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平 成 ２ ５ 年 ８ 月 ２ ９ 日 

都市整備局緑化推進部緑政課 

 

新牛田公園・牛田総合公園の指定管理者募集に係る質問に対する回答 

 

質     問 回     答 

1 平成２２年度から平成２４年度の各

施設別(テニスコート、エスキーテニス、

ナチュラルライフセンター、多目的広

場)の利用実績(年間利用人数、利用時間

帯等)をご提示ください。 

各施設別利用状況については、テニスコート、

エスキーテニス場、ゲードボールコート及び多目

的広場は別紙 1-01、1-02 のとおりです。 

なお、ナチュラルライフセンターは、常時開放

の自由使用であり、利用人数及び時間等の詳細は

把握していませんが、団体等が車両で同センター

へ行くため、車止めの解除等について連絡のあっ

た件数は別紙 1-03 のとおりです。 

2 備品台帳に事務机、いす、コピー機、

電話機が入っていないのですが、今現

在はどのようになっているのでしょう

か。また、軽トラック(公用車)は無いの

でしょうか。 

事務机は２台、イスは２脚ありますが、市の物

品分類で消耗品になっており、備品台帳には記載

していません。電話機もありますが、施設に備え

付けのもので備品ではありません。 

また、コピー機は市の所有ではなく、現在の指

定管理者の所有です。 

なお、軽トラックはありません。 

3 遊具の点検は、日常点検と専門業者

による総合点検がありますが、現在は

どのような点検をされていますか。点

検簿の様式などは指定のものがあるの

でしょうか。 

日常点検については、指定管理者が日々実施し

ています。点検簿は、本市の「公園遊具の安全点

検マニュアル」の点検表（別添）を参考にしてく

ださい。 

専門業者による総合点検は、市が３年に１回行

っており、今年度行う予定です。 

4 提示してある指定管理料の消費税率

は５％でしょうか。 

 ５％です。 

5 自転車等駐輪場整理業務について

は、現在、平日午前７時から午前１０

時までの間、何人で行っているのか。

この業務は外注されているのか。 

また、利用台数の計測はいつ実施す

るのか。市から依頼があるのか。毎月

定期で実施しているのですか。 

現在は指定管理者が広島市シルバー人材セン

ターに整理業務を外注しています。従事者の人数

は１人です。 

利用台数の計測は、市からの指示により月２回

定期的に実施し、指定管理者から市へ報告してい

ます。 

6 平成２４年度の運営費の各費目毎の

内訳をご提示ください(特に委託料)。 

別紙 2のとおりです。 

7 平成２２年度から平成２４年度の修

繕実績をご提示ください。 

 別紙 3-01、3-02、3-03のとおりです。 

8 障害者雇用について、自社の業務の

内容から雇用が難しい場合であって

も、雇用は必要でしょうか。 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」等に基

づき対応してください。 

なお、指定管理者の選定では、障害者雇用率等

は加点・減点の対象となります。 

（応募要領 P18参照） 
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質     問 回     答 

9 光熱水費の各年度の月毎の実績をご

提示ください。契約電力は何 kwでしょ

うか。 

別紙 4-01、4-02のとおりです。 

 なお、電気代の実績額と指定管理者の決算額と

は、使用月と支払月がずれる等の要因から一致し

ていません。 

10 「保険への加入」がありますが、ど

のような保険に加入すればよいのでし

ょうか。補償の金額は。 

種類及び補償金額の指定はありませんので、指

定管理業務や自主事業の内容等を踏まえ、指定管

理者が必要と考える内容の保険に加入してくだ

さい。 

11 いままでに監査は実施されたことが

あるのでしょうか。 

実施されています。 

業務の実施状況や収支状況等について説明を

求められ、管理物件へ立ち入られることがありま

す。 

12 引き継ぐリース物件はありますか。 ありません。 

13 公園照明点灯カードは使い回しなの

でしょうか。在庫がなくなったらどの

ようにすればよいのでしょうか。 

公園照明点灯カードは使い回しではありませ

ん。別途契約する収納事務委託契約に基づき、随

時、東区維持管理課から必要な数を受け取ってく

ださい。 

14 公園の紹介をするものや利用方法な

どを掲載したパンフレットなどは、現

在在庫がありますでしょうか。指定管

理者が変わった場合は、前管理者が作

成したパンフレットなどは引きあげら

れるのでしょうか。 

パンフレットは、現在の指定管理者が作成・配

布しています。 

指定管理者の交代による引継ぎ内容に関連す

ることであり、市では回答できません。 

 

15 自主事業と利用促進の事業の違い

は。 

自主事業とは指定管理業務以外の事業で、指定

管理者自らが実施する事業のことです。 

自主事業の種類を大別すると、利用促進のため

の事業（例：エスキーテニスの体験講座）と利用

者の利便性の向上のための事業（例：自動販売機

等の設置）があります。 

16 現在、園内に自動販売機は何台設置

されていますか。現在の台数から増や

すことは可能ですか。 

現在の指定管理者が設置した自動販売機が４

台あります（年度ごとに市の許可を得たうえで使

用料を納付していただいています。）。 

台数の増減は可能です。 

17 利用調整で「新牛田公園運動施設利

用申し込み取扱」及び「ナチュラルラ

イフセンター申込取扱」「公園照明点灯

カード取扱マニュアル」は市の条例集

の中にありますでしょうか。無い場合

は指定管理者が作成するのでしょう

か。「公園照明利用カード」の領収印は

市の形状のものを作らなければならな

いのでしょうか。 

「新牛田公園運動施設利用申込取扱」、「ナチュ

ラルライフセンター申込取扱」及び「公園照明点

灯カード取扱マニュアル」は条例ではありません

が、市が定めた取り扱いであり、指定管理者に作

成していただく必要はありません。内容は別添資

料をご覧ください。 

「公園照明点灯カード」の収納事務について

は、別途契約する収納事務委託契約に基づき、指

定管理者に領収書及び領収印を作成していただ

きます。 
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質     問 回     答 

18 現在の当公園における禁止事項、制

限事項はどのようなものがあります

か。 

 基本的事項については広島市公園条例第４条

及び第５条に規定していますが、その他に新牛田

公園多目的広場においては、木製及び金属製のバ

ット、並びに硬式、軟式のボールの使用を禁止し

ています。 

ただし、プラスチック製のバット及び柔らかい

ボールを使用しての利用は可能です。 

19 「自己評価」とは、事業計画に基づ

いて評価するものですか。それとも市

の様式かなになかを基に評価するので

すか。 

 事業計画に基づいて自己評価してください。市

の様式はありません。 

20 「近隣住民からの苦情を想定」とあ

るが、過去どのような苦情があったの

かご提示ください。 

別紙 5のとおりです。 

21 水道代について、異常気象や渇水に

より事業計画時より予想をはるかに超

える量を散水しなければならなくなっ

た時、市からの補てんはありますか。 

 原則として市から補填はできませんが、仮に渇

水の程度が災害に匹敵するような異常な事態で

あれば、散水するか否かも含め、別途協議するこ

ととなります。 

22 ＡＥＤが備品台帳にないのですか、

何台設置してありますか。 

平成２１年度に１台設置しています。 

備品台帳への記載が漏れていました。 

23 当園にて開催された、行政行事はあ

りますか。また、学校単位での利用申

し込みは過去にありましたか。 

平成２３年度にナチュラルライフセンターで

東区役所（厚生部）の事業が行われました。 

また、小学校の遠足の公園利用が毎年４月下旬

から５月上旬に数件あります。 

24 各施設別の利用について団体（地域、

一般）、個人の利用実績の提示をお願い

します。 

施設利用について、個人又は団体で申請されま

すが、個人・団体の分類上の整理を行っていない

ため、実績は把握していません。 

25 ナチュラルライフセンターについて

は、個人での利用は可能ですか。 

ナチュラルライフセンターは、来園者が自由に

利用できる利用形態となっており、個人利用は可

能です。 

個人や団体で独占して利用する際は、目的や利

用内容を記載した申請書を提出していただくこ

とになります。 

利用日の２か月以内の申請は指定管理者が受

け付け、承認の判断をしていただくことになりま

す（２か月より以前の申請は東区維持管理課に申

請していただき、同課が判断します。）。 

26 ナチュラルライフセンターの交流ホ

ールなどで個展などの利用は可能です

か。 

公園の目的に沿った内容で公園管理に支障が

ない内容であれば利用可能です。 

（目的外の利用については、次の質問 27 のとお

りです。ただし、もっぱら販売目的の場合は許可

できないことがあります。） 
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質     問 回     答 

27 目的外利用についての許可、不許可

の判定や申請は市で行われますか。 

指定管理者が行う公園管理センターでの使用

許可は、公園の使用目的に合ったもののみ行って

いただきます。 

目的外使用については東区維持管理課への申

請手続きを申請者へ指導していただき、同課が許

可について判断します。 

28 施設利用のキャンセルについては、

どのように対応されていますか。 

利用者から管理事務所に直接又は電話連絡し

ていただくことになります。 

使用日直前のキャンセルが頻繁に行われ、利用

促進の支障となるような場合には、指定管理者で

利用者への指導等の対策を検討し実施していた

だく場合があります。 

29 公園内での犬、ねこの散歩や持ち込

みはどのように対処されていますか

（ペットの取り扱い）。 

自由使用の範囲内として認めていますが、糞の

放置等の公園環境に悪影響を与えたり、他の利用

者の迷惑になる行為については、指定管理者にマ

ナー遵守を指導していただきます。 

30 浮浪者や公園での寝泊まりをしてい

る人はいませんか。 

 現在はいませんが、過去に指定管理者が退去さ

せた事例があります。 

31 駐輪場を利用する人は、公園利用者

以外でも良いのでしょうか。 

 公園利用者のための駐輪場として設置してい

ますが、アストラムラインの牛田駅利用者も使用

しており、制限はしていません。 

 


