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募集の趣旨

区では、子どもから大人まで楽しめる“魅力ある公園づくり”を実現するため、公園の

管理運営に民間活力を活用し、民間事業者の自由で柔軟な発想や創意工夫を発揮できる環

境づくりに取り組んでいます。

このたび、中野四季の森公園等（以下「本公園」と言う。）において、更なるサービス

の向上や効果的な管理運営を図ることを目的に、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項及び中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例（平

成１６年中野区条例第２号）の規定に基づき、指定管理者を募集します。

中野駅周辺におけるまちづくりの進展等を背景に、本公園においても、積極的な地域連

携や地区一帯の価値の向上に資する取組など、ますます多様な管理運営が求められていま

す。また、優れた立地条件等のポテンシャルを活かした収益施設等の設置運営により、事

業収入の確保も期待されるところです。

このため、今回の募集にあたっては、指定管理者としての本公園の管理運営と、公園施

設設置管理許可制度を活用した収益施設等の設置運営を一体的かつ効果的・効率的に行う

事業提案を求めます。本公園の魅力や可能性を最大限発揮し、中野のまちに新たな活力を

生み出す意欲ある取り組みを期待します。

第１章 施設概要

１ 施設の設置目的（公園の整備目的）

中野四季の森公園は、旧警察大学校等跡地に誕生した中野四季の都市（まち）の中核

を担うオープンスペースとして整備され、平成２４年に南側（芝生エリア）、平成２９

年に北側（イベントエリア）が開園しました。区を代表する大規模公園となった本公園

は、芝生や水景施設等を有する憩いの場として親しまれる一方、集客イベントの会場と

しても活用されるなど、多様なにぎわいを見せています。また、広域避難場所「中野区

役所周辺一帯」に指定され、災害発生時の広域避難・災害救援活動の拠点となっていま

す。

公園整備のコンセプトは下記のとおりです。

中野四丁目１３番（芝生エリア） 中野四丁目１２番（イベントエリア）

公 園 整

備 の コ

ン セ プ

ト

①日常時にも災害時にも、常に

様々な人々にとって「心の拠り

所」となる場所の実現を図る。

②オープンスペースの基幹空間とな

る都市公園と公共空地は、特に中

野の顔として相応しいにぎわいと

環境が調和した空間を目指す。

③道路・公園と事業者が整備する

公共空地等が機能分担しなが

ら、連続的な空間となるよう、

適切な整備や運営を行う。

①災害時の広域避難・災害救援活動の

拠点空間

②だれもがいつでも、ふれあい・憩え

る空間

③四季折々のイベントでにぎわう交流

空間

④だれもが手軽に体を動かせる空間

⑤都市空間のみどりを演出する環境調

和空間

⑥隣接地区施設と連携した空間
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２ 施設運営の考え方

ž 効果的な常駐管理体制により、多様なニーズや要望に応える柔軟な施設運営を図り、子ど

もから大人まで、あらゆる世代のだれもが利用しやすい魅力的な公園環境を実現する。

ž 民間の創意工夫を活かした多彩な利活用の促進や、質の高いサービスの提供を図るとと

もに、中野四季の都市（まち）の核となるオープンスペースに相応しい施設管理を行う。

ž 公園施設設置管理許可制度を活用した収益施設等の整備運営により、新たな交流やに

ぎわいを生む快適な場を創出するとともに、行財政負担の軽減に貢献する。

ž 区、区民のほか、周辺施設や地域団体・企業等との積極的な連携を図り、地区一帯の

価値の向上や、地域の活性化に貢献する。

なお、本公募に先立ち、利用者アンケートを実施しました。結果については、資料１

「利用者アンケート調査結果」のとおりです。管理運営方針の検討や事業提案にあたっ

ては、これを踏まえたものとしてください。

また、企画提案を行うにあたり、区の方針等を参照する場合は、区ホームページより

「区政資料」をご覧ください。主たる関連計画については下記のとおりです。

ž 中野区基本構想（令和３年３月）

ž 中野区基本計画（令和３年９月）

ž 中野区公園再整備計画（令和４年３月）

ž 中野駅周辺まちづくりグランドデザインＶｅｒ．３（平成２４年６月）

ž 中野駅周辺まちづくりガイドライン２００７（平成１９年３月）（平成２０年１０月

一部修正）

３ 公園の概要

下記のほか、資料２（図面）を併せてご参照ください。

（１）中野区立中野四季の森公園

芝生エリア イベントエリア

種別 近隣公園

所在地 中野四丁目１３番 中野四丁目１２番

開園年月日 平成２４年４月１日 平成２９年４月１日

面積 １５，０００．１７㎡ ５，７８０．３１㎡

主な施設

ž 管理棟 約２２０㎡（多目的ス

ペース、トイレ、防災倉庫等）

ž 多目的広場 約４，４００㎡

ž 水景施設（池流れ、噴水）

ž 防災施設（防災井戸、マンホー

ルトイレ）

ž イベント広場 約２，７００㎡

ž 草地広場 約１，３００㎡

ž トイレ

ž モニュメント

ž 防災施設（マンホールトイレ）

※中野四季の森公園地下自転車駐車場は、区交通政策課が公園占用許

可（都市公園法第６条）を受け管理しているため、指定管理範囲か

ら除きます。ただし、高圧受電設備は公園管理者に帰属する物件の

ため、その維持管理等については本業務に含みます。
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（２）中野区立囲町ひろば

所在地 中野区中野四丁目１５番及び１６番

※留意事項

本公園を含む中野区役所一帯は、都により広域避難場所として指定されているほか、

中野区地域防災計画において、本公園は中野区災害ボランティアセンターの活動拠点と

して位置づけられています。指定管理者には、後述する業務の範囲に基づく対応等を迅

速かつ的確に実施できるよう、地域インフラ事業の担い手となる区内に本店を置く事業

者（以下「区内業者」と言う。）を活用した体制構築を求めます。

第２章 管理・運営

１ 指定期間

令和５年４月１日から令和１５年３月３１日まで

２ 管理の基準及び業務の範囲

指定管理者が行う業務の範囲については、中野区立公園条例及び同施行規則並びに中

開園時間

ž 管理棟（多目的スペース及び授

乳室）：午前９時～午後５時

ž 管理棟（トイレ、通路等）：

午前５時～午後１０時

ž トイレ：午前５時～午後１０時

※管理棟については、上記の開園時間を最低条件とし、提案書におい

て自由に提案してください。

利用状況等

ž 多目的広場は週末を中心に家族

連れ等で賑わい、多くの来園者

が憩える場所となっています。

ž 管理棟の多目的スペースは、園

内イベント時以外は一般に開放

されており、学生たちや近隣の

方々の語らいの場所等として利

用されています。

ž 水景施設は GWから９月末まで

利用可能（昨年度はコロナの影

響で短縮）となっており、多く

の子どもたちで賑わいます。

ž 草地広場は近隣の保育園や子ど

もたち等の遊び場となっていま

す。

ž イベント広場では春や秋のイベ

ントシーズンを中心に大規模イ

ベントが行われ、区内外から多

くの来園者が訪れます。

ž 夏や冬のイベントオフシーズン

は、イベント広場の利用は少な

くなっています。

設置年月 平成２４年４月１日

面 積 １００１．１９㎡

主な施設 ダスト舗装エリア、トイレ

利用状況等 地域団体によるゲートボール利用が行われています。
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野区立中野四季の森公園管理運営要綱に定めるところによるものとし、具体的な業務内

容については次のとおりとします。応募にあたっては、これらの業務を行うための指定

管理に係る提案書（様式８）及び収支計画（様式９）を作成してください。

なお、区が示した業務の範囲内で、指定管理者候補者が提案した業務については、選

定後、協定締結までの間に行う区との協議の結果、変更が生じることもあります。また、

収支計画における指定管理料についても、協議により変更する場合があります。

※指定事業（維持管理・運営業務）において、必須業務と任意業務があります。任意業

務については、応募法人等の実績や能力等も踏まえて実施するかどうか選択し、指定管

理に係る提案書（様式８）に明記してください。なお、任意業務を実施すると選択した

場合には、必ず同業務を実施していただきます。

業務の分類

なお、指定管理施設における飲料水等自動販売機の設置にあたっては、設置事業者の

選定にあたって公平かつ透明性が求められること及び区有財産の有効活用によるさらな

る歳入確保の観点から、一般競争入札での業者選定による「区から設置事業者」への貸

付を原則としています。

このことから、指定管理者が飲料水等自動販売機の設置を行うことはできません。

（１）指定事業

①維持管理・運営業務（必須業務）

（詳細は、資料３「中野四季の森公園指定管理業務基準【必須業務】」のとおり）

ア 運営管理

ž 管理棟及びトイレの解錠、施錠等

ž 利用者対応（利用指導、苦情・事故対応等）

ž 公園占用申請受付（催事を含む）、占用料徴収・減額及び免除等

ž 水景施設の利用管理（開放期間における監視員の配置等）

ž 利用者の声の徴収等

ž 周辺地権者等との連絡調整、事業協力等

イ 維持管理

ž 設備維持管理、保守等

ž 公園施設の維持管理業務（園路、休養施設、水景施設、管理施設等）

ž 清掃業務（園地、管理棟、トイレ等の日常・定期清掃、廃棄物処理等）

ž 巡回警備業務

指定事業

指定管理者が、施設の利用者から徴収する利用料金や事業の利用者か

ら徴収する参加費、入場料等の料金、その他業務に伴い見込まれる収入

及び指定管理料を基に、区が定めた業務の範囲内で行う事業。

自主事業

指定管理者が、自己の費用と責任により、指定事業の実施を妨げない

範囲において、施設の設置（整備）目的の効果的な達成のため行う事

業。
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ウ その他必要と認められる業務

ž 緊急時の対応

ž 各種資料等作成業務 等

②維持管理・運営業務（任意業務）

（詳細は、資料４「中野四季の森公園指定管理業務基準【任意業務】」のとおり）

ž 公園植栽の維持管理に係る業務（樹木剪定、芝生等）

③企画提案事業

次のア、イについて、公園利用者サービスの向上や地域貢献等に資するための具

体的な企画・事業を提案し、実施してください。各提案は、本公園の設置目的や管

理運営方針に合致し、実現の可能性がある内容とします。

なお、企画提案事業は指定管理料の範囲内で行うものとし、具体的な実施内容お

よび実施の可否については、区との協定締結時に改めて協議することとします。

ア 案内窓口等の設置及び運営

本公園には日常の管理業務や緊急時の対応、公園利用者の案内窓口等として利

用できる常設の管理事務所がないため、それらの機能を効果的に補完できる施設

（以下、「案内窓口等」という。）の設置及び運営について、指定管理者により

行うこととします。

【提案条件】

（ア）利用者案内や占用申請等の受付、事務作業等を常駐で行える形態とし、当

該業務や公園の利用形態、管理運営方法等に配慮した場所、仕様としてくだ

さい。（箇所数は問いません。）

（イ）区と協議のうえ、公園内の既存建物の利用や、新たに仮設物等を設ける方

法も可能とします。（ただし、施設の用途や設置目的に反しない範囲での提

案としてください。）

（ウ）運営開始時に業務が円滑に開始できるよう、指定管理者で準備及び設置を

行うものとし、その経費については区と協議のうえ、指定管理経費に含むも

のとします。経費は管理年数で按分し、収支計画書に反映してください。な

お、各年度において準備及び設置にかかる経費の合計は１３０万円（税込）

以下としてください。

（エ）備品等の取扱いについては、ｐ．２４「１１ 備品等の調達・修繕義務者

及び帰属」を参照ください。ただし、リースにより行う際のリース期間等、

準備作業の着手については令和５年４月以降としてください。なお、準備作

業が完了するまでの期間についても、利用者の受け入れ体制を構築してくだ

さい。

（オ）開設時間帯の提案を可能とします。ただし、現在の管理棟の開設時間内

（午前９時～午後５時）は必須とします。なお、管理棟の開設時間帯を変更

する場合、中野区立中野四季の森公園管理運営要綱の改正が条件となります。

（カ）専用電話番号等を必要に応じて確保するとともに、公園利用者が案内窓口
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等の位置及び連絡先が分かるよう看板等を設置してください。

（キ）自主事業において設置を行う収益施設等に案内窓口等を設けることも可能

としますが、その場合は使用上の区分を明確にしてください。

（ク）原則として、指定期間終了時までに原状回復を行うものとします。

（ケ）既存施設の改修等を伴う場合は、別途協議とします。

（コ）各種法令に基づく許認可等は事業者において取得してください。

（サ）施設の統括責任者を１名配置し、不在の場合は、統括責任者と同等の能力

を有する者を１名以上、必ず配置してください。

イ 本公園の利活用促進に関する事業の実施

本公園のにぎわい創出や快適な利用の推進、地域活性化に資するイベントやプ

ロモーション活動、各種サービス等について、指定管理者が企画し、実施してく

ださい。

なお、下記の事業区分及び留意事項に合致しないものや、専ら物販を目的とす

るものについては、自主事業として実施するものとします。

【事業区分】

（ア）公園を活用した子育て環境の向上に資する事業

「中野区基本計画」や資料１「利用者アンケート調査結果」を踏まえ、子

どもたちが公園環境を活用して遊び、学び、体験できる機会の充実につなが

る事業を実施してください。なお、この一環として、池流れを活用したイベ

ント等を実施するものとします。

（イ）公園の利用ルール見直しや新たな利用に関する事業

「中野区公園再整備計画」や資料１「利用者アンケート調査結果」を踏ま

え、ボール遊びや犬との散歩、車両乗入禁止等の基本的な利用ルールについ

て見直しや緩和を求める声が一定程度見られることから、こうした意見に対

応した取組を行ってください。なお、テスト運用としてのイベント等の実施

も可能とします。

（ウ）地域との連携事業

地域住民や関係団体、周辺施設等と密接に連携を図り、地区一体でのにぎ

わいや文化振興、安心安全、環境等の向上に資する取組を行ってください。

提案にあたっては、具体的な連携先を想定するとともに、持続的な連携が行

える体制を構築することとします。

（エ）その他サービス及びプロモーション事業

（ア）～（ウ）のほか、本公園の利活用促進や利便増進等につながる取組

を行ってください。なお、資料１「利用者アンケート調査結果」を踏まえ、

日常的に散策や休憩等を楽しむ公園利用者に対して居心地の良い空間や時間

を提供する視点を取り入れてください。

【留意事項】

（ア）本公園の整備コンセプト及び関連計画の趣旨に合致するものとしてください。

（イ）指定管理者以外が実施するイベント等（以下「外部イベント等」と言

う。）を含む一般利用とのバランスを考慮して日程・回数等を設定してくだ
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さい。なお、イベントエリアにおけるイベント等の実施については、外部イ

ベント等及び自主事業を含め、年間日数の５０％を上限とします。

（ウ）四季を通じて自然や文化に触れ合う機会を提供するため、四半期毎にバラ

ンスの取れた計画とし、年間を通じた利活用促進を図ってください。

（エ）利用者同士のコミュニティの醸成や地域交流の促進等に寄与するものとし

てください。

（オ）近隣向けの小規模なものから、広域な集客を想定する大規模イベントまで、

様々な規模の事業を実施し、多彩な利活用を促進してください。

（カ）管理棟の多目的スペースを事業に活用する場合は、「多目的スペース」と

しての設置目的に反しない範囲としてください。（現在は単独でイベント等

に利用することは出来ませんが、新たな活用方法についての提案を可能とし

ます。ただし、貸部屋とすることはできません。）

（キ）事業について誰もが分かりやすく認知できることを念頭に、多様な主体と

連携した効果的な情報発信を行ってください。

（ク）市街地に位置する立地特性を踏まえ、夜間も安心して利用できる公園とし

ていくための視点を取り入れてください。

（ケ）指定管理者が構想のみを企画し他の主催者を誘致することも可能とします

が、その場合は占用料の徴収は行わないこととします。

（コ）事業は年度毎に計画し、区の承認を受けたうえで実施してください。

（サ）参加料や出店料等を徴収する場合、その考え方についても提案してくださ

い。

（シ）新型コロナウイルス感染症対策として、密を避けるなどの「新しい生活様

式」の実践や、社会情勢を踏まえたものとしてください。

（２）自主事業

指定管理者は、下記の条件及び、自己の責任と費用負担において、自主事業を実施

することができます。なお、具体的な実施内容および実施の可否については、区との

協定締結時に改めて協議することとします。

・指定管理料及び利用料金収入を充当しないこと。

・本公園の設置目的や管理運営方針に合致し、施設の魅力向上に資するものである

こと。

・指定管理業務を妨げない範囲で実施すること。

・事業により得られた収益の一部が、区及び公園管理に有効に還元されること。

①収益施設等の設置及び運営

本公園の優れた立地特性を踏まえ、これまで公園を利用しなかった人々を含めて

多様な来園者を惹きつける場を創出し、更なるにぎわいと集客の向上を図るため、

収益施設等の設置及び運営について提案してください。

ア 基本的考え方

提案対象範囲は、イベントエリアの一部とします。（詳細は、資料８「収益施
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設等の提案対象範囲」を参照してください。）

同エリアは様々なイベント会場として活用されていますが、ＧＷや秋期以外の

オフシーズンにおけるにぎわい創出の余地があります。収益施設等の設置により、

日常的な利便性向上のほか、各種事業やイベント等の一部として同施設を活用す

ることも期待されます。

また、同エリアは公園北側の住宅街からＪＲ中野駅に至る生活動線に位置し、

令和６年度には東側隣接地に新区役所庁舎の開業が予定されていることから、地

域に根ざしたサービスの展開も期待されます。

加えて、近隣に商業施設等が集積していることから、それらの施設と差別化を

図り、公園にふさわしい特色あるサービスを提供していく必要があります。

以上のことを踏まえ、公園利用者や地域にひろく親しまれるとともに、公園や

まちの景観と調和し、来園者が快適にくつろげるような空間を提案してください。

イ 提案条件

【一般的事項】

（ア）提案可能な施設は、都市公園法第２条に規定された公園施設とします。（た

だし、自動販売機については対象外とします。）

（イ）都市公園法第５条に基づき、区より公園施設の設置管理許可を取得してください。

（ウ）都市公園が本来有している「憩い」「防災」「レクリエーション」等の機能

や、本公園の整備コンセプト、公的施設としての公共性等について十分考慮し

てください。また、資料１「利用者アンケート調査結果」を踏まえて提案して

ください。

（エ）公園と一体的に活用され、一般利用者に対しても魅力的な場を提供するもの

としてください。（独占的、排他的な利用を行う施設は設置できません。）

（オ）イベントエリアで行われる外部イベント等による利用と調和が図れる形態及

び配置としてください。

（カ）インフラ整備（電気、水道等）が必要となる場合は、事業者の負担により、

公園外から直接引込を行ってください。

（キ）必要な調査、測量、設計、工事及び各種法令に基づく許認可の取得並びに近

隣説明等については、応募者において実施してください。必要な経費は自主事

業収支計画書（様式９－４）に記載してください。

（ク）原則として、応募者の負担により、指定期間終了時までに原状回復を行うも

のとします。

（ケ）顧客のニーズや評価等を定期的に把握し、結果を区に報告してください。

（コ）建築物を設置する場合は、資料９「中野四季の森公園における主な建築条件

等」を参照のうえ、規模等を検討してください。なお、地区計画に係る関係機

関との協議が発生する場合があります。このほか、既存施設の改修等を伴う場

合は、別途協議とします。

【営業、運営等】

（ア）営業に必要な許認可等は応募者において取得してください。

（イ）物品・サービス等は社会通念上適正な種類、価格とし、下記に該当するもの
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は提案することができません。

・専ら酒類の販売を目的とするもの（なお、酒類の取扱いは、平日は午後４時

以降、土日祝日は終日利用可としますが、隣接する中学校の臨時授業日等が

ある場合は、この限りではありません。）

・青少年等に有害な影響を与えるおそれがあるもの

・政治的又は宗教的な内容を取り扱うもの

・騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想されるもの

・公園の管理に支障を与えるおそれがあるもの

（ウ）区内の地域産業（飲食店、小売店、企業等）の活性化に寄与できるよう配慮

してください。

（エ）利用者の日常的な利便性を考慮して営業日を定め、営業時間は午前８時３０

分から午後９時までの範囲で提案を求めます。

なお、定休日を設ける場合は、土曜日、日曜日及び祝日（１２月２９日から

１月３日までの年末年始を除く）以外としてください。

（オ）令和５年度中の営業開始を前提に準備を行い、同年度における準備期間中の

機運醸成に資する取組も可能とします。ただし、施設内に案内窓口等を併設す

る場合は、令和５年４月１日時点での利用者受け入れ体制について提案を求め

ます。

（カ）混雑時の顧客動線と公園利用者の動線が錯綜しないよう配慮してください。

また、自転車での来園者への対応についても配慮してください。

（キ）広告となるような看板等は設置できません。

（ク）中野四季の森公園にはゴミ箱が設置されていないため、テイクアウト商品を

提供する場合は、ゴミの回収等を適正に行ってください。

（ケ）設置管理許可取得後、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することはできま

せん。

【許可手続き、使用料等】

（ア）許可期間の上限は１０年とし、原則として指定管理者としての指定期間を超

えないものとします。

（イ）許可期間の途中で施設の仕様や営業時間等の変更を行う場合は、事前に区と

協議してください。

（ウ）工事等を行う場合は、事業者の責任で近隣住民等を対象に説明を行ってください。

（エ）中野区立公園条例に基づく土地の使用料については、月あたり 1,375 円／㎡

を最低価格とし、応募者の提案により提示した金額を使用料とします。

②その他自主事業

本公園のさらなる有効活用や集客の向上を図るとともに、中野四季の都市（ま

ち）エリアの価値の向上や、来街者に対して中野の新たな魅力、文化を発信できる

ようなイベントやプロモーション、各種サービス等（指定事業として実施するもの

を除く。）について提案してください。

なお、事業実施に要する光熱水費については、事業者負担となります。
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（３）その他業務

上記の指定事業及び自主事業のほか、管理施設内で行う業務や事業について、区か

ら別途委託する場合があります。

３ 責任の分担

指定管理者と中野区の責任分担については、別表１「リスク分担表」を基本的な方針

とし、別途協定で定めることとします。ただし、別表１に定める事項に疑義のある場合、

又は定めのない事項については、指定管理者と中野区が協議して決めることとします。

なお、別表１は区の指定した業務範囲において適用されることとし、指定管理者が自ら

の責任において行う自主事業については、全て指定管理者の責任及び費用負担とします。

第３章 利用料金・指定管理料等

１ 利用料金

指定管理者の収入となるものの一つに、臨時的占用に係る「利用料金」があります。

この利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、中野区立公園条例の定め

る限度額の範囲内において、指定管理者が定めるものとします。この場合において、指

定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、区の承認を受けなければなりません。

（地方自治法第２４４条の２第９項）

なお、利用料金の収入年度は、収納の日の属する年度とします。

※指定事業として公園を利用する場合は、利用料金は発生しません。

※自主事業及び外部イベント等の場合は、公益上必要があると認める場合を除くほか、

当該利用者が指定管理者に対して利用料金を支払います。

※中野区立公園条例については、今後改正となる場合があります。

２ 事業収入（利用料金を除く）

指定事業における規定に沿い、利用料金のほか、事業の利用者から徴収する参加費や

出店料等、「事業収入」を指定管理者の収入とすることができます。（その他、施設内

におけるサービス等による収入を含みます。）

なお、指定管理者が自動販売機を設置し収入とすることはできません。

３ その他業務に伴い見込まれる収入（指定管理料）

指定管理者の収入として、上記「利用料金」「事業収入」の他に、区が支払う「指定

管理料」があります。指定管理料は、施設の管理運営に必要と見込まれる経費の総額か

ら、利用料金収入見込額、指定事業収入見込額など指定管理業務に伴い見込まれる収入

の総額を減じた額とします。

この時、指定管理者の自主事業に係る経費や収入は、指定管理料の積算には含めない

ものとします。

なお、「施設の管理運営に必要と見込まれる経費」とは、主に以下のものになります。

①人件費（給与、諸手当、賃金等）

②事業運営費
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③施設維持管理費（設備管理費、保守管理費、施設修繕費等）

④一般管理費（光熱水費、施設賠償責任保険等）

⑤事務関連費（消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、事務機器リース料等）

⑥その他施設の管理運営に必要となる経費

指定管理に係る収入全体及び施設の管理運営に必要と見込まれる支出全体を、本募集

要項では「指定管理会計」とします。なお、収支計画書（様式９－１～３）では、収入

と支出の額は同額となるように計画してください。

４ 指定管理料等の積算

「指定管理料」の参考価格（上限額）は次のとおりです。これを基に、指定期間各年

度の収支計画書（様式９－１～３）の内訳を示してください。（参考価格（上限額）内

で応募者が想定する指定管理料の金額も示すこと）

※必須業務と任意業務それぞれに対して上限額を定めていますので、ご留意ください。

・区が支払う指定管理料は、応募時に提示した額ではなく、これを参考価格（上限額）

として毎年度、区と指定管理者で協議の上決定するものとします。

・選定された事業者と協定締結前に行う協議により、事業内容を修正した場合は、参考

価格（上限額）の範囲内で指定管理料を変更する可能性があります。また、令和６年

度以降の参考価格（上限額）についても、同様に変更する可能性があります。

・指定期間（令和５年度～令和１４年度）各々について積算してください。なお、消費

税は１０％で積算してください。

・利用料金や参加料等の収入も指定管理会計に含めてください。

・自主事業による会計は別途作成（様式９－４）願います。なお、「①収益施設等の設置及

び運営」「②その他自主事業」の収支については、相互に明確に区分してください。

・経費の積算にあたって、施設管理に関して提案事項がある場合でも、区が示した基準

に基づいた積算を行ってください。

・施設の管理にあたり間接的に要する経費として、本社の総務や人事部門等の経費の計

上についても必要に応じ認めることとしますが、その内容は明確にしてください。

・候補者から参考価格(上限額)を超えた提案がされた場合は、当該候補者以外にも上限

を超えた金額であれば応募が可能であった事業者がいることなども考えられ、選定に

おける公平性を損なうおそれがあるため、応募を受け付けないものとします。

・区でＡＥＤリースを行いますので、日常管理は指定管理者において実施してください。

指定管理料の参考価格（各年度の上限額、税込）

・ 必須業務 71,300,000 円
※ただし、「案内窓口等の設置及び運営」のうち、準備及び設置にかかる各

年度の経費は１３０万円（税込）以下とします。

・ 任意業務 22,800,000 円

※収支計画書（様式９－１～３）で当該部分が確認出来るようにしてください。
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５ 指定管理料の精算

指定管理者の経営努力によらない事由により執行残が生じる性質の経費については、

別途、年度毎に協定等で定めることとします。

例：法定点検費、事業所税 等

６ 施設修繕費

施設の修繕については、次の分類による対応を基本とした上で、積算してください。

また、下記の場合の修繕については、事前協議を要します。

ž 施設や設備の増改築など形状ないし構造そのものを改良し、その効用を増加させる

場合及び施設・設備の基礎的な部分に原因がある場合（事業計画書に実施を定めて

いる場合を除く）

ž 修繕に関する事業計画を変更する必要がある場合

７ 指定管理料の支払い

会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに、区の予算の範囲内で指定管理

者と協議のうえ、指定管理料の額、支払時期等を、年度協定において定めます。

そのため、実際の指定管理料は、提案いただいた金額と一致しない場合もあります。

事業計画についても、毎年度の予算に応じて、区と協議し決定するものとします。

８ 計画を上回った事業収入の取扱い

区が支払う「指定管理料」を除く収入（利用料金、指定事業収入等）について、指定

管理者の経営努力により、指定管理者が年度協定締結時に定めた収支計画における収入

見込み額を上回った場合、以下のように取り扱います。

（１）指定事業における収入の考え方

年度協定締結時に定めた収支計画における収入見込み額に対し、実収入額がその１．

１倍を超える場合、その超過額を区と指定管理者で折半することを原則とします。

修繕内容
対応義務者

（施行者）
費用負担者

・躯体に係る修繕（小破修繕に該当するものを除く）

・小破修繕として定めた額（130 万円）を超える修繕

・指定管理者が管理をはじめる前から判明していた瑕

疵に対する修繕

区 区

・経年劣化や特定不能な第三者の責による破損に対す

る小破修繕

・サービスや業務効率の向上に寄与する既存設備の機

能改善（区と協議のうえ実施）

指定管理者
区

(指定管理料)

・指定管理者の責による破損に対する修繕 協議 指定管理者
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（２）自主事業における収入の考え方

年度協定締結時に定めた収支計画における収入見込み額を、実収入額が上回った場

合の超過額の取扱いについて、区や維持管理への還元方法、還元割合等について提案

してください。なお、「①収益施設等の設置及び運営」及び「②その他自主事業」か

ら生じる超過額については、相互に充当することはできません。

※これらの収入が収入見込み額に達しなかった場合、その差額は補てんしません。

※支出において、指定管理者が経営努力等により生み出した経費節減額等については、

原則区への返還は求めません。

９ 区分会計の独立

施設の管理運営業務に係る経理事務を他の経理から区分し、独立した経理規定及び会

計帳簿書類を設け、会計年度における施設の収支状況が明らかになるようにするものと

します。

１０ 管理口座

管理運営業務に係る経費の管理について、金融機関に専用の預金口座を開設し、管理

するものとします。

１１ 管理経費の経理

（１）指定管理者は、本業務に関する経理規定を定め、それにしたがって会計管理を行

います。この経理規定については、業務開始前に定め、区の承認を受けるものとし

ます。

（２）各経費の支出年度は、当該支出の対価である物品の納入日、サービスの実施の完

了日が、属する年度とすることを原則とします。

第４章 募集・選定・指定

１ スケジュール

内 容 日 程

募集要項の公表 令和４年７月１５日（金）～

８月１２日（金）

公募説明会（施設説明会） 令和４年７月２８日（木）

質問受付 令和４年７月２９日（金）～

８月８日（月）

募集書類提出受付 令和４年８月１７日（水）～

８月３１日（水）

２次審査日時等通知 令和４年 ９月下旬～１０月上旬

２次審査（プレゼンテーション）・選定 令和４年１０月中旬～下旬

区議会による指定の議決 令和４年１２月

協定締結に向けての協議（事前協議含む） 令和４年１２月～令和５年３月
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２ 応募の資格及び制限

応募することができるのは、本公園の運営と事業の展開に理解と熱意を持ち、効率的

かつ安定した運営を行うことができる法人その他の団体（以下「法人等」と言う。）で

す。個人での応募はできません。具体的な申請資格及び条件は、次の全てに当てはまる

法人等とします。（中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する事務処理要綱

第５条）

（１）応募資格

①法人その他の団体であること。

②資料３「中野四季の森公園等指定管理業務基準【必須業務】」又は資料４「中野四

季の森公園等指定管理業務基準【任意業務】」を満たす業務を履行するのに必要な

免許、資格等を有していること。

③公募説明会に参加していること。（グループ応募の場合は代表法人が対象）

④以下の実績要件を満たす者が含まれていること。（グループ応募の場合は何れかの

構成法人等が満たしていれば可とする。実績は指定管理に係る提案書（様式８）に

示すこと。）

ア 都市公園における管理運営実績

イ 設置及び運営の提案を行う収益施設等と類似する施設の設置、運営等の実績

（２）応募制限

次に該当する法人等は、応募者となることができません。

①法律行為を行う能力を有しない者

②破産者で復権を得ない者

③地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により

区における一般競争入札等に参加させないこととされている者

④地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により指定の取消しを受けた日から２４

か月を経過しない者

⑤地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により管理の業務の停止を命ぜられ、そ

の停止期間が経過しない者

⑥指定管理者による施設の管理を地方自治法第９２条の２、第１４２条及び第１８０

条の５第６項に規定する区に対する請負とみなした場合において、当該各条のいず

れかに規定する兼業禁止の規定の適用を受けることとなる者

（３）留意事項

①複数の法人等がグループを構成して応募する場合（以下「グループ応募」とい

う。）は、代表法人等を定め、グループの構成が明らかになる書類を提出するもの

とします。

②１法人等又はグループにつき、申請は１件とします。単独で応募した法人等は、グ

ループ応募の構成員となることはできません。また、複数のグループにおいて同時

に構成員となることはできません。
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３ 応募手続

（１）公募説明会及び現地見学会

募集要項の内容等に関する説明会及び現地見学会を以下のとおり行います。応募予

定者は必ず参加してください。

①開催日時 令和４年７月２８日（木）午後２時～午後５時

②会場 中野区役所７階第８～第１０会議室（中野区中野４－８－１）

※途中、徒歩で中野四季の森公園に移動します。

③申込方法 令和４年７月２１日（木）午後５時までに、説明会参加申込書（様式

１）を電子メールにて提出

※提出後、区からの返信をもって、出席を受付けたものとします。

④提出先 中野区都市基盤部公園課 公園維持・管理係

電子メール koen@city.tokyo-nakano.lg.jp

⑤注意事項

ž 公募説明会→現地見学会の順で同日に開催します。直接会場にお越しください。

ž 指定管理者に応募申請する予定の法人等又はグループは必ず出席して下さい。説

明会に参加していない法人等又はグループからの申請は受け付けません。

ž 説明会に参加できる人数は、各法人等又はグループで２名以内とします。ただし、

参加状況等により変更する場合があります。

ž 当日は、区ホームページで公開した募集要項等を印刷のうえお持ちください。

ž 公共機関でのご来場にご協力をお願いします。

（２）既往資料の閲覧

提案書の作成にあたり、応募予定者は以下の資料を閲覧することができます。

①対象資料

ア 警察大学校等跡地地区（仮称）中央部防災公園整備工事竣工図

イ 警察大学校等跡地地区（仮称）中央部防災公園管理棟新築工事竣工図

ウ 中野四季の森公園拡張整備工事竣工図

エ 中野四季の森公園拡張用地電気設備ほか工事竣工図

オ 中野四季の森公園自転車駐車場整備工事竣工図

②閲覧期間 令和４年７月２９日（金）午前９時～８月２６日（金）午後５時

③閲覧場所等 事前に電話で予約の上、区役所に来庁してください。閲覧方法は、希

望者へ別途指示します。

④事前予約先 中野区都市基盤部公園課 公園維持・管理係

電話 ０３－３２２８－８８４９

（３）公募に関する質問

公募に関する質問を以下のとおり受け付けます。

①受付期間 令和４年７月２９日（金）～８月８日（月）午後５時まで

②質問方法 質問票（様式２）により電子メールにて提出

③提出先 中野区都市基盤部公園課 公園維持・管理係

電子メール koen@city.tokyo-nakano.lg.jp

mailto:koen@city.tokyo-nakano.lg.jp
mailto:koen@city.tokyo-nakano.lg.jp
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④回答方法 すべての応募者に電子メールで送付

（質問締切後、数日を目安にすべての質問と回答を送付）

（４）応募書類の提出

応募書類を以下のとおり受け付けます。

①提出日時 令和４年８月１７日（水）～８月３１日（水）（土・日を除く）

午前９時～午後５時

②提出場所 中野区都市基盤部公園課 公園維持・管理係

中野区役所８階８番窓口（中野区中野４－８－１）

電話 ０３－３２２８－８８４９

③提出方法 事前に電話で予約の上、窓口へ直接提出してください。なお、提出書類

は紙面と電子データ（ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ）の双方をお持ちくだ

さい。電子データは、ＰＤＦファイル形式に変換したものをＣＤ-Ｒま

たはＤＶＤ－Ｒに収納してください。

なお、提出期限後における応募書類の変更及び追加は認めません。

（５）応募申請書類

応募にあたっては、次に掲げる書類を提出してください。

書 類 名 備 考 部 数

指定管理者指定申請書 様式３

正本１部

(製本しない)

副本１部

(コピー可)

申立書 様式４

グループ応募構成書（グループ応募の場合） 様式５

法

人

等

に

関

す

る

書

類

法人等の概要（パンフレットでも可） 様式６

定款、寄附行為その他これらに類する書類

申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画

書及び過去２か年の事業報告書

法人の登記簿謄本

法人の場合

法人税納税証明書及び消費税納税証明書(過去３か年)

貸借対照表（過去３か年）

損益計算書（過去３か年）

人員表（過去３か年）

申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算

書及び過去２か年の収支決算書

法人以外の

団体の場合

応募者申告書（及び該当項目に関する添付書類） 様式７

ž 様式３、様式４、様式５は、グループ応募の場合、代表法人等のみで構わない。

ž 「法人等に関する書類」は、グループ応募の場合、構成法人等ごとに提出すること。

ž 過去２か年または３か年の資料は、提出期限までに用意できる書類を提出すること。

提

案

書

指定管理に係る提案書 様式８ 正本１部

副本９部収支計画書 様式９
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【留意事項】

①提出された書類及び電子データは、返却しません。

②提出された書類は、指定管理者の選定以外の目的には使用しません。また、選定作

業に必要な範囲で複製することがあります。

③区が必要と認める場合には、応募申請書類以外の書類の提出を求めることがありま

す。

④応募に関して必要となる費用は、応募者負担とします。

⑤共同事業体で応募する場合は、上表のほか、共同事業体の設立を証する「協定書」、

指定管理料の請求や受領、協定書の締結等の権限を代表団体に委任する「委任状」

を提出してください。

⑤申請後に辞退する場合は、令和４年９月２３日（金）までに辞退届（様式は自由）

を提出してください。

４ 選定手続

（１）指定管理者選定の方式

指定管理者の公募及び選定は、応募者から提案をいただく企画競争方式とし、庁内

に設置する指定管理者選定委員会の審査に基づき、提案審査を実施して、第１交渉権

者及び第２交渉権者を選定します。

（２）審査基準及び提案内容

審査基準は９項目、提案内容の設問は３０問です。応募に当たっては、別紙２「中

野四季の森公園等指定管理者選定 審査基準及び提案内容」を参照のうえ、それぞれ

の審査基準に対応する提案内容について提案してください。

（３）選定委員会

候補者は、指定管理者選定委員会の審査に基づき選定します。選定委員会は非公開

とします。

（４）選定手順

①１次審査（提案書等による書類審査）及び２次審査（プレゼンテーション及びヒア

リング）を実施します。１次審査により２次審査の対象者を絞り込む場合がありま

ž 提出書類については、パンフレットを除き、Ａ４版で作成すること。

ž 「提案書」の紙面は正本、副本ともに１部ずつフラットファイルに綴じること。

ž 「提案書」の正本に記載された法人の名称、ロゴマーク等、法人等を特定できる

情報について、副本には、記載しない、又は塗りつぶすこと。

ž 様式８は、本文全体で６０ページ以内（両面印刷の場合３０ページ）に収めるこ

ととし、別紙等の資料を添付する場合は必要最小限とすること。この他、様式を

参照して指示に従うこと。

ž 余白等、多少のレイアウト変更は認めるが、文字の大きさは１２ポイント以上と

すること。
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す。なお、２次審査の日時・会場等の詳細については、後日書面で通知します。

（その際の出席者は応募法人等の正規従業員に限るものとし、統括責任者又はそれ

に準ずる役割を担う予定の方は、可能な限り出席してください。）

②１次審査、２次審査の結果を総合して、第１交渉権者及び第２交渉権者を選定しま

す。

③外部の専門家による財務状況の診断を行います。提出書類は、専門診断機関に提示

します。

④選定結果については、すべての応募者に文書で通知します。

⑤協議が整わない等により第１交渉権者が指定されない場合は、第２交渉権者を指定

管理者の候補者として繰上げます。

５ 指定手続

選定した候補者について議会の議決を経た後、指定管理者の指定を行います。また、

指定手続きの透明性を確保するため、指定手続後に下記項目を区ホームページ等にて公

表します。

（１）選定の結果

①件名

②募集概要

③選定した日

④応募者数及び第１位の候補者名

⑤応募者ごとの評価点（指定されなかった応募者については、応募者名を番号等に置

きかえる）

⑥第１位の候補者に対する評価の考え方（選定理由、講評に相当するもの）

（２）指定した日

（３）指定した団体名

（４）指定の期間

６ 指定結果の公開

選定の結果や選定に関する文書（業務計画書や提案書等）については、情報公開請求

を受けることがあります。情報公開請求があった場合、公開の可否は、中野区区政情報

の公開に関する条例に則り判断します。

第５章 その他

１ 協定の締結

区と指定管理者は、業務の内容及び管理の基準に関する細目的事項等について、協議

の上、指定管理業務の実施に関する協定を締結します。

なお、協定の締結までに、財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないと認めら

れるとき、または著しく社会的信用を損なう等により指定管理者として相応しくないと

認められるときは、指定を取り消し、協定を締結しないことがあります。
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（１）基本協定

①指定期間全体を通じての基本的な事項を定める基本協定を締結します。

②主な協定内容

ア 指定期間に関する事項

イ 管理業務に関する基本的な事項

ウ 利用料金に関する事項

エ 区が支払う管理経費に関する基本的な事項

オ 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

カ 事業計画及び事業報告に関する事項

キ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

ク その他中野区長が必要と認める事項

（２）年度協定

①年度ごとの事業実施に係る事項を定める年度協定を締結します。

②主な協定内容

ア 当該年度の管理業務に関する事項

イ 当該年度の管理経費の額に関する事項

ウ その他中野区長が必要と認める事項

２ 法令等の遵守

指定管理者には、公の施設の管理運営及び住民サービスの提供といった指定管理業務

に関して、適法に履行することが当然に求められています。

業務の遂行にあたっては、次の各項に掲げる法令等その他の関係する法令等を遵守す

るものとします。また、総務省からの通知にもあるとおり、労働基準法、労働安全衛生

法、最低賃金法、中野区公契約条例等の労働法令等についても遵守を求めます。

※中野区公契約条例及び同条例施行規則等に基づき、必要書類をご提出いただきます。

【平成２２年１２月２８日付総行経第３８号、総務省通知】

「指定管理者が労働法令を遵守することは当然であり、指定管理者の選定にあたって

も、指定管理者において労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮がなされる

よう、留意すること。」

【法令等】

（１）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

（３）中野区立公園条例（昭和３３年中野区条例第２２号）

（４）中野区立公園条例施行規則（昭和３３年中野区規則第４号）

（５）中野区立中野四季の森公園管理運営要綱（平成２４年中野区要綱第９４号）

（６）中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例（平成１６年中野区条

例第２号）

（７）中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則（平成１６年

中野区規則第３９号）

（８）中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する事務処理要綱（平成１７年
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中野区要綱第６号）

（９）個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

（10）中野区個人情報の保護に関する条例（平成２年中野区条例第２号）

（11）中野区個人情報の保護に関する条例施行規則（平成２年中野区規則第４８号）

（12）中野区区政情報の公開に関する条例（昭和６１年中野区条例第９号）

（13）中野区区政情報の公開に関する条例施行規則（昭和６１年中野区規則第３０号）

（14）労働基準法（昭和２２年法律第４９号）その他の従業員の雇用に関する法令

（15）中野区公契約条例

（16）中野区公契約条例施行規則

（17）その他指定管理業務を行うにあたり遵守すべき法令等

３ 情報資産の取扱い

区はＩＳＯ２７００１の取組を行っており、各施設においても、管理運営業務の実施

にあたっては情報セキュリティに関する法令等を遵守するとともに、区の定めた手順等

に準じた対応を行い、情報セキュリティインシデントの防止及び被害の最小化等による

業務の円滑な実施に努めるなど、次のような事項を協定に定めることとします。

・区が情報資産を取り扱う際と同様の管理・運用に努める。

・情報セキュリティに係る役割、責任及び権限を明確にする。

・従業員等へ情報セキュリティへの教育に努める。

※情報資産とは、「職員が職務上作成し又は入手する情報で、文書、図画、写真、フィ

ルム、電磁的記録、その他の記録媒体により保管しているもの及びそれらを取り扱う

ネットワーク及び情報システムをいう」。

４ 個人情報の取扱い

区では、中野区個人情報の保護に関する条例（平成２年中野区条例第２号）を設け、

個人情報を保護するため、その適正な取扱いに関し必要な事項及び保有する情報の本人

開示及び訂正を請求する権利を定めています。

指定管理者についても個人情報の適正な管理と保護が求められています。個人情報の

取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）、中野区個人

情報の保護に関する条例（平成２年中野区条例第２号）及び同施行規則、中野区情報安

全対策基本方針などの規定を遵守してください。

また、個人情報保護について従業員に周知徹底し、指定管理業務を行ううえで指定管

理者が得た個人情報は、当該条例等、区の基準に準拠し、漏えい、紛失、改ざんその他

の事故を防止するなど、個人情報を適切に管理し取り扱うこととします。細目は、別紙

１「個人情報取扱特記事項」に定めるとおりとします。

５ 施設情報等の公開

指定管理者制度には高い透明性が求められることから、指定管理者は、施設の管理運

営業務に関して保有する情報について、公開するよう努めなければなりません。

情報の公開にあたっては、「中野区区政情報の公開に関する条例」の趣旨に則り、各

指定管理者が作成した「情報公開規程」に基づき情報開示の申し出に対して適切に対応
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してください。

また、指定管理者から区に提出された文書等は、区の行政情報として同条例に基づく

公開請求の対象となり、公開の可否については、当該条例に則り、中野区が判断します。

６ 施設管理運営状況の把握（第三者評価、労働環境モニタリング等の実施）

指定管理者は、自ら意見交換会やアンケートにより、利用者の声を把握するとともに、

区が実施する労働環境モニタリングを通じて事業主として適正な労働環境の整備を行っ

ているか評価を受けることとします。

また、指定期間中において、５年に１度、第三者（外部専門機関・専門家等）による

評価を受け、その結果を区に報告するものとします。評価の実施方法については、事前

に区の承認を得るものとします。

７ 事業計画書の提出

次年度の事業計画作成にあたっては、区と調整を図り、事業年度開始日の１か月前ま

でに区に提出します。

８ 事業報告書の提出・公表

（１）月報の提出

施設管理・運営業務の実施状況及び利用状況、実施事業報告、利用料金の収入状況

等についての月報を作成し、区に提出します。

（２）四半期報の提出

３か月に一度、過去３か月間の各業務内容等を総括した四半期報を作成し、区に提

出します。

（３）事業報告書の提出

施設について毎年度終了後、以下に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を

速やかに区に提出しなければなりません。当該年度の途中において地方自治法第２４

４条の２第１１項の規定により取り消されたときも同様とします。

・施設管理・運営業務の実施状況

・施設の利用実績

・収支決算（利用料金収入実績、管理運営費の収支状況含む）

・その他、区が管理運営の状況を把握するために特に必要と認める事項

上記事項について事業報告書を作成し、毎年度終了後５０日以内に区に提出します。

（４）事業報告書の公表

施設運営の透明性の確保及びサービスの更なる向上を図るとともに、利用者に対す

る説明責任を果たしていくため、事業報告書は公表することとします。

①公表の方法

事業報告書は、指定管理者のホームページに掲載する他、指定管理施設での掲示

等、施設利用者が確認できる方法により公表するものとします。
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なお、区ホームページにおいても、指定管理者のホームページに掲載された事業

報告書へのリンクを貼り付ける形で掲載します。

②公表の時期

当該年度の施設運営等に関する事業報告書については、翌年度にホームページ等

で公表します。

９ 区との連絡調整

区との連絡調整会議を月１回程度開催することとします。

１０ 指定管理者に対する監査

地方自治法の規定により、指定管理者が行う公の施設の管理業務に係る出納関連の事

務について区の監査委員が監査を行うことがあります。この監査実施決定があった場合

は、指定管理者は応じなければならず、各書類等について提出する必要があります。

１１ 備品等の調達・修繕義務者及び帰属

備品等については、現状の物品（資料１０「物品一覧（想定）」のとおり）を使用し、

常に良好な状態に保つよう適切に管理・修繕を行うものとします。このほか、指定管理

者が備品を持ち込むこと、並びに区との協議に基づく備品の買い替え及び新規購入も可

能です。

種別
費用
負担者

調達
手続

備品
の帰属

備品
管理

毀損・滅失の場合
の原状回復者

指定期間終了
後の取扱い

①指定事業
を実施する
うえで必要
不可欠であ
ると区が判
断した備品

区

区が購入
して、指
定管理者
に貸与す
る

区
区の規定
に従い行
う

【経年劣化や特定不
能な第三者の責によ
り毀損・滅失し、使
用することができな
くなった場合】
・見積金額に応じて
区又は指定管理料
により指定管理者
が修繕を行う

・区が新たな備品を
購入する

指定管理者の指
定替えがあった
場合にも、当該
備品は引き続
き、新たな指定
管理者により当
該事業のために
使用される
※事前に会計管
理者協議を要す
る

【指定管理者の責に
より毀損・滅失した
場合】
・原因者である指定
管理者が原状回復
に要する費用を負
担する（法人等の
自己負担）
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※指定管理者は、施設の管理運営に供する備品の取得・修繕をする時は、予め区に対し

て協議をすることとします。

※上記のほか、リースの場合は、指定管理料による備品の調達を可能とします。

※表中の「区の規定」とは、「中野区物品管理規則」を指します。

※区と締結した協定において示す業務以外で使用するための物品は、指定管理者の責に

おいて、指定管理者の自らの資金で調達・修繕します。施設において使用する場合、

事前に区の承認が必要となります。

１２ 第三者への業務委託

指定管理者が行うべき業務の全部又は主たる部分については、原則、第三者に委託し

てはなりません。ただし、清掃や警備といった個々の具体的業務について、年度ごとの

事業計画に定めるなど、区の承認を得たうえであれば、第三者に委託することができる

ものとします。

※任意業務を実施する場合は、その全部又は主たる部分について、原則、第三者に委託

してはなりません。

第三者に委託する場合は、守秘義務契約を締結する等、適正な情報資産の管理に十分

に努めるとともに、中野区公契約条例等の各種法令等を遵守することとします。

１３ 施設賠償責任保険等の加入

指定管理者には施設賠償責任保険及び第三者賠償責任保険への加入を義務付けます。

補償内容は区が加入している特別区自治体総合賠償責任保険の補償と同等以上のものと

します。

なお、保険料については、施設の管理運営に不可欠な経費として、指定管理会計に含

めてください。

【参考】特別区自治体総合賠償責任保険における保険金額（保険金支払い限度額）

・身体障害事故 １名 につき １億円

１事故につき １０億円

・財物損壊事故 １事故につき ２，０００万円

１４ 租税公課

（１）事業所税

事業所税は、地方税法及び東京都税条例にもとづき、一定規模以上の事業を行って

②
・上記以外
の備品

指定
管理者

指定管理
者が自ら
の費用に
より購入
する（法
人等の自
己負担）

指定
管理者

指定管理
者による
管理(区の
規定に従
う必要は
ない)

・指定管理者が自ら
の判断と費用によ
り原状回復する
（法人等の自己負
担）

指定管理者の指
定替えがあった
場合には、指定
管理者が撤去す
る。なお、指定
管理者からの申
し出があれば寄
付受領等の対応
を行うことを検
討する
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いる事業主に対して課税される税金で、事業所等の床面積を対象とする資産割と従業

員の給与総額を対象とする従業者割とに分かれます。

【注意事項】

事業所税相当額を指定管理業務経費として収支計画に計上する場合は、各年度に４

月から３月分まで課税されたものとして、相当額を計上してください。

（２）消費税

課税対象となる「資産の譲渡等」について、「事業として対価を得て行われる資産

の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう」と規定されていることから（消費税法第

２条第１項第８号）、指定管理料、利用料金収入、事業収入は原則として、その全額

が消費税の課税対象となります。

１５ 障害者差別解消法への対応

施設の管理運営にあたっては、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

(障害者差別解消法)」の趣旨を踏まえ、障害を理由として障害者でない者と不当な差別

的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害しないこととします。また、障害

者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表示があった場合において、そ

の実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよ

う、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施につい

て必要かつ合理的な配慮を行ってください。

１６ ウェブアクセシビリティ及びユニバーサルデザインへの配慮

区では、年齢、性別、個人の属性や考え方、行動の特性等にかかわらず、全ての人が

利用しやすいようにあらかじめ考慮して都市及び生活環境を設計するというユニバーサ

ルデザインの考え方により、「中野区ユニバーサルデザイン推進条例」及びそれに基づ

く「中野区ユニバーサルデザイン推進計画」を定めています。施設の管理運営にあたっ

ては、これらの趣旨を踏まえた配慮を行うものとします。

また、区からの情報発信については、ユニバーサルデザインのほか、ウェブアクセシ

ビリティへの配慮が必須であることから、指定管理者施設のホームページをはじめとし

たウェブコンテンツにおいても、下記の内容を参考に、ウェブアクセシビリティ向上の

取組を行うこととします。

・「みんなの公共サイト運用ガイドライン（２０１６年版）（総務省）」

(JIS X 8341-3:2016 の適合レベル AA に準拠)

・「中野区情報発信のユニバーサルデザインガイドライン」

例）応募法人等の事業年度が１～１２月の場合の指定１年度目（４～３月）の経理

指定管理施設については、４月から３月の期間に課税されますが、応募法人等が

指定管理施設について当該年度末までに納税する金額は、４月から１２月相当分

（事業年度終了月）となります。

この場合、１月～３月分についても、１年度目の未払い金等として処理し、会計

報告をすることとします。
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１７ 高齢者及び障害者の雇用促進並びに障害者就労施設等からの物品等の調達の推進へ

の配慮

施設の管理運営にあたっては、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６

年法律第６８号）」、「障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３

号）」、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平

成２４年法律第５０号）」の趣旨を踏まえ、高齢者や障害者の雇用の促進並びにシルバ

ー人材センター及び障害者施設、高齢者や障害者を多数雇用する企業等からの物品やサ

ービスの調達への配慮を行うものとし、協定に定めることとします。

１８ 環境負荷低減への取組（中野区における環境方針の理解及び配慮への協力について）

施設の管理運営における環境配慮への協力について

区は、区役所本庁舎及び庁外施設における環境負荷の低減を図るため、「環境マネジ

メントシステム」を運用しています。環境マネジメントシステムの運用には事業者の協

力が不可欠であり、施設の管理運営業務等にあたっては、省エネの推進並びに環境負荷

の少ない物品及びサービスの調達など、環境保全に十分配慮するものとします。また、

「中野区電力調達方針」の趣旨に則り、環境負荷の少ない電力（再生可能エネルギー１

００%の電力等）を調達することを原則とします。

１９ 大規模災害時の住民の受け入れ、避難所運営等

中野四季の森公園は、広域避難場所（中野区役所一帯）の一部として指定されていま

す。広域避難場所は東京都が指定しており、災害発生時に身の安全を確保するため、近

隣住民が一時的に広域避難場所へ避難します。このことから、大規模災害時における役

割分担や費用負担等について、協定等に定めることとします。

２０ 指定の取消等

（１）指定の取消、管理業務の停止事由

指定管理者が地方自治法第２４４条の２第１０項による区長等の指示（管理業務又

は経理の状況に関する報告、実地調査、その他必要な指示）に従わないときその他当

該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るとき、区はその指定を

取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じることができます。

（地方自治法第２４４条の２第１１項）

【指定の取消事由】

①区長等の指示に従わないとき。（管理業務又は経理に関する報告、実地調査、その

他必要な指示）

②当該施設の設置条例又は協定の規定に違反したとき。

③公契約条例に定める解除等の事由に該当するとき。

④当該施設の指定管理者募集要項に定めた資格要件を失ったとき。

⑤申込書類の内容に虚偽があることが判明したとき。

⑥指定管理者の業務の実施に際し、不正行為があったとき。

⑦指定管理者の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく

困難になったと区が判断したとき。
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⑧指定管理者から指定の取消又は管理業務の全部もしくは一部の停止を求める申し出

があったとき。

⑨当該施設が、公の施設として廃止されることとなったとき。

⑩指定管理者が暴力団等に該当することが判明したとき。（中野区暴力団排除条例第

７条第５項）

⑪その他、区が当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと判断したと

き。

（２）指定が取り消された場合の賠償等

上記（１）のうち、指定管理者の責めに帰すべき事由により指定が取り消され、も

しくは業務の全部又は一部が停止された場合、指定管理者は、区に生じた損害を賠償

しなければなりません。

また、区が指定管理者の責任により発生した損害を第三者に賠償した場合について

も、区は指定管理者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求

償できるものとします。

なお、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、施設の管理運営業務を遂行できるよう、

引継ぎを行うものとします。

（３）その他の事由による場合

災害その他の不可抗力等、区及び指定管理者双方の責めに帰すことのできない事由

により業務の継続が困難になった場合、事業継続の可否について協議するものとしま

す。

なお、指定管理者が交代となる場合、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、施設の

管理運営業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとします。

２１ 暴力団排除措置

区は、「中野区暴力団排除条例」及び「中野区暴力団排除条例施行規則」に基づき、

暴力団排除活動を推進しています。指定管理者制度による公の施設の管理運営において

も暴力団、暴力団関係者及び暴力団関係者が関与する団体を排除するため、指定管理業

務の実施にあたり同条例等を遵守してください。

２２ 業務の引継ぎ

指定期間後に指定管理者が交代となる場合、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、施

設の管理運営業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとします。

（１）候補者は、指定管理者としての業務を開始するまでの間に、区や関係機関等と円滑

に業務の引継ぎや準備等を行わなければなりません。

なお、引継ぎや準備等に係る経費は指定管理者が負担しますが、具体的には、指定

後協議を行います。

（２）指定管理者は、指定期間を満了し引き続き指定管理者として指定されなかった場合、

または、指定期間中に指定が取り消された場合には、誠意をもって、後継事業者等へ

確実に引き継がなければなりません。指定管理期間終了までに、区及び区の指定する
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者に業務の引継を行ってください。

（３）指定管理期間終了までに、指定管理開始にあたって区が貸与した設備、備品等につ

いては、貸与した時の状態に復元して返還してください。ただし、設備、備品等を適

切に使用した上で、経年劣化により生じた変化は復元を要しません。また、区と新た

な協定を結び、引き続き指定管理者となる場合は返還を要しません。

（４）区又は指定管理者がリースにより備品等を設置している場合で、残存期間がある場

合は、後継事業者等の決定後、引継ぎ等について後継者等と協議してください。

【問い合わせ先】

中野区都市基盤部公園課 公園維持・管理係

電 話 ０３－３２２８－８８４９

ＦＡＸ ０３－３２２８－５６７７

電子メール koen@city.tokyo-nakano.lg.jp

mailto:koen@city.tokyo-nakano.lg.jp
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（別表１）リスク分担表

※負担すべき額は、当該規模に見合った運営費増額及び収入減額とし、具体的な金額は区

と指定管理者の協議により定める。

種 類 内 容 負 担 者

法令等の改正
指定管理者が行う管理運営業務に影響を及ぼす法令等の
変更

協議事項

税制度の変更
指定管理者が行う指定管理業務に影響を及ぼす税制度の
変更

協議事項

物価変動
収支計画に大きな影響を与えるもの 協議事項

それ以外のもの 指定管理者

金利変動 金利変動に伴う経費の増 指定管理者

需要変動
当初の需要見込みと異なる状況の発生による利用料金収
入の減

指定管理者

行政的理由に
よる業務変更

区の行政運用上の理由により、業務内容の変更を余儀な
くされた場合の経費及びその後の業務における当該事情
による運営費の増及び収入の減

区
（※）

施設競合 他施設との競合による利用者減、収入減 指定管理者

施設・設備、
備品の損傷

経年劣化によるもの、又は第三者の行為から生じたもの
で相手方が特定できないもの（1件あたり 130万円を超
えるもの）

区

経年劣化によるもの、又は第三者の行為から生じたもの
で相手方が特定できないもの（130万円以下のもの）

指定管理者
（協議事
項）

指定管理者による管理上の瑕疵によるもの 指定管理者

運営リスク

管理上の瑕疵による施設・設備・備品の不備による事故
や火災等による臨時休館等に伴う運営リスク

指定管理者

管理上の瑕疵によらない施設・設備・備品の不備による
事故や火災等による臨時休館に伴う運営リスク

協議事項

伝染性疾患の感染拡大を防止するための施設の閉鎖 協議事項

損害賠償

指定管理者の責めに帰すべき事由による施設運営上の利
用者、周辺住民等への損害

指定管理者

上記以外の場合 協議事項

不可抗力

不可抗力（洪水、地震、火災、争乱その他の区又は指定
管理者のいずれの責めにも帰すことができない自然的又
は人為的な現象）に伴う、施設・設備・備品の修繕によ
る経費の増加

協議事項

災害時

自然災害時、本施設が防災拠点として利用されている間
の業務停止による運営リスク 区

（※）自然災害時、本施設が防災拠点として利用されている間
の業務停止による維持管理リスク
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（別紙１）個人情報取扱特記事項

（基本的事項）

第１ 指定管理者は、この協定に定める事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては，

個人情報に係る区民等の基本的人権を尊重するとともに、個人情報の保護を図るため必要な措

置を講じなければならない。

（秘密の保持）

第２ 指定管理者は、この協定に定める事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に使用してはならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様

とする。

（安全管理措置）

第３ 指定管理者は、個人情報の漏えい、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理

のために必要な措置を講じなければならない。

（収集の制限）

第４ 指定管理者は，この協定に定める事務を処理するために個人情報を収集するときは，当該

事務を処理するために必要な範囲内で、適正な手段により収集しなければならない。

（従業者の監督）

第５ 指定管理者は、その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全

管理が図られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければならない。

（目的外利用・提供の禁止）

第６ 指定管理者は、中野区の同意がある場合を除き、この協定に定める事務処理以外の目的の

ために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

（複写又は複製の禁止）

第７ 指定管理者は、中野区の指示又は承諾がある場合を除き、この協定に定める事務を処理す

るために中野区から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならな

い。

（資料等の返還等）

第８ 指定管理者は、この協定に定める事務を処理するために中野区から貸与され、又は指定管

理者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この協定の終了後直ちに中

野区に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、中野区が別に指示したときは、当該方法に

よるものとする。

(報告、資料の提出等）

第９ 中野区は、個人情報を保護するために必要な限度において、指定管理者に対し、個人情報

を取り扱う事務について管理状況の説明若しくは資料の提出を求めることができる。

（事故発生時における報告）

第10 指定管理者は、この協定に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったと

きは、直ちに中野区に報告し、その指示に従わなければならない。

（再委託の禁止）

第11 指定管理者は、中野区の指示又は承諾があるときを除き、個人情報の取扱いを第三者に委

託してはならない。

(契約の解除及び損害の賠償）

第12 中野区は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をするこ

とができる。

(1) この契約による事務を処理するために指定管理者又は再受託者が取り扱う個人情報について、

指定管理者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えい、改ざん及びき損があったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成するこ

とができないと認められるとき
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（別紙２）中野四季の森公園等指定管理者選定 審査基準及び提案内容

【信頼性・社会性評価】

【第１次審査（書類審査）】※詳細はｐ．３４のとおり

評価項目 評価内容 審査基準
評価
点

共同体の場
合平均点

配点

１

営業（活
動）の拠
点の所在
地

中野区内におけ
る営業（活動）
拠点等の有無

区内に営業拠点等（本店を
含む）あり

5

10区内に本店あり
※グループ応募の場合は何
れかの構成法人等を対象

10

２
ISO ﾏﾈｼﾞﾒ
ﾝﾄの取組
等

ISO9000 ｼﾘｰｽﾞ及
び ISO14000 ｼﾘｰ
ｽﾞ（ｴｺｱｸｼｮﾝ 21
含む）の認証

いずれも取得している 10
10

いずれかを取得している 5

３
障がい者
の雇用状
況

雇用期間 1 年以
上を対象
※法定雇用率
2.3％換算
※法定義務のあ
る企業（従業員
43.5 名以上）

法 定義
務 のあ
る企業

法定雇用率以上の
雇用あり

10

10
雇用あり（法定雇
用率未満）

5

法 定義
務 のな
い企業

雇用あり 10

４
高齢者の
雇用状況

雇用期間 1 年以
上のものを対象

雇用あり 10 10

５
男女共同
参画の状
況

育児・介護休業
制度の有無

あり 10 10

６
個人情報
保護の取
組

ISMS 及びﾌﾟﾗｲﾊﾞ
ｼｰﾏｰｸの認証取
得

いずれかを取得している 5 5

合 計 60

評価項目 配点

１ 施設の運営方針

２ 安定的に施設サービスを提供できる体制とそれを実現可能とする能力

３ 施設の適切な維持管理

４ 区民の平等・公平な利用の確保

５ 施設運営サービスの向上、利用者増の取組

６ 魅力的な事業の展開

７ 設置を行う公園施設の妥当性

８ 地域・他機関との連携、中野区民への還元

９ 施設の効率的な運営

合 計 300
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【第２次審査（プレゼンテーション）】

【合計得点】

評価項目 審査基準 配点

１ 基本姿勢
施設の設置目的や指定管理者の役割を踏まえた運営方針を

持っていること
20

２ 中野区への理解
施設の状況のほか、中野の特徴や区政の現状について理解

があること
20

３ 熱意 指定管理者として業務に対する意欲及び熱意があること 20

４ 独自性
独自の技術、ノウハウを提示し、利用者増につながる魅力

ある提案であること
20

５
実現可能性（具

体性）

提案内容が施設条件や財政状況を勘案して充分に実現可能

であること
20

６ ヒアリング 質問に的確に応え、十分な説明ができていること 20

７ 総合評価
プレゼンテーション及びヒアリングを通して、質の高いサ

ービスを安定的に継続して行える信頼性が感じられること
20

合 計 140

信頼性・社会性評価
＋

第１次審査
＋

第２次審査
＝

合 計

/60 /300 /140 /500
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評価項目 審査基準 提案内容 評価
評価点
倍率

満
点

１
施設の運営
方針

ž 施設の設置目的や施設運営の考え方、区の関連計画等
の趣旨を踏まえた理念及び施設運営方針があるか。

ž 区政目標達成に貢献する明確な成果目標と達成可能な
指標を持っているか。

（１）指定管理者としての基本方針及び応募
動機

1～5 ２
15

（２）指定期間で達成していく成果目標・指標 1～5 １

２

安定的に施
設サービス
を提供でき
る体制とそ
れを実現可
能とする能
力

ž 類似施設の管理に実績があり、安定した運営が行える
か。またノウハウ等がよりよい運営に生かせるか。

ž 施設の管理を行うにあたり、十分な人的能力を有し、
事業内容の遂行と良質なサービス提供に適した人員が
配置されているか。

ž 人材について配置、育成、確保策は適切かつ効果的
で、安定したサービスや技術が継続して行えるか。

ž 現場の人員だけでなく、災害時等必要な際に、区内業者
を活用し、応募法人等として対応する体制をとれるか。

ž 障害者、高齢者の雇用や関連団体との契約等の配慮、
区内業者の活用等が図れているか。

（３）応募法人等の概要（法人の特色・グル
ープ内での役割分担）

1～5 １
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（４）応募法人の類似施設管理等の実績 1～5 ２

（５）人員配置計画 1～5 １

（６）人材育成計画・人材確保策 1～5 １

（７）応募法人等の体制（緊急時、繁忙期等
の対応）

1～5 ２

（８）雇用・再委託の計画（配慮する事項） 1～5 ２

３
施設の適切
な維持管理

ž 施設管理手法及び維持管理体制が明確になっており、
安全かつ安定的な施設管理ができるか。

ž 今後の施設整備や改修の計画について、区のサポート
をする能力を有しているか。

ž 防犯・防災、事故・緊急時等における、区内業者を活
用した安全管理体制は適切か。

ž 目標を持って、環境に配慮した施設運営を行えるか。

（９）維持管理業務の基本的な考え方と応募
法人等の能力

1～5 ３

45

（10）植栽管理について 1～5 ３

（11）安全管理体制 1～5 １

（12）修繕・工事に関する考え方 1～5 １

（13）環境目標・活動について 1～5 １

４
区 民 の 平
等・公正な
利用の確保

ž 施設利用に関し、公平性を維持し利用者の声を反映さ
せるための考え方と方策を持っているか。

ž 多様な利用者が施設を利用することについて、十分な
配慮があるか。

ž 個人情報保護について十分な配慮があり、必要な措置
を講じているか。

（14）利用者の意見・要望の把握とその反映 1～5 １

15（15）多様な利用者に対する配慮 1～5 １

（16）個人情報の保護、情報の管理について 1～5 １

５

施設運営サ
ービスの向
上、利用者
増の取り組
み

ž 施設運営において、地域特性や利用者ニーズ等を把握
した、サービス向上に資する具体的かつ実効性のある
方策を示しているか。

ž 本公園の施設特性を踏まえた運営上の工夫があるか。
ž 施設の利用率向上や情報発信等による集客向上の提案
に実効性が見込めるか。

（17）公園施設の管理運営方法 1～5 ３

30（18）催事等に係る利用条件について 1～5 ２

（19）来園意欲を向上させるための方策 1～5 １

６
魅力的
な事業
の展開

指
定
事
業

ž 区からの指定事業を受託する能力を有し、充実させる
ための工夫や提案を行っているか。

ž 指定事業の内容は本公園の特性や利用者ニーズ等を踏
まえた適切なものとなっているか。

ž 利用者満足度の向上等に資するとともに、関連計画の
趣旨を十分くみとった提案があるか。

ž 情報発信等に集客向上のための工夫はあるか。

（20）案内窓口等の運営体制案 1～5 ２

45

（21）公園の利活用促進に関する事業の企
画・提案

1～5 ２

（22）情報の発信及び広報計画 1～5 １

自
主
事
業

ž 自主事業の内容は本公園の特性や利用者ニーズを踏ま
え、かつ事業目的に合致するものとなっているか。

ž 収益施設等において提供するサービス内容等は適切か。

（23）収益施設等の運営について 1～5 ２

（24）その他自主事業の企画・提案 1～5 ２

７
設置を行う
公園施設の
妥当性

ž 案内窓口等は、効果的な常駐管理を実施するのに相応
しい機能を有しているか。

ž 収益施設等の配置や形態等は、本公園の特性を踏まえ
たものとなっているか。

ž スケジュールや工程等は適切か。

（25）案内窓口等の設置計画 1～5 ３

30

（26）収益施設等の設置計画 1～5 ３

８

地域・他機
関との連
携、中野区
民への還元

ž 協力が得られる地域や関係団体等は豊富で適切か。ま
た、連携事業の具体的な計画があるか。

ž 自主事業により得られた利益等の還元を含め、具体的
な貢献策を有しているか。

ž 自らの権限・責任を持ち自立しつつ、区との連絡体制
が整っているか。

（27）地域・関連団体・周辺施設等との連携
協力

1～5 ２

35（28）自主事業で得られた利益還元の考え方 1～5 ２

（29）公園施設設置管理許可に基づき区に支
払われる土地使用料

1～5 ３

９
施設の効率
的な運営

ž 効率的な施設運営により経費を縮減するための具体的
な計画を有するか。

ž 収支の計画が適正かつ実現可能であるか。

（30）指定管理料の縮減策 1～5 ３

25（31）収支計画
※（１）～（30）の内容と様式９（収支
計画）を総合的に評価

1～5 ２

（32）価格点【50×{1-(見積金額/指定管理料参考価格)}】
※15 点を上限とする。
※任意業務を実施する場合は、個々に価格点を算出し
たのち、加重平均を計算する。

15

合 計 300


