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府中市立西府町農業公園運営業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

府中市立西府町農業公園運営業務委託 

 

２ 業務の目的、管理運営方針 

市民と農業とのふれあいや都市農業のＰＲなどを目的とした農業公園において、

市民が農業体験等をとおして府中の農業や身近な自然、地域文化、ともに暮らす農

家とふれあうことにより、都市農地・農業の有する多面的機能の重要性や有用性へ

の理解を促進し、もって本市の農業振興計画が目指す将来像「市民の笑顔をつくり

だす 新しい府中の農業」の実現に寄与することを目的として、府中市立西府町農

業公園の運営を行うものである。 

また、施設運営にあたっては、本市の農業公園に係る基本方針に掲げる次の基本

理念を十分に踏まえた運営を目指すこととする。 

①市民の笑顔をつくりだす視点：これまで農業に関心がなかった市民も含め、多

くの市民が“農”とふれあい、楽しさを感じられる運営 

②地域コミュニティを育む視点：農業者や一般の市民、関係機関との協働により、

地域で協力し合い、支え合える、地域コミュニティの輪が広がる運営 

③都市農業をＰＲする視点：美しい景観、環境保全や防災機能など、農業・農地

の持つ多面的機能も含め、農業者が守り育ててきた都市農業の魅力や必要性を

多くの人に発信できる運営 

 

３ 委託期間 

  令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

  ※契約は単年度ごとに締結するが、履行実績が良好であることを条件に最大２回

更新可能とする。 

※本件施設の開設は最短で令和３年２月下旬を見込んでおり、施設開設時から令

和３年３月末までの運営業務についても対応可能なことを本件契約の条件と

する。なお、令和２年度分の契約の仕様については、本件契約とは別に市と受

託者で協議のうえ決定する。（本仕様書「15 令和２年度分の業務」を参照。） 

 

４ 履行場所 

府中市立西府町農業公園 

 

５ 本件施設の概要 

(１) 所在 

府中市西府町４丁目６番地の１ほか 

(２) 敷地面積 

 ３，５５７平方メートル  

(３) 開設時間 

 １２月２９日から１月３日及び定休日（平日のうち週１日で市が指定する曜日）
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その他必要な日（市と協議）を除く日の原則午前９時から午後５時まで（体験学

習施設及び農園のみ開設時間を設定。園路及び芝生広場は常時開放） 

 (４) 主な施設構成 

  ア 体験学習施設（集会場、管理事務室、トイレ、倉庫等） 

(ア) 建築面積  １７３．９６平方メートル 

(イ) 延床面積  １５５．２６平方メートル 

(ウ) 構造・階数  木造・平屋 

イ 農園（畑用地（圃場）、ビニールハウス、堆肥置場、井戸） 

  ウ 広場（芝生、パーゴラ、ベンチ） 

  エ 駐車場（利用者用自転車置場、管理用車両及び車椅子用車両駐車場） 

 (５) 防災機能を有する施設 

  ア 災害用トイレ 

  イ かまどベンチ 

  ウ 防災兼用農業用井戸（再掲） 

 

６ 業務内容 

  受託者は、以下の本件施設の運営及び施設内農園等にて実施する市民を対象とし

た農業体験イベントや農業体験講座等の企画・運営業務を行うこと。 

(１) 施設運営に関する業務 

 ア 園内全般の巡回、点検、維持管理 

  (ア) 園内の巡回・利用指導 

    ・園内の巡回（午前及び午後それぞれ２回以上）を行い、園内の点検を行

う。利用の多い時間帯や時期などを考慮した巡回スケジュールを組むこ

と。 

    ・利用者に対して園内のルールを遵守して利用するよう指導する。 

(イ) 園内の清掃 

     ・園内を常に快適な状態に保つため、定期的に園内及び園に接する周辺道

路を清掃する。 

   (ウ) 園内の除草・草刈等 

     ・雑草が繁茂しないよう細目に除草や草刈りを行う。 

     ・芝生広場について適宜水撒き及び芝刈りを行う。 

  (エ) 園内の施設設備の管理 

    園内巡回等で施設設備の不備、不具合に気付いた時には速やかに市へ報告

する。利用者に危険が及ぶ恐れがある場合には、立入禁止など危険を回避す

るための緊急措置を講ずること。 

 イ 体験学習施設の運営 

  (ア) 機械警備及び鍵の管理 

    ・体験学習施設の機械警備の設定および解除を行う。 

    ・管理事務所のカギの開閉を行う。 

  (イ) 屋内清掃 

    ・体験学習施設内及び縁側の日常清掃（ほうきやハタキ等でのほこりの除
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去や雑巾等での汚れの除去、ごみ捨て等）を適宜行い清潔を保つこと。 

    ・便所の日常清掃（ほうき等での埃の除去、ブラシでの水洗い等）は１日

１回以上定時に行う。汚れを発見したとき及び通報があったときは随時

清掃する。異臭のひどい箇所は消臭処理を行う。 

(ウ) 物品の管理・補充 

     ・本件施設に備える機器・器具等の備品を適正に管理する。使用・管理に

あたっては善良な管理者の注意をもって行うこと。また、委託者所有の

物品の数量、使用場所、使用状況等を把握し亡失又は損傷があった場合

は速やかに委託者に報告すること。 

・体験学習施設内の維持管理用消耗品等（トイレットペーパーや石鹸、洗

剤等の衛生用品、事務用文具等）の補充を行う。 

  ウ 圃場の管理 

   (ア) 圃場については適切に農作物の栽培管理や除草等を行い、農地として良好

な状態に保つ。 

   (イ) 農薬の使用については必要最低限に留めること。 

 (２) 農業体験イベントや農業体験講座等の企画・運営に関する業務 

 ア イベント・講座の内容や規模等 

   (ア) 農業体験イベント 

     市民を対象とした単発の播種、収穫等の農業体験イベントを実施する。 

     ・開催回数  ４回程度 

     ・開催時間  ２時間程度／回  

※収穫期間を定めて畝売り形式で実施する場合にはこの限りではない。 

     ・想定来場者数  ５０～１００人程度／回 

   (イ) 農業体験講座 

市民を対象とした継続性のある農業体験講座を実施する。 

・コース数  ４コース程度 

・期間    ４か月程度／コース  

・開催回数  ４～８回程度／コース 

・開催時間  １～２時間程度／回 

・想定参加者数  ２０人程度／コース 

   (ウ) 施設の防災機能を活用した防災訓練イベント 

     地元地域の住民を参加対象とした防災訓練イベントを実施する。参加対象

者や内容については以下の想定とするが、実施に当たっては企画段階から委

託者と協議のうえ進めること。 

     ・開催回数  １回 

     ・参加対象者  地元自治会など 

     ・一連の内容  施設の各種防災関連機能の紹介、発電機のテスト使用、災 

害用トイレの設営、かまどベンチ及び圃場で栽培する作物

を使用した炊き出し訓練等 

  イ 委託内容 

   (ア) イベント・講座の企画立案 
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  (イ) 開催までの準備及び開催時の運営全般 

    ※種苗類、肥料、生産資材等の消耗品の調達を含む。機器・器具について

は施設備品の使用を可とする。 

  (ウ) イベント・講座開催時のイベント保険（傷害保険）の加入 

  (エ) 市民周知用チラシの作成 

  (オ) 参加者に対する事業の満足度に関するアンケートの実施 

  ウ その他 

   (ア) イベント・講座の年間実施計画（概要）を契約後速やかに委託者に提出し

了承を得ること。 

(イ) イベント・講座の実施に当たっては、イベント・講座ごとに事前に実施計

画（詳細）を委託者に提出し了承を得ること。 

(ウ) イベント・講座は、市民が参加しやすい土曜日・日曜日を中心に実施する

こと。 

 (３) 要望・苦情への対応 

   施設利用者、市民等からの問い合わせや要望、苦情に対しては、適切かつ迅速

に誠意を持って対応する。 

     

７ 業務遂行体制の確保 

 (１) 統括責任者の選任 

   受託者は、本件業務のすべてを統括する責任者を選任すること。統括責任者は

常用されている社員で、本件業務と他業務との兼務を可とする。統括責任者が不

在の場合は、予め届出により指定された者（複数人可）が職務を代行する。 

 (２) 従事者の配置（統括責任者を含めて２名以上） 

受託者は、開設中の施設に常駐し本件業務に従事する者１名以上を配置するこ

と。また、技術系スタッフ及び事務系スタッフ、その他コーディネータースタッ

フ等の必要な人員（他業務との兼務可、統括責任者との兼任可）を配置し、本件

業務を円滑に遂行するための体制を確保すること。 

 (３) 管理運営体制の届出 

   受託者は、本件業務に携わる統括責任者その他従事者の体制に関して、次の要

件を備えた届出を契約後速やかに委託者に提出すること。 

ア 統括責任者その他従事者の指示命令系統 

イ 統括責任者その他従事者の名簿 

  次の項目を設けること。   

・氏名（読み仮名含む） 

・本件業務における役割（統括責任者、技術系スタッフ等の別、及び具体的

な役割） 

・受託者の団体における所属及び肩書、雇用形態 

・連絡先（施設常駐者を除く） 

 

８ インターネット回線に関すること 

本件施設にはインターネット回線が敷設されていないため、受託者がインターネ
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ット環境を整えること。なお、インターネットを利用する際は、以下の点に留意す

ること。 

(１) 個人情報及び機密情報を送受信する場合は暗号化を施す等、情報漏えい防止の

ための必要な措置を講じること。 

(２) 使用するパソコンにはウイルス対策ソフトをインストールし、パターンファイ

ルを最新の状態に保つとともに、情報漏えいに十分注意すること。 

 

９ 通信費の負担に関すること 

  本件施設における電話、ＦＡＸ、インターネットの回線使用料や事業実施に係る

郵便料等の通信費は受託者の費用負担とする。 

 

10 ごみ等の処理に関すること 

  ごみ処理や農作物の残渣、除草・草刈した雑草等の処理については、減量化・資

源化に努めるとともに、受託者の責任と費用負担で行うこと。 

 

11 事故や災害等緊急事態の対応 

 (１) 受託者は、利用者の事故防止に万全を期すとともに、緊急事態に対応できる体

制を整えること。 

 (２) 事故や災害が発生した場合は、迅速かつ的確に情報を伝達するとともに、利用

者の安全確保に努め、必要に応じて避難誘導等を行うこと。被害が生じた場合に

は応急対応を講じるとともに、必要に応じて所轄警察署消防署に連絡し救護等を

依頼すること。また、重大な事故等は直ちに委託者に報告しその指示に従うこと。 

 

12 業務管理  

(１) 受託者は、契約後速やかに年間業務計画を定め、委託者に提出すること。なお、

年間業務計画の様式及び内容については、別途委託者と協議すること。（本仕様

書項目６の(２)のウの(ア)に定める計画書を含む。） 

(２) 受託者は、月ごとに運営計画、勤務ローテーションを取りまとめて、該当月の

７日前までに委託者に報告すること。 

(３)  受託者は、月次実績報告書及び年間実績報告書を作成し、委託者が指定する期

日までに提出すること。なお、月次実績報告書及び年間実績報告書の様式及び内

容については別途委託者と協議すること。 

(４) 受託者は、管理日誌を作成し、前項に定める月次実績報告書とともに委託者へ

提出すること。なお、管理日誌の様式及び内容については別途委託者と協議する

こと。 

 

13 検査及び改善指示 

(１) 委託者は、業務の履行状況について、毎月、月次実績報告書により検査を行う。  

(２) 委託者は、随時、本件施設への立ち入りによる確認を行う場合があるほか、運

営状況の確認に必要な報告、書類の提出を求めることができる。  

(３) 委託者は、運営状況に改善の必要を認めた場合には、受託者に、改善指示を行
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うことができる。 

 

14 支払方法  

   完了一括払い又は半期若しくは四半期完了毎の分割払いとし、委託者と受託者と

の協議により決定する。 

 

15 令和２年度分の業務 

  本件契約に付随する令和２年度分の業務については次のとおりとする。 

(１) 期間 

   令和３年２月下旬から令和３年３月３１日まで 

(２) 委託料上限額 

   １，２２９，０００円 

   ※２月分として予算化した金額であり、その満額を保証するものではない。 

(３) 業務内容 

本仕様書「６ 業務内容」の(１)に定める業務及び同項番の(２)に定める業務の準

備とする。 

 

16 その他  

(１) 本仕様書は、府中市立西府町農業公園運営業務の実施方法の大要を示すもので

あり、本業務の性質上、当然行うべき業務については、本仕様書の記載の有無に

かかわらず受託者が実施すること。また、業務内容については、本仕様書の記載

にかかわらず、利用者の利益を考慮し、委託者との協議の上、適切に調整するこ

と。  

(2) 受託者は、本業務の実施にあたり、労働基準法をはじめ関係法令を遵守しなけ

ればならない。 

(３) 受託者は、本契約の委託期間が終了するとき又は契約を解除されたときは、次

の受託者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるように、業務、書類、物品等を適

切に引き継ぐこと。ただし、継続して受託者となった場合はこの限りではない。 

(４) 受託者は、本契約の委託期間が終了するとき又は契約を解除されたときは、委

託者が貸与した備品等を貸与したときの状態に復元して変換すること。ただし、

適切に管理及び使用したうえでの経年劣化による変化は復元を要しない。 

(５) 受託者は、委託者が必要とする調査等に対して協力すること。関係書類は、契

約期間満了後又は契約解除後５年間保存し、契約期間満了後又は契約解除後であ

っても、書類の提出等の協力をすること。 

(６) 受託者の故意又は過失により、委託者又は第三者に損害を与えた場合は、受託

者の責任においてその損害を賠償しなければならない。事故発生時に備えて施設

賠償責任保険等に加入すること。 

(７) 本業務の実施における費用負担区分は、別表１「費用負担区分表」のとおりと

する。 

(８) 個人情報の取扱いについては、本件契約書に付属する「個人情報の取扱いに関

する特約条項」に定めるものとする。また、本作業を遂行する上で知りえた委託
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者に関する情報について、委託者の事前の許可なく第三者に漏えいしてはならな

い。 

(９) 有料の講座やイベントを開催する場合の参加費は、原則、委託者の収入とする

こと。また、成果物は委託者に帰属すること。 

(10) 本業務の実施において疑義が生じた場合又はこの仕様書に定めのない事項に

ついては、両者誠意をもって協議を行い決定するものとする。 

 


