
資料１

利用者アンケート調査結果

１ 実施日時・時間帯

（１）日時等

４月～５月の利用繁忙期における平日２日間、土・日・祝日２日間の計４日間とし、

平日と土・日・祝日とで同様の調査数を得ることとした。なお、雨天時は順延とした。

（２）時間帯

7:30～18:00 までとし、下記ⓐ～ⓔの区分により、各時間帯ごとの調査数に大きな偏

りが生じないようにした。

ⓐ朝 （ 7:30～ 8:30） ⓑ午前（9：30～11:30） ⓒ昼（12:00～13:30）

ⓓ午後（14：30～16：00） ⓔ夕方（16:00～18:00)

２ 実施方法

（１）調査方法

対面での調査票記入方式とした。（調査員２名が園内の利用者に調査票を渡して回答

をご記入いただくか、利用者に質問を行いながら調査票に回答を書き込む）

（２）回収サンプル数

目標を 80 サンプルとし、計 100 人から回答を得た。

（３）対象エリア

中野四季の森公園の芝生エリア（中野４－１３）及びイベントエリア（中野４－１

２）とし、両エリアの調査数に大きな偏りが生じないようにした。

３ 実施状況

日 時 時間帯 調査人数 備 考

令和４年４月２０日（水） ⓐ～ⓔ ２１人

４月２２日（金） ⓐ～ⓔ ２９人

４月２３日（土） ⓐ～ⓔ ３０人

４月２４日（日） ⓐ～ⓒ １１人 ⓓ、ⓔは雨天のため順延

５月 ３日（火・祝） ⓓ、ⓔ ９人 ４月２４日順延分

合 計 １００人 平日５０人、土・日・祝５０人



４ 調査結果

（１）利用者の構成

①どこから来たか

ž 平日、土・日・祝日共、中野区内からの徒歩での来園者が多かった（５５％）。

ž 近隣の学校からの利用者は一定程度（４％）見られたが、近隣の職場からの利用

者は見られなかった。（要因として、勤務前後での一時的な滞在あるいは通過の

みのため、アンケート調査の協力を得るのが難しかったことがあげられる。）

図１ どこから来たか

②グループ構成

ž 平日、土・日・祝日共、家族や親戚、あるいは１人での利用が多かった。

ž 子ども同伴の家族連れも一定程度見られた（平日１４％、土・日・祝日２

１％）。

ž 友達や職場の仲間等との利用は比較的少なかった。

図２ グループ構成
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③利用頻度

ž 平日については、「週に数回」「ほぼ毎日」「月に数回」の順に多かった一方、

土・日・祝日については「週に数回」「月に数回」「ほぼ毎日」の順に多かった。

ž 土・日・祝日については、「年に数回」も一定程度見られた。

図３ 利用頻度

④利用目的（複数回答）

ž 平日は「散策」「休息」「食事」の順に多かった一方、土・日・祝日については

「散策」「休息」「遊び」の順に多かった。

ž 「その他」については、ペットの散歩や近隣のフリーマーケットと合わせた利用

などが見られた。

図４ 利用目的
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⑤年齢層

ž 平日、土・日・祝日共、幅広い年齢層に利用されていたが、とくに 30～40 代の

利用が多かった。

※10 代以下については、同伴の保護者を対象に調査を行った。

図５ 年齢層

⑥性別（調査員判断）

ž 平日、土・日・祝日共、男女の偏りなく利用されていた。

図６ 性別（調査員判断）
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（２）設問回答

①どのようなイメージの公園ですか？（自由記述、複数回答可）

ž 「みどりや芝生」に関する回答が多く、次いで「利用」「施設」に関する回答が

多かった。

ž 大半が肯定的な回答であった。

【みどりや芝生に関して】（４２％）

・芝がきれい。広々として緑が多い。子どもと楽しみやすい

・緑が多く憩いの場で大切です。散歩をしていてほっとする

・芝生でゆっくり出来る。ピクニックに最適

・芝生が養生で入れないことが多い

・子どもを裸足で遊ばせられる良い公園

【利用に関して】（２１％）

・家族連れ、学生、仕事をしている人など、いろいろな人が利用している

・平日は学生や会社勤めの人々の昼食利用、休日は家族連れ客

・犬の散歩で交流

・高齢の人が少ない。子連れや学生など若い人が多い

・タバコを吸う人がいなくて良い

・友達とゆったり過ごせる

【施設に関して】（１７％）

・中野区の中心的な公園である

・噴水がある

・狭い中野のまちと対照的。駅から近いけど開放的

・ビル風が強い

・広くて清潔。おしゃれでさわやかなイメージ

・コンクリートが多い

・駐輪場がわかりづらい

・遊具が無い

【賑わいに関して】（１１％）

・特に土日は人が多く、賑わっている

・カルチャーがある

【催しに関して】（５％）

・催し物が良く行われていて楽しそう

・イベントが行われる公園

【アクセス・周辺施設等に関して】（５％）

・集まりやすい。駅から近い

・近くに飲食店やコンビニなどがあって便利な公園



②公園のどのようなところが魅力ですか？（選択式、３つまで選択可）

ž 「緑とまちの景色」（２４％）と「芝生の広場」（２４％）が同程度を占め、最も

多かった。

ž 上記に次いで「駅やお店が近くにある」（１７％）が多かった。

ž 「その他」については、ベビーカーでの散歩、近隣施設のケータリング、安心し

て集まることができる、シェード（簡易テント）が使える等があげられた。

図７ 公園のどのようなところが魅力か

③現在、築山の芝生部分は「魅せる」芝生として景観を保つため、利用出来ません

が、今後、その芝生部分を利用したいと思いますか？（選択式、いずれか１つ）

ž 「利用したい」と「今のままで良い」が同程度を占めた。

図８ 築山の芝生部分を利用したいと思うか

⇒（「利用したい」を選択した方）どのように利用したいかお聞かせください。
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④－１ 公園でイベントを実施する場合、どの位の頻度が良いですか？（選択式、い

ずれか１つ）

ž 「ある程度やって欲しい」という回答が最も多く、具体的には「月数回」が半数

を占めた。

ž 毎日やって欲しいという回答は得られなかった。

図９ イベント実施頻度（左：どの位が良いか、右：具体的にどの程度が良いか）

⇒理由等（自由記述）
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【たくさんやって欲しい】（１９％）

・にぎわいを生むため

・子どもが喜ぶから

・最近イベントが行われていないから

【ある程度やって欲しい】（６７％）

・自然とのバランスを考えて

・のんびりしたい。ゆっくりとした静かな雰囲気も魅力

・やり過ぎると賑やかすぎて利用しにくいので適度が良い

・イベントが多いと公園が汚れる

・平日は仕事で参加しづらい

・芝で遊びたいので

・子育てから解放されて気分転換になり、非日常を味わえる

【あまりやって欲しくない】（７％）、【やって欲しくない】（７％）

・人が多く集まってしまうので

・混む

・子どもが参加できるイベントなら良い



④－２ イベントを行う場合、時間帯や曜日はいつが良いですか？（選択式、複数回答可）

ž 土・日・祝日を希望する回答が多かった（８０％）。

ž 時間帯は、平日、土・日・祝日共、「午前（９時～）」「昼（12 時～）」を希望す

る回答が多かった。

図１０ イベントの実施を希望する時間帯と曜日

⇒理由等（自由記述）

⑤－１ 管理棟に授乳室がありますが、利用しやすいですか？（選択式、いずれか１つ）

ž 「利用していない」が大半を占めた。理由として、施設の存在を知らないという

声が多かったほか、回答者の家族に乳幼児がいないことも想定される。

図１１ 授乳室は利用しやすいか
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【平日】（２０％）

（自由記述は得られなかった。）

【土・日・祝日】（８０％）

・子ども連れや学生など、幅広く利用出来る

・仕事が休みだから

・集客やにぎわいが見込める

・ランチついでに参加できる

・午前中から活動したい



⇒理由等（自由記述）

⑤－２ このほかに欲しい乳幼児向けのサービスなどがあればご記入ください。（自

由記述、複数回答可）

⑥今後、中野四季の森公園にあったら良いなと思う施設やサービス等はありますか？

（選択式、複数回答可）

⑥－１ 施設・サービス等

ž 「軽食やテイクアウトが出来るカフェ」が最も多く（２４％）、「駐輪スペー

ス」（１７％）、「子どもが遊べる遊具」（１６％）がこれに次いで多かった。

図１２ 公園にあったら良いなと思う施設・サービス等

⇒具体的にどのような施設やサービスが欲しいか（自由記述）
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・知らなかった。利用してみたい
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・もう少し数を増やしても良い

・ミルクやおむつ、水着などの販売

・遊具や絵本などの貸し出し

【軽食やテイクアウトが出来るカフェ】（２４％）

・簡単に利用出来るお店

・おにぎり屋、パン屋

【レストラン】（７％）

・ファミリーレストラン
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・ドラッグストア、スーパー、ホームセンター

・子どもが文化体験を出来るような施設

・屋台



⑥－２ イベント

ž 「自然や植物とふれあえるイベント」（２５％）が最も多く、「子ども向けのイ

ベント」（１５％）、「ペットと楽しめるイベント」（１４％）、「飲食系イベン

ト」（１４％）がこれに次いで多かった。

図１３ 公園にあったら良いなと思うイベント

⇒具体的にどのようなイベントをやって欲しいか（自由記述）
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・滑り台、ブランコ、うんてい

・木登りが出来るような木

【駐輪スペース】（１７％）

（自由記述は得られなかった。）

【キッチンカー】（１３％）

・食の多様性を体験できるもの

・お弁当

【レジャーシート等のレンタルサービス】（９％）

・気兼ねなく立ち寄れるように出来るもの

・縄跳び

【その他】（４％）

・ＢＢＱ、ドッグラン

・フリーオフィス

・今くらいで良い

【ボール遊びができるイベント】（９％）

・運動不足を解消したい

・教室型のイベント



⑥－３ 公園の魅力づくり

ž 「きれいな環境の保持」（４５％）が最も多く、「花や樹木等の充実」

２７％）がこれに次いで多かった。

図１４ あったら良いなと思う公園の魅力づくり
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・昆虫さがし

・きれいな花と触れ合いたい

【ペットと楽しめるイベント】（１４％）

（自由記述は得られなかった。）

【子ども向けのイベント】（１５％）

・交通ルール教室

・子どものフリーマーケット

・体操

・工作系の教室

【ヨガや健康づくりイベント】（１１％）

・朝ヨガ

【夕方や夜のイベント】（７％）

・ジャズや軽音楽

・ビアガーデン

【飲食系イベント】（１４％）

・餃子、かき氷、肉、クラフトビール。

【その他】（４％）

・音楽イベント、バザーやフリーマーケット

・お笑い



⇒具体的にどのような魅力づくりをやって欲しいか（自由記述）

⑦中野四季の森公園に関して自由に意見をお聞かせください。（自由記述、複数回答可）

【ボランティア活動】（６％）

・マナー違反を注意してほしい

【ＨＰや広報の充実】（６％）

・ポスターの充実、イベントの宣伝

・お知らせが分かりやすいと良い

【花や樹木の充実】（２７％）

・木陰がある場所を作ってほしい

・緑以外に花もあると楽しい

【きれいな環境の保持】（４５％）

・ゴミもなく清潔で利用したい公園

・現状維持を希望

【常駐スタッフによる見守り】（１４％）

・スケートボードや、犬を芝生に入れる等の行為の監視

【その他】（２％）

・ドッグラン

・ペットを芝生に入れられるようにしてほしい

・スケートボードや自転車の乗り入れを可能にしてほしい

【施設に関して】（４４％）

・ベンチを増やしてほしい。３人用は１人座ると他の人が座れない

・自転車置き場が必要

・木陰を増やしてほしい

・人が多いので仕方ないが、芝生がもっと元気だと良い

・芝生の養生の時、一部でも使えたら良いなと思う

・遊具があると良い

【利用に関して】（３３％）

・自転車走行やスケートボードが危ない

・ボール遊びをしている人がいて困る

・夜、大声で騒いでいる人がいる

・ジョギングを規制してほしい

・芝生上へのゴミのポイ捨てが気になる

・犬のマナーの悪い人がいる

【感想等】（２３％）

・このままでいてほしい

・大切な場所なので今までの良さを守って欲しい。大きな変化は希望しない



・いつもきれいで過ごしやすく家族全員この公園が大好きです

・管理棟の多目的スペースをたまに使っている。トイレもきれい

・都内で近くにこういう広場的な公園があるのは良い
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資料３

1

中野四季の森公園等指定管理業務基準【必須業務】

中野四季の森公園等の指定管理者が行う管理運営業務のうち、必須業務の内容及び範囲

等は、この基準による。

ただし、点検項目や回数については区との協議により追加・変更する可能性がある。

１ 組織体制等

（１）組織体制

施設の指定管理業務に関して統括的に責任を負う、常勤の統括責任者を１名、およ

び統括責任者と同等の能力を有する副統括責任者を１名以上配置し、中野区の施設の

専任とする。

また、上記のほか、指定管理業務の実施に必要な従業員を確保するとともに、業務

の状況を随時考慮し、必要に応じて従業員の増員を図るなど、適切な組織体制を構築

する。

（２）配置職員の届出及び変更

毎年度の事業計画書の提出において、配置する職員の氏名や資格等を記載した名簿

及び、所有している修了証等の写しを提出する。

また、年度途中で職員の交代を行う場合は、予め区に届け出る。

（３）資格及び職員の資質向上

施設の管理運営を適切に行うため、法令等で定められた又は業務上有効と思われる

有資格者等を適切に配置する。

また、職員の資質向上や業務に必要な知識・技術の習得のため、研修の積極的な実

施等に努める。

２ 運営管理に関する業務

（１）施設の解錠、施錠等

下記の各施設について、開館、閉館時に解錠、施錠作業及び利用者の誘導を行う。

また、施錠後についても適切に管理すること。

①中野四季の森公園管理棟（多目的スペース）

午前９時～午後５時（ただし、提案内容を踏まえ変更する場合がある。）

②中野四季の森公園管理棟（便所及び通路）

午前５時～午後１０時

③中野四季の森公園イベントエリア便所

午前５時～午後１０時

④囲町ひろば便所

午前５時～午後１０時
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（２）公園施設利用者への対応

・利用ルールやマナーの周知、指導

・バイク・自転車等の公園内走行の抑制、利用管理

・要望や苦情、トラブル等への対応

・遺失物管理、引渡し等

・事故等への対応

（３）池・流れの利用管理

・監視員を１名以上配置し、利用ルール・マナーの周知・指導を行う。

・池・流れ内及びその利用に供する範囲において、異物・危険物除去・清掃及び管理

を行う。

※利用期間、利用時間は以下のとおりを想定。利用ルールを含め、より効果的な運営

方法について区と協議し定める。

※利用ルールについては、現行の運用（資料５「池流れの利用について」）を参考に

定めること。

利用期間（予定）：ＧＷ～９月末

利用時間（予定）：日中のみ

（４）公園の臨時的占用の許可等に関する業務

中野区立公園条例に基づき、写真やロケーション（動画）撮影又は催しのための臨

時的な占用について、申請承認等の手続きを行う。

・申請受付、利用説明、承認書の交付（書式は区と協議し定めること。）

・占用料（利用料金）の徴収及び減額、免除（未払い者については、督促状を送付し

支払いの催促を行うこと。）

なお、イベント等の許可に際しては、現在、資料６「中野区立中野四季の森公園管

理運営要綱」及び資料７「中野四季の森公園 利用条件」に基づき審査を行っている。

指定管理者による外部イベント等の承認基準はこれに準じて定めることとし、運用上

の疑義が生じた場合や利用条件を変更する場合は、事前に区と協議すること。

（５）利用者の声の把握

意見交換会やアンケートにより、利用者ニーズの把握に努め、利用者の意見・要望

等を管理運営に反映させること。

（６）周辺地権者等との連絡調整、事業協力等

①中野四季の都市維持管理定例会に出席し、維持管理状況等の報告を行う。（年４回）

②中野駅周辺エリアマネジメント協議会について、区の求めに応じ、必要な調整や協

力等を行う。

③囲町東地区第一種市街地再開発事業について、区の求めに応じ、必要な調整等を行

う。

※①～③の他の会議や事業等についても、指定する場合がある。

・
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３ 設備等維持管理業務

法定・自主点検整備を適切に行い、各設備等を常に良好な状態に維持し施設運営に支

障のないように努める。募集要項や本基準、指定後の協定に基づき区との協議が必要な

ものについては、速やかに区に報告し、対応を協議すること。

（１）管理棟等の設備維持管理に関する業務

①日常点検

ア セキュリティー動作確認

イ 空調設備動作確認

ウ 監視カメラ動作確認

エ シャッター動作確認

オ ＡＥＤ機器点検業務

カ 放送設備作動確認

キ 電気工作物点検業務

②定期点検

点検等により故障等が発見されたものについては、速やかに修繕を行うこと。な

お、法令等により定められた点検業務等については、法令等に則って実施すること。

ア 非常用発電機設備保守点検業務 適 宜

イ 消防設備保守点検業務 年２回

ウ 空調設備保守点検業務 年２回

エ 給水・排水設備点検業務 年１回

オ 受水槽清掃点検業務 年１回

カ 電気設備点検業務、球切れ交換 適 宜

キ 一般用電気工作物点検業務 適 宜

③環境衛生管理業務

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に準拠し環境衛生に留意すること。

(２) 公園施設の維持管理に関する業務

①園路・休養施設（ベンチ・水飲み等）、イベント広場（インターロッキング舗装）、

トイレ等

ア 日常点検（破損・いたずら等の点検）

ž 目視点検等を行い、いたずらや利用に支障のある破損の有無を確認し、発見し

た場合には、修繕又は利用中止の判断等を行って対処する。

ž ガラスや石等の危険物の除去や、糞害がないかの確認等を行う。

ž そのほか目視、打視にて安全確認を行う。

ž トイレの水漏れ点検を実施し、正常に動作しているか確認する。

イ 定期点検（安全性、耐久性等の点検）

ž 専門家による点検を実施する。 ３年に１回

ž ベンチ・水飲み等の破損時は修繕を行う。 適 宜

②水景施設（池・流れ・噴水）

ア 日常点検（汚れやゴミの確認・除去）

ž スタッフによる目視点検等を行い、いたずらや破損の有無等を確認し、発見し

た場合には、修繕又は利用中止等の判断を行って対処する。
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ž 流れのポンプが正常に動作しているか確認を行う。

イ 定期点検（水質・循環設備等の点検）

ž 池・流れ設備保守点検 年４回

ž 封液補充 年１回

※多様な水景を演出する噴水施設については、設備的な点検に留まらず、意匠的

な調整や機敏な状態管理が求められる。

ウ 池・流れの水質管理

ａ 水質の測定（利用頻度が多い期間のみを対象。※ＧＷ～９月末頃を想定）

・〔プール基準(6 項目)〕

4検体／回×18 回＝計 72 検体

カスケード、下池各 2検体ずつ採取。

※プール基準（6項目）：遊離残留塩素、PH 値、濁度、過マンガン酸カリウ

ム消費量、大腸菌、一般細菌

・〔レジオネラ属菌〕

2検体／回×1回＝計 2検体

カスケード、下池各 1検体ずつ採取。

ｂ 水質を保つための塩素濃度調整

・残留塩素濃度目標値は、開放期間は 1.0mg/ℓ、それ以外は 0.1mg/ℓとする。

（利用頻度が多い時期は週２回以上、それ以外は月 1～２回程度実施）

③管理施設（フェンス、園内灯、園名板等）

点検等により故障等が発見されたものについては、速やかに修繕を行うこと。

ア 日常点検（汚れや破損等の確認・除去）

・目視点検等を行い、いたずらや破損の有無を確認し、発見した場合には、修繕

又は利用中止等の判断を行って対処する。

④防災施設（防災井戸、マンホールトイレ）

災害時において確実にその機能を発揮できるように日常点検を実施すること。

⑤自家用電気工作物（イベントエリア）

電気事業法第４２条に基づき、イベントエリアにある自家用電気工作物の保守点

検を実施すること。また、点検を実施する際は、事前に区へ連絡すること。

・月次点検（隔月） 年６回

・年次点検 年１回

・臨時点検 適 宜

（３）清掃業務

①管理棟

ア 日常清掃業務

利用者の利用に供する各所において清掃を実施し、快適で衛生的な施設環境を

保つこと。利用者がいない時間に清掃を実施し、次の利用者が快適に使用できる

よう心がける。（壁、窓は日常的に清掃を実施する。）

清掃作業実施中は、入り口に「清掃中」の表示をすること。



5

イ 定期清掃業務

ａ 空調設備清掃 年２回

ｂ フロアワックスがけ 年２回程度

ｃ 高圧洗浄清掃（外窓、外壁は、高圧洗浄にて清掃を行う） 年３回程度

②園内全般（園路、多目的広場、トイレ、側溝・桝ほか）

ア 日常清掃

ａ 機械（ブロワ）での清掃を行う場合は、近隣及び来園者へ音や埃の害が極力

出ない時間帯とする。なお、落葉期は、近隣及び来園者に配慮しながら適宜実

施する。

ｂ 公園に接する道路に発生した、公園内の樹木による落ち葉、枝等の除去作業

を行う。

ｃ 住宅に近い場所は機械での清掃を行わず、箒等によって行う。

ｄ 乾燥時には、埃飛散防止のため水をまいてから清掃をするなど、利用者へ配

慮した作業を実施する。

ｅ 池・流れの清掃は、日常点検と共に落ち葉やごみの除去作業を行う。特に、

利用者の多くなる夏季は適宜点検を実施し、不純物を除去する。

ｆ トイレを清潔な状態に清掃する。（ペーパーは適宜補充）

イ 除草・草刈

・園路沿い、植え込み周り、草地広場

景観的に見苦しくなる部分であるため、目立つ前に随時実施する。

ウ 定期清掃

ａ 排水施設清掃 年１回

ｂ 池流れの水を止めて水を抜き、泥等の撤去、高圧洗浄等を行う。 適 宜

ｃ トイレは尿石除去剤を便器に付着している尿石に直接ふりかけ、

尿石を十分に分解させた後、タワシ等で除去し水洗いする。 年１回以上

（適 宜）

③ 廃棄物処理業務

ア 廃棄物管理責任者の選任

指定管理者は廃棄物管理責任者を選任し、廃棄物の減量、適正処理に努める。

イ リサイクル（古紙・アルミ缶等）

資源回収対象物は、分別保管し、業者を選定して適時処理する。

ウ 廃棄物収集運搬

ａ 中野区ごみ分別区分をもとに分別し、搬出する。 適 宜

ｂ 粗大ごみは、ある程度の量となったら、搬出する。 適 宜

ｃ 蛍光灯・ダンボール・雑誌類はリサイクルゴミとして搬出する。 適 宜

エ 記録及び報告

廃棄物の処理状況の記録及びマニフェスト伝票は、法令等に従い保管するとと

もに区の要請に応じて報告する。

（４）警備・保安業務

対象施設における火災、盗難、汚損、破損等を防止するとともに、不法・不良行為を

排除し、財産の保全及び利用者の安全確保を図り、業務の円滑な運営に努めること。

なお、現在園内の巡回警備については、中野四季の森公園等と公共空地の警備に係る
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協定に基づき、区より本公園に隣接する中野セントラルパーク内の公共空地の警備を実

施している事業者に委託し、実施している。

①園内全域の巡回（夜間含む）

②不審者、不審物、不審車両等の発見、侵入阻止

③異常発生時の対応

④火災、盗難等の事故防止及び初期対応

⑤建物外壁及び敷地内等の見回り

⑥不要灯の消灯、必要灯の点灯の確認

⑦台風接近その他強風、豪雨、積雪、落雷等による施設の被害の確認及び安全措置

⑧その他保安上必要な事項

４ その他必要と定められる業務

（１）緊急時の対応

①施設での火災、犯罪等の発生防止に努め、財産の保全を図るとともに利用者の安全

確保に努めること。

②地震・火災等の災害の発生、及び施設利用者・入館者等の傷病・事故等の発生に備

えて、対応マニュアルを定め、日ごろから訓練を行うなどの態勢を整えること。

③災害時には、本公園を含む中野区役所一帯は、広域避難場所として指定されている

ため、区の指示に従い、協力し対応すること。

（２）各種資料等作成業務

①区より、業務遂行上、各種調査・アンケート等の依頼があった場合に、指定管理者

に回答の作成、または関連資料の提出を求める場合がある。さらに指定管理者から

直接回答・報告を依頼する場合がある。

②①のほか、指定管理業務に関連する資料（例：予算・決算、利用統計、施設、設備

に関するもの）等について、区の指示により作成すること。



資料４

1

中野四季の森公園等指定管理業務基準【任意業務】

中野四季の森公園等の指定管理者が行う管理運営業務のうち、任意業務の内容及び範囲

等は、この基準による。

ただし、項目や回数については区との協議により追加・変更する可能性がある。

※本業務を実施しない場合は、区で別途植栽管理を行うこととなるため、指定管理者と

して必要な調整や連携事項等について、様式８（提案書）において示すこと。

※本業務に係る経費については、必須業務と分けて様式９（収支計画）に示すこと。

１ 設備等維持管理業務

公園植栽を常に良好な状態に維持し、施設運営に支障のないように努める。募集要項

や本基準、指定後の協定に基づき区との協議が必要なものについては、速やかに区に報

告し、対応を協議すること。

（１）公園植栽の維持管理に係る業務

中野四季の都市（まち）の核となるオープンスペースとして、来園者の利便性や安全

性を向上させるとともに、指定期間を通じた長期的な視野に立ち、良好な都市景観の形

成に資する植栽管理を実施する。

①育成管理業務

ア 剪定業務

ａ 整姿剪定

ž 定期的な剪定により安全性を確保するとともに、園路や広場への過度な伸長
を抑制する。

ž 個々の樹木の特性や生育環境等を踏まえて樹形形成を適正に図りながら、ま
ちの景観調和を高める管理を行う。

ｂ 刈り込み

ž 花木は、開花後、花芽が形成される前に実施し、翌年の開花を維持する剪定
を行う。

ž 他の園路沿いや広場に面した低木等は、成長に合わせて、随時、抑制管理を
行う。

ｃ ヒコバエ等の剪定

ž 生育や樹形に支障を与える伸長枝は、随時、剪定を行って樹形の維持を図る。
イ 芝生管理

ž 芝草やスポーツターフに対する専門的な知見を活用し、芝生地を来園者の利
用に供しつつ、都市景観としての良好な緑を維持する。

ž とくに多目的広場については、年間を通じてまちの象徴的な緑地として維持
するとともに、その利便性にも配慮する。

ž 目土かけ、補植、エアレーション、施肥、小石の除去等を適切に行う。
ž 適宜刈り込み、除草を行い、雑草の繁茂を防ぎ、利用者が快適に利用できる
よう、芝生地を適正に持続・育成させる管理を行う。

ž 刈り取った芝等はすみやかに園外に搬出し、適正に処分する。
ž
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② 臨時整備（障害管理業務）

ア 病虫害防除

ａ 定期的な対応

ž 園路及び広場付近の樹木への薬剤散布は、利用者が少ない時間を見計らって
実施する。

ž 利用者へ被害を及ぼす危険性のあるチャドクガが発生しやすいツバキ等の樹
木に対しては、チャドクガが発生する時期に、こまめに点検し薬剤等での除

去作業を行う。

ž 他の病虫害については、薬剤の利用は最低限に抑え、罹患部分の除去を主な
対処方法とする。

ｂ 臨時対応（予想外の病虫害があった場合）

ž 周囲の樹木へ影響がある病害虫が発生した場合は、周囲樹木も含め伐採・伐
根を実施することもある。

イ 倒木処理、枯損枝の剪定

ａ 台風や積雪等の前後の処置

ž 台風の通過に伴う強風や積雪等の前後は、枝折れや枯損枝の落下の危険性が
あるため、随時、落枝の処理及び落下する恐れのある枯枝等の剪定を行い、

安全予防を行う。

ｂ 倒木のおそれのある老木・枯損木の処置

ž 定期的な点検を行い、倒木の恐れがあると判断された樹木は、安全確保のた
めに伐採、剪定を行う。



4月 5月 6月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30

7月 8月 9月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

24/31 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
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資料６

中野区立中野四季の森公園管理運営要綱

２０１２年３月３０日

要綱第９４号

（目的及び位置）

第１条 この要綱は、都市公園法（昭和３１年法律第７９号。以下「法」という。）及び法

に基づく命令並びに中野区立公園条例（昭和３３年中野区条例第２２号。以下「条例」と

いう。）及び中野区立公園条例施行規則（昭和３３年中野区規則第４号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか、中野区立中野四季の森公園（以下「公園」という。）の利

用及び管理運営等に関し必要な事項を定めるとともに、公園を中野四丁目地区におけるに

ぎわいの中心的な施設として維持管理を行い、利用者が安心して利用できる快適な空間を

提供することを目的とする。

２ 公園の位置は、東京都中野区中野四丁目１２番及び１３番とする。

（定義）

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、法、条例及び

規則において使用する用語の例による。

２ この要綱において「占用」とは、次に掲げる占用をいう。

(１) 法第６条第１項に規定する公園施設以外の物件を設ける占用

(２) 条例第６条に規定する物件を設けない占用

(３) その他区長が特に認める占用

（行為の制限）

第３条 公園においては、条例第３条各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、次に掲

げる行為は、芝生区域を除いて、この限りでない。

(１) 犬は、綱又は鎖等で確実につないで保持し、その習性、生理及び生態を理解し、適

正に管理すること。

(２) 自転車は、これを押して通行すること。

（占用の許可基準等）

第４条 集会、イベント等の催し（以下「催し等」という。）に係る公園の占用の申請（以

下「占用申請」という。）に対する許可は、原則として次に掲げる事項に適合する場合に

行うことができる。

(１) 営利を目的とした物品の販売又は頒布をしないこと。

(２) 公共性に欠ける集会又は展示会その他これらに類する催し等でないこと。
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(３) 営利のみを目的とした集会又は展示会その他これらに類する催し等でないこと。

(４) 公共性に欠ける募金又は署名活動をしないこと。

(５) 公園の利用又は管理等に関わりのない調査をしないこと。

(６) 他の利用者に不便を生じさせ、又は危害を加えるおそれのないこと。

(７) 事故の発生又は公園施設の損害に対し、申請者の責任能力が欠如していると考えら

れるものでないこと。

(８) 催し等の内容が、公序良俗に反するものでないこと。

(９) 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障があると認められる催し等でないこと。

２ 区長は、前項の規定を満たす催し等のうち、次の各号に掲げる事業のために、公園の占

用の申請があったときは、これを許可することができる。

(１) 国又は地方公共団体が主催又は共催する事業

(２) 次に掲げる事業であって、区の中心地区における催し等としてふさわしい、にぎわ

いのあるまちづくりに資するもの

ア 国又は地方公共団体が後援又は協賛する事業で、地域の活性化を図ることを目的と

するもの

イ 公共的団体（区が支援する町会又は自治会等をいう。）が行う事業

(３) 前２号のほか、区長が適当と認める事業

３ 前２項の規定にかかわらず、催し等が、公園周辺の環境に特に支障を与えるおそれがあ

るときは、これを許可しない。

（占用許可の特例）

第５条 区長は、東京のしゃれた街並みづくり推進条例（平成１５年東京都条例第３０号）

に基づき、公園に隣接する公共空地（中野区中野四丁目１０番２号に位置する公共空地を

いう。）に係るまちづくり団体（以下単に「まちづくり団体」という。）が催す地域の振

興を向上させるための事業のうち、公共の利益に資するものと区が認めたものについては、

区が後援する活動とみなして、当該事業に係る公園の占用を許可することができる。

（占用の条件）

第６条 区長は、条例第７条第１項の規定に基づき、占用申請に対する許可に際して、次に

掲げる条件を付することができる。

(１) 催し等から発生する騒音が、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成

１２年東京都条例第２１５号）別表第１３の１に規定する基準を、公園の敷地の境界線

において超えることにより、周辺の生活環境に支障を及ぼさないこと。
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(２) 催し等で物品を販売し、又は出展料等を徴収する場合においては、占用申請の際に

物品の販売価格及び出展料等を明示し、当該価格及び出展料等が催し等に要する経費に

比べて不当に高くならないようにすること。

(３) 占用申請の際に、催し等の企画書及び収支予定表を提出すること。

(４) 催し等の事業終了後、速やかに収支報告書を提出すること。

(５) 前各号のほか、区長が必要と認める事項

（占用場所等）

第７条 公園において占用することができる場所は、原則として次に掲げる場所とする。

(１) 園路

(２) 多目的スペース（管理棟内の休憩用のスペースをいう。以下同じ。）

(３) 芝生広場

(４) 噴水ステージ

(５) 広場

２ 芝生広場を占用しようとする者は、当該芝生の上にステージを設ける等、芝生に悪影響

を及ぼさないための措置を行うものとする。この場合において、占用申請の際に、当該措

置の内容を申請書に明示すること。

３ 噴水ステージを占用した者は、占用後床面の清掃等を行い、占用前の状態に復旧するこ

と。

４ 大規模な飲食を伴う催しに係る占用申請を行うものは、広場部分を占用したい旨を当該

占用申請の際に明示すること。

（占用時間）

第８条 催し等のために公園を占用することができる時間は、原則として、午前８時３０分

から午後９時までとする。

２ 多目的スペースを催し等で占用することができる時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める時間とする。

(１) 午前 午前９時から午後１時まで

(２) 午後 午後１時から午後５時まで

（占用期間）

第８条の２ 一の占用申請に対して許可する公園の占用の期間は、７日間までとする。ただ

し、区長が特別に認める場合は、この限りでない。

（占用料の徴収）
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第９条 公園を催し等のため占用する者からは、条例第１０条第２項の規定に基づき、条例

別表第２その他の占用の項に定める占用料を徴収する。

（減免措置）

第１０条 区長は、条例第１２条及び規則第６条第１項第２号の規定に基づき、次の各号に

掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより、前条の占用料を減額し、又は

免除するものとする。

(１) 第４条第２項第１号に掲げる事業 免除

(２) 第４条第２項第２号イに掲げる事業 免除

(３) 国又は地方公共団体が後援又は協賛する事業のうち区長が認めるもの ５割減額

(４) まちづくり団体が主催又は共催する事業 ５割減額

(５) 早稲田大学、帝京平成大学及び明治大学との相互協力に関する基本協定に基づく事

業 免除

（各施設の利用方法等）

第１１条 多目的スペースは、通常午前９時から午後５時までの間、公園の利用者に開放す

る。

２ 芝生区域は、公園の利用者の休憩場所とする。

３ 芝生区域は、緑の景観形成を目的として維持管理を行う。

４ 芝生区域では、芝生の生育に悪影響を及ぼすため、運動又はスポーツを行うこと並びに

集会等を開くことは原則としてできない。

（補則）

第１２条 この要綱に定めるもののほか、公園の管理運営及び利用の基準等に関し必要な事

項は、別に定める。

附 則

この要綱は、２０１２年４月１日から施行する。

附 則（２０１４年１１月２０日要綱第１５４号）

この要綱は、２０１４年１１月２０日から施行する。

附 則（２０１７年３月１７日要綱第３４号）

この要綱は、２０１７年４月１日から施行する。



 

１ 目的 

この利用条件は、「中野区立公園条例」、「中野区立公園条例施行規則」及び「中野区立中

野四季の森公園管理運営要綱」に定めるもののほか、中野四季の森公園芝生エリア及びイベ

ントエリアでのイベント活用にあたり、必要な事項を定めることを目的とする。 
 基本的に利用条件は共通であるが、共通利用条件に加えて特記すべき利用条件がある場合

は、項目ごとに追記して定めることとする。 
 

２ イベント活用の考え方 

（１）～（５）のいずれかにあてはまるものを許可し、禁止事項のいずれかにあてはまる

ものは、許可しない。ただし、行政運営上の必要により、区長が認めるものは、この限りで

ない。 

（１）中野四季の森公園の魅力と公園利用者の利便性を高め、公園満足度の向上に資するも

の 
（２）中野駅周辺のまちの賑わいに寄与するもの 
（３）「中野区ブランドの発信」、「区内産業・観光振興に資する連携」、「民間メディアの情

報発信力による中野区の知名度向上とイメージアップ」など、主に中野区民を対象と

し、中野区にとって付帯効果が期待できるもの 
（４）啓発活動等の公的イベントであるもの 
（５）教育、福祉、文化、芸術、芸能又はスポーツに関するもの 

 
＜禁止事項＞ 

○主催者及びその代表者の存在が明確かつ規約、会則等の定めがある団体以外が行う事業 

○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に規定する団体及びその関係

者が行う事業 

○専ら当該団体の構成員の親睦のために行われる事業 

○政治活動、宗教活動又はこれらに類する活動に該当する事業 

○政治資金規正法に定める政治団体又は宗教法人法に定める宗教団体が行う事業 

 
３ 利用の期間・方法・申請 

（１）利用可能期間は設営及び撤去期間を含めて、１イベントあたり最大３１日間とする。 
（２）占用は１日単位とし、イベントに伴う作業（設営、撤去、イベント当日の準備及び片

づけ等）及び開催時間は、原則として午前８時３０分から午後９時までとする。ただ

し、複数日に渡り占用が連続する場合は、設置した資機材等のみこの限りでない。 
（３）多目的スペースのみの占用又は多目的スペースを主としたイベントは認められない。

ただし、国又は地方公共団体が主催するイベントについては、この限りでない。 
（４）利用を希望する者（以下「利用者」という。）は、あらかじめ区と企画内容等につい

て協議し、占用許可申請書とともに、協議済み資料を提出すること。 
 

 

中野四季の森公園 利用条件 
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４ 公園占用料及び管理協力金 

（１）占用する面積に対し、占用料を徴収する。 
（２）占用料は前払いであり、支払いが確認できた後、利用者へ占用許可書を渡すものとし、

その受領をもって占用許可が成されたものとする。 
（３）物販を伴うイベント実施期間（設営・撤去期間を除く。）については、公園設備の修

繕等にかかる維持管理費低減のため、占用料のほかに管理協力金の受付を行う。管理

協力金は、物販及びその利用のために人が滞留する一定の空間を対象とする。 
 
５ 電源使用 
（１）発電機を使用する場合は、低騒音型とし、設置場所、周辺環境への防音対策等につい

て区と協議を行うこと。また、発電機の使用は午前８時３０分から午後９時までとす

ること。 
 
［芝生エリア特記事項］ 

（２）附帯設備を使用する場合は、利用者が東京電力へ使用申請を行うこと。使用料金は利

用者の負担とし、東京電力からの請求に基づき、滞りなく支払うこと。 

 
［イベントエリア特記事項］ 

（３）電源を利用する場合は、原則として附帯設備を使用することとし、区へ使用申請を行

うこと。また、使用料金は利用者の負担とし、占用料とは別に徴収する。使用料金は

区からの請求に基づき、滞りなく支払うこと。また、使用量の計測方法については区

と協議を行うこと。 

（４）附帯設備では電気量が不足する場合は、区と協議を行い、利用者において確保するこ

と。 

（５）複数イベントを連続で実施し、電源設備を利用者間において共用する場合は、料金の

分割方法等を利用者間において調整を行った上で、区と協議を行うこと。 
（６）発電機を利用する場合は、中学校及び近隣住宅側に設置しないこと。また、安全及び

騒音に配慮し、柵や防音シートで囲うこと。 

 

６ 水道使用 

［芝生エリア特記事項］ 

（１）利用者において確保すること。 

 

［イベントエリア特記事項］ 
（２）附帯設備を使用する場合は、区へ使用申請を行うこと。 

（３）附帯設備の使用料金は利用者の負担とし、占用料とは別に徴収する。使用料金は区か

らの請求に基づき、滞りなく支払うこと。また、使用量の計測方法については区と協

議を行うこと。 
（４）複数イベントを連続で実施し、水道設備を利用者間において共用する場合は、料金の

分割方法等を利用者間において調整を行った上で、区と協議を行うこと。 
 
 



７ 設営・撤去 

（１）公園利用者が水飲み場、ベンチ、便所等の公園施設を利用することを妨げないこと。 
（２）附帯設備以外でイベントに必要な資機材、業者、警備員等は、利用者の責任において

確保するものとし、それに伴い発生する料金についても利用者が負担すること。 
（３）事業経費の軽減に資するイベント設備等の利用者間の共用については、設備設置に伴

う撤去・復旧に関する対応が整っている場合に限り許可する。 
（４）受動喫煙防止対策として、仮設喫煙所（内部に空気清浄器を設置した完全閉鎖型）を

道路側へ設置すること。なお、設置しない場合は、喫煙に対する指導体制の徹底につ

いて区と協議を行うこと。 

（５）資機材等の設置及び重機等の車両進入時は、芝生や附帯設備の汚損、破損等を防ぐた

めの十分な保護や養生等を行うとともに、警備員等を配置し、周辺交通や歩行者に対

する安全対策を行うこと。 
（６）附帯設備等への糊付けや貼り紙、釘打ち、粘着性の強いテープ類の使用など原状回復

を困難にする行為を行わないこと。 
（７）イベントに伴い発生する汚水を処理する場合は、グリストラップ等を使用し、汚水枡

やそれら経由する管を汚損しないよう措置すること。また、飲食物等を雨水枡やグレ

ーチングに廃棄されないための措置を講じること。 
（８）全ての設置物について、グレーチング等の附帯施設上を避けて、十分な強風対策を行

い設置すること。また、設営及び撤去時は、公園施設の汚損及び破損等を防ぐために、

十分な保護、養生等を行うこと。 
（９）調理や企画に伴い発生する煙について、十分に対策を行うこと。 
（10）自転車による来場者に対応するため、増幅可能な仮設駐輪場を会場内に設けること。

また、仮設駐輪場専用の誘導員を常駐させること。ただし、設置の必要がないと認め

られる場合は、この限りでない。 
（11）イベントに伴う公園内への乗り入れ車両について、設営及び撤去時に必要な車両（キ

ッチンカー、保冷車、重機等）以外の車に関しては、近隣の駐車場を利用すること。 
（12）搬入、荷卸し等を行う場合は、必ず利用時間内に公園敷地内へ車両等を入れてから行

うこと。 
（13）保冷車を設置する場合は、常時、車のエンジンを停止すること。 
（14）多目的スペースは、飲食等による汚損が懸念される設営を行わないこと。 
（15）イベント開始時刻前の来場者は、公園敷地内において対応すること。 
 
［芝生エリア特記事項］ 
（16）ステージ、テント、モニュメント等は、園路上のみ設営可能とし、公園利用者の通行

路を１．５ｍ以上確保すること。 
（17）ステージ観覧等で芝生上に来場者が多く滞在する箇所については、芝生の保護方法に

ついて区と協議を行うこと。 
 
 
 
 
 



［イベントエリア特記事項］ 
（18）酒類の取扱いがある場合は、平日は午後４時から、土日祝日は終日利用可とする。 

（ただし、中学校の臨時授業日等がある場合は、この限りでない。） 
（19）専ら酒類の販売を目的とするイベント、調理に伴う煙の対策が十分ではないイベント

については、利用不可とする。 
（20）北側通路からの通行者と来場者の交錯を防ぐために、柵等を設置し独立した通路を確

保すること。 
（21）ステージを設置しパフォーマンス等を行う場合は、会場の西側へ配置すること。 
（22）ユニットハウス等を設営する場合は、来場者が中学校を直視できないよう配置・配慮

すること。また、排気口が中学校側に向かない仕様とすること。 
 

８ 音響 

（１）音楽ステージ等による著しい音の発生があるイベントについては、利用不可とする。 
（２）利用可能な時間は土日祝日とするが、イベント内容の都合上やむを得ず平日に使用す

る場合は、区と協議を行うこと。 

（３）音響の大きさは、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づくものと

する。ただし、周辺環境に影響があると認められる場合は、この限りでない。 

（４）スピーカーを使用する場合は、中学校及び近隣住宅へ向けないよう設置すること。ま

た、周辺環境への影響を考慮して、適切な方向に向けて設置し、音の拡散を抑える対

策を行うこと。なお、音響利用中に、周辺環境へ影響があった場合は、直ちに適切な

対応をすること。 
（５）呼び込み、場内アナウンス等に拡声器を使用しないこと。 
 

９ 安全対策 

（１）イベントに伴う車両の往来や多くの来場者が見込まれる場合は、安全な誘導、路上駐

車防止、自転車対策等について、区及び警察署と事前に協議し、十分な対策を講じる

こと。 
（２）火気を取り扱う場合は、区及び消防署と協議を行うこと。 
（３）来場者等への安全確保のため、会場内の資機材、配線コード等に転倒防止措置を行う

こと。 
（４）ビン等の割れ物を販売する場合は、区と協議を行うこと。 
（５）両エリアを占用する場合は、来場者等が道路を横断しないよう両側に誘導員を配置し

横断歩道へ誘導すること。 
（６）その他必要な安全対策事項については、利用者側の責任において措置を講じること。 
 
１０ 清掃・原状回復 

（１）枡・管等の附帯設備を汚損又は破損させた場合は、利用者の責任において速やかに清

掃又は原状回復しなければならない。それにかかる経費は利用者が負担すること。 
（２）廃棄物等が発生する場合は、保管場所を設置するなど十分な対策を施し、廃棄物、汚

れ等が蓄積されないよう毎日清掃を行うこと。 
 
 



（３）利用者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守し、排出した廃棄物等を利

用者の責任において適正に処理すること。 
（４）清掃作業において薬剤を使う場合は、周辺へ飛散しないよう対処するものとし、人体、

樹木、既存施設への影響がないものを使用すること。樹木の枯損、施設の変色・変形

等が薬剤の影響によるものと判断した場合は、利用者の責任により復旧すること。 
（５）トイレの清掃及びトイレットペーパーの補充を適宜行うこと。 
（６）占用箇所以外であっても、イベントに伴う汚損と認められるものは、占用部分と同等

の清掃を行うこと。 
 
［芝生エリア特記事項］ 
（７）イベント開催中及び終了後に、芝生や水景施設内へゴミ等が落ちていないか、毎日確

認及び清掃を行うこと。 
 
１１ 広報・周知 

（１）イベントの内容や開催期間を問わず、広報を行うこと。 
（２）広報については、計画承認を受けた後から行えるものとする。また、申請者が別であ

る複数イベントを連名にて広報する場合は、全イベントが計画承認を受けた場合のみ

行えるものとする。 
（３）広報する資料等の内容は、区と協議を行うこと。なお、設営時、開催中及び撤去時の

問い合わせ先の担当者名及び連絡先を記載すること。 
 
［イベントエリア特記事項］ 
（４）多くの来場者が見込まれるイベント利用の場合は、中学校及び近隣住宅へ周知を行う

こと。 
 
１２ 撮影 

（１）占用期間中における会場内での写真、テレビジョン、ビデオ等の撮影を行う場合は、

イベントの PR を目的としたものに限り、占用許可申請及び占用料を免除する。 
（２）（１）以外の用途による撮影を行う場合は、別途、撮影の占用許可申請の受付及び占

用料の徴収を行うこととする。 
 
１３ イベント終了後の対応等 

（１）利用者はイベント終了後、速やかに事後報告書を提出しなければならない。 
（２）利用者は、区が公園の利用に関するアンケート調査等を実施する場合は、協力するこ

と。 
 
１４ 利用者の責任 

（１）イベント等に関する責任は利用者が負うものとし、区は責任及び負担を負わない。 
（２）区に対して第三者からイベントに伴う損害賠償請求がなされた場合は、利用者の責任

及び負担において解決するものとし、区は責任及び負担を負わない。 
 
 



（３）利用者は、イベントの実施によって区又は第三者に損害を与えたときは、利用者の責

任において補償等の適切な措置を講じなければならない。 
（４）利用者は、（１）から（３）までに該当する事態、事故、怪我等が発生した場合は、

直ちに区へ連絡すること。 
 
１５ その他 

（１）当日は、責任者が誰であるか、はっきり分かるよう明示すること。 
（２）周辺住民、公園利用者等より苦情があった場合は、速やかに誠意をもって対処するこ

と。 
（３）利用内容に応じて区より指示があった場合は、その事項について対応を行うこと。 
（４）本条件に定めがないものについて疑義が生じた場合は、速やかに区と協議を行うこと。 
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資料９

中野四季の森公園における主な建築条件等

●建築面積

ž 都市公園法（第４条）に定める建蔽率２％に対し、下表のとおり、現状で 1.68％となって

おり、公園全体で約 67 ㎡余地がある。（芝生エリア及びイベントエリアの合算）

ž なお、建築基準法上の容積率は 200%である。

（面積等は、小数第３位を四捨五入）

●主な法的規制等

ž 都市計画：東京都市計画公園 第 3・3・109 号 中野中央公園

ž 用途地域：第１種中高層住居専用地域

ž 建ぺい率：60%、容積率：200%

ž 地区計画：中野四丁目地区計画

（http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/163000/d006790.html）

ž 高度地区：第２種高度地区

ž 日陰規制値：指定無し

ž 防火指定：準防火地域

種別等 芝生
エリア

イベント
エリア 面積等 備 考

①公園面積 20780.48 ㎡

②建築面積 348.43 ㎡

②-1 休憩所・トイレ ○ 217.56 ㎡ 管理棟

②-2 公衆便所 ○ 5.52 ㎡

②-3 自転車駐輪場 ○ 125.35 ㎡ 階段室２箇所

③建築可能面積 67.18 ㎡ (①×0.02)－②

(建蔽率 1.68％)

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/163000/d006790.html


資料１０

物品一覧（想定）

品目 現在の設置場所 規格等 数量

スチールキャビネット 授乳スペース
W900*D450*H900程度
3段

1

ベッド 授乳スペース 木製乳児用 1

腰掛 授乳スペース W500*D530*765程度 1

アンプ 多目的スペース ワイヤレス受信機、パワーアンプ、プロセッサー等 1

ロッカー 管理室 W880*D515*H1790程度 1

ロッカー 管理室 W455*D515*H1790程度 1

キーボックス 管理室 280*200 20個収納 1

消火器 多目的スペース 1

災害用トイレテント 倉庫
W1200*D900*H1987程度
洋式トイレ含む

15

災害用トイレ 倉庫
洋式タイプ
W530*D440*H400~500程度

10

災害用トイレテント 倉庫 1200×1200 20

※この品目、数量は想定であり、確定しているものではありません。
※一覧にあっても設置を行わない場合や、一覧以外の購入が発生することがあります。
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