
 
 

質問回答書 
 
 高砂市向島公園エリア一体活用事業の質問に対して以下のとおり回答いたします。 

 

高砂市政策部公共施設マネジメント室 

質

問

NO 

質 問 事 項 回    答 

1 

募集要項：17･18P（6）申請書類 

市税の納税の履歴がない旨の証明をご提出く

ださい。 

申請書類のうち、⑩市税完納証明書、⑮法人

税・消費税及び地方消費税の納税証明書（直近

の 3 年分）について、直近の 3 年に市税の納

税の履歴が無い場合については、⑮法人税・消

費税のみの納税証明書のご提出でよろしいで

しょうか。 

2 

その他：概要 2．（2） 収益施設等の設置については、Ⅱ向島公園エ

リアの魅力向上事業者提案 2(2)②に示すとお

り、高砂市都市公園条例に規定する公園施設

又は占用物件に限ります。収益施設の規模は

想定しておりません。 

昨年度実施したトライアル・サウンディング

の実施結果によると、更衣、休憩、シャワー

等といった、利用者の利便を増進するための

便益施設の設置に対するニーズが確認できて

います。 

任意提案における収益施設等の設置とは、ど

の程度の規模（尺度）等、想定されていました

らご教授ください。 

たとえば、建物を建設した商売が必要なのか、

簡易な建物（プレハブ）でできる事業なのか、

テント等を使用し更地を活用した収益事業で

も良いのか、屋外で可能な収益事業を区画区

切で場所活用でも大丈夫なのか。 

3 

その他：概要 2．（2） 

収益事業の内容に応じて、改定予定の高砂市

都市公園条例（別表第 3 及び別表第 5）に基

づき、必要額を納付していただきます。 

収益事業をおこなうにあたって「高砂市都市

公園条例に基づく施設の設置に係る使用料の

納付」とは具体的にどれくらいの金額を想定

していますか。 

4 

その他：概要 2．（2） 

関係法令に基づき協議します。許可申請等は

指定管理者（収益事業実施者）に行っていた

だきます。 

収益施設等の設置について制約がありますで

しょうか。具体的な制約がありましたらご教

授ください。 

また収益事業等の設置によって必要な許可申

請等は指定管理者（収益事業実施者）がおこな

う認識でよろしいでしょうか。 

5 

その他：向島公園指定管理に係る資料 資料

③～⑥ 

資料を提出します。 

【資料 1】 

向島公園指定管理に係る資料では、支出参考

（令和 2 年度）、委託業務一覧、修繕業務一

覧、光熱水費一覧が提示されていますが、向島

多目的球場は修繕一覧のみです。 

正確な予算算出のため、向島多目的球場につ

いても支出参考（令和 2 年度）、委託業務一

覧、光熱水費一覧を追加資料としてご提示い

ただけないでしょうか。 



 
 

6 

その他：現地確認工作物 

修繕計画はありません。 

駐車場南側（港湾道路沿）にある自主事業可能

スペースの柱のＨ型鋼材、屋根の鋼材等の腐

食が進行しているように思われます。景観的

な状態や安全性は確保されているのでしょう

か。 

修繕計画等はございますか。 

7 

向島多目的球場、ﾃﾆｽｺｰﾄ 修繕必要箇所 
1 現段階で特に緊急を要しないが、恒 

常的な施設の使用にあたり、今後指定管理者

または市により修繕を要する箇所をお示しし

ております。現在の指定管理期間内に全項目

への対応は不可能ですので、次期指定管理者

と市の協議により順次着手を要するものと考

えております。 

2 原則として指定管理者にご対応いただきま

すが、その緊急性、修繕に要する費用等によ

り随時市との協議による対応を想定していま

す。 

3 実績及び現状を鑑み、年間修繕料は 200 万

円としております。緊急性等によっては、随

時市との協議による対応を想定しています。 

4 改修はおこなっておりません。 

1 必要箇所や一部金額が示されていますが、

現在の指定管理者が対応されるのですか。 

修繕済みで、引き継げばいいのですか。 

2 そのまま引き継ぐのであれば、市において

対応されるのですか。 

3 また、引継ぎ後、新たな指定管理者が修繕

するとして 

・指定された 200 万円の修繕費だけでは到底

足りません。 

・また、これを優先して修繕したとして、想定

外の他の箇所の修繕ができません。 

4 備考 H18 年改修予定は、改修済みですか。 

8 

仕様書： 

向島多目的球場 5P 第 2 章 業務の基準 

向島公園 3P 第 2 章 業務の基準 

統括管理責任者として特に必要な資格要件は

ありませんが、一体活用の趣旨を理解し、マ

ネジメント能力を有する者の配置を求めま

す。統括管理責任者は向島多目的球場の総括

責任者を兼ねることも可能です。 

2 職員の配置業務及び質の向上に向けた業

務の中で、「統括管理責任者は業務において必

要な資格を有する者とする。」とありますが、

向島公園エリア一体活用とした場合、どのよ

うな資格が必要でしょうか。 

また、向島多目的球場には、統括管理責任者と

は別に総括責任者を 1 名配置しなければなら

ないのでしょうか。ご教示願います。 

9 

仕様書：6P 6 施設・設備の小規模修繕に関

する業務 

過去 3 年間では、ありません。 （3）向島公園における修繕で、市が直接修繕

したものはありますか。 

修繕した年度、施設、金額をお示し願います。 

10 

仕様書：6P 6 施設・設備の小規模修繕に関

する業務 

予定しているものはありません。 

（3）向島公園における修繕料の予算額が前回

の 536,000 円から 700,000 円に増額した意図

は何ですか。 

何か老朽化等により、予定されたものがある

のですか。 



 
 

11 

仕様書：向島多目的球場 15P 14 その他（4） 

把握しておりません。 

（4）年間コピー枚数は（Ｒ元年度、Ｒ2 年度）

何枚ぐらいですか。 

一般利用者の使用枚数及び大会等で集中印刷

物はあります。それぞれ、コピー枚使用枚数を

ご提示願います。 

12 

仕様書：向島多目的球場 17P（第 2 章 業務の

基準 15 ﾘｽｸ分担に関する方針） 

災害の規模により協議します。 

（2）リスク分担表の「災害復旧」において、

災害その他天変地変による復旧作業は、市と

指定管理者の両方に〇が付いています。災害

復旧となると大規模災害等における災害復旧

が想定されるが、指定管理者の人員、資機材等

を考えると出来る範囲は限られます。 

どのあたりまでの災害復旧を行えばいいの

か、ご教示をお願いします。 

13 

仕様書：12P 8 施設・設備の小規模修繕に関す

る業務 
向島多目的球場修繕一覧表にて回答します。 

【資料 2】 
（3）向島多目的球場における修繕で、市が直

接修繕したものはありますか。 

修繕した年度、施設、金額をお示し願います 

14 

仕様書：向島多目的球場 11P 6 清掃業務 

安全な使用を確保したうえで可能です。 
（3）グラウンドにおける芝生の管理 

事前に報告すれば、除草剤の使用は可能です

か。（向島公園仕様書では除草剤は使用禁止と

なっています。） 

15 

仕様書：向島多目的球場 7P ④次年度受付に

関する業務 

内容により 6 か月前から受付可能です。各競

技の練習のみの使用は可能です。 

イの一般使用の大会等の受付ですが、大会を

開催するためには各団体への連絡等期間を要

すると考えますが、何か月前からの受付が可

能ですか。 

また、向島多目的球場管理条例の第 2 条の用

途等で、⑴軟式野球・ソフトボール・ラグビー・

サッカーその他運動競技に類するものとあり

ますが、各競技の練習のみの使用は可能です

か。ご教示願います。 

16 

仕様書：12P 8 施設・設備の小規模修繕に関す

る業務 

指定管理者による過去の修繕実績及び当該施

設の現状等を鑑み、算出しております。 

（3）向島多目的球場における修繕料の予算額

が前回の 1,000,000 円から 2,000,000 円に増

額された意図は何ですか。 

何か老朽化等により、予定されたものがある

のですか。 



 
 

17 

仕様書：向島多目的球場 2P 

1 照明灯の規格は HID1500W。灯数は 14 台×

10 基＝140 台になります。 

2 現在の整備事業計画では、照明設備の LED

化等の計画はありません。 

1 附属設備である照明灯については現状1年

に 1 回全灯交換を行っているとお聞きしまし

たが、照明灯の規格、灯数をご提示願います。 

また、テニスコートの照明灯につきましても

同様にお願いいたします。 

2 水銀灯につきましては、生産が縮小方向と

思いますが、高砂市によるＬＥＤ化等のご計

画はございますか。よろしくお願いいたしま

す。 

18 

募集要項：29P 4 提案の事業化 

選定後に、指定期間を含め提案内容の大幅な

内容の変更等は認められません。関係法令等

を遵守し、実現可能性の高い提案を行ってく

ださい。 

「提案の事業化については、指定管理者の候

補者の選定後、市と詳細について協議の上、決

定するものとします。」となっています。 

選定時の評価で加点された提案について、協

議の結果、大幅な内容の変更又は事業化され

なかった場合、指定期間や指定管理料等に変

更はありますか。 

（例）収益施設の設置提案が、協議の結果、事

業化されなかった場合指定期間は 10 年から 5

年に短縮される等。 

19 

仕様書：10P （2）施設運営収入 野外コンサートのような興業事業を想定して

います。利用利便性向上に係る事業収益は、

向島多目的球場指定管理業務仕様書 P4 5 自主

事業（スポーツ推進事業）に対する考え方に

示すスポーツ推進事業で得られる事業収益を

考えています。 

②その他収入（自主事業収入） 

興業事業型（鑑賞型）は、具体的にどのような

事業を指しますか。参考例をお示し願います。 

また、利用利便性向上に係る事業収益との違

いもあわせてご教示願います。 

20 

募集要項：27P 

兵庫県と協議し許可を受ければ可能です。 〇収益事業の活動場所として海浜公園を使用

することは可能でしょうか。 

21 

募集要項：26P （2）について 

質問 NO.3 に対する回答を参照ください。 

〇収益施設の設置許可の中で高砂市都市公園

条例に基づく施設の設置に係る使用料の納付

が必要です。とありますが、使用料の基準をご

教示ください。 

例：○○㎡あたり○○円/月等 

22 

その他：決算報告について （向島公園）【資料 3】 

平成 30 年度の向島公園の決算報告はありませ

ん。令和元年は 5,778,287 円です。      

（高砂海浜公園 維持管理）【資料 3】    

平成 30 年度 13,396,000 円         

令和元年度 13,396,000 円 

令和 2 年度 11,695,000 円 

（高砂海浜公園 清掃）【資料 3】 

平成 30 年度 912,000 円 

令和元年度  912,000 円 

令和 2 年度  912,000 円 

（向島多目的球場）【資料 1】 

〇向島公園・向島多目的球場・高砂海浜公園の

過去三か年の決算報告をご教示ください。 



 
 

23 

仕様書：向島多目的球場 6P 現状、向島公園には常駐スタッフは配置して

いません。 

向島多目的球場については、向島多目的球場

管理事務所に常駐しています。 

〇施設の貸出等に係る施設スタッフは、現状

どこに常駐されているのかご教示ください。 

24 

その他：委託先 
指定管理者独自の管理により実施しているた

め開示できません。 
〇各施設の委託業務に係る委託先一覧をご教

示ください。 

25 

募集要項：5P ア向島公園の維持管理に関する

業務について 現時点では市としての整備計画はありませ

ん。 

解体跡地については、真砂土整地程度を考え

ており、除草等、公園の美観を損なわない程

度の維持管理を行ってください。 

〇青年の家の跡地部分の維持管理について、

内容等どこまでの範囲になるのかご教示くだ

さい。 

26 

募集要項：26P （2）魅力向上に係る収益施設

の設置について 
現時点では市としての整備計画はありませ

ん。 

バードゲージ部分を活用した収益施設等の設

置提案があれば、提案内容の妥当性を協議し

ます。 

〇整地等の一定の整備は、市の負担で行いま

すとありますが、公園内にある何も入ってい

ないバードゲージについて老朽化が進んでい

るとお聞きしました。安全面の観点からバー

ドゲージの撤去及び整地についても市の負担

で行っていただけるのでしょうか。 

27 

募集要項：26P～ Ⅱ向島公園エリアの魅力向

上事業者提案 

兵庫県と協議し許可を受ければ可能です。 〇海浜公園を使用した事業を行うにあたり、

法令に準ずる範囲内で海中の整備（土の移動

等）を行うことは可能でしょうか。 

28 

募集要項：4P 向島公園及び向島多目的球場の

運営に関する業務 

お見込みのとおり。 向島公園の行為又は占用の許可に係る使用料

については、収支予算書の収入項目に計上す

る必要は無いという理解でよろしいですか。 

29 

募集要項：5P 向島公園の維持管理に関する業

務 
現時点では令和 4 年中を予定しています。青

年の家の外壁吹付材にアスベストが含まれて

おり、解体工事期間が延長する可能性があり

ます。 

貴市により実行される令和 4 年 4 月に開始予

定の青年の家の解体工事について、工事期間

終了予定はいつですか。収益施設等の許可及

び事業開始時期が事業者提案となっているた

めご教示願います。 

30 

募集要項：5P 向島公園の維持管理に関する業

務 令和 2 年度の委託料は 

維持管理￥11,695,000 円 

清掃業務￥912,000 円です。 
県立高砂海浜公園の維持管理業務の委託料

（消費税込）をご教示ください。 



 
 

31 

募集要項：17P 申請書類 

お見込みのとおり。 申請書類のうち押印が必要な書類はすべて実

印である必要がありますか。 

32 

募集要項：18P 申請書類 

お見込みのとおり。 共同事業体で応募する場合は指定管理者の指

定申請書は 1 枚（代表団体押印）で良いです

か。 

33 

募集要項：申請書類 

お見込みのとおり。 共同事業体で応募する場合、様式 6、様式 7 は

事業体を構成する各団体が提出する必要があ

りますか。 

34 

募集要項：申請書類 

お見込みのとおり。 
提出書類のうち、法人税、消費税及び地方消費

税の納税証明書（直近の 3 年分）については、

未納のない証明書（その 3 の 3）でも良いです

か。 

35 

募集要項：26P 向島公園エリアの魅力向上に

係る収益施設等の設置 

質問 NO.25 に対する回答を参照ください。 現青年の家が取壊されたのち、跡地に収益施

設等を設置しない場合は、向島公園の一部と

して植栽や園路の整備など、どのような整備

が行われることになりますか。 

36 

募集要項：26P 向島公園エリアの魅力向上に係

る収益施設等の設置 
提案内容の妥当性を踏まえた上で、協議は可

能です。 区域 A に収益施設等を設置する場合、現青年

の家敷地内の既存の設備や植栽等を残してい

ただくなどの協議は可能ですか。 

37 

募集要項：26P 向島公園エリアの魅力向上に係

る収益施設等の設置 
質問 NO.3 に対する回答を参照ください。 

高砂市都市公園条例に基づく施設の設置に係

る使用料の算出方法をご教示ください。 

38 

募集要項：26P 向島公園エリアの魅力向上事業

（ソフト事業） 

事業の内容に応じて、改定予定の高砂市都市

公園条例（別表第 6）に基づき、必要額を納

付していただきます。 

ソフト事業を行うにあたっての公園使用料の

算出方法をご教示ください。例として体験教

室等を行うとき、受講料を徴収する場合、受講

料は無いが材料費実費程度を徴収する場合、

無料の場合がありえます。それによって違う

場合も考え方をお示しください。 



 
 

39 

その他：様式集 申請書類一覧表 

お見込みのとおり。 

収益施設を含む自主事業にかかる収支も提出

してください。 

申請書類一覧にその他資料（自主事業計画書

及び収支予算書）とありますが、収益施設等を

設置し実施する事業もこれに含まれますか。

その場合建設等費用の計上や10年間の収支計

画が必要ということですか。 

40 

その他：様式集 収支予算書 1 

お見込みのとおり。 様式 5 について、収益施設等を設置する場合

は 10 年間作成するのですか。 

41 

仕様書：12P 動物飼育業務 

少なくなった理由は加齢によるものです。ま

た、補充する必要はありません。 

向島公園のバードゲージ②には飼育されてい

る鳥がおらず、バードゲージ①も以前と比べ

少なくなったとお見受けしますが、何か特別

の理由はありますか。またそのような飼育数

減に対して指定管理者は補充する必要があり

ますか。 

42 

仕様書：8P 自動販売機、売店の設置 

売店の営業予定はありませんが、使用するこ

とは可能です。また、自動販売機を設置する

ことは可能です。 

向島公園の売店は現在営業されていないとあ

りますが、今後の予定はどのようになってい

ますか。指定管理者が建物を使用することは

可能ですか。 

また指定管理者が向島公園に自販機を設置す

ることは可能ですか。（収益施設等を設置する

場合の当該施設内含めて） 

43 

その他：向島公園指定管理者募集に係る資料 

資料③ 

指定管理者独自の管理により実施しているた

め開示できません。 

支出項目について、人件費が※となっていま

すが、令和 2 年度以前は人件費は 0 円となっ

ております。指定管理業務を一括して第三者

に委託することは認められないので、人員の

配置及び勤務があったと思われますが、人件

費計上がない理由についてご教示願います。 

44 

その他：その他 

想定されることはありません。 
臨海施設として高砂漁業協同組合様等への配

慮や連携等、引き続き貴市が必要と想定され

る事についてあればご教示願います。 

45 

募集要項：10P 

総額の記載となっています。 （参考）の指定管理料は単年での記載でしょ

うか、総額での記載でしょうか。 

46 

その他：要綱 10P 

収益施設を含む自主事業実施にかかる収支も

提出してください。 

興行収入型（鑑賞型）以外のその他収入、自主

事業実施に係る費用は、 

収支予算の収入と支出のどの項目にも記載す

る必要がないとの認識でよろしいでしょう

か。 



 
 

47 

仕様書：15P お見込みのとおり。 

指定管理者が変更になった場合でも現行の施

設予約システムは利用できます。 

指定管理者が変更になった場合は、施設予約

システムを運用するためのログイン ID とパス

ワードを新たに付与します。 

施設予約について、導入している高砂市公共

施設予約システムは、指定管理者が変更にな

った場合でも引き継げるとの認識でよろしい

でしょうか。 

48 

その他：様式 1 及び様式 2 財政状況 

お見込みのとおり。 

累積損益とは、損失又は利益の累積額（貸借対

照表の利益剰余金）という認識でよろしいで

しょうか。認識が誤っている場合は、積算対象

期間についてもあわせてご教示ください。 

49 

募集要項：26P 2 自主事業の内容の(2)収益施

設等の設置 

質問 NO.29 に対する回答を参照ください。 
現青年の家の取壊しや整地に関して、どの程

度の所要期間を見込まれていますか。 

50 

募集要項：26P 2 自主事業の内容の(2)収益施

設等の設置 

質問 NO.25 に対する回答を参照ください。 現青年の家取壊し後の整地について、芝生張

りや舗装は貴市の負担にて実施いただけると

いう認識でよろしいでしょうか。 

51 

仕様書：（向島公園）3P 2 職員の配置業務及

び質の向上に向けた業務の(1) 
質問 NO.24 に対する回答を参照ください。 

現行の職員配置数をご教示ください。 

52 

仕様書：（向島公園）3P 2 職員の配置業務及

び質の向上に向けた業務の(1) 

質問 NO.8 に対する回答を参照ください。 向島公園の総括管理責任者が多目的球場なら

びに海浜公園の総括責任者を兼務することは

認められますか。 

53 

仕様書：（向島公園）4P 3 向島公園の管理業

務の(2)植物等の管理に関する業務 
マツ、サクラ、ケヤキなど、約 500 本です。 

向島公園内に生えている樹木の種類及び概数

をご教示ください。 

54 

仕様書：（向島公園）5P (5)不法投棄の処理 
テレビ 1 台 

マットレス（シングルサイズの敷布団タイ

プ）2 枚 

令和 3 年に向島多目的球場 B 面駐車場に可燃

ごみ等が不法投棄されています。 

過去 3 年間の不法投棄物の内容及び件数をご

教示ください。 

55 

仕様書：（向島公園）5P (6)ﾎｰﾑﾚｽの対応 8 年程前にホームレスが東屋を使用していた

ことは把握していますが、過去 3 年間におい

てそのような事例はありません。 

過去にホームレスが公園を使用していた事例

があるのでしょうか。 



 
 

56 

仕様書：（向島公園）5P (8)地元自治会等、社

団法人等、財団法人等による公園施設維持管

理 
指定管理者独自の管理により実施しており、

ボランティア等、任意の活動によるものが多

いため開示できません。協力内容は漂流物の

撤去、公園清掃及び花壇植栽等です。 
現在協力関係にある地元関係団体等の一覧と

協力内容をご教示ください。 

57 

仕様書：（向島公園）6P (9)許認可事務につい

て 
主な許可内容は、 

Night Fantasy Illusion（花火大会）【平成

30 年、令和元年】 

ドローン撮影（公共事業）【令和元年】で

す。 

都市公園内行為許可等について、直近 3 年間

の許可内容をご教示下さい。 

58 

仕様書：（向島公園）6P 6 施設・設備の小規

模修繕に関する業務の(3) 
原則は指定管理者負担ですが、内容により協

議します。 修繕に係る費用が年間 70万円を超過した場合

は、指定管理者の負担となるのでしょうか。 

59 

仕様書：（向島公園）7P 9 管理事務所、備品

の貸出等 
エアコン、照明等はありますが、現在は事務

所として使用していません。室内の広さは別

添図面のとおりです。            

【資料 4】 

向島公園内の管理事務所は、現在管理事務所

として機能しているのでしょうか。また、エア

コンや照明等、事務所として利用するにあた

り必要となる設備は備わっていますでしょう

か。室内の広さもあわせてご教示ください。 

60 

仕様書：（向島公園）7P 9 管理事務所、備品

の貸出等 
事前に設置することは可能です。実施時期と

方法は、現在の指定管理者と協議の上決定

し、指定管理業務の妨げとならないように行

ってください。 

向島公園内の管理事務所を事務所機能として

利用する場合、令和 3 年度中にネット回線引

込み工事やパソコン、複合機等の設置を完了

させておく必要があると存じますが、認識に

齟齬はございませんでしょうか。 

61 

仕様書：（向島公園）8P 12 その他の(1) 

（仮称）向島公園エリア一体活用事業関係部

署会議を設置する予定です。 

月次報告について、貴市内で施設の所管部署

が複数にまたがっておりますが、一度にご報

告できるような会議体を設けていただけます

でしょうか。 

62 

仕様書：（向島公園）9P 12 その他の(4) 

お見込みのとおり。 インターネット等の回線設置工事費用は指定

管理者の負担でしょうか。 

63 

仕様書：（向島公園）13P 7 防犯カメラ 
防犯カメラは 2 台の設置がありますが、モニ

ターの設置はありません。 
防犯カメラのモニター設置場所や、動作確認

方法をご教示ください。 

64 

仕様書：（向島公園）5P 2 職員の配置業務及

び質の向上に向けた業務の(1) 質問 NO.24 に対する回答を参照ください。 

現行の職員配置数をご教示ください。 



 
 

65 

仕様書：（向島公園）6P 4 球場の運営管理業

務の(1)施設の貸出しに関する業務 

現在、緊急事態宣言やまん延防止対策措置が

発令され、市からの要請による休場や施設利

用時間の短縮に起因し中止する場合は、使用

者のキャンセルに伴う使用料の還付金につい

ての補填を行っています。状況を鑑みて、検

討します。 

コロナウイルスの流行に伴う緊急事態宣言の

発令等により各種大会等が中止された場合、

利用料金の補填等は検討いただけますでしょ

うか。 

66 

仕様書：（多目的球場）8P (2)利用に伴う附属

設備棟の貸出しに関する業務 

（向島公園） 

貸出品はありません。 

（向島多目的球場） 

ベース、整備用具等です。 
貸出品のリストがあればご提示ください。 

67 

仕様書：（多目的球場）11P 6 背負う層業務の

(4)グラウンド側溝等の管理 

清掃作業は取り外して行っています。 側溝蓋がコンクリート素材でしたが、残土の

清掃の際には全て取り外す必要があります

か。 

68 

仕様書：（多目的球場）11P 7 保安・警備業務

の(1)業務内容 
質問 NO.24 に対する回答を参照ください。 

保安・警備業務の現行体制（人数・勤務時間等）

をご教示ください。 

69 

仕様書：（多目的球場）12P 8 施設・設備の小

規模修繕に関する業務の(3) 
質問 NO.58 に対する回答を参照ください。 

修繕に係る費用が年間 70万円を超過した場合

は、指定管理者の負担となるのでしょうか。 

70 

仕様書：（多目的球場）13P 10 駐車場の整理

等の巡視業務の(2) 頻度は把握しておりませんが大会時やゴール

デンウィーク等連休時などに満車になる場合

があります。大会主催者判断による警備人員

配置については把握しておりません。 

駐車場が満車になる頻度（年間の概数）をご教

示ください。 

また、大会主催者側が交通誘導・警備等の人員

を配置するケースはありますか。 

71 

仕様書：（多目的球場）18P 1 目的外利用許可

に関する業務 
（向島公園） 

ありません。 

（向島多目的球場） 

指定管理者による自動販売機の設置と休憩ス

ペースの設置です。 

直近 3 年間の目的外利用許可について内容を

ご教示下さい。 

72 

仕様書：（海浜公園）2P ②植物管理業務 
黒松等中高木約 1,000 本、低木約 2,500 ㎡で

す。 
海浜公園内に生えている樹木の種類及び概数

をご教示ください。 

73 

仕様書：（海浜公園）3P ⑤不法投棄の処理 

質問 NO.54 に対する回答を参照ください。 過去 3 年間の不法投棄物の内容及び件数をご

教示ください。 

74 

仕様書：（海浜公園）4P (3)ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとの協働

事業の推進 指定管理者独自の管理により実施しているた

め開示できません。 直近 3 年間のボランティア団体との協働実績

をご教示ください。 



 
 

75 

仕様書：（海浜公園）9P (別紙)3 公園内の植

物等の肥培管理 
病害虫防除や整姿剪定、施肥等は植物の状態

を健全に保つために適正な頻度で実施してい

ます。 

(参考） 

令和 2 年度：害虫防除 2 回、整姿剪定 5 回 

項目（1）（2）それぞれの実施頻度をお示し下

さい。 

76 

その他：資料⑦海浜公園業務委託執行計画書 

維持管理委託料 
多少の変更の可能性はあります。 

令和 3 年度は 11,755,000 円ですが、年度ごと

に変更される可能性はございますか。 

77 

その他：資料⑦海浜公園清掃業務委託執行計

画書 1.事業執行計画年間所要経費総額 
高砂海浜公園については別途再委託となりま

す。 
本委託料については、資料⑦の維持管理費用

には含まれず、別途委託いただけるという認

識でよろしいでしょうか。 

78 

その他：1.事業執行計画年間所要経費総額 
備品管理簿を参照してください。       

【資料 5】 
各施設について、貴市所有の備品リストを

開示してください。 

 


