
項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答

1
さきたま緑道・

花の里緑道

現況調書別紙4
管理費内訳及び収入
実績より

現管理者の自主事業の収支は、別紙４管理内訳及
び収入実績に自主事業収入だけの記載があります
が支出側が見当たりません。自主事業収支明細過
去2年度分を教えていただけますでしょうか

現指定管理者の事業に関する情報であるため回答
できません。

2

別紙４租税公課の項目は令和2年度２千円、令和3
年度は０となっています。人件費分の消費税額な
どの借り受け仮払い消費税の差額はどの項目に記
載されていますでしょうか

令和2年度の租税公課の内訳は印紙税です。
指定管理者は株式会社木風と三島造園有限会社の
グループ「さきたま彩花」道の会です。人件費
は、グループから各社に税込で支払い、各社が税
務署に消費税を支払っているため、グループとし
ての差額は発生していません。

3

その他 現時点でボランティア活動の団体名、団体数、活
動頻度などを教えて下さい

現指定管理者の事業に関する情報であるため回答
できません。

4

自販機の目的外使用料、１台当たり1年間の金額
を教えてください

埼玉県営公園については、自販機の設置は行政財
産目的外使用許可ではなく、設置許可で行ってい
ます。その場合の指定管理者の使用料は免除とな
ります。

5

ごみ処理にかかる年間金額を教えてください 令和3年度は約86万円でした。主に伐採した枯損
木、回収した枯枝、支障枝、剪定枝、低木刈込発
生材、花壇発生材です。草刈りはそのまま刈り倒
し、側溝清掃発生材は緑道内に設置したコンポス
トに運搬しています。

6

現況調書別紙4
管理費内訳及び収入
実績より

別紙４で示された収支表の管理経費のうち「その
他」の項目の内訳を2か年分お示しいただけます
でしょうか

現指定管理者の事業に関する情報であるため回答
できません。

埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答

埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

7
さきたま緑道・

花の里緑道

現況調書4職員体制
より

常勤者正社員1～3名、パート4～5名を配置してい
るという意味でしょうか。現職員の勤務体制表を
ご提示いただけますでしょうか

さきたま緑道・花の里緑道の指定管理業務の専任
職員はおりません。
グループ構成員である三島造園有限会社と株式会
社木風の正社員及びパートが必要に応じ、さきた
ま緑道・花の里緑道の業務を行っております。

8

さきたま緑道の現況調査資料に職員配置は常駐し
ていないとあり、勤務体制には常勤1～3名、非常
勤4～5名・・・と記載されています。この人員は
常駐員ではなく作業員という解釈で正しいでしょ
うか

お見込みのとおりです。
グループ構成員である三島造園有限会社と株式会
社木風の正社員及びパートが必要に応じ、さきた
ま緑道・花の里緑道の業務を行っております。

9

その他 花の里緑道のゴミ不法投棄は年間どのくらいの量
が投棄されてますでしょうか。
また産業廃棄物（家電品など）の不法投棄もあり
ますでしょうか。それらの処理費は指定管理者の
負担で処理しているのでしょうか。教えてくださ
い

花の里緑道に限らず、さきたま緑道でも不法投棄
は発生しています。家庭ゴミを含めた小さいもの
はほぼ毎月発生しています。また産業廃棄物につ
いては、建設系廃棄物はほとんどありません。家
電品（テレビ）やバッテリー、タンス等の大きな
ものは年に３度ほどあります。
不法投棄のゴミ処理代は指定管理料から支出して
います。

10

さきたま緑道の鴻巣側は、赤見台近隣公園（鴻巣
市）に隣接しており、国道17号線は高架橋で緑道
がつながっています。境界は高架橋の中間点とい
う認識で問題ないでしょうか

高架橋は緑道になりますので、赤見台近隣公園と
の境界は高架橋のスロープの終了地点になりま
す。

11

現況調書別紙4
管理費内訳及び収入
実績より

管理経費の委託料が示されています。令和2年
1,688千円、令和3年1,787千円の内訳を教えてい
ただけますでしょうか

現指定管理者の事業に関する情報であるため回答
できません。

12 さきたま緑道

現況調書別紙5
主要設備機器一覧表
より_p11

分電盤の共架式分電盤（詳細不明）とあります。
これは低圧電灯という理解で正しいでしょうか。
また電気料金は東京電力との契約でしょうか。教
えてください

分電盤について、精査した結果、お見込みのとお
りです。指定管理者と電力会社との契約について
は現指定管理者の事業に関する情報であるため回
答できません。
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答

埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

13 全般

様式7－16
有料施設の利用料金
等の設定より

【有料施設の料金の設定の基本的な考え方】を記
載する箇所がありますが、公園は無料施設のため
利用料金の考え方でコメントすることがないため
何も記載する必要がないということでしょうか。
ご教示ください

有料施設はありませんが、行為許可等に関する使
用料は発生する可能性がありますので、行為許可
等の料金について記載してください。

14

（２）の自主事業の表には、新規提案事業とあり
ますが、料金は単価なのでしょうか。それとも利
用料金の合計額なのかご教示ください

自主事業の新規提案事業の表については、「行
為」の欄に自主事業の事業名を記入していただ
き、「料金」の欄に参加者1人あたりの料金を記
入してください。なお、大人と子供で料金が異な
る場合は、「行為」の欄の項目を分けて記入して
ください。

15

その他 近日急激に消耗品や光熱水費が値上げされていま
す。特に電気料金は３割～４割上がることが予想
されます。これまでの実績より増額して積算する
ことに問題ないでしょうか
また各項目（人件費、消耗品など）についても上
昇傾向ですが、県からの委託料についての見解な
どあればお聞かせいただけますでしょうか

電気料金や消耗品の増減は見込み難いことから、
光熱費や消耗品の高騰は見込まず、現在の料金を
基準に積算してください。
今後、管理運営に支障をきたすほどの光熱費等の
高騰があった場合には、指定管理者の申し出によ
り協議することとします。
人件費については、近年の傾向などを参考に必要
な額を算出してください。

16

様式7－16
有料施設の利用料金
等の設定より

自主事業の新規提案について記載項目をご教示く
ださい
実施するすべての自主事業についての行為と単価
を記載するのか　あるいは利用者の行為に伴う参
加料金の記載で問題ないでしょうか

自主事業の新規提案事業の表については、「行
為」の欄に自主事業の事業名を記入していただ
き、「料金」の欄に参加者1人あたりの料金を記
入してください。なお、大人と子供で料金が異な
る場合は、「行為」の欄の項目を分けて記入して
ください。

17 さきたま緑道
現況調書2公園の概
要(4)主な施設より
_p1

現在使用中止の四阿について今年度中に修繕する
予定はありますでしょうか　教えてください

今年度中の修繕予定はありません。

18
さきたま緑道・

花の里緑道

現況調書別紙4
管理費内訳及び収入
実績より

光熱水費の支出内訳を過去２か年教えてください R2：電気料金1,596,951円、水道料金182,233円、
　　排水負担金14,380円
R3：電気料金1,762,532円、水道料金287,997円、
　　排水負担金14,380円
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答

埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

19
さきたま緑道・

花の里緑道

現況調書4職員体制
より

職員体制の表では、土・日、月、火～金にそれぞ
れ人員を配置されているようですが、どのように
してこのような人員配置ができているのか、ご教
示ください。

さきたま緑道・花の里緑道の指定管理業務の専任
職員はおりません。
グループ構成員である三島造園有限会社と株式会
社木風の職員及びパートが必要に応じ、さきたま
緑道・花の里緑道の業務を行っております。
業務を行った人工と単価にもとづき、グループか
ら各社に人件費を支払っています。

20 全般

募集要項5申請の手
続きより_p11

募集要項p.11に郵送提出との記載がありますが、
受付期間は項目エに記載の期日内で必着という認
識で問題ありませんでしょうか。ご教示くださ
い。

お見込みのとおりです。

21

提出時のデータ形式の指定はありますでしょう
か。また、各データ容量の上限等設定はあります
でしょうか。

合計1GB（1000MB）までの送信が可能です。
形式はPDFで提出してください。提出の際は１枚
のPDFにまとめず各様式ごとに提出してくださ
い。

22

様式7-1～7-14「事
業計画書」より

様式7-1〜7-14迄の県営公園の管理に関する事業
計画書において、枠組み・フォントの変更（様式
の題目は変更しません）を行なった提出は可能で
しょうか。ご教示ください。

フォントの変更や、枠組みの大きさを変更するこ
とは可能です。ただし、様式や記載項目の順番は
遵守するようにしてください。

23
その他 自動販売機の新規設置、契約先の変更は可能で

しょうか。ご教示ください。
自動販売機の新規設置、契約先の変更は可能で
す。

24 さきたま緑道

現況調書2公園の概
要(4)主な施設より
_p1

休養施設として設置されている四阿２棟のうち１
棟が2021年12月より使用禁止との記載があるが、
修繕及び解体、新規設置の予定はありますでしょ
うか。ご教示ください。

今年度中の修繕予定はありません。
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答

埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

25 全般

その他 コロナウイルス等感染症の影響をどこまで考慮し
た内容にするのか。

新型コロナウイルスについて、将来どこまで影響
があるかは見込み難いことから、指定管理者公募
にあたっては、新型コロナウイルス感染症による
施設中止の影響は考慮せずに、現在の指定管理料
の金額を目安に事業計画等を作成してください。
　ただし、令和２年度は新型コロナウイルスの影
響により管理に必要な経費が賄えないと考えられ
る施設については指定管理料の増額を行った経緯
があります。感染状況等によっては県と指定管理
者で協議を行います。

26

人件費(最低賃金上昇)や光熱水費(特に電気)が高
騰しているが、現状を踏まえて収支予算計画に反
映してよいか。

電気料金や消耗品の増減は見込み難いことから、
光熱費や消耗品の高騰は見込まず、現在の料金を
基準に積算してください。
今後、管理運営に支障をきたすほどの光熱費等の
高騰があった場合には、指定管理者の申し出によ
り協議することとします。
人件費については、近年の傾向などを参考に必要
な額を算出してください。

27

電気料が急騰しておりますが、収支計画には今年
の電気料の値上がり分や今後の値上がりを見越し
た経費を計上してもよろしいでしょうか。

電気料金や消耗品の増減は見込み難いことから、
光熱費や消耗品の高騰は見込まず、現在の料金を
基準に積算してください。
今後、管理運営に支障をきたすほどの光熱費等の
高騰があった場合には、指定管理者の申し出によ
り協議することとします。
人件費については、近年の傾向などを参考に必要
な額を算出してください。
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答

埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

28 秩父公園

その他 台風19号の災害による立入り禁止区域について、
今後、立入禁止区域が解放された時に委託料の見
直しは可能でしょうか。

現時点では、令和5年度末に立入禁止区域に係る
工事が終了する見込みとなっておりますので、そ
の見込みに基づき収支計画の作成をお願いいたし
ます。

29 全般
募集要項5申請の手
続きより_p11

電子データで提出する書類のデータ形式はPDFで
よろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。提出の際は１枚のPDFにま
とめず各様式ごとに提出してください。

30

様式7-1～7-14「事
業計画書」より

様式に記載のある文面や項目の順序を変更しなけ
れば、フォントの種類・サイズを変更してもよろ
しいでしょうか。また、様式に元々記入欄のない
部分（例えば様式7-5の表の前または後ろ等）に
文章を記入してもよろしいでしょうか。

フォントの種類やサイズはお見込みのとおりで
す。
様式に元々記入欄のない部分に文章を記入するこ
とについては、注釈程度なら可能です。

31 秩父公園

様式7-1～7-14「事
業計画書」より

「８　地域に根ざした管理・運営」は、本公園は
対象外となっていますが、項目番号の扱いとして
は、８を欠番として、「９　利用者等のニーズの
把握及び実現策」以降は、元の様式の番号のまま
作成すればよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答

埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

32 吉川公園

その他 現在行われているスーパー堤防の工事が指定管理
事業に影響する点はありますでしょうか。

江戸川の玉葉橋を挟むエリアで河道掘削の工事を
していますが、公園部分は掘削の計画はありませ
ん。
また、玉葉橋の右岸に吉川防災ステーションが建
設予定のため、現在吉川公園にアクセスする坂路
を含む堤防工事が予定されています。今年度中に
発注して、再来年度完成の見込みですが、工事期
間は坂路は使用できません。
堤外に進入するためには、上流１キロ先か下流１
キロ先の坂路を利用することになります。完成時
には、坂路を設けると聞いています。

33 全般

募集要項p9～10
申請書類について

様式１指定管理者指定申請書は代表社印・社印の
押印は不要とのことですが、様式2指定管理者指
定申請書（グループによる申請）、様式4ー1・
4ー2応募資格がある旨の誓約書（法人等・役
員）、様式5－3（重大な事故又は不祥事があった
場合の報告書）についても同様に押印は不要とい
う認識で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

34 全般

募集要項p9～10
申請書類について

2グループによる応募の場合は、「グループの協
定書又はこれに準ずる書類」も提出してくださ
い。とのことですが、協定書はデータでの提出の
みで宜しいでしょうか？

お見込みのとおりです。

35
募集要項p11
ウ申請書類の提出方
法より

申請書類はファイル送受信システムで提出とのこ
とですが、ファイルはPDFでの提出で宜しいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

36 吉川公園

現況調書2公園の概
要(4)公園利用者
(人)より_p1

平成29年度、平成30年度の有料施設利用者数をご
教示ください。

H29　野球場９，７０３人　サッカー場３，３８
５人
H30　野球場１０，８６３人　サッカー場８，１
２５人
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答

埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

37 吉川公園

現況調書4職員体制
(1)職員配置より_p3

毎日、委託による出入口のバリカーの開け閉めを
行うとありますが、その費用は指定管理料から委
託業務として発注しているのか、また、その場合
の対象箇所と委託料をご教示下さい。

業務委託として発注しています。委託料は現指定
管理者の事業に関する情報であるため回答できま
せん。対象箇所については別紙1のとおりです。

38 吉川公園

現況調書4職員体制
(1)職員配置より_p3

隣接する江戸川区広域運動公園の職員が毎日巡回
し、不法投棄の確認や危険行為の監視にあたって
いるとありますが、その費用は当公園の指定管理
料から捻出しているのか、また、その場合の費用
をご教示下さい。

指定管理料から捻出しています。費用は現指定管
理者の事業に関する情報であるため回答できませ
ん。

39 吉川公園

現況調書4職員体制
(1)職員配置より_p3

統括管理は、現管理者である公益財団法人埼玉県
公園緑地協会みさと公園管理事務所が行っている
とありますが、現在の具体的な統括管理方法をご
教示下さい。例えば毎日定刻での報告を受けてい
るなど。

現指定管理者の事業に関する情報であるため回答
できません。

40 吉川公園

現況調書6特記事項
より_p4

有料施設受付業務及び、使用料収納業務は、県が
吉川市に委託しているとありますが、当公園の指
定管理者間との利用状況や施設の状況等、情報共
有及び連絡体制は、現状どのように行っているか
ご教示下さい。

吉川市と指定管理者間において、グラウンドコン
ディションや利用状況等について適宜電話等によ
り情報共有をしています。

41 吉川公園

現況調書6特記事項
より_p4

対象施設の撤去の際に、江戸川河川事務所、大宮
公園事務所及び吉川市総合体育館事務所と連絡調
整を行うとありますが、具体的にはどのようなこ
とを行っているのかご教示下さい。

吉川市で利用者の予約管理を行っているため、撤
去することについて情報共有をしています。ま
た、江戸川河川事務所から撤去について指示を受
けることもあります。

42 吉川公園
現況調書6特記事項
より_p4

平成３０年から令和４年の７月末までの、各年の
撤去回数をご教示ください。

Ｈ３０ ４回　 Ｒ１ １回　 Ｒ２ ０回
Ｒ３　 １回　 Ｒ４ ２回

43 吉川公園

現況調書6特記事項
より_p4

令和元年から３年度までの冠水後の整備にかかっ
た費用をご教示ください。また、修繕費用として
１回あたりの見積金額が100万円を超えた場合は
県の役割分担として処理されるという理解で宜し
いでしょうか。

冠水後の整備に関する修繕費用はありません。
なお、１件１００万円以上の修繕については県の
負担となります。

44 吉川公園
現況調書6特記事項
より_p4

令和元年から３年度までに対応した危険行為の内
訳をご教示ください。

水道蛇口の盗難事故が1件、増水に伴う工作物撤
去を数回実施しています。（質問42参照）
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答

埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

45 吉川公園

現況調書6特記事項
より_p4

令和元年から３年度までに対応した不法投棄の内
訳と撤去にかかった費用をご教示ください。

不法投棄の内訳は、家電製品や、ソファなどの大
きな家具等が年数回程度、分別されていないゴミ
等が月に数回程度見受けられます。撤去費用につ
いては現指定管理者の事業に関する情報であるた
め回答できません。

46 吉川公園

現況調書6特記事項
より_p5

ここで示すバリケードは、同調書のＰ３職員配置
の項に記載されているバリカーと同じ施設である
という理解で宜しいでしょうか。

同じ施設となります。

47 吉川公園

現況調書別紙2より 野の花広場他、花壇としての整備の有無と、その
場合の面積と植え替え回数をご教示ください。

整備していますが、植え替え回数は現指定管理者
の事業に関する情報であるため回答できません。

48 吉川公園
現況調書別紙2より 野の花広場、ファミリースポーツ広場、自由広場

は有料施設ではないという理解で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

49 吉川公園
現況調書別紙4
管理費内訳及び収入
実績より

管理費内訳及び収入実績について各内訳の詳細の
内容と数量をご教示ください。

現指定管理者の事業に関する情報であるため回答
できません。

50 吉川公園

現況調書別紙4
管理費内訳及び収入
実績より

平成30年度、令和元年度（平成31年度）の管理費
内訳及び収入実績について各内訳の詳細の内容と
数量をご教示ください。

現指定管理者の事業に関する情報であるため回答
できません。

51 吉川公園
現況調書別紙4
管理費内訳及び収入
実績より

令和2年度の自主事業費4000円の内容をご教示下
さい。

現指定管理者の事業に関する情報であるため回答
できません。

52 吉川公園

現況調書別紙6
修繕工事一覧より

表の特記には、一件の修繕で20万円以上のものを
記載とありますが、表では20万円以下しか記載が
ないため、20万円以上の修繕はなかったという理
解で宜しいでしょうか。

２０万円以上の修繕はありません。

53 吉川公園
現況調書別紙6
修繕工事一覧より

修繕工事一覧について平成30年度、令和元年度
（平成31年度）の内訳をご教示ください。

平成30年度、令和元年度（平成31年度）の修繕工
事一覧は別紙2のとおりです。
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答

埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

54 吉川公園

現況調書別紙7
有料施設利用状況よ
り

有料施設の利用状況について平成30年度、令和元
年度（平成31年度）、令和2年度の状況をご教示
下さい。

H30　野球場　　　１０，８６３人
　 　サッカー場　　８，１２５人
R1　 野球場　　　１５，１８２人
　 　サッカー場　１３，３３７人
R2　 野球場　　　１２，３７６人
　　 サッカー場　　５，１８３人
R3　 野球場　　　１１，７７１人
　　 サッカー場　　５，８１７人

55 吉川公園

現況調書_指定管理
業務に関する特記仕
様書6より

当公園で活動されるボランティア団体数とその活
動内容をご教示下さい。

特に活動団体はありません。

56 みさと公園

現況調書2公園の概
要(4)公園利用者
(人)より_p1

平成29年度、平成30年度の有料施設利用者数をご
教示ください。

ＢＢＱ場とバッテリーカー広場になります。
Ｈ２９　ＢＢＱ　２３，９８４人　バ　６８，７
１５人
Ｈ３０　〃　　　２３，８６７人　バ　６７，４
０４人
Ｈ３１　〃　　　２０，８１３人　バ　７０，３
４５人
Ｒ　２　〃　　　　７，２６１人　バ　６８，１
８８人
Ｒ　３　〃　　　　２，７５０人　バ　７９，１
６１人

57 みさと公園

現況調書2公園の概
要(4)公園利用者
(人)より_p1

平成29年度から令和3年度までの有料休養施設の
利用者数をご教示下さい。

５６番と同様

58 みさと公園

現況調書6特記事項
より_p5

関係する地元自治体、ボランティア団体、NPO等
をご教示下さい。

現指定管理者の事業に関する情報であるため回答
できません。
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答

埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

59 みさと公園

現況調書6特記事項
より_p5

当施設で活動するボランティア団体の活動内容と
回数をご教示下さい。

現指定管理者の事業に関する情報であるため回答
できません。

60 みさと公園

現況調書6特記事項
より_p5

花壇ボランティアでの植え替え回数および指定管
理者で用意する土と苗等の数量を、過去5年間分
ご教示下さい。

現指定管理者の事業に関する情報であるため回答
できません。

61 みさと公園

現況調書6特記事項
より_p5

駅伝大会の実施数及び参加者数を過去5年間分ご
教示下さい。

各年１回となります。
Ｈ３０　５００人　Ｒ１　６００人　Ｒ２・Ｒ３
は中止

62 みさと公園
現況調書6特記事項
より_p5

校内マラソン大会、課外活動授業、遠足等の受け
入れ数を過去5年間分ご教示下さい。

現指定管理者の事業に関する情報であるため回答
できません。

63 みさと公園
現況調書6特記事項
より_p5

フリーマーケットについて開催数および出店数を
過去5年間分ご教示下さい。

Ｈ２９ １４回　Ｈ３０ １１回　Ｒ１ ７回
Ｒ２　１回
（毎回１０～２０店舗）

64 みさと公園

現況調書6特記事項
より_p6

臨時駐車場を含む駐車場利用状況を過去5年間分
ご教示下さい。

Ｈ２９　８７，１９０台
Ｈ３０　８３，３１０台
Ｒ１　　８９，７９０台
Ｒ２　　９７，８４７台
Ｒ３　　８８，１５２台

65 みさと公園

現況調書6特記事項
より_p6

公園主催事業の内容を過去5年間分ご教示下さ
い。

現指定管理者の事業に関する情報であるため回答
できません。

66 みさと公園
現況調書6特記事項
より_p6

小合溜井の護岸（水面設置点まで）はみさと公園
の管理という理解で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

67 みさと公園
現況調書6特記事項
より_p6

釣りの解禁場所をご教示下さい。 公園から小合溜を正面に見て、水上テラスから右
側が禁止区域となります。
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答

埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

68 みさと公園

現況調書6特記事項
より_p7

グランドゴルフ友の会および、ペタンク友の会に
おける芝刈り、清掃、花壇管理業務について、指
定管理者の関わっている内容をご教示下さい。

グラウンドゴルフ友の会は芝刈り後の確認、集積
した落ち葉の回収で、ペタンク友の会は、活動場
所である多目的運動場の草刈り、花苗の提供とな
ります。また状況によって軍手等の消耗品を提供
する場合もあります。

69 みさと公園

現況調書6特記事項
より_p7

バーベキュー施設において、指定管理者の負担
（投資）での施設等の設置が可能かご教示下さ
い。

設置にあたっては、事前に大宮公園事務所と協議
が必要です。設置後県の所有に属するか否かで手
続きが分かれます。県の所有とする場合は公有財
産の寄附の手続き、県の所有としない場合は設置
許可の手続きとなります。

70 みさと公園

現況調書6特記事項
より_p7

バーベキュー施設において、対象エリアの拡大は
可能かご教示下さい。

自主事業として対象エリアの拡大は可能です。し
かし、新たな施設を設置する場合は㊸のとおり大
宮公園事務所との協議及び手続が必要です。

71 みさと公園

現況調書6特記事項
より_p7

バッテリカー及び観光望遠鏡が自主事業とありま
すが、現指定管理者の持ち物であるという理解で
宜しいでしょうか。その場合、指定管理者が変更
になった時に撤去されるということで宜しいで
しょうか。

指定管理者の持ち物です。撤去前提です

72 みさと公園

現況調書別紙3
現状管理業務一覧5
廃棄物処理業務より

令和元年度に対して、令和2年度、3年度の大幅に
ゴミ廃棄物量が減少しているが、その理由をご教
示下さい。また、平成29年度、30年度の数量をご
教示下さい。

現象は偶発的なものであり、特別な理由はありま
せん。平成29年度の数量は3,308ｋｇ、平成30年
度の数量は3,351ｋｇです。

73 みさと公園

現況調書別紙4
管理費内訳及び収入
実績より

管理費内訳及び収入実績について各内訳の詳細の
内容と数量をご教示ください。

現指定管理者の事業に関する情報であるため回答
できません。

74 みさと公園

現況調書別紙4
管理費内訳及び収入
実績より

平成30年度、令和元年度（平成31年度）の管理費
内訳及び収入実績について各内訳の詳細の内容と
数量をご教示ください。

現指定管理者の事業に関する情報であるため回答
できません。

75 みさと公園
現況調書別紙6
修繕工事一覧より

修繕工事一覧について平成30年度、令和元年度
（平成31年度）の内訳をご教示ください。

平成30年度、令和元年度（平成31年度）の修繕工
事一覧は別紙3のとおりです。
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答

埼玉県営公園指定管理者募集要項に関する質問に対する回答

76 みさと公園

現況調書別紙7
有料施設利用状況よ
り

有料施設の利用状況について平成30年度、令和元
年度（平成31年度）、令和2年度の状況をご教示
下さい。

ＢＢＱ場とバッテリーカー広場になります。
Ｈ３１　〃　　　２０，８１３人　バ　７０，３
４５人
Ｒ　２　〃　　　　７，２６１人　バ　６８，１
８８人

77 みさと公園

現況調書別紙8－1
設置・占用・行為許
可一覧より

これらの施設は、指定管理者が変更になった時に
全て撤去されるということで宜しいでしょうか。

原則、施設は原状回復してお返しいただくことと
なっていますが、新指定管理者と相談の上、施設
を残すことも可能です。
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別紙１



（単位　円　消費税込み）

金　　額 金　　額

278,640 484,000

426,426 538,000

418,000

726,000

705,066 2,166,000

修　　繕　　名

合　　　　　　　　計

野球場バックネット交換及び修理

20万円以下の修繕8件 野球場スコアボード交換及び修理

出入口バリッカー交換

修　　繕　　名

乗用草刈り機エンジン交換

20万円以下の修繕10件

合　　　　　　　　計

別紙２

吉　川　公　園　　　修　繕　工　事　一　覧

平成　３０　年　度 平成　３１　年　度



（単位　円　消費税込み）

金　　額 金　　額

356,400 221,000

298,080 302,000

462,000 489,000

252,360 280,000

320,000 350,000

1,912,400 426,000

418,000 

226,000

1,895,000

3,601,240 4,607,000

別紙３

み　さ　と　公　園　　　修　繕　工　事　一　覧

平成　３０　年　度 平成　３１　年　度

合　　　　　　　　計

修　　繕　　名

トイレフラッシュバルブ交換

看板交換

電気室蓄電池交換

遊具修繕

トイレフラッシュバルブ交換

20万円以下修繕24件

屋根付き休憩舎補強

案内看板新設

放送設備放送内容変更給水場屋根修繕

修　　繕　　名

合　　　　　　　　計

掲示板新設

遊具修繕

園内案内看板更新

遊歩道修繕

20万円以下修繕29件


