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ふれあい農業公園指定管理業務仕様書 

 

 ふれあい農業公園（以下「農業公園」という。）の管理運営業務の内容及び基準は、

以下のとおりです。 

 本仕様書は、春日井市ふれあい農業公園指定管理者募集要項で定める指定管理者が

行う管理の業務について、詳細な内容や方針を示すものです。申請者は、関係法令の

規定及び本仕様を満たす範囲で、管理業務計画の案を提案することができます。 

 

第１章 基本的事項 

１ 利用時間、休園日 

 ⑴ 利用時間 

  ① ４月から９月まで 

    午前８時30分から午後７時まで 

    ただし、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（農業公園の出入口が児童・生徒の通学路と重なるため、午前７時30分

から午前８時15分までは、自動車、自動二輪車（原動機付自転車含む。）で農業

公園への出入りを自粛するよう、利用者に求めることとします。）。 

  ② 10月から翌年３月まで 

    午前８時30分から午後６時まで 

 

 ⑵ 休園日 

  ① 月曜日（国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日

（以下「休日」という。）に当たるときは、その直後の休日でない日） 

  ② １月１日から同月３日まで及び12月29日から同月31日まで 

 

 ⑶ 利用時間及び休園日の変更 

   指定管理者は、イベント開催のため利用時間を延長する場合や、農業公園の安

全性を確保するため緊急に休園する場合など、変更する必要性が生じたときに、

市の承認を得た上で、利用時間及び休園日を変更することができます。 

 

 

２ 公園施設概要  

公園施設 数量 備考 

農業体験農園 4,890㎡ 

１区画の面積は、市と協議の上、指定管理

者が定める。 

（30㎡/区画想定で125区画配置可能） 

収穫体験農園（野菜） 3,305㎡ 
作付け野菜は、市と協議の上、指定管理者

が定める。 
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公園施設 数量 備考 

収穫体験農園（果樹） 3,445㎡ 

ナツミカン16本 

カキ27本 

ミカン15本 

レモン18本 

ブルーベリー91本 

キンカン24本 

（樹種、本数は現時点での予定です。） 

貸し農園 3,035㎡ 

１区画の面積は、市と協議の上、指定管理

者が定める。 

（30㎡/区画想定で66区画配置可能） 

芝生広場   980㎡  

遊具 ２基 

複合遊具１基 

 【W17.1m×L 7.9m×H 4.84m】 

滑り台１基 

【W 8.3m×L 7.1m×H 2.83m】 

芝生広場内に設置 

バーベキュースペース １箇所 
470㎡ 

砂舗装 

喫茶コーナー １箇所 
管理棟内 

床面積45.0㎡ 

管理棟 １棟 
鉄骨造平屋建て 

床面積432.0㎡ 

農機具倉庫・トイレ １棟 
木造平屋建て 

床面積65.3㎡ 

農機具倉庫 １棟 
木造平屋建て 

床面積34.6㎡ 

東屋 ２棟 
木造平屋建て 

床面積16.0㎡/棟 

駐車場 １箇所 
普通車127台（うち車いす使用者用駐車スペ

ース３台、思いやり駐車スペース２台） 

駐輪場 １箇所 
10㎡（５m×２m） 自転車・自動二輪車 

計10台 

調整池 １箇所 670㎡ オープン式 

残菜置場 ３箇所 
農業体験農園、収穫体験農園、貸し農園エ

リアに１箇所ずつ設置 

園路 １式 総延長1,432ｍ（うち園内445ｍ、外周987ｍ） 

※詳細は、別紙図面を確認してください。 
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３ 入園の制限及び禁止行為 

  ふれあい農業公園条例（平成30年春日井市条例第44号。以下「条例」という。）第

18条及び都市公園条例（昭和57年春日井市条例第22号）第４条に規定しているとお

り、農業公園へ入園を制限する者、農業公園での禁止行為は次のとおりです。 

 ⑴ 入園を制限する者 

① 感染症にかかっている者 

② 危険な物品を携帯する者 

③ 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者 

④ 農業公園を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められる者 

⑤ 農業公園の管理上支障があると認められる者 

   ①～⑤に該当する者に対して、指定管理者は、農業公園への入園を拒絶し、又

は退園を命ずることができます。 

 

 ⑵ 禁止行為 

① 農業公園を損傷し、又は汚損すること。 

② 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。 

③ 土石の採集その他の土地の形質の変更をすること。 

④ 動物を捕獲し、又は殺傷すること。 

⑤ はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。 

⑥ 指定された場所以外の場所でたき火をすること。 

⑦ 立入禁止区域に立ち入ること。 

⑧ 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。 

⑨ 他人の遊戯を妨げるなど他人に迷惑となる行為をすること。 

⑩ 農業公園をその用途以外に利用すること。 

   ただし、市長の許可を得たものは、この限りではないため、指定管理者は、①

～⑩の行為を実施する場合は、市と協議してください。 

   また、禁止行為の②、③は、指定管理者及び農業体験農園、貸し農園、収穫体

験農園の利用者に適用されません。 

 

 

４ 指定管理者が実施する業務概要 

  指定管理者は、主に次の業務を実施します。各業務の詳細は、次章以降を参照し

てください。 

 ⑴ 指定管理業務 

   指定管理者が実施する指定管理業務の内容は、次のとおりです。 

  ① 農業公園の施設等の利用許可等に関する業務 

    農業公園の施設等は、農業体験農園、貸し農園、収穫体験農園、多目的室、

バーベキュースペース及びシャワー室です。指定管理者は、各施設等の利用者

の募集、抽選、利用の許可・不許可、利用の変更、利用の取消しに関する業務

を実施してください。 



－4－ 

 

  ② 利用料金の収受等に関する業務 

    利用者は、農業公園の施設等を利用する対価として利用料金を指定管理者へ

支払う必要があります。指定管理者は、利用料金の収受等を適切に実施してく

ださい。 

  ③ 農業公園の運営に関する業務 

    指定管理者は、農業公園の施設等の運営や、農業公園全体の安全巡視、利用

指導、広報等の情報発信を実施してください。 

  ④ イベント等の実施に関する業務 

    農業公園は、子育て世代を始め、幅広い世代へ農に親しむ場を提供すること

を目的として設置しています。指定管理者は、農に関心の低い層を含め、幅広

く農に親しむきっかけづくりとなり、かつ農業公園の利用促進につながるよう、

イベント、講座を実施してください。 

  ⑤ 食育に関する業務 

    本市では、「かすがい健康計画２０２３」を定め、本計画において食育に関す 

   る計画を定めています。食育について『食育への関心をさらに高め、実践につ

なげる』を重点目標に掲げています。指定管理者は、食育の実践につながるよ

うな事業を実施してください。 

  ⑥ 維持管理業務 

    指定管理者は、植栽管理、清掃、建物の保守点検等の点検整備、農業公園内

の修繕、物品管理等の維持管理を実施してください。 

  ⑦ その他の業務 

    指定管理者は、その他の業務として、災害発生時等の緊急時対応に関する業

務や、各種報告書の作成・提出、関係機関との連絡調整等を実施してください。 

 

 ⑵ 自主事業 

   指定管理者は、必須の自主事業を実施した上で、農業公園の利便性や魅力向上

のため、指定管理者自らの責任と費用により、物販や飲食サービスの提供等を始

め、次に掲げる業務を実施することができます。 

また、指定管理業務を実施するための指定管理料は、自主事業に充当すること

はできません。 

   自主事業を実施する場合は、具体的な実施計画と収支計画を市に提出し、承認

を受けるとともに、関係機関から必要な許認可等を得た上で実施してください。 

   自主事業の実施にあたっては、都市公園法（昭和31年法律第79号）第５条に規

定される管理許可又は都市公園条例第３条に規定される行為許可が必要です。管

理許可及び行為許可は、指定管理者から市に許可申請し、市から指定管理者に許

可します。第１章８⑴で示すとおり、管理許可又は行為許可を受けた場合、原則

として都市公園条例で定める使用料を市に納入する必要がありますが、市が公益

上その他の理由により、特に必要があると認める場合は減免することができます。

次の必須の自主事業は、利用者の利便性の向上が図れ、公益性が高いため使用料

は全額免除します。その他の自主事業を実施する場合は、指定管理者から提案さ



－5－ 

 

れた内容により、個別に減免の可否を判断します。 

  ① 必須の自主事業 

ア 喫茶コーナーの運営 

・喫茶コーナーは、農業公園利用者の利便性の向上を図るため設置されてい

ます。 

・利用者に対し、農業公園の特色を生かし、賑わいのある運営や飲食物の提

供を行ってください。 

・アルコール類の提供は認めません。 

・提供するメニュー・料金等は、管理業務計画の案とは別に提案してくださ

い。 

・光熱水費や食材費等、喫茶コーナーの運営にかかる費用は、指定管理者の

負担となります。 

    ・厨房機器や食器等の物品は、市から指定管理者へ無償貸与します。 

    ・運営に当たっては、食品衛生法（昭和22年法律第233号）等の関係法令を遵

守してください。 

   イ バーベキュースペースの運営 

    ・指定管理業務として規定する業務以外のサービスは、自主事業として実施

することとなります。自主事業の運営にかかる費用は指定管理者の負担と

します。 

    ・アルコール類の提供は認めませんが、利用者がアルコール類を持込むこと

は可とします。 

    ・提供するメニュー・料金等は、管理業務計画の案とは別に提案してくださ

い。 

    ・バーベキューセット（グリル、網、トング等）は、当初、市が調達し、指

定管理者へ無償貸与します。 

    ・農業公園は、利用者が手軽に利用できることが強みであるため、バーベキ

ュースペースの運営に当たっても、手軽に利用できるような付加価値を指

定管理者が考案し、自主事業として運営してください。 

    ・運営に当たっては、食品衛生法等の関係法令を遵守してください。 

  ② その他の自主事業 

    農業公園の魅力向上、利用促進に資するような自主事業を行うことができま

す。 

 

 

５ 指定の期間 

  平成31年11月１日から平成36年３月31日まで（予定） 

 

 

６ 指定管理料 

 ⑴ 指定管理料の参考額について 
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・指定管理料の参考額（消費税及び地方消費税含む。）は、募集要項で示すとおり

平成31年度は、15,560千円 

  平成32年度は、31,410千円 

 平成33年度～平成35年度は、30,330千円 です。 

  ・指定管理料は、指定管理業務に必要な経費の見込み額から、利用料金や実費負

担の収入の見込み額を控除し、算出しています。指定管理者は、参考額を目安

に指定管理料を提案してください。 

  ・消費税及び地方消費税の税率は、10％で計算してください。 

  ・収穫体験農園（果樹）は、平成33年度からの運営を想定しています。 

  ・⑶で示す光熱水費及び修繕料以外の項目の参考額についてのお問い合わせは、

お答えしかねますので御了承ください。 

 

 ⑵ 指定管理料の額について 

  ・指定管理料は、指定管理者から提案のあった額を基本としますが、各年度の指

定管理料は、市議会で議決された各年度の予算の範囲内で、市と指定管理者が

協議し、決定します。 

  ・平成31年度の指定管理料は、指定期間を平成31年11月１日から開始する予定で

あるため、指定期間を考慮した指定管理料を提案してください。 

 

 ⑶ 指定管理料の精算について 

・指定管理業務を基準どおり実施した上で発生した剰余金については、返還を求

めません。また、利用料金の減少などにより、赤字となっても指定管理料によ

る補塡は行いません。 

  ・ただし、光熱水費の剰余金や施設修繕を行う必要がなかった場合の修繕料の剰

余金は、精算による返還を求めます。指定管理料に含まれる光熱水費及び修繕

料は以下のとおりです。 

                               （単位：千円） 

項目 
年額 

（消費税及び地方消費税含む） 

 

平成31年度のみ 

光熱水費 4,500 1,875 

修 繕 料 500 300 

 

  

７ 職員体制 

指定管理者は、農業公園の管理運営に支障が生じないよう適切な職員の雇用と配

置、勤務形態となるよう、労働基準法等の関係法令を順守し、職員体制を計画して

ください。 

また、管理業務を行う上で必要な技能の習得や向上を図るため、適時、研修等を

行い、職員の資質向上に努めてください。 

想定される職員は次のとおりです。 
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 ⑴ 総括責任者 

   農業公園の管理業務や人材育成など、農業公園の全体を統括する能力を有し、

指定管理業務全般に統括的な責任を持つ職員です。なお、総括責任者は常勤職員

とします。 

 

 ⑵ 副総括責任者 

総括責任者が出張、休暇等で不在となるとき、代理として総括責任者の職責を

果たせる職員です。なお、副総括責任者は常勤職員とします。ただし、副総括責

任者は業務に支障がない範囲において、運営責任者又は維持管理責任者を兼ねる

ことができることとします。 

 

⑶ 運営責任者 

  農業公園の企画・広報や経理・総務など、農業公園の運営に関する能力を有す

る職員です。なお、運営責任者は常勤職員とします。 

 

⑷ 維持管理責任者 

  農業公園の維持管理や各施設の適正な管理に関する能力を有する職員です。な

お、維持管理責任者は常勤職員とします。 

 

⑸ 管理運営スタッフ 

  農業公園の維持管理や運営を行う職員です。 

 

⑹ 栽培指導員 

  農業体験農園等での栽培指導や講習を実施する職員です。 

  管理運営スタッフと栽培指導員は、兼務することができます。 

 

⑺ 職員用駐車場 

  職員が通勤のために農業公園の駐車場を利用する場合は、駐車場を利用する職

員個人から市へ事前に行政財産目的外使用許可申請が必要です。申請が必要な車

両は、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第２条第２項又は同条第３項に規

定される車両（自動車、自動二輪車（原動機付自転車含む。））です。駐車場を利

用する職員は、別途定める額を市へ収める必要があります。 

なお、指定管理者が通勤用の駐車場を別に確保していただいても構いません。 

 

⑻ その他 

・防火対象物の防火上の管理を行うため、消防法（昭和23年法律第186号）で定め 

る甲種防火管理者を配置してください。 

・また、利用時間中は、管理棟内の事務室が無人とならないよう、１名以上の職

員を常駐することとしてください。 

・イベントや連休中など混雑が予想される場合は、交通整理を含め、混乱が生じ
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ないよう、人員の配置を行ってください。 

・想定される勤務体制は次表のとおりです。 

 

職 名 勤務形態 人 数 

総括責任者 常勤 １人 

副総括責任者 （運営責任者兼務） － 

運営責任者 常勤 １人 

維持管理責任者 常勤 １人 

管理運営スタッフ 非常勤 １人 

栽培指導員 非常勤 ３人 

合 計 － ７人 

   ※この表は、あくまで参考であり、指定管理業務を適正に実施するために必要

な人員を配置してください。 

 

 

８ その他留意事項について 

 ⑴ 都市公園法等との関係性 

・農業公園は、地方自治法第244条で定める公の施設であり、かつ都市公園法で 

定められる都市公園でもあります。 

・農業公園は、公の施設として指定管理者制度を採用し、条例で規定しています

が、都市公園としては指定管理者制度を採用していません。そのため、都市公

園としての管理は市が行うこととなり、都市公園法、都市公園条例のみで定め

られた事務は市で実施します。 

具体的には、 

① 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること（自動販売機の

設置を含む。） 

② 業として写真又は映画を撮影すること 

③ 興行を行うこと 

④ 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと 

⑤ ①～④に定めるもののほか、都市公園の全部又は一部を独占して利用 

すること 

を農業公園の利用者又は指定管理者が実施する場合は、市の許可が必要で 

す。 

・①～⑤を実施する場合は、都市公園条例で定める使用料を市へ納入する必要

があります。 

・ただし、指定管理者が①～⑤を実施する場合の使用料は、公益性があるもの

（指定管理業務又は自主事業として認められたもの等）と市が認めた場合は、 

全額免除します。 

・①～⑤の事業を行う場合は、事前に市へ事業内容を相談してください。 
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・都市公園法上の公園管理者は市であり、公園管理者のみ実施できると都市公

園法で規定されている公園の占用許可等は、市が実施するものです。 

 

 ⑵ 市の事業への協力について 

  ・農業公園を用いた事業を市が実施する場合、指定管理者は市の事業へ協力す

ることとします。 

  ・市が主催し、農業公園の供用開始前に内覧会、供用開始時にオープニングイ

ベントを実施する予定です。指定管理者は、内覧会、オープニングイベント

に参加、協力してください。内覧会、オープニングイベントの詳細は、市と

指定管理者が別途、協議して決定します。 

 

 ⑶ 管理運営準備について 

  ・農業公園は、平成31年11月１日から指定開始する予定ですが、管理運営にあ

たり、利用者の募集や、エリア情報誌等を用いた農業公園の周知、ホームペ

ージやパンフレットの作成など準備業務が必要です。 

  ・準備業務は、指定管理者に選定された事業者に、本指定管理業務とは別に委

託する予定です。準備業務の内容は、市と指定管理者が協議し決定します。 

 

 ⑷ 書類、記録の保存について 

  ・指定管理者は、次の書類、記録について保存する必要があります。 

  ・保存期間は、市と指定管理者が協議し、決定します。 

  ・指定管理者でなくなった場合は、次の書類、記録を市へ引き継ぐ必要があり

ます。 

   ① 農業公園の各施設、農園の利用の申請等に関する書類 

   ② 個々の指定管理業務に関する記録 

   ③ 指定管理業務に係る収支の状況に関する記録 

 

 ⑸ 地域貢献について 

  ・農業公園で使用する資材、食材等は、地域の企業等や地元産のものを積極的

に採用するよう努めてください。 

  ・管理運営に当たる職員を採用する場合は、地域住民の積極的な採用に努めて

ください。 

  ・各種団体やボランティアとの連携等、農業公園の管理運営を通じ、地域貢献

を積極的に実施してください。 

 

 ⑹ 地域環境への配慮について 

  ・農業公園の管理運営は、事業活動に伴う騒音や悪臭の防止に努め、地域住民

の生活環境に配慮し実施してください。 

  ・イベントの開催やゴールデンウィーク等の混雑が予想される場合は、必要に

応じて農業公園外に臨時駐車場の確保、交通誘導員の配置を行ってくださ
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い。また、必要に応じて事前に地域住民や学校、警察等への説明を行ってく

ださい。 

 

 ⑺ 個人情報の取扱いについて 

  ・本市では、個人情報の保護を図るため、春日井市個人情報保護条例（平成14

年春日井市条例第41号）を定めて、個人の利益を保護しています。 

・指定管理者においても、春日井市個人情報保護条例に則り、適正な個人情報

の保護を図っていただきます。 

・個人情報の保護に関する規定を設け、職員に周知徹底を図ってください。 

 

 ⑻ 守秘義務について 

  ・農業公園の管理に従事している者及び従事していた者は、業務上知りえた情

報を第三者へ漏らし、又は不当な目的に使用してはなりません。 

・指定期間終了後も同様とします。そのため、職員に対し守秘義務があるこ

と、知りえた情報を漏洩してはならないことの周知徹底を図ってください。 

 

 ⑼ 市監査委員による監査について 

  ・地方自治法の規定により、公の施設に係る事務の執行について監査される場

合は、監査に誠実に対応し、市監査事務局監査課から指摘事項が提示された

場合は、事務の改善を行うこととします。 

 

 ⑽ モニタリング調査について 

  ・市では指定管理者制度を導入している公の施設について、毎年度、モニタリ

ング調査を実施しており、指定管理者はモニタリング調査に協力する必要が

あります。 

・モニタリングの日時等は、市と指定管理者が協議し、決定します。 

・調査結果は、指定管理者へ通知するとともに、市民へ公表します。 

 

 ⑾ 環境への配慮について 

  ・指定管理者は、市の環境方針を遵守するとともに、環境への負荷の低減や環

境への配慮の推進の取組みに協力してください。 

 

 ⑿ 障がい者就労施設等の物品・役務の調達について 

  ・障がい者就労施設等が提供する物品や役務の調達に努めてください。 

  

 ⒀ 公租公課について 

  ・農業公園の指定管理業務の実施により、課税される場合があります。詳細

は、関係機関へお問い合わせください。 

   

 ⒁ 鉄塔の管理について 
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  ・管理棟の東側に中部電力株式会社が所有、管理する鉄塔があり、定期的な点

検等が行われます。そのため指定管理者は、中部電力株式会社と協議し、円

滑な点検作業等ができるよう調整してください。なお、鉄塔部分は、農業公

園の区域外です。 

 

 ⒂ 保険の加入について 

  ・市で加入する保険は、 

    ① 全国市有物件災害共済会建物総合損害共済保険 

    ② 全国市長会市民総合賠償補償保険 賠償責任保険 

   です。 

  ・②の契約類型は、Ｄ型です。支払い限度額は、身体賠償１名につき１億円、

１事故につき10億円で、財物賠償は１事故につき2,000万円です。なお、補償

保険は加入していません。 

  ・指定管理者は、施設賠償責任保険、第三者賠償責任保険等、業務上、必要な

保険に加入してください。 

 

 ⒃ 雨水貯留について 

  ・農業公園内の調整池は、晴天時の土地の有効活用を図るため、通常の降雨時

に水が溜まるエリアをコンクリートブロック積み調整池で整備し、それ以上

の降雨の場合、バーベキュースペース、芝生法面にも雨水を貯留する２段式

の調整池として整備しています。 

  ・このため、多量の雨が予想される場合は、利用者の安全の確保や、施設等の

管理に留意してください。 

 

 ⒄ その他 

  ・指定管理者は、この仕様書に規定するものの他、指定管理者の業務の内容及

び処理について疑義が生じた場合は、市と協議し決定するものとします。 
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第２章 運営業務 

指定管理者は、次の１～８に掲げる業務を実施してください。運営に当たっては、

利便性の向上を図るため、キャッシュレス決済やＩｏＴなどの技術革新等についても

積極的に活用し、市民サービスの向上や効率的、効果的な管理運営に取り組むよう努

めてください。 

 

１ 農業公園の受付及び案内に関する業務 

⑴ 利用者に対する受付、案内 

・窓口や電話等での対応は、誠意をもって行い、利用者が理解しやすいよう案内、

説明をしてください。 

 ・農業公園は、幅広い世代の利用者を想定していることから、幼児や高齢者、障

がい者等の受付、案内ができるよう心掛けてください。 

 ・利用者が適正に農業公園を利用できるよう、利用者に周知してください。 

具体的な農業公園利用のルール（ペットの散歩や、ボール遊びの可否等）は、

市と指定管理者が協議して決定します。また、運営開始後の状況を鑑み、適時、

見直しを行います。 

 ・利用者等からの苦情、要望等については、指定管理者が責任を持ち、迅速かつ

適切に対応するとともに、適時、市へ報告してください。 

 

⑵ 遺失物等の管理 

 ・指定管理者は、遺失物等を発見、又は利用者等から届出があったときは、一定

期間保管後、所有者が現れない場合は、警察へ届け出るなど適正に対応してく

ださい。 

 

 

２ 公園施設の利用許可等に関する業務 

⑴ 共通事項 

 ・利用許可等に関する業務は、利用者の募集、抽選、利用の許可・不許可、利用

の変更、利用の取消しに関することです。 

 ・公園施設の利用の許可、利用の変更及び利用の取消しの手続きについては、ふ

れあい農業公園条例施行規則（平成30年春日井市規則第38号。以下「規則」と

いう。）の規定に従い実施していただきます。 

 ・利用許可が必要な施設は、農業体験農園、貸し農園、収穫体験農園、多目的室、

バーベキュースペース及びシャワー室です。利用許可に当たっては、利用希望

者から利用申請書の提出を受け、その内容を審査した上、利用の許可を行って

ください。 

・利用申請書等の様式は、指定管理者が定めてください。なお、規則第12条の規

定により、収穫体験農園、バーベキュースペース及びシャワー室は、利用者の

利便性向上のため、指定管理者の判断により、口頭での利用申請、許可を行う
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ことができます。 

・利用の申請は、インターネットを活用し、利用の申請から料金の支払いまで可

能となるようなホームページの構築・運営も市は期待するところです。 

・条例第14条で規定する特別の設備等を利用者が設置する場合は、利用の申請と

同時に特別の設備等を設置する申請が必要であり、指定管理者の承認が必要で

す。 

・利用者は、特別の設備等を設置し、農業公園の電力を使用する場合、指定管理

者が定める実費相当額を指定管理者へ納める必要があります。 

・指定管理者が定める実費相当額は、市と指定管理者が協議し、定めることとし

ます。 

・特別の設備等の具体は、運営開始後の状況を鑑み、市と指定管理者が随時、協

議することとします。 

 ・利用申請は、利用しようとする日の属する月の２月前の初日から提出可能です。

ただし、バーベキュースペースは、市内に在住、在勤、在学の者は利用しよう

とする日の属する月の２月前の初日から利用申請可能とし、それ以外の者は、

利用しようとする日の属する月の１月前の初日から利用申請可能とします。 

  ・条例第９条の各号に該当する場合は、農業公園の施設等の利用を許可しないこ

とができます。具体的には、 

   ① 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき 

   ② 農業公園の施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき 

   ③ 農業公園の施設等の管理上支障があると認めるとき 

   ④ ①～③のほか、市長が適当でないと認めるとき 

  と規定しています。④の具体例は、運営開始後の状況を鑑み、必要に応じ市と

指定管理者が協議し、定めることとします。 

 ・利用の許可をされた者が許可された事項を変更しようとするときは、指定管理

者の許可が必要です。変更の許可は、利用の許可と同様の手続きが必要です。

なお、規則第13条の規定により、収穫体験農園、バーベキュースペース及びシ

ャワー室は、指定管理者の判断により、口頭での変更申請、許可を行うことが

できます。 

 ・条例第12条の各号に該当する場合は、指定管理者は施設の利用者に対し、利用

の許可を取消しでき、また、利用の中止を命ずることができます。具体的には、 

  ① 施設利用者が条例、規則に定められた事項や利用の許可に付けられた条

件、指定管理者の指示に従わないとき 

   ② 災害その他の事故により利用できなくなったとき 

   ③ 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき 

  と規定しています。 

 ・利用の不許可等の具体的な基準は、市と指定管理者が協議の上、決定すること

とします。 

 

⑵ 農業体験農園及び貸し農園 
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 ・農業体験農園、貸し農園は、利用者を募集してください。募集期間は、利用開

始の２月前の初日から開始し、終期は指定管理者が定めてください。 

・農業体験農園と貸し農園の利用者のみ、４月から９月の間は、午前７時から利

用可能となりますが、午前７時30分から午前８時15分の間は、自動車等の乗入

れは自粛していただくことが条件です。この条件が守られない場合は、利用の

取消しを行う場合があり、これを承認した上で応募する必要があると、応募要

件に記載してください。 

・農業体験農園、貸し農園の応募要件は、市と指定管理者が協議して決定します。 

・区画数を上回る応募がある場合は、公正公平な方法による抽選で当選者を決定

します。 

・募集終了後、当選者には利用許可の通知書を送付し、落選者には利用不許可の

通知書を送付してください。 

・利用許可の通知書に付す条件については、市と指定管理者が協議し、決定する

こととします。 

・応募者が区画数に達せず、空き区画が発生する場合は、適時、追加の募集を行

ってください。 

・利用期間については、指定管理期間を超えない範囲で、管理業務計画の案に含

めて提案してください。 

 

⑶ 収穫体験農園 

・利用者を随時募集し、利用許可を行うこととしますが、収穫可能な野菜、果実

の数量を勘案し、適切な人数の利用許可を行い、運営してください。 

 

⑷ 多目的室及びシャワー室 

・利用者を随時募集し、利用許可を行ってください。 

・多目的室では、貸館業務のほか、指定管理者が自主事業として各種講座等を開

催することもできます。 

 

⑸ バーベキュースペース 

・利用者を随時募集し、利用許可を行ってください。 

・バーベキュースペースは、市内の公共施設のうち、数少ないバーベキューが可

能な施設であり、多くの利用が想定されるため、市民の利用を促す必要がある

ことから、市内在住、在勤、在学の者は利用しようとする日の属する月の２月

前から利用申請可能とし、それ以外の者は、利用しようとする日の属する月の

１月前から利用申請可能としています。利用申請可能となる日が異なりますの

で、十分、留意し業務を行ってください。 

 

 

３ 利用料金の収受等に関する業務 

⑴ 共通事項 
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・条例で定める利用料金の収受を適切に行ってください。 

・利用料金の収受方法は、別途、市と協議してください。 

・条例で定める次の利用料金は、上限額として示したものであり、条例第10条第

２項の規定により、実際の利用料金は、上限額以内で指定管理者が市の承認を

得た上で決定してください。利用向上のための割引制度の実施や子ども料金の

設定（小学生は半額、乳幼児は無料など）も可とします。 

・利用料金は、公益上の利用等により減免することができます。減免する場合は、

市と協議してください。 

・利用料金は、条例第10条第５項で定めるとおり原則として利用者に還付しませ

ん。 

ただし、次の場合は還付することができます。 

① 条例第12条第１項第３号の規定により、公共の福祉のためやむを得ず利

用の取消し、又は利用の中止をした場合 

② 災害その他施設利用者の責めに帰さない理由により農業公園の施設等を

利用できなくなった場合 

③ 施設利用者が利用の日の３日前までに利用の取消し又は許可事項の変更

を申し出た場合において相当の理由があると指定管理者が認める場合 

※具体的な還付基準は、市と指定管理者が協議し、定めることとします。 

 

⑵ 農業体験農園 

・条例で定める利用料金は、１㎡当たり上限500円（１年間）です。 

・この利用料金は場所代のみであり、農業体験農園として運営するに当たり、苗、

種、肥料代、指導料等については、別途、利用者から料金を受け取ることがで

きます。 

・料金の設定に当たっては、市の承認を得てください。 

 

⑶ 貸し農園 

・条例で定める利用料金は、１㎡当たり上限500円（１年間）です。 

・この利用料金は、分区園としての利用料金です。別途、付加価値をつけ、利用

者から料金を受け取る場合は、自主事業として市の承認を得た上で行ってくだ

さい。 

 

⑷ 収穫体験農園 

・条例で定める利用料金は、１人につき上限100円です。 

・条例で定める利用料金は、収穫体験農園の基本料（入園料）のみであり、栽培

費用、収穫する野菜・果実の代金等は、別途、利用者から料金として受け取る

ことができます。 

 

⑸ 多目的室 

・条例で定める利用料金は、30分につき上限600円です。 
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・条例で定める利用料金は、利便性の向上を図るため、30分単位で定めています。 

・利用時間は、利用料金と整合を図るように運営してください。 

・利用者が空調やコンロなどを利用する場合は、指定管理者が定める実費を利用

者から受け取ることができます。 

 

⑹ バーベキュースペース 

・条例で定める利用料金は、１人２時間につき上限100円です。 

・条例で定める利用料金は、場所代のみであり、バーベキュー機材の貸し出しや

食材の提供等は自主事業として市の承認を得た上で実施してください。 

 

⑺ シャワー室 

・条例で定める利用料金は、15分につき上限100円です。 

 

 

４ 農業公園の運営に関する業務 

⑴ 各農園（農業体験農園、収穫体験農園、貸し農園）の運営 

 ア 農業体験農園 

  ・農業体験農園は、指定管理者が利用者のために苗、種、肥料等を用意し、野

菜の栽培方法を指導する農園です。 

・栽培テキストを用いた栽培講習会を定期的に開催し、利用者に指導するとと

もに、栽培講習会以外の日においても、指導員が定期的に巡回し、利用者の

質問等に対応するなど、農作業の初心者でも、安心して野菜の栽培から収穫

まで楽しめるよう、運営してください。 

・１区画当たりの面積は、指定しませんので、管理業務計画の案に１区画当た

り面積と区画数を含めて提案してください。 

・農業体験農園及び貸し農園は都市公園法の分区園に該当するため、都市公園

法施行令第８条第３項の規定に基づき、１区画当たりの面積は50㎡以下とし

てください。 

・農業体験農園は、利用者が常に栽培管理を行わないため、野菜の良好な育成

環境を保つよう管理してください。 

・空き区画は、除草作業等を定期的に行い、他の利用されている区画に影響を

及ぼすことがないよう管理するとともに、利用申込に備え、利用可能な状態

を保ってください。また、美観を損なうことがないよう管理してください。 

・空き区画が生じた際の活用方法があれば、管理業務計画の案に含めて提案し

てください。 

  イ 収穫体験農園（野菜） 

   ・収穫体験農園（野菜）は、指定管理者が野菜の栽培を行い、利用者は収穫の

体験を行うものです。 

・栽培する野菜の種類、量については、利用者数を考慮し、管理業務計画の案

に含めて提案してください。 
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  ウ 収穫体験農園（果樹） 

   ・収穫体験農園（果樹）は、指定管理者が果樹の栽培を行い、利用者は果実の

収穫を体験するものです。果樹は、ナツミカン、カキ、ミカン、レモン、ブ

ルーベリー、キンカンを平成31年２月頃、定植する予定です。詳細な配置な

どは、植栽平面図を確認してください。 

   ・果樹は平成31年２月頃に定植する予定であり、栽培に時間を要することから

平成31年度及び平成32年度の収穫体験は実施できない見込みです。収穫体験

は平成33年度からの運営開始を見込んでいます。ただし、あくまで想定であ

り、果樹の生育状況等により異なる可能性があるため、実際の運営開始は、

市と指定管理者が協議し、決定します。 

   ・果樹は造成工事で植樹し、市の財産となるため、そこから採れる果実につい

ても市の財産となります。市の財産を指定管理者が直接、売却することはで

きませんので、果実は市から指定管理者へ売却し、それを指定管理者から利

用者へ売却することとします。市から指定管理者へ売却する果実の価格につ

いては、別途、市と指定管理者が協議することとします。 

  エ 貸し農園 

   ・貸し農園は、利用者が決められた区画の中で、自由に野菜の栽培を行うもの

です。 

   ・農業体験農園と同様、１区画当たりの面積は、指定しませんので、管理業務

計画の案に１区画当たり面積（50㎡以下としてください。）と区画数を含め

て提案してください。 

   ・空き区画は、除草作業等を定期的に行い、他の利用されている区画に影響を

及ぼすことがないよう管理するとともに、利用申込に備え、利用可能な状態

を保ってください。また、美観を損なうことがないよう管理してください。 

   ・空き区画が生じた際の活用方法があれば、管理業務計画の案に含めて提案し

てください。 

   ・自主事業として、栽培相談サービスや雑草手入の代行サービスなどを実施す

ることもできます。 

 

⑵ 安全巡視 

・利用者が安全に利用できるよう、農業公園内（建物等施設含む。）を巡視してく

ださい。巡視は、農業公園の利用時間、利用状況等を勘案し、適切な巡視計画

を立て、事故、犯罪等の未然防止に努めてください。 

・事故、犯罪、急病者等が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、直ち

に現場へ急行し、適切に処置してください。その後、農業公園管理責任者を通

じて市及び関係機関へ連絡してください。 

・開園時は、農業公園内の各鍵を開錠し、農業公園内に異常がないか確認してく

ださい。 

・閉園時は、農業公園内に残留者や残留車両がないか確認し、農業公園内の各鍵

を施錠してください。 
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・利用時間外については機械警備を行ってください。異常が発生した場合、指定

管理者は速やかに農業公園に急行するとともに、必要に応じて関係機関へ連絡

するなど、適切に対応してください。 

・ゴールデンウィーク等の繁忙期や多数の集客が予想されるイベント等が開催さ

れる場合は、警備員や交通誘導員の配置、臨時駐車場の確保など、安全面に十

分配慮してください。 

 

⑶ 利用指導 

・利用者の利便性、安全性の向上を図るため、適切な利用指導、案内を行ってく

ださい。 

・農業公園の利用者による違法駐車を防止するよう、指導してください。 

・農業公園の利用者が原因で、農業公園外を含め苦情等が発生した場合は、原因

者へ指導を行うなどの措置を講じてください。 

 

⑷ 多目的室の貸館業務 

・多目的室は、市や指定管理者が利用しない場合は、貸館とすることができます。

多目的室は、料理教室を始め、各種講座等を開催することができます。年間の

計画を立て、管理業務計画の案に含めて提案してください。 

・貸館としての利用がない場合は、可動式の壁を収納し、オープンスペースとし

て使用することもできます。 

・オープンスペースとして使用する場合は、多目的室としての利用ではないため、

利用料金はかかりません。 

 

⑸ バーベキュースペースの運営 

・バーベキュースペースは９区画の運営を想定していますが、市と協議の上、９

区画以上で運営することも可能です。 

・指定管理業務は、バーベキューの場所貸しのみであり、条例で定める利用料金

も場所貸し分のみです。機材の貸し出しや食材の提供等は自主事業として実施

していただきます。 

・機材の貸し出しを行う場合は、利用者の利便性が向上するような運営方法を提

案してください。 

・自主事業を実施する場合は、管理業務計画の案とは別に提案してください。 

・アルコール類の提供は認めませんが、利用者が自らアルコール類を持込むこと

は可とします。 

・自動車、自動二輪車（原動機付自転車含む。）、自転車等軽車両の運転手には、

「ハンドルキーパー」のワッペンを着用してもらうなど、利用者が飲酒運転を

することがないよう、厳に運営してください。 

・未成年者に対する飲酒防止の啓発を行ってください。 

 

⑹ シャワー室 
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・利用を許可した場合は、鍵を渡し、15分間を目安として利用するよう指導して

ください。 

 

⑺ 情報発信（広報、ホームページ等） 

・農業公園は新たに整備される公園であり、認知度の向上、かつ農業公園の利用

促進を図るため、指定管理者は市内外を問わず、積極的に情報発信するよう努

めてください。 

・農業公園は、子育て世代を始めとした幅広い世代を対象としている点に留意し

てください。 

・農業公園は、農への理解促進を図る施設であるため、農への関心が低い層への

情報発信も重要な要素であり、市が期待するところです。 

・農業公園を情報発信するため、パンフレットを配布し、利用促進、周知を図っ

てください。また、パンフレットの著作権及びデータは市へ提供してください。 

・情報発信は、市の発行する広報春日井や市ホームページの活用、イベント等の

チラシの作成・配布のほか、マスメディアを用いたＰＲ（エリア情報誌への掲

載等）、指定管理者がホームページを運用すること、ソーシャルネットワークサ

ービス（ＳＮＳ）等を用いて実施していただくことも可能です。利用者の増加

が図れるよう、積極的、効果的な情報発信をしてください。管理業務計画の案

に年間の広報計画を記載し、提案してください。 

・開園当初は、農業公園を様々な手法を用いて広く周知し、多くの人に農業公園

を認知してもらうことが重要であり、また、開園から一定期間経過後はＰＲ手

法やターゲット等が変わると市は考えています。指定管理者は、広報計画につ

いて、単年のみではなく、中長期的な広報計画もあわせて提案してください。 

・情報システムの管理は、セキュリティ対策を確実に実施し、情報漏洩がないよ

う万全を期してください。 

・取材等は、事前に市と協議の上、各マスメディアへ対応してください。 

 

 

５ イベント等の実施に関する業務 

・農業公園は、子育て世代を始め、幅広い世代が農に親しむ場を提供することを設

置目的としていることから、指定管理者は、農に親しむきっかけづくりとなり農

業公園の利用が促進されるよう、イベント等を実施してください。 

・イベント等の内容を管理業務計画の案に含めて提案してください。詳細なイベン

ト等の内容は、指定管理者と協議の上、決定します。 

・市は次のイベント等を想定しています。なお、想定以外のイベント等は自主事業

として実施することができます。 

⑴ イベント 

  実りの時期となる秋に収穫祭を実施するなど、利用促進につながるよう、魅力

的なイベントを実施してください。 
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⑵ 講座 

  農への理解を深め、リピーターが増えるよう魅力的な講座を実施してください。 

   

 

６ 緊急時対応に関する業務 

地震、風水害等の災害時や、火災や急病人の発生等の事故が起きた場合は、次の

とおり対応してください。 

⑴ 災害等発生時の対応に関すること 

・指定管理者は、台風、大雨等の災害が発生するおそれがある場合は、情報収集

を行い、警報等の発表状況や気象状況を考慮し、必要に応じて閉園や備品等の

固定・収納等の処置を行ってください。 

・農業公園は屋外利用が多いため、雷注意報や高温注意情報、光化学スモッグ予

報等が発表された場合は、利用者に周知し、注意を促すなど、適切に対応して

ください。 

 ・地震発生時においては、農業公園内の利用者に避難を促すなど利用者の安全確

保を最優先に対応してください。 

 ・農業公園は、市地域防災計画に定める指定避難所等に指定されていないため、

避難者が来園することは原則としてありませんが、市民が避難してきたときは、

市へ報告し、市災害対策本部の指示に従ってください。 

・帰宅困難者等がいる場合は、帰宅可能な状況になるまで管理棟内で待機させる

など、適切に対応してください。 

・地震、風水害等の災害発生後は、農業公園内の被害状況を把握し、市へ報告す

るとともに、復旧作業等について市と協議することとします。 

 

⑵ 事故発生時の対応に関すること 

・農業公園内において火災や急病人の発生等、事故が起きた場合は、速やかに現

場へ駆けつけるとともに、事故の状況に応じた関係機関へ連絡するなど、適切

に対応してください。 

 

 ⑶ その他 

  ・指定管理者は、災害や事故発生時に迅速かつ的確に対応できるよう、定期的に

訓練を実施し、各職員の対応を記載したマニュアルを作成し、各職員へ周知し

てください。 

 

 

７ 食育に関する業務 

・本市では、「かすがい健康計画２０２３」において食育に関する計画を定めてお

り、『食育への関心をさらに高め、実践につなげる』を重点目標に掲げ、重点目

標に対する取組として、 

   ① 食の文化や食材の旬について学びます。 
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   ② 食べ物に感謝する心を育てます。 

   ③ 事業者は、地元産が分かるように食品の提供を行ったり、農業体験や食

品製造過程を周知するなど市民の食品への理解を深めるよう努めます。 

   ④ 地域や季節の食材・食文化に関する情報を提供します。 

   ⑤ 安全な食べ物を選択する力を養成します。 

  等の取組を挙げています。 

・農業公園は、食育に関する事業を実施することを条例で規定しており、指定管

理者は、食育に関する事業を実施してください。 

 

 

８ 平成31年度の運営  

 ・農業公園の指定管理業務は、平成31年11月１日から開始する予定です。平成31年

度の運営は、開園の時期は作付け野菜が少ないなど、平成32年度以降と異なる運

営が想定されます。また、開園後は冬に向け気温が低下し、利用者の減少が予想

されます。 

・そのため、農業体験農園の活用方法や、利用者促進の取組みが必要です。市では、

農業体験農園の活用方法として、平成32年２月頃まで暫定的に収穫体験農園（野

菜）エリアとして運用し、作付け野菜が増える平成32年３月頃から農業体験農園

として運用することを想定しています。 

 ・利用促進の取組みとして、定期的なイベント開催を想定しています。 

 ・指定管理者は、市の想定に関わらず、農業公園全体の活性化につながるような提

案をしてください。 

 ・指定管理業務は、平成31年11月１日（金）から開始予定であり、開園日はオープ

ニングイベントを実施するため、平成31年11月２日（土）を予定しています。そ

のため、平成31年11月１日（金）は、臨時休園とする予定です。 
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第３章 維持管理業務 

 農業公園の維持管理に当たっては、募集要項第１章１⑷に定める維持管理方針を基

に、常に良好な状態を維持するよう管理してください。農業公園の維持管理業務は、

本仕様書で農業公園の性能を規定し、維持管理の具体的方法は、指定管理者の発想に

より実施するものです。 

 

１ 植栽管理 

・植栽管理に当たっては、エリアごとの植生を考慮の上、最適な管理手法や頻度を

常に検討してください。 

・除草作業は、周辺への環境面の配慮から、機械式除草又は抜取除草を原則とし、

薬剤による除草は極力行わないでください。 

・病虫害発生の早期発見に努め、極力、薬剤を使用しない方法（剪定防除、捕殺等）

により防除を行ってください。 

・やむを得ず薬剤を使用する場合は、事前に市へ報告し、農薬取締法等の関係法令

や、「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」（平成22年５月 環境省）等

を遵守し、地域住民や近隣の小学校へ事前に周知するとともに、健康被害、生活

被害が発生しないよう、十分に配慮してください。 

・剪定、刈り込み、草刈り作業は、来園者の公園利用への配慮と安全性を確保し、

実施してください。 

・剪定、刈り込み作業は、樹勢や樹木の原形を考慮し、美観を損ねないよう適切に

実施してください。 

・枯木や支障枝等の有無を日常的に点検し、早期発見に努め、落枝等による事故の

未然防止を図ってください。 

・植栽が枯損しないよう、適時、水やりをしてください。 

・植栽の生育状況に合わせ、適時、施肥を行ってください。 

⑴ 芝生広場 

・景観を損ねない程度に、適時、芝刈り、施肥、水やり、除草、エアレーション

等を行ってください。 

 

⑵ その他 

・農業公園内の植栽については、適時、剪定や施肥、水やり等、必要な作業を行

ってください。 

 

 

２ 清掃 

  農業公園の美観を維持し、利用者が安全安心、快適に利用できるよう、適切に清

掃を行ってください。 

 ⑴ ごみ処理 

・農業公園内のごみを収集、除去し、常に清潔な状態を保ってください。 
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・収集したごみは、産業廃棄物又は事業系一般廃棄物として随時処理してくださ

い。 

・台風や強風などにより発生したごみは、速やかに除去してください。 

・農業公園内の残菜置場のごみが山積しないよう、適時、処理してください。 

・ごみは事前に処分方法や処分先等を市環境部ごみ減量推進課等と調整し、適正

に処分してください。 

  

 ⑵ 日常清掃 

・管理棟内は、各所について、掃除機やほうき等で清掃を行ってください。 

・管理棟の扉や窓等は、拭き掃除をしてください。 

・管理棟内の物品（机、椅子、ソファー等）は、拭き掃除を行い、汚れを確実に

除去してください。 

・管理棟内、外部トイレは、便器、洗面、鏡、床等の清掃を十分に行うとともに、

トイレットペーパーや洗剤等の補充、ごみの収集を行ってください。 

・管理棟内のシャワー室は、利用頻度に応じて清掃を行ってください。 

・多く利用される園路や芝生広場、各農園等は、重点的に清掃し、常に美観を保

ってください。 

・喫煙所の清掃を行い、灰皿の吸殻、灰等のごみを収集してください。 

  

⑶ 定期清掃 

・管理棟内や外部トイレは、容易に移動できる物品等は移動させ、拭き掃除を行

い、床材の材質に応じた洗剤を用いて清掃し、ワックス塗布等を実施してくだ

さい。 

・調整池や側溝等の浚渫を適宜、行ってください。 

 

 

３ 点検整備 

 ⑴ 共通事項 

・指定管理者は、農業公園内（建物等施設、フェンス、門扉等含む。）を定期的に

各施設等が壊れていないか、動作不良など不具合がないか、安全点検を行って

ください。 

・法令等に定めのあるものは、適正に点検を行ってください。 

・日常点検、定期点検等を行った場合は、帳簿等に点検日時、点検箇所、点検結

果、点検者等を記録し、管理してください。 

・点検の結果、補修が必要なものは、速やかに処置を行うとともに、必要に応じ

て、市へ報告してください。 

・不具合を見つけ、補修する都度に、発見日、不具合の内容、補修する日等を一

覧表に記載し、定期的に市へ報告してください。 

・その他、国の定める「公園施設の安全点検に係る指針」を参考にしてください。 
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 ⑵ 電気設備 

  ・受電設備等が正常に稼動しているか、日常点検・定期点検により確認してくだ

さい。 

  ・電気事業法（昭和39年法律第170号）等の関係法令を遵守し、点検等を行ってく

ださい。 

 

 ⑶ 空調設備 

  ・設備は、清潔な状態を保ち、適切に管理してください。 

  ・指定管理者は、適切な温度設定を行い、利用者が快適に利用できるよう管理し

てください。 

 

 ⑷ 遊具 

  ・遊具は、幼児や児童が利用することから、安全性が確保され、機能が保持され

るよう、適切に管理してください。 

  ・点検は、日常点検と定期点検を実施してください。 

  ・日常点検は、日々、遊具に異常がないか目視等により確認してください。 

  ・定期点検は、有資格者が遊具を総合的に点検するものとし、年に１回以上実施

してください。 

  ・遊具の点検は、法令や国の定める「都市公園における遊具の安全確保に関する

指針」等を参考にしてください。 

 

 ⑸ その他 

  ・農業公園内の各設備、遊具、工作物（門扉、フェンス等）の日常点検等を行い、

利用者の安全に配慮し、適切に管理してください。支障があるものは、適時、

修繕を行うなど、利用者の安全性を確保してください。 

  ・各設備の保守点検の目安、機器の規格は次表のとおりです。 

 

   【設備点検一覧表】 

区
分

 

種
別

 

項目 頻度 資格 法令 

法
定

 

建
築

 

１ 防火対象物定期点検報告 

１年以内ご

と（特例認

定制度によ

る一部免除

あり） 

防火対象

物 点 検資

格者 

消防法第

８条の２

の２ 

設
備

 

１ 

消防用設備等点検報告 

（誘導灯、消火器及び自動

火災報知設備） 

機器点検６

ケ月に１回 

総合点検年

１回 

消防設 備

士又は消

防設 備 点

検資格者 

消防法第

17条の３

の３ 
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区
分

 

種
別

 

項目 頻度 資格 法令 

法
定

 

設
備

 

２ 浄化槽点検及び清掃 

点検３カ月

に１回 

清掃年１回 

浄化槽設

備士 

浄化槽法

第10条 

３ 自家用電気工作物点検 

保安規定を

定め自主点

検 

電気主任

技術者 

電気事業

法第42条 

遊
具

 

１ 遊具保守点検 年１回以上 

公 園 施 設

製品 安 全

管理士等 

都市公園

法第３条

の２ 

自
主

 

― 

１ 自動扉保守点検 

適宜 

メーカー  

２ 井戸ポンプ点検 メーカー  

３ 調理機器保守点検 メーカー  

４ グリーストラップ清掃 管理者  

５ 空調機フィルター清掃 管理者  

 

   《特殊建築物定期点検・建築設備等点検》 

施設名 延べ面積 構造・規模 防火対象物 消防用設備 備考 

管理棟 432.7㎡ 鉄骨造平屋建て ○ ○  

農器具倉庫・

トイレ棟 
65.3㎡ 木造平屋建て  ○  

農器具倉庫・

東屋等 
34.6㎡ 木造平屋建て  ○  

東屋 16.0㎡ 木造平屋建て   ２棟 

   ※各施設の延べ面積は計画面積であり、状況によって変更する場合があります。 

 

   《自家用電気工作物》 

主な設備 容量 基 設置場所 

変圧器 6,600V 50kVA １ 屋外キュービクル 

変圧器 6,600V 75kVA １ 屋外キュービクル 

    

   《浄化槽》 

仕様 規格 基 設置場所 

担体流動ろ過循環方式 
処理人員176人  

日平均汚水量30.2㎥ 
１ 屋外 
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   《自動扉》 

仕様 規格 台数 設置場所 

AD-1 ランマ・袖付引

分け自動ドア 
2000×1760 ２基 管理棟 

AD-1A 袖付引分け自

動ドア 
2000×1760 ２基 管理棟 

 

   《調理機器》 

主な設備 規格・容量 台数 設置場所 

冷凍冷蔵庫 HRF-90ZT3  559L １基 厨房 

電磁調理器 HIH-55TE １基 厨房 

電気反転式ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ釜 MREP-H046 １基 厨房 

浄軟水器 NFX-OS １基 厨房 

ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ MIC-5TB3 １基 厨房 

テーブル形冷蔵庫 RT-120SNF-E-R １基 厨房 

食器洗浄機 JWE-450RUB3-R １基 厨房 

電磁調理器 KZ-PH33 ２基 厨房 

テーブル形冷蔵庫 RT-120MTF １基 厨房 

ｷｭｰﾌﾞｱｲｽﾒｰｶｰ IM-35M-1 １基 厨房 

テーブル形恒温高湿庫 CT-120SNF １基 厨房 

電解水生成装置 WOX-40WA １基 厨房 

 

   《井戸ポンプ》 

仕様 規格 台数 設置場所 

水中ポンプ 25A-2.2kW 3φ200V １基 屋外 

加圧ポンプ 
40A×50A 2.2kW  

3φ200V 
１組 屋外 

 

   《グリーストラップ》 

仕様 規格 台数 設置場所 

３層式 許容流入量100L １基 屋外 

 

   《空調機》 

仕様 規格 台数 設置場所 

天井ｶｾｯﾄ形 
冷房5.6kW 

暖房7.1kW 
１台 管理棟 事務室 

壁掛形 
冷房3.6kW 

暖房4.2kW 
１台 管理棟 休憩室 
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仕様 規格 台数 設置場所 

壁掛形 
冷房2.2kW  

暖房2.5kW 
１台 管理棟 授乳室 

天井埋込ﾀﾞｸﾄ同時ﾂｲﾝ 
冷房14.0kW×2  

暖房18.0kW×2 
１台 管理棟 ホール 

天井ｶｾｯﾄ同時ﾂｲﾝ 
冷房8.0kW×2 

暖房9.5kW×2 
２台 管理棟 多目的室 

天井ｶｾｯﾄ同時ﾂｲﾝ 
冷房8.0kW×2  

暖房9.5kW×2 
１台 管理棟 喫茶ｺｰﾅｰ 

厨房天井形 
冷房8.0kW  

暖房9.0kW 
１台 管理棟 厨房 

天井埋込形全熱交換器 850㎥/ｈ ２台 管理棟 多目的室 

天井埋込形全熱交換器 250㎥/ｈ １台 管理棟 事務室 

天井埋込形全熱交換器 600㎥/ｈ １台 管理棟 喫茶ｺｰﾅｰ 

 

 

４ 修繕 

・指定管理者が実施する修繕は、１件50万円（消費税及び地方消費税含む。）未満の

修繕とし、指定管理者が迅速かつ適切に処置してください。 

・指定管理者が実施した修繕は、修繕名、修繕箇所、修繕内容、請負業者名、請負

金額、着手日、完了日等を記載した台帳を作成してください。台帳は、市の依頼

に基づき、閲覧できるように管理してください。 

・１件当たりの費用が50万円以上となる修繕は、市が実施します。そのため、１件

50万円以上となる修繕が発生した場合は、速やかに市へ報告してください。 

・指定管理料に含まれる修繕料については、毎会計年度末に精算し、修繕料につい

て残金がある場合は、市へ返還するものとします。 

 

 

５ 物品管理 

・当初の管理運営に必要な備品等の物品は、市が調達し、指定管理者は無償で使用

することができます（備品等一覧表参照）。 

・運営開始後、必要な備品（原則１件３万円以上のもの）は市が調達し、備品以外

の消耗品は指定管理者が調達することとします。 

・市が調達した備品については、備品管理簿を整備し、適切に管理してください。

毎年度末に備品管理簿と現物の確認を行ってください。 

・指定管理者は、農業公園の魅力を高めるため、自らの費用によって、利用者の利

便性や快適性の向上に資する備品等（パラソル、テーブル等）を設置することが

できます。設置に当たっては、農業公園との一体性や景観、利用者の安全に配慮

するとともに、市と事前に協議してください。設置した備品等は、指定管理者の

帰属となります。 
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第４章 その他業務 

１ 管理業務計画書の提出 

・市議会の承認を得て指定された指定管理者は、募集要項８⑽に規定する管理業務

計画の案に基づき、市との協議を経た管理業務計画書（全指定管理期間分）を市

へ提出してください。 

・管理業務計画書が承認された後、計画に変更が生じる場合は、変更後の管理業務

計画書を市へ提出してください。 

 

 

２ 月例業務報告書の提出 

・指定管理者は、月初から月末の１月分を単位として月例業務報告書を作成し、翌

月10日までに市へ提出してください。 

月例業務報告書には、 

①指定管理業務の実施状況 

②自主事業の実施状況 

③農業公園の利用状況 

④利用料金の収入実績 

⑤その他特記事項 

を記載してください。 

詳細な記載事項は、市と指定管理者が協議し、決定します。 

 

 

３ 事業報告書の提出 

・指定管理者は、４月１日から翌年３月31日までの１年分を単位として毎年４月30

日までに規則第11条第２項に規定される事項を記載した事業報告書を市へ提出

してください。 

 

 

４ 関係機関との連絡調整 

・指定管理者は、農業公園の指定管理業務の実施状況、利用状況について定期的に

市へ報告していただきます。 

・市は必要に応じて、指定管理業務の状況を確認し、報告を受けることができるも

のとします。 

・指定管理者が農業公園の管理業務を行うに当たり、疑義がある場合は、指定管理

者は市を始め、関係する機関と連絡・調整を行うこととします。 

 

 

５ 自己評価の実施 

・指定管理者は、日常・定期的に行う施設の清掃・点検整備等の指定管理業務の実
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施内容を始め、農業公園の利用状況、利用拒否等の件数とその理由、利用料金の

収納状況等について、日報、月報等に記録し、併せて自己評価を行うこととしま

す。 

・自己評価の項目は、市と指定管理者が協議し決定することとします。 

・指定管理者は、利用者の満足度やニーズを把握するため、自らの責任と費用によ

り、定期的にサービスや事業に対する利用者アンケートを実施することとします。

このアンケートについて、実施時期や回数、調査内容などを市と協議し決定しま

す。 

 

 

６ 指定期間終了による引継業務 

・指定管理者は、指定期間の満了の日までに、必要な事項を記載した業務引継書等

を作成し、新たな指定管理者との間で速やかに指定管理業務の引継ぎを行ってく

ださい。 

・新たな指定管理者と引継ぎが完了したことを証する書面を作成し、その写しを市

へ提出してください。ただし、現指定管理者と新たな指定管理者が同一の場合で、

市が引継業務を行う必要がないと認める場合は、これを省略することができます。 

・指定期間終了後の農業公園利用に関する利用料金を予め収受している場合は、指

定期間終了の際に当該前受金を市へ引き継ぐものとします。 

・市が認めた場合は、新たな指定管理者へ引き継ぐことができるものとします。 

・業務引継に係る費用は、全て新旧指定管理者双方の負担とします。 

 

 

７ 指定期間終了による原状回復 

・指定管理者は、指定期間が満了するとき（継続して指定管理者に指定されたとき

を除く。）又は指定が取り消されたときは、市が承認した場合を除き、速やかに農

業公園を原状回復し、円滑な引継に協力するとともに、市へ建物や備品等、農業

公園の管理に必要なデータ等を遅滞なく引き渡してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


