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権現堂公園 現況調書 

 

 1 公園の設置目的 

  権現堂公園は、県東部地域の幸手市と久喜市に計画された面積３４．８ヘ 
 クタールの県営公園であり、権現堂調節池に沿って４箇所に位置している。 

  当公園は、桜の名所として親しまれている桜堤や隣接する調節池の水辺空 
 間を活かし、レクリエーションや水とのふれあいの場を創出することを目的 

 に整備している。 

 

 2 公園の概要 

（1）位置      久喜市小右衛門及び幸手市大字外国府間、 

             内国府間、権現堂、高須賀、北三丁目地内 

（2）開設年月日   平成２０年４月１日 

（3）公園面積    ２４．０６ｈａ 

（4）公園利用者（人） 

 

 有料施設利用者数 

H30年度 14,968 

R元年度 12,894 

 

（5）主な施設 

 ア １号公園 

［施設区分］ ［施  設  名］ 有料 無料 

1［修景施設］ 
植栽、水生花園、花壇（芝30,000㎡、高木335本、中木 

1,016本、低木89,440株） 
－ － 

2［休養施設］ あずまや、バーゴラ、野外卓、ベンチ、スツール － － 

3［遊戯施設］ 

大型複合遊具   １基 － － 

複合遊具     １基 － － 

スプリング遊具  ４基 － － 

バスケットゴール ３基   
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4［運動施設］ 

 

多目的運動広場 － － 

球技場 ○ － 

ジョギングコース － － 

 

5［便益施設］ 

駐車場 6,082㎡ 219台、身体障碍者駐車場 76.04㎡ 

４台 
－ － 

駐輪場 ４箇所 － － 

便所  ３箇所（うち管理事務所１箇所） － － 

時計塔 １基、水飲み ４基 － － 

6［管理施設］ 

管理事務所１ 9.72㎡、管理事務所２ 48.6㎡ － － 

物置 9.93㎡   

バックヤード 126.4㎡ － － 

外灯 38本 － － 

7［防災施設］ なし － － 

 

 イ ２号公園 

［施設区分］ ［施  設  名］ 有料 無料 

1［修景施設］ なし － － 

2［休養施設］ なし － － 

3［遊戯施設］ なし － － 

4［運動施設］ なし   

5［便益施設］ 駐車場 6,082㎡ 219台、身体障碍者駐車場 76.04㎡ 

４台 
－ － 

6［管理施設］ なし   

7［防災施設］ なし － － 

 

ウ ３号公園 

［施設区分］ ［施  設  名］ 有料 無料 

1［修景施設］ 
植栽（芝1,750㎡、高木107本、中木61本、低木35本、地

被類1,521.53㎡） 
－ － 

2［休養施設］ あずまや、バーゴラ、ベンチ － － 

3［遊戯施設］ 
健康遊具３基(ぶら下がり、上体ひねり、背伸ばしベン

チ) 
－ － 

4［運動施設 なし － － 
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5［便益施設］ 

駐車場 3,397.3㎡ 127台、身体障碍者駐車場 33.9㎡ 

３台 
－ － 

便所 １箇所 － － 

時計塔 １基、水飲み １基 － － 

6［管理施設］ 外灯 9基 － － 

7［防災施設］ なし － － 

 

エ ４号公園 

［施設区分］ ［施  設  名］ 有料 無料 

1［修景施設］ 
植栽（芝1,425㎡、高木1,846木、中木190本、低木16,000

本、生垣2,130ｍ、地被類14,443㎡） 
－ － 

2［休養施設］ あずまや、野外卓、バーゴラ、ベンチ － － 

3［遊戯施設］ なし － － 

4［運動施設］ なし － － 

5［教養施設］ 
記念碑等 22基 － － 

清保堂 30㎡ － － 

 

6［便益施設］ 

駐車場（多目的広場）10,639㎡、臨時駐車場 6,928㎡、

身体障碍者駐車場 80㎡ 
－ － 

便所 ３箇所 － － 

水飲み １基 － － 

7［管理施設］ 

管理事務所 55.51㎡、詰所 35.6㎡ － － 

倉庫 24.7㎡ － － 

外灯 40基 － － 

8［防災施設］ なし － － 

 

（6）主な建物（建築物） 

   ・権現堂公園 建物一覧表参照（別紙１） 
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 3 施設供用日、供用時間等 

 

 

 ［施設名］ 

 

  ［開設期間・日数］ 

 

  ［開園時間］ 

 

  ［休園日］ 

(１号公園) 

管理事務所 

多目的球技場 

駐車場 

４月１日～３月３１日 

３５９日 

４月１日～９月３０日 

８時３０分～１９時 

１０月１日～２月２９

日 

８時３０分～１９時 

３月１日～３月３１日 

８時３０分～１８時 

１２月２９日～ 

１月３日 

(２号公園) 

駐車場 

イベント開催時のみ必要に

応じて開設 

  

(３号公園) 

駐車場 

４月１日～３月３１日 

３５９日 

４月１日～９月３０日 

８時３０分～１９時 

１０月１日～２月２９

日 

８時３０分～１９時 

３月１日～３月３１日 

８時３０分～１８時 

１２月２９日～ 

１月３日 

(４号公園) 

詰所 

駐車場 

(多目的広場） 

  

 

４月１日～３月３１日 

３５９日 

４月１日～９月３０日 

８時３０分～１９時 

１０月１日～２月２９

日 

８時３０分～１９時 

３月１日～３月３１日 

８時３０分～１８時 

１２月２９日～ 

１月３日 

 

 

 4 職員体制 

（1）職員配置 

    １号公園及び４号公園 

    日中はＮＰＯの職員２名が管理事務所に常駐しているほか、夜間は警備委託によ

り巡回している。 
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（2）勤務体制 

  ア  １号公園                                                 （単位：人） 

 勤務形態 日～土 勤務時間 備  考 

 

 

日 

勤 

帯 

常 勤 １ ８時３０分～１７時 
   

 

非常勤 ２～３ 

４月１日～９月３０日 

８時３０分～１９時 

１０月１日～２月２８日 

８時３０分～１７時 

３月１日～３月３１日 

８時３０分～１８時 

朝 

夜 

帯 

警備委託 ２ 

        

夜間１回園内巡回 

 

イ  ４号公園                                                  （単位：人） 

 勤務形態 日～土 勤務時間 備  考 

 

 

日 

勤 

帯 

常 勤 １～３ ８時３０分～１７時  

非常勤 ２～３ 

４月１日～９月３０日 

８時３０分～１９時 

１０月１日～２月２８日 

８時３０分～１７時 

３月１日～３月３１日 

８時３０分～１８時 

 

朝 

夜 

帯 

警備委託 ２ 

        

夜間１回園内巡回 

 

 

5 管理実態 

 

（1）園地図 

   ・権現堂公園 園地図参照（別紙２） 

 

（2）管理業務 

    ・権現堂公園 現状管理業務一覧参照（別紙３） 

   ・権現堂公園 管理費内訳及び収入実績参照（別紙４） 
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（3）主要設備機器 

   ・権現堂公園 主要設備機器一覧表参照（別紙５） 

 

（4）施設運営電力等契約状況 

１号公園 

○電気（契約種別：契約電力） 

・スタンダードⅬ：２５kva  

１契約 使用量２４，５１６kwh 

〇電話 １回線（FAX含む） 

○上水道（契約口径：引込数）２５mm：１口 使用量１，４２０㎥ 

○軽油（用途）作業機械 使用量６０ℓ  

 

３号公園 

○電気（契約種別：契約電力） 

    ・従量電灯Ｃ：８kva  

    ・低圧電力：７kw  

計２契約 使用量１１，２２４kwh 

○上水道（契約口径・引込数） ２５mm：１口 使用量３７８㎥ 

 

４号公園 

○電気（契約種別：契約電力） 

・従量電灯Ｂ：４０A 

・従量電灯Ｂ：６０A ２契約 

・従量電灯Ｃ：１２kva  

・低圧電力：３ｋｗ 

・動力プラン：３ｋｗ 

・動力プラン：７ｋｗ 

・スタンダードＳ:３０A 

 ・スタンダードⅬ：６ｋｖａ 

計９契約 使用量３５，１１１kwh 

 

〇電話 １回線（FAX含む） 

 

○上水道（契約口径：引込数） 

    ・４０mm：１口  

    ・２５mm：１口 
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    ・２０mm：１口 

    計３口 使用量 ３，８６９㎥ 

○軽油（用途）作業機械 使用量２１２ℓ  

 

（5）遊具点検 

[主な遊具]  

1号公園（平成２３年度から供用開始)   

・帆船遊具     １基 

      ・幼児用遊具       １基 

      ・スプリング遊具  ４基 

      ・バスケットゴール ３基 

３号公園（平成２７年度から供用開始) 

・健康遊具     ３基 

         （背伸ばしベンチ、上体ひねり、ぶら下がり） 

   ［点  検 ・外注分：専門技術者による安全点検 年 1 回以上 

 

 

（6）運動施設管理（建築物を伴うものを除く） 
   ・多目的運動場 芝刈り、施肥、抜根除草、散水 

   ・球技場 芝刈り、施肥、抜根除草、散水 

   ・ジョギングコース 補修 

  

（7）修繕リスト 

   ・権現堂公園 修繕工事一覧参照（別紙６） 

 

（8）有料施設の利用状況 

    ・権現堂公園 有料施設利用状況参照（別紙７） 

 

（9）設置・占用・行為許可の状況 
      ・権現堂公園 設置・占用・行為許可一覧参照（別紙８） 

 

（10）貸与可能備品 
   ・権現堂公園 備品台帳参照（別紙９） 
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（11）利用料金等の設定 
   ・権現堂公園 利用料金等の設定参照（別紙１０） 

 

（12）施設の防災に係る地理的条件 
   ・洪水浸水想定区域 水深最大５ｍ 

   ・埼玉県地域防災計画において災害時における防災活動拠点に位置付け 

   ・幸手市避難場所、久喜市指定緊急避難場所（１号公園）に指定 

 

 

６ 特記事項 

 

○ 指定管理期間中に未開設区域の工事を施工するため園路等の一部を仮設通路等として 

 一時的に占用する場合がある。 

 

○ ４号公園では幸手市観光協会が主催する幸手桜まつり、あじさい祭りなどのイベント

 に毎年多くの来園者が訪れている。 

 

○ 令和４年春に２号公園の供用開始を予定している。 

 

○ 令和２年１０月末までの予定で２号公園駐車場に北葛北部医師会がＰＣＲセンター

を設置している。 



別紙１

管理棟（２） 平成２１年 木造 1 48.60

管理棟（１） 平成２０年３月 木造 1 9.72

物置 平成２０年３月 スチールプレハブ造 1 5.72

倉庫 平成２３年３月 スチールプレハブ造 1 9.93

便所 平成１９年３月 鉄筋コンクリート造 1 38.76

あずまや 平成１６年３月 木造 1 9.00

便所 平成２３年３月 鉄筋コンクリート造 1 82.70

あずまや 平成２３年３月 木造 1 9.00

あずまや 平成２７年２月 鉄骨造 1 12.25

便所 平成２８年８月 木造 1 29.84

あずまや 木造 1 8.40

倉庫 平成２０年 スチールプレハブ造 1 24.70

便所 昭和６１年 ＲＣ造 1 41.95

便所 平成１３年 ＲＣ造 1 39.87

管理事務所 平成２２年度 木造 1 55.51

便所 平成２７年３月 木造 1 169.00

詰所 平成２８年３月 木造 1 35.60

山羊小屋 平成２５年３月 木造 1 19.80

物置１ 平成２５年３月 木造 1 9.90

物置２ 平成２５年３月 スチールプレハブ造 1 4.23

計 0.00 664.48

権現堂公園　建物一覧

階数
建築面積
（ ㎡ ）

延床面積
（ ㎡ ）

施 設 名 建 設 年 月 日 増 築 年 月 日 構 造

イ　幸手市大字権現堂地内(3号公園）

ア　久喜市小右衛門及び幸手市大字外国府間地内(1号公園）

ウ　幸手市大字内国府間、大字高須賀、大字権現堂及び北3丁目地内(4号公園）



 別紙２ 

権 現 堂 公 園 

 

 

 



                               別紙３ 

権現堂公園現状管理業務一覧  

1 号公園                         

                  業務名称  業務の内容  

1 管理事務所業務   管理事務所に１号公園責任者として常勤職員１人、受付、巡

回、簡易作業等に当たる者として、非常勤職員２人配置。  

※管理事務所は、木造建築、延べ床面積３５．０㎡  

常勤時間  

夏 ４月１日～９月３０日（８時３０分～１９時）  

冬１０月１日～２月２８日（８時３０分～１７時）  

３月 1 日～３月３１日（８時３０分～１８時）  

※休園 １２月２９日～１月３日  

主な業務  

受付事務等（有料施設、行為許可の受付及び利用料等徴収業務、 

管理日報の記載、市との連絡調整、その他窓口業務等）  

鍵の管理（警備の設定・解除、公園入口のバリカ施錠等）  

園内巡視（利用者への注意・指導等）  

環境美化（花壇管理、園内清掃、ゴミ拾い等）  

簡易的な除草や草刈りおよび、樹木（中低木）の剪定及び修繕

等その他（園地管理作業）  

管理所内の清掃（毎日）  

2 管理事務所機械

警備業務  

警備対象：権現堂１号公園管理事務所  

警備時間：（火災）２４時間  

 （侵入）警備開始から解除  

 ４月１日～９月３０日（１９時～８時３０分）  

１０月１日～２月２８日（１７時～８時３０分）  

３月 1 日～３月３１日（１８時～８時３０分）  

3 巡回・警備業務  夜間巡回パトロール（１号・３号・４号）  

       ２０時～２２時の間  ２時間           毎日  

昼間巡回パトロール                   毎日  

駐車場開錠・施錠                  ２回／日  

4 施設清掃業務  

 

日常清掃(公園内ごみ拾い )              毎日  

側溝清掃                    １回／年  

トイレ日常清掃                 ５回／週  

トイレ定期清掃                  ４回／年  

管理事務所清掃                 ４回／年  

5 受水槽管理清掃

業務 

清掃                             １回／年  

点検、水質検査                               ４回／年  



6 遊具安全点検業

務 

定期点検業務             

舟型遊具（大）   １基               １回／年  

   複合遊具（小）   １基                   １回／年     

 スプリング遊具   ４基                      １回／年  

7 遊具清掃業務   帆船遊具の床面洗浄                 １回／年  

8 除草業務  園路周辺の除草  機械除草  16，326.2 ㎡         ４回／年  

水生花園周りの除草  機械除草                 ４回／年  

消化槽内除草  機械除草              ３回／年  

水生花園内除草  機械除草   2，512,8 ㎡      1 回／年  

9 芝生管理業務  場所：球技広場、多目的広場、出会い広場の芝  

面積２２，４００㎡  

内容 

芝刈りを定期的に行う。  

雑草の状況に応じて、抜根除草を行う。  

 芝の状況に応じて、散水や施肥を行う。  

年間作業数  芝刈り                         １４回／年  

             施肥                    ２回／年         

       抜根除草                  随時  

       散水                       随時    

場所：遊具広場       面積 9，400 ㎡  

内容 

芝刈りを定期的に行う。  

雑草の状況に応じて、抜根除草を行う。  

芝の状況に応じて、散水や施肥を行う。  

年間作業数    芝刈り                       １４回／年  

               施肥                 ２回／年         

         抜根除草                 随時  

         散水                     随時  

10 

 

 

植栽管理業務  低木管理    ８９，４４０株  

枯枝除去                      随時  

枯枝剪定                     随時  

中木    １，０１６本  

枯枝除去                     随時  

枯枝剪定                      随時  

高木      ３３５本  

剪定        ３０本              １回／年  

枯枝除去                      随時  

11 

 

修繕補修業務  業者発注による修繕  

照明器具、水道、トイレ、消化槽、遊具等補修      随時  

機械器具  

芝刈り機等修繕                      随時 



12 廃棄物処理収集

運搬業務  

可燃                      ３回／週   

可燃以外                    １回／週  

13 芝生等処分業務  切り返し積み替え替え作業             １４回／年  

 

３号公園                          

 業務名称  業務の内容  

1 巡回・警備業務  夜間巡回パトロール（１号・３号・４号）  

２０時～２２時の間  ２時間                 毎日 

昼間巡回パトロール                                 毎日 

駐車場開錠・施錠                              ２回／日  

2 施設清掃業務  日常清掃  

公園内ごみ拾                                 毎日  

トイレ日常清掃                 ５回／週  

トイレ定期清掃                  ４回／年  

3 設備点検業務  浄化槽 単独 120 人槽               

点検                      ６回／年  

法定検査                    １回／年  

清掃                      ２回／年  

汚泥汲み取り                   ２回／年  

4 遊具安全点検業

務 

定期点検  

背のばしベンチ                  １回／年  

上体ひねり                   １回／年  

ぶらさがり                   １回／年  

5 除草業務  展望の丘  機械除草  1,160 ㎡               ６回／年                    

梅林   機械除草   1,320 ㎡             ６回／年  

人力除草    226 ㎡ 

パブリックガーデン   495 ㎡   

草花植え付け、管理等                     随時            

6 芝生管理業務  芝生広場    面積  1,750 ㎡  

内容 

芝刈りを定期的に行う。  

雑草の状況に応じて、抜根除草を行う。  

芝の状況に応じて、散水や施肥を行う。  

年間作業数   芝刈り                ６回／年  

               施肥                     随時          

        抜根除草                   随時  

        散水                    随時  



種子吹き付け  面積 1，592 ㎡  

内容 

芝刈りを定期的に行う。  

雑草の状況に応じて、抜根除草を行う。  

芝の状況に応じて、散水や施肥を行う。  

年間作業数   芝刈り                ６回／年  

               施肥                     随時          

        抜根除草                   随時  

        散水                    随時  

7 植栽管理業務  

 

生垣管理       ３３株 

 枯枝除去                        随時  

 枯枝剪定                        随時  

中低木管理 １，９７５株  

 枯枝除去                        随時  

 枯枝剪定                        随時  

中低木管理 ４２本  

 枯枝除去                        随時  

 枯枝剪定                        随時  

中木管理  １９本  

 枯枝除去                        随時  

 枯枝剪定                        随時  

梅（既存） ５５本  

 枝剪定                       １回／年  

高木管理  ６１本  

 枯枝除去                        随時  

 枯枝剪定                        随時  

8 修繕補修業務  業者発注による修繕  

照明器具、水道、トイレ、浄化槽修繕             随時  

9 

 

芝生等処分業務  刈芝処分                     ６回／年  

                      

４号公園                      

 業務名称  業務の内容  

1 

 

管理事務所業務  事務局に常勤職員３人、非常勤職員１人配置。  

 ４号公園(３号公園含む )に責任者として、常勤職員（所長兼

務）１人、巡回、簡易作業等に当たる者として非常勤職員２人、

山羊飼育に当たる者として、非常勤職員 1 人配置。  

トイレ清掃に当たる者として、非常勤職員２人を配置、園地

管理に当たる者として非常勤職員２人を配置。7 

※管理事務所は木造建築  

常勤時間  



夏 ４月１日～９月３０日（８時３０分～１９時）  

冬１０月１日～２月２８日（８時３０分～１７時）  

３月 1 日～３月３１日（８時３０分～１８時）  

主な業務  

 受付事務等（行為許可受付及び使用料金徴収業務、管理日報  

の記載、県、市との連絡調整、その他窓口業務等）  

  鍵の管理（各倉庫・貸出・使用時の前後確認等）  

  園内巡視（利用者への注意・指導等）  

  環境美化（花壇管理、園内清掃、ゴミ拾い、つるとり等）    

  簡易的な除草や草刈りおよび、樹木（中低木）の剪定及び枯   

 れ枝回収・修繕等、その他（園地作業）  

  職員詰内の清掃（毎日）  

2 ホームページ管

理業務  

ホームページ管理業務  

3 管理事務所機械

警備業務  

 警備対象：権現堂４号公園管理事務所  

 警備時間：（火災）２４時間  

（侵入）警備開始から解除  

  ４月１日～９月３０日（１９時～８時３０分）  

１０月１日～２月２８日（１７時～８時３０分）  

３月 1 日～３月３１日（１８時～８時３０分） 

4 巡回・警備業務  夜間巡回パトロール（１号・３号・４号）  

２０時～２２時の間  ２時間                毎日  

昼間巡回パトロール                     毎日 

駐車場開錠・施錠                   ２回／日  

5 施設清掃業務  日常清掃    

公園内ゴミ拾い                                 毎日 

トイレ日常清掃                                 ５回／週  

トイレ定期清掃                            ４回／年  

6 設備点検業務  浄化槽点検    単独７人槽                                              ６回／年  

               単独５０人槽                        ６回／年  

       合併１６０人槽                  ２４回／年  

               合併３５０人 槽                ２４回／年   

 法定検査    ４箇所                       １回／年  

 清掃      ４箇所                        ２回／年  

 汲み取り   ４箇所                       ２回・３回／年  

7 除草業務  人力除草                  7,690 ㎡ ６回／年  

機械除草Ⅰ 肩掛け式                5,500㎡ ６回／年  

機械除草Ⅱ 肩掛け式＋ハンドガイド   27,370㎡ ６回／年  

除草剤散布                 8,110㎡  １回／年  

耕運                    6,000㎡ ４回／年  

                   18,000 ㎡ １回／年  



 芝刈り                     3 00 ㎡  ６回／年  

 機械除草  肩掛け式＋ハンドガイド      

      26,088 ㎡  ３回／年  

機械除草  肩掛け式                5,050 ㎡ ３回／年  

機械除草  肩掛け式                5,350 ㎡ ３回／年  

人力除草（水路護岸）              610 ㎡ ３回／年  

耕運                      24,000 ㎡  ２回／年  

                  19,870 ㎡ １回／年  

8 植栽管理業務  花卉 

菜の花播種                  24,000 ㎡ １回／年  

 菜の花施肥                  24,000 ㎡ １回／年

早咲き菜の花播種                        500 ㎡  １回／年  

コスモス播種                            500 ㎡  １回／年  

ヒマワリ播種               300 ㎡ １回／年  

生垣管理        ２，１３０ｍ  

 サザンカ剪定                 130ｍ １回／年   

 ツツジ剪定                  2,000ｍ １回／年  

低木管理   １６，０００株  

 アジサイ剪定               16,000 株 １回／年  

 アジサイ施肥                 16,000 株 １回／年   

 枯枝除去                         随時  

 枯枝剪定                         随時  

高木管理      １，８４６本  

枯枝除去                         随時  

 枯枝剪定                         随時  

桜管理 ソメイヨシ６００本、河津桜７０本、桜サミット桜  

    ４０本  

 てんぐ巣病除去                     １回／年  

 コスカシバ除去                100 本  １回／年  

 カミキリムシ除去                       １回／年  

 枯れ枝除去                  100 本  １回／年  

 施肥                     100 本  １回／年  

 枯れ枝剪定                  600 本  １回／年  

 ケムシ消毒                  600 本  ３回／年  

倒木処理                                           随時 

倒木伐採処分                      随時  

9 修繕補修業務  業者発注による修繕  

エアコン、照明器具、水道、トイレ、浄化槽修繕       随時  

 簡易修繕  

 柵、ロープ張、法面、階段補修              随時  

 機械器具  



 草刈り機等修繕                     随時  

10 廃棄物処理収集

運搬業務  

可燃                      ３回／週   

可燃以外                    １回／週  

11 山羊飼育業務   屋久島山羊の飼育   

 屋久島山羊 ５頭  

 糞尿処理、餌やり、放牧等               毎日                

 

 



別紙４

（千円）

平成３０年度 令和元年度

人件費 32,451 33,390

消耗品費 2,596 2,726

修繕費 4,571 3,501

光熱水費 3,554 3,379

責任保険料 752 749

手数料 400 415

委託料 19,323 20,650

租税公課 2,991 4,062

その他 5,278 5,300

合計 71,916 74,172

委託料収入 68,700 69,900

利用料金収入 3,304 2,221

自主事業収入 3,009 3,455

合計 75,013 75,576

-3,097 -1,404管理費経費－収入

権現堂公園　管理費内訳及び収入実績

管
理
経
費

収
入



別紙５

(1)久喜市大字小右衛門及び幸手市大字外国府間地内（１号公園）

施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

パイプ用ファン ６０ｍ３／ｈ 1 受水槽

小型給水ユニット ０．７５×２ｋｗ　単相 1 受水槽

パネル水槽 ＦＲＰ製パネル水槽 1 受水槽

分電盤
定格電圧　ＡＣ１００／２００Ｖ単相３線式
定格電流　１２５Ａ

1 分電盤

汚水用水中ポンプ
単相１００Ｖ　７７０Ｗ
０．４ｋＷ

2 ポンプ室

排水ポンプ制御盤 1 トイレ屋外

土壌処理施設
日最大処理量４．５㎥／日、
占有面積１８１．２㎡

１式 屋外

　

(2)幸手市大字権現堂地内(３号公園）

施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

屋外施設 分電盤
定格電圧　ＡＣ１００／２００Ｖ単相３線式
定格電流　１２５Ａ

1 分電盤

(3)幸手市大字内国府間、大字高須賀、大字権現堂及び北3丁目地内(４号公園）

施設名等 機　　器　　名 仕　　　様　　・　　能　　　力 台数 備　　考

屋外施設
汚水処理装置操作
盤

2
　トイレ
（駐車場）

屋外施設

権現堂公園  主要設備機器一覧



（単位　円　消費税込み）

金　　額 金　　額

606,690 271,641

520,431 226,600

804,171

1,127,121 1,302,412

修　　繕　　名

※　この表は、一件の修繕で２０万円以上のものを記載しています。

合　　　　　　　　計

スプリング遊具交換工事

２０万円以下５件 照明灯修繕工事

２０万円以下１０件

修　　繕　　名

照明灯修繕工事

合　　　　　　　　計

別紙6

権　現　堂　公　園（１号公園）修　繕　工　事　一　覧

平　成　3 0　年　度 令和　元　年　度



（単位　円　消費税込み）

金　　額 金　　額

109,080 276,690

109,080 276,690

別紙6

権　現　堂　公　園 (３号公園）修　繕　工　事　一　覧

平　成　3 0　年　度 令和　元　年　度

修　　繕　　名 修　　繕　　名

２０万円以下３件 ２０万円以下７件

※　この表は、一件の修繕で２０万円以上のものを記載しています。

合　　　　　　　　計 合　　　　　　　　計



（単位　円　消費税込み）

金　　額 金　　額

346,680 258,368

546,480 226,600

859,680 1,437,513

200,156

337,327

1,044,281

3,334,604 1,922,481

別紙6

権　現　堂　公　園 (４号公園）修　繕　工　事　一　覧

平　成　3 0　年　度 令和　元　年　度

修　　繕　　名 修　　繕　　名

照明灯修繕工事 トイレ１電気引込線改修工事

障碍者用駐車場整備工事 照明灯修繕工事

トイレ２浄化槽制御盤交換工事 ２０万円以下２６件

刈払機点検整備

防犯照明灯設置工事

２０万円以下１６件

※　この表は、一件の修繕で２０万円以上のものを記載しています。

合　　　　　　　　計 合　　　　　　　　計



別紙７

大人 団体 小人 無料 金額

日 人 人 人 人 件数 人 円

平成31年4月 23 910 282 46 1,192 55,490

令和元年5月 26 1,025 303 50 1,328 59,830

6月 25 955 307 43 1,262 67,270

7月 23 720 102 39 822 39,680

8月 16 403 240 17 643 35,030

9月 25 1,051 252 40 1,303 62,930

10月 23 1,291 235 46 1,526 60,800

11月 23 843 321 42 1,164 67,520

12月 25 659 294 42 953 58,560

令和2年1月 20 790 220 34 1,010 48,960

2月 25 640 280 38 920 54,720

3月 21 820 1 34 821 28,480

合計 275 10,107 0 2,837 0 471 12,944 639,270

多目的球技場
利用者

権現堂公園　有料施設利用状況

計

日数月別



別紙８－１

R2.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 期間

設置 自販販売機 園内（１号公園） 1.49㎡ H31.4.1 R3.3.31 ２年

設置 自販販売機 園内（１号公園） 2.26㎡ H31.4.1 R3.3.31 ２年

設置
自販販売機（アイスクリーム
用）、回収ボックス

園内（１号公園） 1.1052㎡ H31.4.1 R3.3.31 ２年

設置 カヌー艇庫 園内（２号公園） 833.91㎡ H25.4.1 R5.3.31 １０年

設置 案内板、倉庫等 園内（４号公園） 33.7㎡ H23.4.1 R3.3.31 １０年

設置
自動販売機、空缶回収箱、電
気ポール

園内（４号公園） 14.15㎡ H31.4.1 R3.3.31 ２年

設置
物置
山羊小屋

園内（４号公園） 33.93㎡ H31.4.1 R3.3.31 ２年

設置 河津桜 園内（４号公園） 約40本 H26.11.1 植栽の期間

設置
給水施設（井戸ポンプ、圧力タ
ンク、給水管、給水口）

園内（４号公園） 3基 2本 190ｍ H26.6.1 R6.3.31 １０年

設置
案内表示板
方向誘導板

園内（４号公園） 1.22.㎡ H26 9.2 R6.3.31 １０年

設置 石碑（順礼桜歌碑） 園内（４号公園） 0.44.㎡ H30.11.1 R10.3.31 １０年

設置 防犯照明灯 園内（４号公園） 0.72.㎡ H30.12.1 R3.3.31 ３年

占用 本柱、支線、支柱 園内（1号公園）
本柱9本 支線2
本 支柱2本

H24.4.1 R4.3.31 １０年

占用 支線 園内（1号公園） 支線１本 H30.4.1 R10.3.31 １０年

占用
本柱、支線、小柱、
小柱支線、電線

園内（３号公園）
本柱1本 支線1本
小柱3本 小柱支線
1本 電線36ｍＸ2条

H27.2.9 R6.3.31 １０年

占用 水道管 園内（３号公園） 56.83㎡ H27.4.1 R7.3.31 １０年

占用
ポール
通信線

園内（３号公園）

防犯カメラ1（ト
イレ）取り付け
ポール１基 通
信線15ｍ

H29.7.1 R3.3.31 ４年

占用
ポール
通信線

園内（３号公園）

防犯カメラ2（駐
車場）カメラ取り
付けポール1基
 通信線6ｍ

H29.8.1 R3.3.31 ４年

占用
本柱、支線、支線柱、
小柱、小柱支線

園内（４号公園）

本柱1８本 支線
10本 支線柱1
本 小柱3本 小
柱支線1本

H24.4.1 R4.3.31 １０年

占用
ポール（拡声器付）
通信線

園内（４号公園）
302.0㎡ ポール
（拡声器付）4本
 通信線300ｍ

H28.8.1 R3.3.31 ５年

占用 支柱 園内（４号公園） 支柱1本 H30.4.1 R10.3.31 １０年

占用 本柱 園内（４号公園） 本柱1本 H30.4.1 R10.3.31 １０年

占用 水道管 園内（４号公園） 18.56㎡ H30.4.1 R10.3.31 １０年

占用
電気引込み柱
看板、説明板

園内（４号公園） 1.8㎡ H30.4.1 R10.3.31 １０年

占用 支線 園内（４号公園） 支線1本 H30.4.1 R3.3.31 ３年

権　現　堂　公　園
設置・占用・行為許可一覧

申請目的 申請箇所
許可申請期間



別紙８－２

R2.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 期間

行為 第89回幸手さくらまつり 3号公園、4号公園 H31.4.1 H31.4.9 ９日

行為 第28回幸手市さくらマラソン 3号公園、4号公園 H31.4.7 １日

行為 第89回幸手さくらまつり 2号公園 H31.4.1 H31.4.9 ９日

行為 写真撮影 4号公園 H31.4.1 １日

行為
テレビ番組撮影（日本テレビ
「バゲッド」）生中継

4号公園 H31.4.4 １日

行為 写真撮影(ドローン） 4号公園 H31.4.1 １日

行為 写真撮影(ドローン） 4号公園 H31.4.1 １日

行為 写真撮影 4号公園 H31.4.1 １日

行為 写真撮影(ドローン） 4号公園 H31.4.2 １日

行為 写真撮影(ドローン） 4号公園 H31.4.2 １日

行為 写真撮影 4号公園 H31.4.2 １日

行為 写真撮影(ドローン） 4号公園 H31.4.3 １日

行為 写真撮影(ドローン） 4号公園 H31.4.3 １日

行為
テレビ番組撮影（フジテレ
ビ）、ﾄﾞﾛｰﾝ撮影

4号公園 H31.4.3 １日

行為
テレビ番組撮影（テレビ埼
玉）生中継

4号公園 H31.4.3 １日

行為 写真撮影 4号公園 H31.4.3 １日

行為 写真撮影 4号公園 H31.4.3 １日

行為 写真撮影 4号公園 H31.4.3 １日

行為 写真撮影 4号公園 H31.4.3 １日

行為
テレビ番組撮影（TBSテレビ
「朝チヤン」）生中継

4号公園 H31.4.3 １日

行為
テレビ番組撮影（テレビ東京
「よじごじ」）生中継

4号公園 H31.4.4 １日

行為 写真撮影(ドローン） 4号公園 H31.4.4 １日

行為 写真撮影(ドローン） 4号公園 H31.4.4 １日

行為 写真撮影 4号公園 H31.4.5 １日

行為 写真撮影(ドローン） 4号公園 H31.4.5 １日

行為 写真撮影(ドローン） 4号公園 H31.4.5 １日

行為 写真撮影(ドローン） 4号公園 H31.4.5 １日

行為 写真撮影 4号公園 H31.4.5 １日

行為
テレビ番組撮影（テレビ朝日「ス
パーJチャンネル」）生中継 4号公園 H31.4.5 １日

行為
テレビ番組撮影（日本テレビ
「news　ever」）

4号公園 H31.4.5 １日

権　現　堂　公　園

申請目的 申請箇所
許可申請期間

設置・占用・行為許可一覧
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R2.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 期間

行為 写真撮影(ドローン） 4号公園 H31.4.6 １日

行為 写真撮影(ドローン) 4号公園 H31.4.6 １日

行為 写真撮影(ドローン） 4号公園 H31.4.6 １日

行為 写真撮影(ドローン） 4号公園 H31.4.7 １日

行為 写真撮影(ドローン) 4号公園 H31.4.7 １日

行為 写真撮影(ドローン) 4号公園 H31.4.7 １日

行為 写真撮影(ドローン) 4号公園 H31.4.8 １日

行為 写真撮影(ドローン) 4号公園 H31.4.9 １日

行為 写真撮影(ドローン) 4号公園 H31.4.9 １日

行為 写真撮影(ドローン) 4号公園 H31.4.9 １日

行為 交通安全の案内 4号公園 H31.4.21 １日

行為 物品販売 1号公園 H31.4.25 １日

行為 フリーマーケット 4号公園 H31.4.29 １日

行為 春も交通安全運動出発式 4号公園 R1.5.10 １日

行為 フリーマーケット 4号公園 R1.5.5 １日

行為 自動車ミーティング 4号公園 R1.5.18 １日

行為 自動車オーナー同士の交流会 4号公園 R1.5.19 １日

行為 フリーマーケット 4号公園 R1.5.26 １日

行為 さくらモーニングクルーズ 1号公園 R1.6.2 １日

行為
テレビ番組撮影（フジテレビ
「liveneus it」）

4号公園 R1.6.3 １日

行為
テレビ番組撮影（テレビ朝日
「スーパーJチャンネル」）

4号公園 R1.6.5 １日

行為
テレビ番組撮影（日本テレビ
「NEWS EVRY」）

4号公園 R1.6.6 １日

行為 写真撮影 1号公園 R1.6.7 １日

行為
テレビ番組撮影（テレビ埼玉
「ニュース545」）

4号公園 R1.6.11 １日

行為
テレビ番組撮影（テレビ東京
「よじごじdays」）生中継

4号公園 R1.6.14 １日

行為 コスプレ撮影交流会 4号公園 R1.6.15 １日

行為 犬のしつけ教室 4号公園 R1.6.16 １日

行為
テレビ番組撮影（テレビ朝日「グッド
モーニング」）生中継 4号公園 R1.6.17 １日

行為 コスプレ撮影交流会 4号公園 R1.6.22 １日

行為 ブルトンマーケット 4号公園 R1.6.23 １日

権　現　堂　公　園
設置・占用・行為許可一覧

申請目的 申請箇所
許可申請期間
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R2.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 期間

行為 テレビ番組撮影（TBSテレビ「さんま・玉緒のお年玉
あんたの夢かなえたろかSP」） 4号公園 R1.6.26 １日

行為 さくらモーニングクルーズ 4号公園 R1.7.7 １日

行為 カークラブミーティング 4号公園 R1.7.14 １日

行為 フリーマーケット 4号公園 R1.7.28 １日

行為 宇都宮動物園飼育体験出発式 1号公園 R1.7.28 １日

行為 宇都宮動物園飼育体験終了式 1号公園 R1.7.28 １日

行為 さくらモーニーグクルーズ 4号公園 R1.8.4 １日

行為 宇都宮動物園飼育体験出発式 1号公園 R1.8.10 １日

行為 宇都宮動物園飼育体験終了式 1号公園 R1.8.11 １日

行為 フリーマーケット 4号公園 R1.8.11 １日

行為 少年サッカーフェスティバル 1号公園 R1.8.12 １日

行為 宇都宮動物園飼育体験出発式 1号公園 R1.8.20 １日

行為 宇都宮動物園飼育体験終了式 1号公園 R1.8.21 １日

行為 フリーマーケット 4号公園 R1.8.25 １日

行為 さくらモーニングクルーズ 4号公園 R1.9.1 １日

行為
テレビ番組撮影（フジテレビ
「Live News　it」）

4号公園 R1.9.19 １日

行為 運動会練習 1号公園 R1.9.19 １日

行為 幸手市商工会青年部販促事業 4号公園 R1.9.21 １日

行為 コスプレ撮影会 4号公園 R1.9.22 １日

行為 コスプレ撮影会 4号公園 R1.9.23 １日

行為 運動会練習 1号公園 R1.9.24 １日

行為 物品の販売 1号公園 R1.9.24 １日

行為 コスプレ撮影会 4号公園 R1.9.27 １日

行為 テレビ番組の撮影(テレビ撮影(ﾄﾞｸﾀｰX） 3号公園 R1.10.2 １日

行為 車の展覧会 ４号公園 R1.10.6 １日

行為 運動会準備 1号公園 R1.10.13 １日

行為 運動会 1号公園 R1.10.14 １日

行為 物品販売 1号公園 R1.10.17 １日

行為 行幸湖浮きウキフェスタ2019 1号公園 R1.10.27 １日

行為 安全運転の呼びかけ 4号公園 R1.10.27 １日

権　現　堂　公　園
設置・占用・行為許可一覧

申請目的 申請箇所
許可申請期間
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R2.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 期間

行為 運動会 1号公園 R1.10.27 １日

行為 バイクの集い 4号公園 R1.11.3 １日

行為 第23回幸手クラシックカーフェステバル4号公園 R1.11.10 １日

行為 自動車オーナーの交流会 4号公園 R1.11.17 １日

行為
車両制限令による特殊車両の
取締り

4号公園 R1.11.21 １日

行為 さくらモーニングクルーズ 4号公園 R1.12.2 １日

行為 写真撮影 4号公園 R1.12.8 １日

行為 ブルトンマーケット 4号公園 R1.12.15 １日

行為 写真撮影 4号公園 R1.12.15 １日

行為 フリーマーケット 4号公園 R1.12.22 １日

行為 さくらモーニングクルーズ 4号公園 R2.1.5 １日

行為 フリーマーケット 4号公園 R2.1.5 １日

行為 テレビ番組撮影(ジェイコム埼玉・東日
本「デイリーニュース」） 4号公園 R2.1.15 １日

行為 テレビ番組撮影(テレビ埼玉「魅力まる
ごと　いまドキ！」） 4号公園 R2.1.19 １日

行為 物品販売 1号公園 R2.1.23 １日

行為
テレビ番組撮影(NHKテレビ
「首都圏ネットワーク」）

4号公園 R2.1.24 １日

行為
ラジオ番組中継(NHKラジオ
「ごごラジ！」）

4号公園 R2.1.29 １日

行為 さくらモーニングクルーズ 4号公園 R2.1.5 １日

行為 写真撮影 4号公園 R2.2.10 １日

行為
テレビ番組撮影(フジテレビ
「ニュース」）

4号公園 R2.2.24 １日

行為 さくらモーニングクルーズ 4号公園 R2.3.1 １日

行為
テレビ番組撮影（日本テレビ
「oha!4 NEWS　LIVE」）

4号公園 R2.3.11 １日

行為 NHK天気カメラ 4号公園 R2.3.13 R2.4.17 ３５日

行為 ドローン撮影 4号公園 R2.3.15 １日

行為 テレビ番組撮影（「CDTVテレビスペシャ
ル！卒業ソング音楽祭2020」中継） 4号公園 R2.3.16 １日

行為
テレビ番組撮影（ジェイコム
「デイリーニュース」）

4号公園 R2.3.16 １日

行為
テレビ番組撮影（NHKテレビ
「ファミリーヒストリー」）

4号公園 R2.3.17 １日

行為 写真撮影 4号公園 R2.3.18 １日

行為 ドローン撮影 4号公園 R2.3.20 １日

行為 動画撮影（森山直太朗） 4号公園 R2.3.20 １日

権　現　堂　公　園
設置・占用・行為許可一覧

申請目的 申請箇所
許可申請期間
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R2.3.31現在
許可 面積・
種類 数量等 始期 終期 期間

行為 動画撮影、ドローン撮影 4号公園 R2.3.21 １日

行為 動画撮影 4号公園 R2.3.21 １日

行為 ドローン撮影 4号公園 R2.3.22 １日

行為 写真、動画撮影 4号公園 R2.3.22 １日

行為 テレビ番組撮影テレビ朝日（「スーパー
ｊチャンネル」）ドローン撮影、中継 4号公園 R2.3.23 １日

行為 ドローン撮影 4号公園 R2.3.24 １日

行為
テレビ番組撮影（ジェイコム
「ディリーニュース」）

4号公園 R2.3.24 １日

行為 ドローン撮影 4号公園 R2.3.25 １日

行為 ドローン撮影 4号公園 R2.3.25 １日

行為
テレビ番組撮影BSテレビ東京
（「MY BEST WAY」）

4号公園 R2.3.25 １日

行為
テレビ番組撮影（NHKテレビ
「天使にリクエスト」）

4号公園 R2.3.25 １日

行為 動画撮影 4号公園 R2.3.25 １日

行為 写真撮影 4号公園 R2.3.25 １日

行為 テレビ番組撮影（TBSテレビ「サタディ
プラス」）ドローン撮影 4号公園 R2.3.26 １日

行為 ドローン撮影 4号公園 R2.3.26 １日

行為 写真撮影 4号公園 R2.3.26 １日

行為 写真撮影 4号公園 R2.3.26 １日

行為 ドローン撮影 4号公園 R2.3.27 １日

行為 ドローン撮影 4号公園 R2.3.27 １日

行為 動画撮影 4号公園 R2.3.27 １日

行為 写真撮影 4号公園 R2.3.27 １日

行為 写真撮影 4号公園 R2.3.27 １日

行為
テレビ番組撮影（テレビ東京
「よじごじ」）

4号公園 R2.3.27 １日

行為 ドローン撮影 4号公園 R2.3.28 １日

行為 ドローン撮影 4号公園 R2.3.28 １日

行為 写真撮影 4号公園 R2.3.29 １日

行為 テレビ番組撮影（フジテレビ「ニュー
ス」）ドローン撮影、中継 4号公園 R2.3.30 １日

行為 ドローン撮影 4号公園 R2.3.30 １日

行為 写真撮影 4号公園 R2.3.30 １日

行為 写真撮影 4号公園 R2.3.30 １日

権　現　堂　公　園
設置・占用・行為許可一覧

申請目的 申請箇所
許可申請期間
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№ 品目 規格・型式等 数量 取得年度

1 物置 イナバ　NX-60S 1 平成１９年度
2 乗用芝刈機 クボタ　ＧＺＤ１５－Ⅱ 1 平成２２年度
3 少年用サッカーゴール 赤羽根工業　Ｂ－３６７９ 1 平成２２年度
4 倉庫 イナバ　ＦＸＮ－２６３４Ｈ 1 平成２２年度
5 自走式芝刈機 ㈱ｵｰﾄﾚｯｸﾊﾝﾏｰHR802 1 平成２３年度
6 自走式芝刈機 ㈱ｵｰﾄﾚｯｸﾊﾝﾏｰHRC802B 1 平成２３年度
7 エンジンポンプ ㈱工進SERM-５０V 2 平成２３年度
8 エアコン ダイｷン工業㈱Ｆ63MTRXP 1 平成２３年度
9 エアコン ダイｷン工業㈱Ｆ36MTEV-W 1 平成２３年度

10 ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A531CX 2 平成２３年度
11 簡易テント ミスタークイックＴ３３ 6 平成２４年度
12 簡易テント ミスタークイックＴ３３ 4 平成２６年度
13 屋形テント 特注品　白ｘ黄ストライプ 2 平成２５年度
14 屋形テント 特注品　白ｘ黄ストライプ 1 平成２６年度
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

権現堂公園　貸与可能備品一覧
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利用料金等の設定（権現堂公園） 

                                  

（１）利用料金 

  ア 施設利用 

施  設  名 現 行 料 金（円） 

多目的球技場 全 面 １時間 １，２８０円 

半 面 １時間   ６４０円 

１／４ １時間   ３２０円 

 ＊ 少年サッカー、ソフトボール及び少年野球の利用の場合は、全面の利用とする。 

＊  県外に住所を有する者に係る利用料金は、上記の金額にそれぞれ当該金額の 

１００分の５０に相当する額を加えた額とする。 

＊  「障害者の利用にかかる公の施設の使用料及び利用料金の減免に関する条例（昭

和５８年埼玉県条例第８号）」及び「障害者の利用にかかる公の施設の使用料及び

利用料金の減免に関する条例施行規則(昭和５８年埼玉県規則第３２号)」の規定の

該当者が使用する場合は、免除します。該当者とは、「身体障害者手帳・療育手帳・

精神障害者保健福祉手帳のいずれかの所持者及びその介護者１名」をいう。 

＊ 国又は地方公共団体が主催する事業に使用する場合は、免除とすることができ

る。 

＊  国又は地方公共団体が共催する事業に使用する場合は、表の金額の半額とするこ

とができる。 

＊  地方公共団体が運営する実行委員会主催事業に使用する場合は、免除とすること

ができる。 

＊  学校教育法による学校及び児童福祉法にいう児童福祉施設が主催する行事につ

いては、表の金額の半額とすることができる。 

＊  マスコミ等（新聞、テレビ、ラジオ、出版物、通信情報サービス等）に使用する

場合において、権現堂公園のＰＲに資すると認めるときは、免除することができる。 
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  イ 行為許可 

行  為 現 行 料 金（円） 

物品の販売、興行その他の営

業行為(興行を除く。)をする

場合 

１㎡当たり半日（４時間以内）    ※  ７円 

１㎡当たり一日 (４時間を超えて８時間以内） 

※１４円 

８時間を超えて１時間延長ごと     ※  ２円 

興行を行う場合 １㎡当たり半日 (４時間以内）   ※  ８円 

１㎡当たり一日 (４時間を超えて８時間以内) 

※１７円 

８時間を超えて１時間延長ごと     ※  ２円 

業として行う写真の撮影する

場合 

 

１件当たり半日（４時間以内）  ※３６０円 

１件当たり一日 (４時間を超えて８時間以内）  

※７２０円 

８時間を超えて１時間延長ごと  ※  ９０円 

業として行う映画等の撮影を

する場合 

 

 

 

 

１件当たり半日（４時間以内）  

１４，８００円 

１件当たり一日（４時間を超えて８時間以内) 

             ２９，６００円   

８時間を超えて１時間延長ごと 

３，７００円 

競技会、展示会、博覧会その

他これらに類する催しをする

場合 

 

１㎡当たり半日（４時間以内）    ※ ４円 

１㎡当たり一日（８時間以内）     ※ ８円 

８時間を超えて１時間延長ごと     ※ １円 

広告物の表示 

 

表示面積１㎡当たり 一日   ２，０８０円 

８時間を超え１時間延長ごと    ２６０円 

＊ 現行料金の「※」表示金額について、表の行為許可のうち「物品の販売その他

の営業行為(興行を除く。）をする場合」、「興行を行う場合」、「競技会、展示

会、博覧会その他これらに類する催しをする場合」は、表に掲げる額に許可対象

となる数量を乗じて得た額に１０５分の１１０を乗じて得た金額とし、その金額

に１円未満の端数があるときは切り捨てる。 

＊  現行料金の「※」表示金額について、表の行為許可のうち「業として写真撮影

を撮影する場合」は、表に掲げる金額に１０８分の１１０を乗じて得た金 とし、

その金額に１円未満の端数があるときは切り捨てる。 

＊ 行為に要する面積が１㎡未満であるとき、又はその面積に１㎡未満の端数があ

るときは、１㎡として計算する。 

＊ 県外に住所を有する者が行為をする場合は、上記の金額にそれぞれ当該金額の



3 

１００分の５０に相当する額を加えた額とする。 

＊  「障害者の利用にかかる公の施設の使用料及び利用料金の減免に関する条例（昭

和５８年埼玉県条例第８号）及び「障害者の利用にかかる公の施設の使用料及び

利用料金の減免に関する条例施行規則（昭和５８年埼玉県規則第３２号）の規定

の該当者が使用する場合は、免除します。該当者とは、「身体障害者手帳・療育

手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの所持者及びその介護者１名」をいう。 

＊ 国又は地方公共団体が主催する事業に使用する場合は、免除とすることができ

る。 

＊ 国又は地方公共団体が共催する事業に使用する場合は、表の金額の半額とする

ことができる。 

＊ 地方公共団体が運営する実行委員会主催事業に使用する場合は、免除とするこ

とができる。 

＊  学校教育法による学校及び児童福祉法にいう児童福祉施設が主催する行事につ

いては、表の金額の半額とすることができる。 

＊  マスコミ等（新聞、テレビ、ラジオ、出版物、通信情報サービスなど）に使用

する場合において、権現堂公園のＰＲに資すると認めるときは、免除とすること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

（２） 自主事業 

  ア 現状 

行   為 現 行 料 金（円） 

自動販売機飲物販売 清涼飲料水   １１０円～２１０円 

アイスクリーム １４０円～２００円 

峠の茶屋物産品売上手数料 

 

パン      １３０円～３４０円 

アイスクリーム ３００円 

飲物      ２５０円～３００円 

物産品     ２５０円～６００円 

＊ 障害者が同一時間帯に同一施設を複数利用する場合、利用料金を無料とされるのは

最小貸出単位のみとする。 

 



 

 

 

 

指定管理業務に関する特記仕様書（権現堂公園） 
 

公園管理に当たり、下記の事項について遵守すること。 

 

記 

 

１ 別添１の「有資格者の選任等一覧」のとおり有資格者を配置すること。 

 

２ 供用日及び供用時間については、別添の現況調書に記載されている水準を下回ら

ないように配慮すること。 

 

３ 利用料金の設定に当たっては、次の点を踏まえること。 

（１）他の県営都市公園の料金と比較しても妥当な額であること。 

（２）国又は埼玉県（以下「県」という。）が主催する事業に使用する場合は免除と

し、共催する事業に使用する場合は１／２以上を減額すること。 

（３）障害者等の利用料金については、「障害者の利用に係る公の施設の使用料及び 

  利用料金の減免に関する条例」（昭和５８年条例第８号）及び「障害者の利用に 

  係る公の施設の使用料及び利用料金の減免に関する条例施行規則」（昭和５８年 

  規則第３２号）の規定に基づいて減免すること。 

（４）有料施設の利用料金の設定については、次の事項に留意すること。 

ア 近隣の類似施設や県営都市公園内の同種の施設の料金と比較しても妥当な設

定がなされ、関係機関及び利用者の理解が得られること。 

イ 料金の適用日については、個々の利用形態に応じた周知期間をおくこと。 

 

４ 植物管理業務について 

  公園内の樹木について、県では今後「樹木管理計画」を策定し、適正な維持管理

を行っていく予定である。指定管理者は樹木管理について毎年度、県と協議の上、

適正管理を求める予定であることに留意すること。 

 

５ 防犯対策に配慮すること。 

埼玉県防犯のまちづくり推進条例に規定する防犯上の指針に基づき適正に管理す

ること。 

 

６ 地元ボランティア団体との連携を図ること。 

地域に根ざした公園となるように地元ボランティア団体と連携し、公園管理を行

うよう努力すること。 

 

７－１ 遊具については、次の安全対策を行うこと。 

（１）（一社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準ＪＰＦＡ－ 

  Ｓ：２０１４」に準じた遊具の日常点検表を作成し、日常点検を行うこと。 

  また、同規準に準じた遊具履歴書を作成、更新すること。 

（２）年１回以上、専門業者による点検を実施すること。 



 

 

 

７－２ 埼玉県公共施設案内予約システムに関する次の業務を行うこと。 

（１）埼玉県公共施設案内予約システムの利用者登録申請書の配布等 

（２）埼玉県公共施設案内予約システムの利用者登録の受付・登録証の発行等 

（３）権現堂公園の施設に関する照会・予約及びキャンセルの受付等 

  ※ 埼玉県公共施設案内予約システムの運用状況に変更がある場合は、別途調整 

   を行います。 

 

７－３ Wi-Fi設備の設置について 

    県では順次、県有施設にWi-Fi設備を設置していく計画がある。管理及びその費用

負担は、設置時に県から指定管理者に協議を求める予定であることに留意すること。 

 

７－４ 防災等に関する訓練に協力すること。 

権現堂公園は幸手市と久喜市の地域防災計画で避難場所として指定されており、

両市が実施する防災訓練に公園を管理する者として参加及び協力すること。 

 

７－５ 駐車場等の管理について 

  イベントの開催時等においては、主催者が駐車場や周辺道路の混雑対策を行うよ

う指導すること。併せて地元市、警察など関係機関と協議を行うよう指導・確認する

こと。 

  そのために指定管理者は、他公園等の渋滞対策事例の情報収集や好事例の紹介な

ど主催者に協力すること。 

 

７－６ 指定管理区域の拡大について 

  現在、整備中の２号公園については、令和４年春に供用を予定しており、供用開

始後は、指定管理区域として管理運営すること。（供用を予定している施設、区域

等は別添２を参照のこと。） 

  なお、管理運営に必要な業務内容や指定管理料については、供用開始前に県と協

議の上、決定するが、本申請に添付する指定期間中各年度の収支計画(様式7-15-1か

ら7-15-6まで)に現段階で考えられる収支を計上すること。 

 

８ 本書に定めのない事項 

  本書に定めのない事項が発生した時、その都度、県と迅速に誠意をもって協議し、

その指示に従うこと。 



別添１

権現堂公園 有資格者の選任等一覧

・有資格者の選任、許可、届出事項等

関連事項 資格等 根拠法令等 適用 備考

防火管理者、消防計画 消防法第8条 ○ 指定管理者が行う。

危険物保安監督者 消防法第13条 選任、指定管理者が行う。

危険物取扱者 消防法第13条 選任、指定管理者が行う。

少量危険物施設の貯蔵・取扱い変更届出 火災予防条例 届出、所轄消防により異なる

選任、届出　指定管理者が行う。

ﾎﾞｲﾗｰ・ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者 電気事業法第43条 選任、指定管理者が行う。

ﾋﾞﾙ管法 建築物環境衛生管理技術者 ﾋﾞﾙ管法第6条 選任、指定管理者が行う。

廃棄物の処理および清
掃に関する法律

特別管理産業廃棄物管理責任者
廃棄物の処理および清掃に関する
法律第１２条の２

選任、指定管理者が行う。

ﾋﾞﾙ管法…「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による。

・定期検査報告事項等

関連事項 届出等 根拠法令等 適用 備考

特殊建築物等定期点検 建築基準法第12条 特定建築物

昇降機定期検査報告 建築基準法第12条 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

消防用設備等点検結果報告 消防法17条

地下ﾀﾝｸ貯蔵所定期点検 消防法第14条3の2 ３年以内、１年以内

ﾋﾞﾙ管法 建築物環境衛生管理基準 ﾋﾞﾙ管法第4条 維持管理の基準

簡易専用水道の検査 水道法第34条の2 受水槽＞10ｍ3

小規模貯水槽水道の検査 条例等 ○ 受水槽≦10ｍ3、簡易専用水道に準じる

浄化槽法 し尿浄化槽点検、清掃、水質検査 浄化槽法第8条、第9条、第10条、第11条

電気事業法 電気工作物の巡視・点検 電気事業法第42条 保安規程に基づく

・その他関係法令

関連事項 届出等 根拠法令等 適用 備考

小型船舶操縦者法 海技免状 小型船舶操縦者法第23条の2 有資格者の選任、湖川管理用

労働安全衛生法 ﾎﾞｲﾗ取扱作業主任者 労働安全衛生法第14条、第61条 有資格者の選任

ﾌﾟｰﾙ衛生管理 衛生管理者、管理責任者 埼玉県ﾌﾟｰﾙ維持管理指導要綱第6条 選任

食品衛生法 食品営業許可、食品衛生責任者 食品衛生法第52条、第50条 許可、届出　営業を営もうとする者

廃棄物の処理および清
掃に関する法律

産業廃棄物の処理
廃棄物の処理および清掃に関する
法律第１１条

○ 産業廃棄物の適正な処理

その他関係法令 関係法規等の遵守 関係法規等 ○ 関係法規等の遵守

小型船舶操縦者法…「船舶職員及び小型船舶操縦者法」による。

建築基準法

水道法

（適用欄○を適用する。）

電気事業法関係

消防法関係

消防法

電気主任技術者、保安規程 電気事業法第43条、第42条 「主任技術者制度の解釈と運用（内規）」平成
17･03･22原院第１号平成17年3月28日、改正
平成18・05・26原院第6号平成18年7月1日によ
る



 

 

別添２ 

 

２号公園供用区域の拡大について 
 

 

権現堂公園２号公園については、令和４年春に拡大し、次のとおり供用の予定である。 

 

（１） 開設面積（予定） １１．８ha 

 

（２） 建物一覧（予定） 

施設名 建設年月日 増築年月日 構造 
階

数 

建築面積

（㎡） 

延床面

積

（㎡） 

幸手市大字外国府間地内(２号公園）     

便所（南側） 令和２年度   木造 1 82.81  82.81  

休憩舎Ａ 令和２年度   木造 1 16.00  12.95  

休憩舎Ｂ 令和２年度   木造 1 16.00  12.95  

倉庫Ａ 令和２年度   鉄骨造 1 10.59  10.59  

管理棟（予

定） 
令和３年度   木造 1 282.00  306.85  

便所（北側）

（予定） 
令和２年度   木造 1 82.81  82.81  

休憩舎Ｃ（予

定） 
令和２年度   木造 1 16.00  12.95  

休憩舎Ｄ（予

定） 
令和２年度   木造 1 16.00  12.95  

倉庫Ｂ（予

定） 
令和２年度   鉄骨造 1 10.59  10.59  

          小計 545.45  

          （予定含む）   

        計   545.45  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（３） 主な施設（予定） 

［施設区分］ ［施  設  名］ 有料 無料 

1［修景施設］ 植栽（芝７０，０００㎡、高木１５００本、中木３１０本、低木１３０株） － － 

2［休養施設］ 
あずまや４基、野外卓、ベンチ － － 

デイキャンプ場（５,８５５㎡） ４人組×２０テーブル（予定） ○ － 

3［遊戯施設］ 大型付複合遊具 ５基 － － 

4［運動施設］ なし － － 

5［教養施設］ なし － － 

 

6［便益施設］ 

駐車場 ２箇所 ８,２５０㎡ ２７５台 － － 

便所 ２箇所 － － 

水飲み ２基 洗場 ３基 － － 

7［管理施設］ 
事務所 ２１０㎡ １箇所   倉庫 ２基 － － 

外灯 １０８本 － － 

8［防災施設］ 調節池 ５,５００㎡ ２箇所 － － 

注：デイキャンプ場は利用料金として有償化を予定しているので、近隣の類似施設や県営都市公園

内の同種の施設の料金を参考に提案すること。 

 

（４） 主要設備機器一覧（予定） 

設名等 機器名 仕   様  ・  能   力 台数 備  考 

屋外施設 浄化槽 

処理計画人員：１１２人 処理計画汚

水量：１６．８ｍ３/日 

流入 BOD濃度：２６０ｍｇ/L 放流

BOD濃度：２０ｍｇ/L 

処理方式：単体流動生物ろ過循環方式 

1   

屋外施設 ばっ気用ブロワ ３２A×０．６３ｍ３/分×０．７５ｋW 1 浄化槽関連設備 

屋外施設 バブリングブロワ １５A×０．１２ｍ３/分×０．１２ｋW 1 浄化槽関連設備 

屋外施設 原水ポンプ ５０A×０．１０ｍ３/分×０．１０ｋW 2 浄化槽関連設備 

屋外施設 放流ポンプ ４０A×０．０８ｍ３/分×０．１５ｋW 2 浄化槽関連設備 

屋外施設 アルカリ剤ポンプ １３A×６０ｍL/分×０．０１５ｋW 1 浄化槽関連設備 

屋外施設 動力制御盤 
㈱西原ネオ製 屋外自立型 

W８００×D４００×H１,５００㎜ 
1 浄化槽関連設備 

 

 

 



 

 

 

２号公園開設予定図 

２号公園 

管理棟 倉庫 

休憩舎：４棟 

トイレ 洗い場 

トイレ 

倉庫 

パブリックガーデン 

デイキャ

ンプ場 


