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西平畑公園及び松田山ハーブガーデン指定管理者業務仕様書 

 

 

西平畑公園及び松田山ハーブガーデン（以降、西平畑公園等とします）の指

定管理者が行う業務の内容及び管理基準等は、この仕様書によるものとする。 

 

 

１ 本仕様書の趣旨 

本仕様書は、松田町が施設の指定管理者を指定するにあたり、施設の管理

運営業務の内容及び履行の方法について定めるものとする。 

 

 

２ 施設の管理・経営に関する基本的な考え方 

施設の管理・経営に当たっては、法令や条例等を遵守するとともに、次の

事項を遵守すること。 

（１）施設設置の趣旨に則した管理・経営を行うこと。 

（２）利用者の意見や要望を管理・経営に反映させること。 

（３）周辺施設及び地域との連携を密にした事業展開を行うこと。 

（４）持続するために必要となる事業を創造し、実行すること。 

（５）効率的経営を行うとともに、環境負荷の低減と施設の保全に取り組み、

事業費のコストダウンを図ること。 

（６）松田町個人情報保護条例に基づき、個人情報の保護を徹底すること。

（７）災害時、緊急時に備えた危機管理を徹底すること。 
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３ 対象施設の概要 

（１）西平畑公園 

 

①敷地面積 ３７，８６２．２２㎡ 

②主な施設内容（詳細図は別紙参照） 

㋐西平畑公園駐車場 

◇駐車台数  ６５台 

◇構  造  ＡＳ舗装、全自動精算機 
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㋑ふるさと鉄道 

◇コース概要 

 ・コース長  （片道）５３８メートル 

 ・地盤高低差  ２４．５メートル 

◇施  設 

 ・発着駅 

 ・管理事務所（軽量鉄骨プレハブ） 

 ・車両格納庫  

◇運行車両 

 ・ＳＬ （シェイ式蒸気機関車） １台 

 ・小田急ロマンスカー （電動） １台 

 ・予備車両 （電動、客車はＳＬと共用） １台 

㋒河津桜植栽・散策エリア 

◇エリア面積 ５，８６０㎡ 

◇植栽本数  約３６０本※ 

 ※公園内には植栽・散策エリア以外にも河津桜が植栽されており、その合計数 

㋓その他 

◇遊 具 

  ・滑り台 ローラー滑り台 １基、ステンレス滑り台 １基 

  ・ブランコ １基 

  ・登り棒 ３基 

◇トイレ 

  ・木造平屋建て Ａ＝１４．９０㎡ 

   男子トイレ（小便器２基、洋式便器１基、洗面器１基） 

   女子トイレ（洋式便器２基、洗面器１基） 

  ・軽量プレハブ平屋建て Ａ＝４．４７㎡ 

   多目的トイレ（洋式便器１基・オストメイト１基・洗面器１基） 

◇自動販売機 ２台 

  ※民間事業者が目的外使用許可により設置 

◇給水ポンプユニット １基 
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（２）松田山ハーブガーデン 

 
①敷地面積  ５，００６㎡ 

②主な施設内容（詳細図は別紙参照） 

㋐農林漁業体験実習館（ハーブ館） 

 ◇敷地面積 ８６６．７４㎡ 

◇鉄骨５階建、建築面積１３１㎡、延床面積４６８㎡ 

 １階 事務室、売店、倉庫、女子トイレ 

 ２階 工房、ホール、男子トイレ、障害者用トイレ、 

    ＴＢＳテレビカメラ一式（キャノピー上部） 

 ３階 レストラン、厨房、倉庫、男女共用トイレ 

 ４階 ロッカー室、倉庫、小会議室 

 屋上 機械室、ＮＨＫテレビカメラ一式 

 共通 階段、昇降機 

㋑ハーブ館北側駐車場 

 ◇敷地面積 ４７２．２６㎡ 

 ◇駐車台数 ２０台 

㋒外売店（軽量鉄骨プレハブ） 

 ◇延床面積 ９．０７㎡ 

㋓仮設トイレ（簡易水洗洋式トイレ） ２基 

㋔自動販売機 ４台 

  ※民間事業者が目的外使用許可により設置 

㋕農村景観活用交流施設（ハーブ園） 

 ◇敷地面積 ３，６６７㎡ 
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㋖体験農業関連機械施設（温室） 

 ◇延床面積 ２１．４２㎡ 

㋗倉庫及び休憩施設（グリーンハウス） 

 ◇延床面積 ２９．８１㎡ 

㋘ウッドデッキ 

 ◇床面積 ２９．１２㎡ 

 

 

４ 休場日（休館日）及び営業時間 

（１）休場日（休館日）は『松田町公園条例施行規則』第１２条で規定する駐

車場の休場日及び『松田山ハーブガーデンの設置及び管理に関する条例施

行規則』第２条で規定するハーブガーデンの休園日のとおりとする。ただ

し、指定管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。 

（２）営業時間については『松田町公園条例施行規則』第１３条で規定する駐

車場の使用時間及び『松田山ハーブガーデンの設置及び管理に関する条例

施行規則』第３条で規定するハーブガーデンの開園時間のとおりとする。

ただし、指定管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。 

※指定管理者は、休場日（休館日）及び営業時間を変更する場合は町長の承

認を得るものとする。 

※公園の開園日時は終日とする。ただし、荒天や災害時などは臨時休園とす

る場合がある。 

 

 

５ 指定期間 

最長で令和５年７月１日から令和１０年３月３１日までの４年９ヶ月間と

する。 

ただし、町は、西平畑公園等の管理の適正を期するために行った指示や要

項及び本仕様書に定めることに指定管理者が従わないとき、その他指定管理

者による管理を継続することが適当でないと認めたときは、ただちに指定を

取り消し、または期間を定めて管理の業務の全部または一部の停止を命ずる

ことができることとする。なお、指定の取り消し、または管理業務の全部ま

たは一部の停止によって生じる損害、損失及び増加費用については、町はそ

の賠償の責めを負わないものとする。 

 

 

６ 法令等の遵守 

施設の管理・経営に当たっては、本仕様書のほか、関係法令等を遵守し、

適正な管理を行わなければならない。 

※ 業務の履行に伴う関係法令及び例規等に基づく行政庁への各種手続き
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（食品衛生法に基づく営業許可申請等）については、指定管理者の責任に

おいて行うこと。 

 

 

７ 施設及び設備の維持管理に関する業務 

指定管理者は施設の適切な運営のため、施設全体の保守管理等を実施する

こと。 

【参考】業務名 内容 

【西平畑公園】 

仕様については別紙業務仕様

書を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法面等草刈業務 

駐車場料金徴収システム保守点検業務 

駐車場トイレ清掃業務 

電気保安業務 

受水槽清掃業務 

ふるさと鉄道維持管理 

【松田山ハーブガーデン】 

建物・窓ガラス清掃業務 

警備業務 

昇降機保守点検業務 

受水槽清掃業務 

汚水槽清掃点検業務 

消防設備点検業務 

特殊建築物基本調査業務 

一般廃棄物収集運搬業務 

食堂・売店・外売店・工房運営業務 

ハーブガーデン維持管理 

（１）上記業務の委託を行う場合は、合理的な理由がある場合を除き、町内

に存する事業者・諸団体を優先的に活用すること。 

（２）上記業務のほか、町が施設の維持管理に必要と認める業務についても

実施すること。 

（３）管理者の変更に伴い、防火対象物定期点検報告の実施が必要となりま

す。また、年２回の消防法に基づく消防訓練を実施するとともに、町へ

報告書を提出すること。 

 

 

８ 観光案内業務 

（１）常に町内及び周辺観光地の最新情報を入手・整理し、観光案内を行うこ

と。 
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（２）来園者、住民等から問い合わせや苦情があった場合は、速やかに適切な

対応を行うこと。 

 

 

９ 利用の許可に関する業務 

（１）指定管理者は、利用者から西平畑公園を集会、催事、撮影等に使用する

旨の申請があった場合は、『松田町公園条例』第９条ほか関係法令に基づ

き使用の可否について決定する。 

（２）指定管理者は、地域の学校等からふるさと鉄道を遠足等で専用使用する

旨の申請があった場合は、『松田町公園条例』第２５条に基づき使用の可

否について決定する。 

 

 

１０ 利用料金の収受に関する業務 

（１）施設の利用料金については『松田町公園条例』別表に定める額を上限と

した範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるもの

とする。ただし、指定管理者は特別の理由があると認めたときは町長の承

認を得て利用料金を減額し、または免除することができる。 

（２）施設の利用料金は、指定管理者は収入として収受することができる。 

 

 

１１ イベント業務 

指定管理者は「松田きらきらフェスタ」、「まつだ桜まつり」を町や地域

と連携して主体的に実施すること。 

【参考】イベント名 期間 

松田きらきらフェスタ １１月下旬～１２月下旬 

まつだ桜まつり ２月中旬～３月中旬 

 

 

１２ 自主事業 

（１）本事業の趣旨を実現するため、指定管理者は、積極的に自主事業を実施

すること。なお、その内容については、事前に町と協議し、承認を得なけ

ればならない。 

（２）自主事業は、指定管理者自らの費用と責任で行うこと。 

 

 

１３ 施設の整備（リノベーションや新たな設置） 

公園施設のリノベーションや新たな施設を設置する場合は、西平畑公園に

おいては『松田町公園条例』第１２条に基づく「公園施設の設置、管理等の
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許可」、松田山ハーブガーデンにおいては『地方自治法』第２３８条の４第

７項及び『松田町財産規則』第１７条に基づく「行政財産の目的外使用許可」

により実施すること。 

 

 

１４ 利用促進業務 

本施設のＰＲ活動やサービス・クオリティの向上に取り組むことはもとよ

り、他団体・企業・地域の住民や団体等との連携などにも積極的に取り組み、

新規顧客やリピーターの確保による利用促進を図ることで、地域経済の活性

化や雇用創出につなげること。 

 

 

１５ 周辺施設及び地域との連携 

（１）子どもの館、自然館及び周辺観光農園等と連携した事業実施体制を構築し、

松田山全体の活性化を図ること。 

（２）町商工振興会のほか、農林業事業者、各種団体等との連携を密にし、町

全体の活性化につながる事業展開を図ること。 

 

 

１６ 管理・経営業務の履行体制 

（１）指定管理者は、管理・経営業務を行うに当たり、事業計画を確実に履行

する体制を構築するのはもちろんのこと、次の者を必ず配置選任すること。 

① 統括責任者：１名 

② その他、消防法、衛生法等に定められた人員：適切な人数（兼任可） 

（２）指定管理者は、本施設の管理・経営にあたり必要となる人員は、町内在

住者を優先的に雇用するよう努めること。 

（３）現在本施設で雇用している者については、本施設の業務に精通している

ことから、指定管理者制度導入以後も引き続きの雇用及び雇用条件の保護

に努めること。 

 

 

１７ 危機管理対応 

（１）自然災害、人為災害、事故及び自らが原因者・発生源になった場合等の

あらゆる緊急事態、非常事態、不測の事態には、遅滞なく適切な措置を講

じたうえ、町をはじめ関係機関に通報すること。 

① 火災、事故等の緊急時における西平畑公園等の来園者に対する避難誘

導及び関係機関への通報を行うこと。 

② 停電時における施設の管理を遅滞なく行うこと。 

③ その他入園者に対する対応に万全を期すること。 
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（２）予防対策 

① 危機管理体制を築くとともに、対応マニュアルを作成し、災害時の対

応について定期的な訓練を行うこと。 

② 消防署から設備不備等の指摘があった場合は、直ちに改善すること。 

③ 新型コロナウイルス感染症等の感染症対策については、国や各自治体

が発出するガイドライン遵守を徹底すること。 

 

 

１８ 個人情報の保護と情報公開 

（１）業務上知り得た個人情報については、松田町個人情報の保護に関する法

律施行条例（令和５年４月施行）により適正な取扱いをしなければならな

い。 

（２）松田町情報公開条例によりその管理・経営についての透明性を高めること。 

 

 

１９ 備品の帰属等 

（１）西平畑公園等の備品とは、別紙一覧のほか管理開始時に引き継ぐ物品等

全てを含むものとする。 

（２）町は西平畑公園等の備品を無償で指定管理者に貸与する。 

（３）指定管理者は、指定期間中、前記備品を常に良好な状態に保たなけれ  

ばならない。 

 

 

２０ 賠償責任と保険の加入 

（１）賠償責任 

西平畑公園等の管理・経営を行うにあたり、指定管理者の責めに帰すべ

き事由により、入園者に損害を与えた場合は、国家賠償法第１条の規定に

より、一義的に施設の設置者である町が賠償責任を負う。ただし、町は、

町が負ったその賠償について指定管理者に対して請求を行うことができる。 

また、駐車場内における事故、盗難については、当事者の責任において

処理するものとし、町は一切、責任を負わないものとする。 

（２）保険の加入 

建物共済は、所有者である町が全国自治協会建物災害共済に加入するも

のとする。指定管理者は、町が加入している「全国町村会総合賠償保障保

険」の補償額（対人２億円、対物２千万円）以上の保険に加入すること。 

 

 

２１ 指定管理業務に必要な経費等 

（１）指定管理委託料 
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   指定管理業務にかかる必要経費については、ハーブ館収入（売店・外売

店・レストラン・工房等）、桜まつりにおける入園料・西平畑公園駐車

場・ふるさと鉄道の利用料金、自主事業の収入及び自らの財源をもって管

理・経営を行っていただくため、指定管理委託料の支払いはありません。  

（２）管理口座及び会計年度の独立 

指定管理業務に関する経費及び収入は、本業務にかかる専用口座で管理

し、会計経理は他の業務にかかるものと区分するものとする。 

（３）会計年度 

指定管理業務に関する会計年度は、毎年４月１日より翌年の３月３１日

までの期間とする（令和５年度の始期は指定管理の開始時とする）。 

（４）天災その他 

天災その他特別の事由が生じたときは、指定管理者または町は指定管理

内容の変更を申し出ることができるものとし、変更の内容等については双

方協議して定めるものとする。 

（５）指定期間開始までの時点において、老朽化により安全や使用に問題が生

じている施設や設備の修繕については町が実施するものとする。それ以降

に発生する修繕等については別紙リスク分担表に基づくものとする。 

  ※指定管理期間中に行う町の負担による修繕等の工事期間については、協

議により決定するものとする 

（６）指定期間内における主なリスク分担の基本的な考え方は、原則、別紙

「リスク分担表」のとおりとする。 

（７）松田山ハーブガーデンの借地部分（４，５０７.６２㎡）における借地料につ

いては町が負担するものとする。 

 

 

２２ 行政財産の目的外使用 

施設内に行政財産の目的外使用許可により設置されている自動販売機等の

施設は、原則として指定管理者に引き継ぐものとし、指定管理者は自主事業

として設置者と契約をすること。 

※新たに設置する場合は「１３ 施設の整備（リノベーションや新たな設

置）」のとおりとする。 

 

 

２３ ＳＤＧｓ・環境配慮への取り組み 

（１）環境に配慮した商品やサービスの購入の推進及び廃棄物の適正処理 

（２）電気、燃料等のエネルギー使用量の削減 

（３）松田山ハーブガーデンで発生する生ごみなどの抑制と有効活用 

（４）タバコやゴミのポイ捨て等に対する厳粛な対応 

（５）その他取り組みにおいて必要とされる対応 
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２４ 業務報告書の提出 

指定管理者は、利用状況、管理運営状況、売上収入状況、管理・経営に要

した経費等の収支状況を記載した報告書を業務日報に基づき、月ごとの月例

業務報告書を作成し、町に提出し報告しなければならない。 

 

 

２５ 指定期間終了後の引継ぎ事務 

（１）指定管理者は、指定期間終了時に引継書を作成し、次期管理者に円滑か

つ支障なく施設の業務を遂行できるよう、引継ぎを行うこと。 

（２）指定管理終了後若しくは指定の取り消し等により次期管理者へ業務を引

継ぐ際は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要書類等を遅滞なく提供

すること。 

（３）指定管理者は、指定管理期間が満了し、または指定管理を取り消された

ときは、施設及び設備を原状に回復し、速やかに町に引き渡すものとする。

ただし、指定管理期間満了後も、引き続き指定管理者として管理運営業務

を行う場合及び原状を回復するに及ばないと町が認める場合は、この限り

ではない。 

 

 

２６ その他 

（１）レストラン賄い材料及び売店の仕入れ商品について 

町内の活性化を図るため、原則、食材及び売店仕入れ商品を町内業者か

ら積極的に取り入れるよう取り組むこと。 

また、地場産品の消費拡大を図るため、原則、地元で生産された農水産

物を取り扱うように取り組むこと。 

（２）駐車場料金の免除について 

西平畑公園駐車場の利用者で駐車場使用料を徴収していない、子どもの

館スタッフ、きらきらフェスタ出店者、桜まつり出店者、近隣農家等につ

いては、引き続き駐車場利用料金を免除すること。 

（３）イベントの開催について 

各施設の設置目的を遵守し、子どもの館、自然館との合同イベントや、

町商工振興会や地域の各分野の団体等と連携したイベントを、今後、継続

的、定期的に開催ができるよう取り組むこと。 

（４）この仕様書に規定するもののほか、記載のない事項については、その都 

  度町と協議し事業の経営を推進すること。 

（５）その他契約に関する詳細事項については、基本協定及び年度協定で定め

ることとする。 


