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質問対象 質問内容 回答内容 

公園内既存施設 

既存施設の解体撤去工事は町で対応していただけるのか。 

以下の建造・構造物が、公募対象公園施設エリア外の場合。 

弓道場、球場（フェンスや照明塔）、テニスコート、センターハウス、 

旧児童館（祭り本部）、いこいの広場、屋外トイレ、物置等。 

指針 P4（4）の示す通りになります。 

公園内保全対象施設 

保全対象の平和の塔、神社の補修、安全管理（塗装や清掃等）は町が継続的

に対応していただけるのか。現在の管理者及び補修整備実績表の閲覧は可能

か。 

平和の塔については、町の所有ですが、補修等は考え

ておりません。 

神社は町の管理物件ではありません。  

 

公園内道路 

大型バス乗り入れに可能な道路拡張や一方通行化は対応していただけるの

か。420 号線から園内道、園内道（桜花廟前を含む）から 42 号線（鰍沢中学入

口）へのアプローチ。 

担当課との協議になります。 

公募対象公園施設 

P8 

面積は、既存の建造・構造物を含めた上で、公園 6.4ha 建ぺい率 12％以内と考

えるのか。公募対象公園施設エリア（青枠の収益施設）内の建ぺい率や容積

率、建築基準等と PFI 特例との関連性はどうか。 

P-PFI 上の建蔽率は、既存の建造・構造物を含めて、公

園 6.4ha の 12%となります。建築基準法上の建蔽率は、

道路で囲われた部分の面積の 70%になります。建築物に

ついては、建築基準法上の建蔽率の基準と P-PFI 上の

基準の両方を満たす必要があります。尚、大法師公園に

建物を建てる場合、斜面を利用して建築する場合には、

山梨県建築基準法施行条例を参照してください。（特に

第 2 条） 

 

特定公園施設の建設 

P9 

トイレ、休養施設（東屋、ベンチ）の設置数量は決まっているのか。 

屋根付きの有料、自転車駐車場の設置は可能か。 

トイレや休養施設の設置数量は決まっておりません。公

募設置等計画で提案してください。 

屋根付きの有料、自転車駐車場の設置は可能です。 

防災機能の確保 

P９ 

現在の防災機能施設の解体に伴う代替施設は、防災備蓄倉庫等でよいのか。

指定避難場所、応急仮設住宅建設場所は、計画される大型駐車場を想定して

よいのか。住民が安全に避難できる「緊急避難場所」として防災公園の指定を町

が申請し、ヘリコプター緊急離着陸場（ヘリパット）の設置は考えられるか。 

避難施設の代替施設については、公園利用者が緊急避

難できる施設を考えています。詳細は、担当課との協議

になります。応急仮設住宅建設場所については、大型駐

車場を想定して良いです。詳細については、担当課との

協議をする必要があります。ヘリパットの設置は可能です

が、県の調査を受ける必要があります。 
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利便増進施設 

P10 

看板、広告塔の設置は、公園利用者と施設利用者への併用告知は可能か（デ

ジタルサイネージ、液晶パネル等）又サイズの規定はあるのか 

公園利用者と施設利用者の併用告知は可能です。サイ

ズ等は、山梨県の屋外広告物の手引きによります。 

大法師公園環境維持 

P11 

大法師公園内で、公募対象公園施設、特定公園施設以外の清掃、植栽管理等

の維持管理の実施は、事業の継続性、採算性の観点から免除されるのか。 

清掃、植栽管理等の維持管理の範囲については、公募

設置等計画で提案してください。 

公募対象公園施設 

の使用料 P11 
工事着手から供用開始までの期間、使用料は発生しない認識でよいか。 

工事着手から供用開始までの期間、使用料は発生しま

す。 

都市開発資金の貸付け 

P14  
都市開発資金（賑わい増進事業資金）の上限額や仔細を知りたい。 

賑わい増進事業資金の要件については下記のとおりで

す。 

①貸付対象者：地方公共団体を通じて民間事業者（認定

計画提出者） 

②貸付対象：認定計画提出者が設置する公園施設の整

備に要する費用（社会資本整備総合交付金や他の借入

部分等を除く） 

③貸付割合：公園施設整備費（公募対象公園施設＋特

定公園施設）の合計の 1/2 以内 

④利率：有利子 

⑤償還期間：10 年以内（4 年以内の据え置き期間を含

む）、均等半年賦償還 

＊上限額については、定めはありませんが、別途協議に

なります。 

 

指針 P４．（４） 
特定公園施設において、譲渡後の付保する保険内容と分担について明示

してください。 

現在、大法師公園の施設には、1 年更新型の建物災害

共済保険を付けております。 

指針 P5.（６）①、② 
当該公園における過去の収益事業（イベント、教室、地域振興等）を教えて

ください。 

毎年 3 月下旬から 4 月上旬にかけて、大法師さくら祭り

を開催しております。 

指針 P5.（６）② さくら祭りの事業形態及び過去の収支を開示願います。 

大法師さくら祭り実行委員会が主体となって行うお祭りで

す。町の祭りに位置付けられております。県内外から多く

の観光客が訪れ、メイン会場では様々なイベントが繰り広

げられます。平成 29 年度の収支は、収入：9,619 千円 
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支出 9,606 千円。平成 30 年度の収支は、収入：10,556

千円 支出：9,907 千円。 

指針 P5.（６）② 
過去の有料公園施設利用団体、利用者数及び公園全体の利用者数を教え

てください。 

有料公園施設の利用者数は、平成 29 年度：9,375 人 、

平成 30 年度：12,066 人 

利用団体：町内の小中学校生徒、スポーツ少年団、スポ

ーツ協会団体等 

指針 P5.（６）② 
過去の有料公園施設及び自販機の収支を開示願います。 

 

有料公園施設：平成 29 年度 使用料収入：284 千円 

          平成 30 年度 使用料収入：205 千円 

自販機：平成 29 年度 手数料 37 千円 

    平成 30 年度 手数料 27 千円 

指針 P5.（６）② 
過去の公園維持管理の委託先、委託費内訳、委託内容について開示願い

ます。 

平成 29 年度 

植木剪定業務委託：358 千円 

桜の枯木伐採業務委託：682 千円 

桜の植栽工事：1,998 千円 

桜の消毒・施肥：143 千円 

平成 30 年度 

植木剪定業務委託：376 千円 

桜等枯木伐採工事：972 千円 

桜の植栽工事：2,019 千円 

桜の消毒・施肥：106 千円 

 

指針 P11.（7）② 過去の公園内における事故、賠償事例があれば教えてください。 
平成 30 年度に物損事故（大法師公園児童館の窓ガラス

破損） 

指針 P11.（7）② 過去の公園施設における光熱水費を開示願います。 

平成 29 年度  

水道料 123 千円 電気料 740 千円 

平成 30 年度 

水道料 144 千円 電気料 788 千円 

指針 P11.（7）② 過去の公園内における設置管理許可、占有許可内容を教えてください。 
設置管理許可はありません。占用については、電柱 1 本

と地支線 2 本を 10 年間の占用の許可を出しております。 
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指針 P11.（7）② 公園内における町所有の備品及びリース契約があれば教えてください。 

町所有の備品：草刈機 2 台（肩掛け 1 台、ハンマーナイ

フ 1 台） 

リース契約物件はありません。 

指針 P11.（7）② 公園有料施設の減免対象の内訳を教えてください。 

町内の小中学校・スポーツ少年団・かじまるスポーツクラ

ブは使用料免除となっております。スポーツ協会の団体

ついては、減免した料金を設定しています。 

指針 P11.（7）② 
公園有料施設における専用利用の優先受付の対象団体及び優先順位を

教えてください。 

有料施設の専用利用は、優先順位の高い順に町の団体

→スポーツ少年団→その他団体となります。 

指針 P11.（7）① 現在、町で行われている公園内の桜補植は継続するのでしょうか。 
継続します。 

指針 P11.（7）① 
公園敷地内の植栽及び清掃業務は P-PFI 事業者が特定公園施設対象とす

る区域以外も行うという理解でよろしいでしょうか。 

特定公園施設対象とする区域以外の管理運営について

は、事業者の判断によります。公募設置等計画での提案

は可能です。 

指針 P11.（7）① 公園内自販機メーカーと契約内容を教えてください。 

大法師公園の弓道場にダイドードリンコの自販機がありま

す。契約内容は、1 ヵ月の販売した総売上（消費税別）の

17%を手数料として、毎月さくら祭り実行委員会へ支払っ

ております。 

その他 
公園施設で町が大規模改修計画を立案していた箇所が今回の事業認定以

前にあったのでしょうか。あれば内容を教えてください。 

ありません。 

 


