
項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答案

1
（仮称）新たな
森公園

①
様式7-6
4 広報の取組

ここで言う「集客者」とは、指定管理者が主催す
るイベントへの参加者のことを指しているので
しょうか。
それとも、サポーター活動の参加も含めた全体的
な利用者・参加者のことを指すのでしょうか。
またその場合、サポーター活動や来場者数におい
て、県が想定している集客数を参考までにご教示
ください。

サポーター活動の参加も含めた全体的な利用者・
参加者のことを指します。なお、サポーター活動
や来場者数として想定している集客数はありませ
ん。
また、過去の森づくり活動の実績は、現況調書
P.11～に記載していますので参考にしてくださ
い。

2 全般

②
様式7-14
12 災害時緊急事態
における危機管理に
対する具体的対策

「危機管理体制表を添付してください」とありま
すが、具体的にどのような内容のものをイメージ
されているかご教示ください。実際に県が使用し
ている表の例などがありましたら、可能な範囲で
お示しいただきたいです。

本項目は提案事項です。
災害等緊急事態における、利用者に対する安全確
保対策、施設の応急復旧対策などを適切に行うた
めの危機管理体制表をご提案ください。

3
（仮称）新たな
森公園

③
((仮称)新たな森公
園) 現況調書 別紙7
使用料等の設定

貸館の施設利用料金について、現行料金は「令和
３年８月中旬に発表」とありますが、具体的な発
表日と公表の方法について、ご教示ください。

令和３年８月２０日（金）に、県ホームページに
て発表予定です。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1105/shitei_
kanri/r03shitei.html

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

1 / 19 ページ



項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答案
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4
（仮称）新たな
森公園

④
((仮称)新たな森公
園) 現況調書 別紙6
貸与可能備品一覧

現地説明会において「管理棟ギャラリー部分に
て、展示等を行うように」との説明がありました
が、展示用のパネルは備品一覧の中には含まれて
おりませんでした。今後指定管理者の運営開始ま
でに備品を追加する予定はありますでしょうか。

ホワイトボードパネルは、埼玉県が用意します。
写真やポスターなどの展示に必要なパネルは指定
管理者がご用意ください。

5

⑤
((仮称)新たな森公
園) 現況調書 別紙6
貸与可能備品一覧

備品一覧にはマイクやオーディオセットなどの音
響機器の記載はありませんが、今後指定管理者の
運営開始までに備品を追加する予定はありますで
しょうか。

サークル室２にプロジェクター及び音響設備が設
置されています。
これは、サークル室１・２を合わせて利用する場
合を想定して設置したものです。
部屋の大きさから、それぞれの部屋を単独で利用
する場合のマイク設備は不要としているため、備
品の追加はありません。

6

⑥
(仮称)新たな森公園
森づくり活動参画と
協働に関す
るルールブック
9ページ

「※3：活動により植樹した苗木や樹木、植栽の
所有権は、県に帰属する」とあります。
表紙の注意書きに「「県」とあるのを「指定管理
者」と読み替える」とあることを踏まえると、上
記は「指定管理者に帰属する」と読み替えること
になりますが、こちらの内容は「県に帰属する」
のが適当であると考えております。確認のため
に、県の方針をお示しいただけますでしょうか
。

【別紙９】（仮称）新たな森公園森づくり活動
参画と協働に関するルールブック　P.9「※3：活
動により植樹した苗木や樹木、植栽の所有権は、
県に帰属します。」は、注意書きの読み替えはせ
ず、県に帰属します。
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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
（仮称）新たな
森公園

⑦
指定管理業務に関す
る特記仕様書（(仮
称)新たな森公園
）
7 森づくり協議会の
運営等について及び
別紙

「協議会の名義で森づくり活動等のイベントを実
施するように」とあります。
自主事業で行う森づくりや自然体験等に関する講
座やイベントはすべて森づくり協議会名義で行う
ものと解釈しておりますが、健康増進事業など、
森づくりや自然体験に属さない種類の講座・イベ
ントは、指定管理者名義で行うという認識でよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。
健康増進事業などの森づくりや自然体験に属さな
いイベントなどは、指定管理者名義（又は公園名
義）での自主事業となります。

8

⑧
指定管理業務に関す
る特記仕様書（(仮
称)新たな森公園
）
8 参画と協働による
森づくりについて
(4)

寄付金の受付につきましては、指定管理業務とは
別に口座を開設して管理するとあります。
寄付先はあくまでも埼玉県で、指定管理者が寄付
者と県との仲介等、事務業務を代行するという認
識でお間違いないでしょうか。

寄付先は森づくり協議会を想定しています。指定
管理者は、森づくり協議会名義の口座を新たに開
設し、寄付金を適切に管理してください。なお、
使途の取扱いなど具体的な方策等については、森
づくり協議会での協議事項となります。

9

⑨
施設について
((仮称)新たな森公
園)

サークル室東側(事務所側)とギャラリーを仕切っ
ているガラス窓に、ロールカーテンが設置されて
おりませんでした。設置枠はあるようでしたが、
今後指定管理者運営開始前にロールカーテンを設
置する予定はありますでしょうか。

サークル室東側(事務所側)とギャラリーを仕切っ
ているガラス窓に、ロールカーテンを設置しま
す。
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10
（仮称）新たな
森公園

現況調書2公園の概
要(4)主な施設より
_p2

①活動広場とはどのエリアを指しますでしょう
か。

別図1「（仮称）新たな森公園　活動広場」のと
おりです。

11

②芝生広場と草原について、自主事業等で占有利
用することはできますでしょうか。

一般の利用を阻害しない範囲で、イベントなどの
自主事業を実施するために利用することは可能で
す。

12

③提案事項として、芝生広場や草原に遊具などの
工作物を設置することはできますでしょうか。

提案可能です。なお、遊具などの設置について
は、森づくり協議会での協議事項となります。
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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
（仮称）新たな
森公園

現況調書2公園の概
要(4)主な施設より
_p2

④芝生広場や草原が臨時ヘリポートになることは
ありますでしょうか。

現在、防災関係機関に確認しておりますが、へリ
ポートとしての利用予定はありません。
なお、この公園は広域的な救護活動を行う防災活
動拠点となるため、緊急時の防災ヘリコプター等
の離着陸を否定するものではありません。

14

⑤有料施設を利用して指定管理者が自主事業を行
う場合、施設使用料の納付は必要でしょうか。

指定管理者制度により、利用料金は指定管理者が
徴収することになるため、納付は不要です。

15

⑥備蓄庫にはどのような物品の備蓄を想定してい
るのでしょうか？

森づくり活動に必要な道具や機材の保管場所など
を想定しております。
道具例：シャベル、スコップ、熊手、小型スコッ
プ、じょうろ、ホース、じょれん、レーキ、軍手
等
※防災用品の備蓄庫ではありません。
※指定管理者が日常利用する園地管理業務に必要
な農機具などは、農機具庫を利用してください。
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答案

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

16
（仮称）新たな
森公園

①駐車場は24時間開放しているのでしょうか。 駐車場の開園時間の設定は、指定管理者の提案事
項となります。

【参考】
令和３年１０月１日から、南駐車場の開園時間
は、午前８時から午後５時３０分までを予定して
おり、休園日は１２月２９日から１月３日までを
予定しています。

17

②サークル室は１時間単位での貸出になるので
しょうか？それとも午前・午後の区分貸しでしょ
うか？

令和３年８月２０日（金）に、県ホームページに
て発表予定です。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1105/shitei_
kanri/r03shitei.html

18

現況調書4職員体制
より_p3

①現在の1日の職員配置の状況(配置人数・配置時
間)をご開示ください。

現在の１日の職員配置人数は２名、配置時間は午
前８時３０分から午後５時までとしています。

【参考】
令和３年１０月１日から、配置時間は午前８時か
ら午後５時３０分までとなります。

現況調書4施設供用
日、供用時間等より
_p3
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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
（仮称）新たな
森公園

現況調書4職員体制
より_p3

②夜間巡回については毎日行う必要があります
か？
それとも指定管理者の提案事項でしょうか？

夜間巡回勤務は、複数名で午後９時～午後１０
時、午前６時～午前７時の２回が現行の体制とな
りますので、これを下回ることはできません。
なお、管理棟に機械警備を設置することは、指定
管理者の提案事項となります。

20

①シャワー室が設置されておりますので、お湯を
使用する場合は電気給湯器が設置されているので
しょうか。

電気給湯器が設置されていますので、お湯が出ま
す。

21

②シャワー室については無料とするのでしょう
か？

基本的にはサークル室３の利用者によるシャワー
室利用を想定しています。
シャワー室はサークル室３の中にあるので、サー
クル室３が利用されている場合は、シャワー室は
利用できませんが、自主事業として、シャワー室
単独の料金設定を提案することは可能です。
なお、森づくり活動などに伴う利用については、
無料を想定しています。

現況調書5管理実態
(4)施設運営電力等
契約状況より_p4
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答案

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

22
（仮称）新たな
森公園

現況調書5管理実態
(8)その他より_p5

①現在、園内清掃を週３日実施しているとのこと
ですが、従事している人数と時間及び具体的な清
掃内容についてご開示ください。

現在、工事中のため実績がありません。
仕様としては、園地清掃は週３回以上実施し、ゴ
ミは取り残しがないようきれいに収集して処分す
る。園内に設置している案内標識等は定期的に、
吹き掃除を行うとしています。
例えば、南側と北側を日替わりで交互に実施し、
それぞれ週３回以上となるように実施することは
指定管理者の提案事項となります。

23

現況調書6特記事項
(3)公園区域内の未
買収地より_p6

①未買収地について、仮にトラブルが発生した場
合の責任分担は県側との認識でよろしいでしょう
か。

トラブルの内容次第ですが、基本的には、原因者
に責任が帰属するものと考えます。
なお、公園利用者や指定管理者が関係する事故で
あれば、指定管理者の加入する保険での対応をお
願いします。

24

現況調書別添1より
_p7

①	現在の有識者の氏名・肩書をご教示ください。
また、退任される場合、後任の方の選考は県が行
うのでしょうか？

協議会資料は閲覧可能です。閲覧を希望される場
合は、公園スタジアム課公園事業担当（０４８－
８３０－５４０８）まで、事前にお申し出くださ
い。
また、森づくり協議会の有識者に退任がある場合
は、後任の候補者選考は県で行い、森づくり協議
会に諮ることになります。
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答案

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
（仮称）新たな
森公園

現況調書別添1より
_p7

②指定管理者への移行にあたり、県も協議会メン
バーとして加わるのでしょうか？

指定管理者へ移行にあたり、県は事務局の補助と
して、森づくり協議会に携わります。

26

③協議会開催に係る有識者５名の旅費と出席謝金
についても指定管理者負担という認識でよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

27

現況調書別添2より
_p9

①育苗に関する年間作業スケジュールを開示くだ
さい。
また、現在使用しているマニュアル等があればご
開示ください。

育苗に関する年間スケジュールは、【別紙９】
（仮称）新たな森公園森づくり活動　参画と協働
に関するルールブック　P.6「表１　参画と協働
による年間活動計画」のとおりです。
なお、現在使用しているマニュアル等はありませ
ん。
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答案

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
（仮称）新たな
森公園

現況調書別添2より
_p9

②育苗は参加団体が中心となり行うと思います
が、指定管理者でも日常的な水やり等を行う必要
があるとの理解でよろしいでしょうか？

公園内の植栽管理、樹木管理は指定管理業務に含
むため、指定管理者が日常的に水やり等を行う必
要があります。

29

③コナラ、クヌギ以外の樹種を植樹する際には苗
木の購入費用が必要になる可能性がありますが、
その経費は指定管理料の中に見込んでおく必要が
ありますか？

指定管理者で企画立案する植樹実施計画で必要な
経費は計上してください。

30

現況調書別添2より
_p10

①生物相のモニタリングは、今後も年1回実施が
必要との理解で宜しいでしょうか？

生物相のモニタリングは、今後も最低年１回の継
続的調査が必要です。
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答案

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

31
（仮称）新たな
森公園

現況調書別添2より
_p10

②過去のモニタリング調査は、専門企業等に委託
して実施したのでしょうか？その場合、委託先と
委託費用をご開示ください。

下記の業務の中で、モニタリング調査を実施して
います。
ただし、調査単独の業務ではないため、個別の費
用は把握しておりません。

【令和２年度】
委託名：新たな森建設工事
　　　　（森づくり活動推進業務委託）
受注者：八千代エンジニヤリング株式会社
　　　　関東センター
契約額：１２，１９９，０００円

【令和元年度】
委託名：森づくり活動推進業務委託
受注者：特定非営利活動法人エヌピーオーバース
契約額：９，３８５，２００円

32

現況調書別添2より
_p11

①令和2年2月8日(土)に実施された、アンケート
の内容と結果についてご開示ください。

過去の資料は閲覧可能です。閲覧を希望される場
合は、公園スタジアム課公園事業担当（０４８－
８３０－５４０８）まで、事前にお申し出くださ
い。
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答案

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

33
（仮称）新たな
森公園

現況調書別紙3より ①現在の委託先事業社名及び委託料についてすべ
てご開示ください。

委託名：（仮称）新たな森公園管理業務
受注者：アイル・コーポレーション株式会社
契約額：21,340,000円

委託名：（仮称）新たな森公園南園浄化槽
　　　　管理清掃業務
受注者：安住環境整美株式会社
契約額：1,584,000円

委託名：（仮称）新たな森公園事業地
　　　　管理業務委託
受注者：株式会社東武園芸
契約額：11,721,600円

委託名：（仮称）新たな森公園外雑草刈払業務
　　　　委託　※しらこばと公園を含みます。
受注者：不動園株式会社
契約額：6,816,700円
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答案

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

34
（仮称）新たな
森公園

現況調書別紙3より ②園地管理業務の各業務の対象面積部分がわかる
図面を開示ください。

別図2「（仮称）新たな森公園　園地管理業務の
対象面積部分」のとおりです。

35

③芝生管理業務について、エアレーションや目砂
散布等は不要との理解で宜しいでしょうか？

芝生管理業務として、必要に応じて実施してくだ
さい。
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BIP2

BNO.1
BNO.2

BNO.3
BNO.4

BNO.5

BNO.6

BIP1

CBP

CNO.1
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5.180

5.130

+10.0
5.130

5.2405.000

+10.0
5.230

計

1：3

1：
5

1：
3

1：3

1：3

北駐車場

調整池(北池)

休憩所

トイレ

トイレ

草原管理

築山

トイレ

木橋

四阿

八ツ橋

調整池(南池)

南駐車場

プロムナード

トイレ

5.120
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芝生管理

芝生管理

苗木管理

芝生管理

苗木管理

草原管理
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1,000m2

1,000m2

13,000m2
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答案

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

36
（仮称）新たな
森公園

現況調書別紙3より ④管理棟の床面ワックスや窓ガラスの定期清掃は
実施が必要でしょうか？必要な場合は、対象面
積・回数をご開示ください。

管理棟の床面ワックスや窓ガラスの定期清掃は月
１回以上とし、対象面積は現況調書の図面により
ご確認ください。
カラクリート仕上の床は専用ワックスとなりま
す。
事務スペースは絨毯となっておりましたので、
ワックス掛けは不要ですが、絨毯のクリーニング
は必要です。
管理棟は全面ガラスとなっておりますので、常に
綺麗な状態を保つよう清掃方法を指定管理者の提
案でお願いします。

37

⑤エレベーターのメーカーをご開示ください。
また、年間の点検回数の指定があればご開示くだ
さい。

メーカーは、フジテック株式会社です。
保守点検として概ね１月以内毎に行ってくださ
い。
また、法に基づく定期検査を実施してください。

38

現況調書別紙4‐3よ
り

①調整池の主要設備は排水ポンプという認識でよ
ろしいでしょうか。また調整池の設備機器は指定
管理者の点検対象でしょうか。

排水ポンプにて池の排出を行っています。
設備機器の点検は指定管理者でお願いします。
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答案

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

39
（仮称）新たな
森公園

①NO.34にトラックがありますが、指定管理者が
自由に使用できるとの認識でよろしいでしょう
か。また、このトラックの車両保険や法定点検は
指定管理者で加入・実施するのでしょうか。公道
用のナンバーは取得済でしょうか？

ナンバー付の軽トラックを購入予定ですが、使用
目的は春日部夢の森公園の管理運営業務や森づく
り協議会の業務に限るものとします。
車両保険や法定点検は指定管理者の加入・実施と
なります。

40

②NO.35のAEDについて指定管理者がリース料や消
耗品の交換費用を負担することがありますか？

消耗品の交換費用など、維持管理に要する費用は
指定管理者の負担となります。
なお、県が設置するＡＥＤの使用期限は令和６年
８月ですので、指定管理者の負担で必要な部品等
を交換し、使用期限を延長するか、リースにより
調達ください。

41

③No.36草刈機、No.37芝刈機のメーカー、型番、
写真をご提供ください。

現在、乗用型芝刈機の購入を予定しており、規
格・型式などの仕様は検討中です。

現況調書別紙6より
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答案

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

42
（仮称）新たな
森公園

指定管理業務に関す
る特記仕様書9より

①「コーディネート人材を配置し」とあります
が、施設に常駐させる必要がありますでしょう
か。また、常駐させる場合、施設職員が兼任する
ことは可能でしょうか。

必ずしも施設に常駐させる必要はありません。ま
た、コーディネート人材として適切な人材を選定
することを前提として、施設職員との兼任は可能
です。

43

その他 ①売店やカフェを設置する場合、設置料を県に納
付する必要がございますでしょうか？ある場合、
その金額をご開示ください

自主事業として、指定管理者が実施する場合にお
いては、設置料納付の必要はありません。

44

②自動販売機の設置にあたり場所の制限等はあり
ますでしょうか。

管理棟内及び大型休憩舎に設置場所を用意してあ
ります。
他の場所に設置する場合は、利用者の便益が図ら
れ、転倒など危険がないようにしてください。
なお、新しい公園のため設置に当たっては県と協
議をお願いします。
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答案

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
（仮称）新たな
森公園

その他 ③管理棟内や園内に売店やカフェを設置する場
合、設置料を県に納付する必要がありますでしょ
うか。ある場合はその金額をご開示ください。

「その他　①」　の回答と同じです。

46

④園内に水やりのための散水栓などの設備はござ
いますでしょうか。

北側に21箇所、南側に24箇所にあります。
散水栓の規格は、径20㎜の蛇口タイプとなりま
す。

47

⑤サークル室１～３及びフリースペースの床材に
ついてご教示ください。

サークル室１：コンクリート打ちっぱなし（目地
入り）にカラクリート［無機質系塗床材（鉱物骨
材配合散布型美装床仕上材）］仕上

サークル室２：コンクリート打ちっぱなし（目地
入り）にカラクリート［無機質系塗床材（鉱物骨
材配合散布型美装床仕上材）］仕上

サークル室３：長尺塩ビシート

※カラクリート仕上の床は専用ワックスとなりま
す。
※全体は別紙「（仮称）新たな森公園　管理棟の
内部仕上表」のとおりです。
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答案

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

48
（仮称）新たな
森公園

その他 ⑥有料施設の貸し出しについて、県の予約システ
ムを使用するのでしょうか。

現時点で、県の予約システムの使用は予定してい
ません。

49

⑦現在調整池の周りには抽水植物あるは湿生植物
が生い茂っていますが、これも除草など管理の対
象となりますでしょうか。

管理対象です。
ただし、除草対象、撤去範囲・方法など具体的な
方策については、森づくり協議会での協議事項と
なります。

50

⑧インターネット回線の敷設状況についてご教示
ください。

電話回線のみ敷設してあります。
インターネット回線は指定管理者の敷設となりま
す。
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項番 対象公園 質問項目 質問内容 回答案

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

51
（仮称）新たな
森公園

その他 ⑨森づくり協議会における協議の結果、事業やイ
ベントを催すことも考えられますが、そうした事
業予算は、指定管理料の中に一定額を見込んでお
いて宜しいのでしょうか？

指定管理者で定める事業計画で必要な経費は計上
してください。

52

⑩新設公園であり予測不能のことが多々あります
ため、収支が計画より大幅に悪化するリスクがあ
りますが、その場合に指定管理料の見直しを期間
内においても行って頂けるのでしょうか？

基本的には、募集要項６ページに記載している
「指定管理者と県との責任分担」に基づき対応し
ていただくことになります。
原則として、収支が赤字になった場合でも県指定
管理料の補てんはありません。（ただし、令和２
年度は新型コロナウイルスの感染拡大により有料
施設の休館や入場制限を行ったこともあり、追加
で指定管理料を支給している例があります。）
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