の機器情報も未定で
す。

42
備品等
一覧表

－

リース品として指定管理料に含まれるコピー機・パソコ
ンの貴市が見込まれる台数並びに仕様（スペック）をご
教示ください。

御提案いただく管理業務を行い得るコピー機、パソコン
の台数、仕様を、申請者がお示しください。

43
備品等
一覧表

－

提案内容が採用された場合において、厨房備品でリスト
に記載がない物品についても購入の協議は可能という理
解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

44 － －

貴市が見込む年間利用者数の想定値とその内訳をご教示
下さい。
また、年間利用者数の目標値についてはその想定値に囚
われず各自が提案可能と理解してよろしいでしょうか。

農業体験農園や貸し農園の区画数は、申請者から提案を
いただくこととしており、区画数によって年間利用者数
は変動するため、市では想定値を算出していません。
年間利用者数の目標値を設定する場合は、市と指定管理
者が協議し、決定します。

45 － －

11月の公園オープンに先駆けて、農園部分の手入れ（土
づくり、播種、定植等）をすることは、いつから可能に
なりますでしょうか？

現在のところ、平成31年６月頃から農園部分の定植等の
準備が可能となる予定です。ただし、工事の進捗状況に
より、変更となる可能性があります。

46 － －

上記の準備費用は、指定管理料に含めた方がよいでしょ
うか。もしくは、準備業務として別途委託されるもので
しょうか。

農園部分の準備業務は、別途、準備業務委託をする予定
です。
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47 － －

オープニングイベントや農園の利用者募集のための広報
活動はいつ頃から開始することを考えていますでしょう
か。ホームページの開始時期も合わせてお教えくださ
い。

具体的な日程は、市と指定管理者が協議し決定します。
なお、農業公園の利用者募集については、平成31年８月
頃、市広報紙及び市ホームページに掲載していくことを
考えています。

48 － －
機械警備の設置範囲等について決まりはありますでしょ
うか。

機械警備は、管理棟にのみ設置します。


