津島市における
都市公園の管理運営方針に関する
「サウンディング型市場調査」
実施要領

平成３０年７月
愛知県 津島市 建設産業部 都市整備課
愛知県 津島市 教育委員会 社会教育課

目次
１． サウンディング型市場調査を実施する目的 .............................................................. - 1 １-１ 調査の背景 ............................................................................................................ - 1 １-２ 目的 ....................................................................................................................... - 1 ２． 対象公園の概要 .......................................................................................................... - 2 ３． 施設検討の基本的な考え方 ....................................................................................... - 3 ３-１ 想定する収益施設 ................................................................................................. - 3 ３-２ 天王川公園 ............................................................................................................ - 3 ３-３ 東公園 ................................................................................................................... - 4 ３-４ 海西公園 ................................................................................................................ - 4 ３-５ 市民の森 ................................................................................................................ - 4 ４． スケジュール ............................................................................................................. - 5 ５． 事前説明会の開催 ...................................................................................................... - 5 ６． 現地説明会の開催 ...................................................................................................... - 6 ７． 質疑 ............................................................................................................................ - 6 ８． 対話の実施 ................................................................................................................. - 6 ９． 留意事項..................................................................................................................... - 7 １０． 参加申込・その他連絡先 ....................................................................................... - 7 -

１．サウンディング型市場調査を実施する目的
１-１ 調査の背景
津島市では天王川公園をはじめ、市が管理する都市公園が多数存在しています。特に
天王川公園においては幅広い世代の憩いの場としてだけではなく、津島市の観光の目玉
である「尾張津島藤まつり」やユネスコ無形文化遺産にも登録された「尾張津島天王祭」
など、津島市の魅力を PR する上でも非常に重要な公園となっております。
津島市にはこの天王川公園で開催される尾張津島天王祭や尾張津島藤まつり、徒歩圏
内にある津島神社、秋に周辺の街中で開催される「尾張津島秋祭り」など１年間におよ
そ１６０万人の観光客が訪れています。また、古い町並みを生かして日常的には「街歩
きツアー」や賑わいを創出する事業を実施しており、観光客の呼び込みに力を入れてい
るところであります。
しかし、市の財政面、人材面の制約等から新たな公園等の施設の整備や適切な維持管
理には限界がきており、今後の整備・維持管理手法について見直しを行う必要が出てき
ています。
その中で、平成 29 年に都市公園法が改正され、飲食店、売店等の公園利用者の利便の
向上に資する公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用してその周辺の園路、
広場等の整備、改修等を一体的に行う者を、公募により選定する「公募設置管理制度」
（Park-PFI）が新たに設けられ、PFI 事業の設置管理許可期間の延伸などが改正されま
した。
１-２ 目的
本市では、天王川公園、東公園、海西公園及び市民の森において、公園の賑わい創出
や新たな楽しみ方の提供など公園の魅力を高めるような活用方法や利便性の向上を目指
し、民間活力導入による公園施設の設置、再整備を検討しています。
民間事業者の皆様との対話を通じて、今後の事業手法等を検討するための「サウンデ
ィング型市場調査」を実施するものです。
民間活力導入にあたっては、Park-PFI 等の手法により実施する予定です。

「サウンディング型市場調査」とは
民間事業者から広く意見、提案を求める市場調査で、事業を検討するに当たり、検討の早い
段階での民間事業者との対話を通じ、利活用の方向性、市場性の有無、市場性の確保に向け
たアイデアを得ることにより、幅広い検討を可能とするものです。
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２．対象公園の概要
本調査の対象となる公園については、別添資料（ＨＰ参照）を参考として下さい。
なお、調査対象公園の位置は下図のとおりです。
対象公園
番号
①

施設名
天王川公園

種類
総合公園

所在地
津島市宮川町 1 丁目地内外

供用面積
12.0ha

②

東公園

運動公園

津島市中一色町中山地内外

12.5ha

③
④

海西公園
市民の森

近隣公園
都市緑地

津島市大縄町 6、７丁目地内
津島市新開町 2、3 丁目地内

2.1ha
2.4ha

位

置 図

①天王川公園
④市民の森

②東公園

③海西公園

広域・近隣市町村
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３．施設検討の基本的な考え方
本調査は、４つの都市公園について自由な提案を求めるものですが、都市公園毎に特に
提案を求めたい事項を示しますので、参考にしてください。
（本提案は必須ではありません。
）
３-１ 想定する収益施設
想定している収益施設は以下の施設です。また、許される施設設置可能面積以下であれ
ば、複数の施設を提案していただくことも可能ですので、広くご提案いただきますようお
願いします。
・飲食店、売店等の便益施設
・休憩所等の休養施設
・スポーツジム等の運動施設及び運動の拠点となる施設
３-２ 天王川公園
・公園施設整備等
公園施設整備等について
施設整備等について
本公園では、年間約 30 百万円の維持管理費がかかっており、市の財政を圧迫している要
因になっております。そこで部分的に公園施設等を整備することで、維持管理する区域の
削減を図るとともに占用料等を維持管理費の一部に充当したいと考えております。
本公園を含むエリアには春夏秋冬さまざまなイベント等が開催されます。春に公園内で
開催される尾張津島藤まつり、夏には尾張津島天王祭、秋には周辺地域で開催される秋ま
つり、冬には近隣の津島神社の初詣などで年間１６０万人の観光客が訪れます。
また、本公園は歴史・文化が息づく魅力あるまちづくりを目標とする都市再生整備計画
の区域に含まれているとともに、当市では津島駅から本公園のエリアにおいて、地方創生
推進交付金を活用した「まち歩きツアー」や賑わい創出のためのさまざまな事業を日常的
に行っているところであります。
その一方でイベント時には全国から多数の観光客が来訪されますが、駐車場や周辺道路
が狭く、交通面で周辺住民等に負担がかかっている状況でもあります。
そこで、本公園の特徴、利用状況等を踏まえた公園施設の整備場所、内容等についての
提案を期待します。
なお、本公園は別添資料のとおり、尾張津島藤まつり、尾張津島天王祭といった公園全
体を利用するイベントがあり、その際には利用できなくなる施設等もあります。また、本
公園は「津島市風致地区内における建築等の規制に関する条例」により風致地区に指定さ
れており、建物の高さ（15m 以下）や意匠などについて制限がかかるため、提案を考える際
にはご注意して下さい。
・中央公民館跡地利用について
中央公民館跡地利用について
本公園内には中央公民館が併設され、貸し会議室やイベント時の待機場所として利用さ
れています。また指定管理者により運営されており、公園管理事務所としての機能もあり
ました。
しかし、本公民館は津島市公共施設等総合管理計画の中で、今後の維持管理経費等を考
慮した結果、取壊しを行う方針に決定しました。
そこで、取壊し後の跡地利用について、民間事業者の施設等の整備や公園管理事務所の
機能の整備も含めた提案を期待します。
・旧鈴木邸及
旧鈴木邸及びその周辺
びその周辺のオープンスペース
周辺のオープンスペースの
のオープンスペースの利活用について
利活用について
旧鈴木邸（大正９年建築）は平成 28 年に当市に寄付され、尾張津島藤まつり等のイベン
ト時については、関連イベントで活用されています。また、旧鈴木邸の周辺は高台となっ
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ており、藤棚を見下ろすことが出来ます。
しかし、尾張津島藤まつり以外の期間についてはほとんど利用がない状況であります。
当市として、今後の維持管理経費を考えた場合、現在の状況では旧鈴木邸については取
壊し等を行うべきではないかと意見が出ているところであります。
そこで、旧鈴木邸及びその周辺のオープンスペースについての、利活用方法や取壊し際
の跡地利用も含めた今後の方針についての提案を期待します。
３-３ 東公園
・利用者数及
利用者数及び収入を
収入を増大させる
増大させる取組
させる取組について
取組について
本公園は、武道館である錬成館や市営球場、市営庭球場、総合プール、教育施設であ
る津島児童科学館、また、子どもに人気のある複合遊具や砂場・芝生広場、さらに４面
の多目的グラウンドを備える運動公園であります。
有料の市営球場・市営庭球場は、近年の利用率は減少傾向にあります。また、多目的
広場は現在利用料が無料であり、利用者にとっては有益な公園ですが、東公園は施設の
老朽化が進行しているため、維持管理費の増加が見込まれており、収益の増加が見込ま
れる新規イベントの実施を検討する必要があります。
錬成館は年間約９万人、津島児童科学館は年間約５万人の利用実績がある施設ですの
で、その点も考慮いただき、当公園に賑わいや収益をもたらす事業のアイデアや、施設
の利用方針についての提案を期待します。
・津島総合
津島総合プールの
総合プールの利活用
プールの利活用について
利活用について
公園内にある津島総合プールには「屋内温水プール」と「屋外プール」があり、年
間約３万人が利用してきました。しかし、平成 30 年１月、屋内温水プール内の天井が
剥離し、現在まで休館状態が続いています。
屋外プールは７・８月のみ開放していますが、今後の屋内温水プールの効果的な利
活用の方法について提案を期待します。
３-４ 海西公園
・施設の
施設の更新について
更新について
本公園には多目的広場やテニスコートなど広いオープンスペースがあり、地元スポー
ツクラブ等が定期的に利用している状況であります。
現在、施設利用料が無料であり、利用者にとっては有益な公園ではありますが、施設
の老朽化に伴う更新費用を考えると今後有料化を検討していく必要があります。
市としては、財政面と市民サービスの観点から、今後の利用料を含めた利用方針につ
いての提案を期待します。
３-５ 市民の森
・広大な
広大な緑地の
緑地の利活用について
利活用について
本公園は隣接する津島市下水道終末処理場の緩衝林として整備された緑地であります。
しかし、管理が行き届いておらず、年間数件倒木等の通報がある状況であります。
現在はウォーキング等の利用者がいるのみであり、公園全体を十分に活用出来ていない
状況であります。
そこで本公園について P-PFI 等の含めた利活用方法についての提案を期待します。
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４．スケジュール
７月

内容
実施要領の公表
説明会・現場説明会
参加申込

10

８月
20

31

10

９月
20

31

9日
9日

説明会・現場説明会
質問受付・回答

24日
25日

26日

25日

16日(回答は随時)

対話日の調整は随時回答
対話申込受付
21日

対話実施

24日
９月以降（予定）

結果公表（予定）

５．事前説明会の開催
サウンディング型市場調査の実施方法等について、事前説明会を開催します。参加を
希望される方は、別紙 1「事前説明会・現地見学会申込書」記載のうえ、期日までに下記
申込先へ、Ｅメールにて送付して下さい。
なお、事前説明会への参加はサウンディング調査への参加の条件ではありません。
（１）日 時

平成３０年７月２５日（水）午前１０時００分から
午前１１時００分まで
（２）場 所
中央公民館 ２階 会議室
（愛知県津島市宮川町１ 天王川公園内）
（３）内 容
概要説明などについて
（４）申込期間 平成３０年７月２４日（火）午後５時まで
（５）申 込 先 E-mail： tsushima_chousa@city.tsushima.lg.jp
（津島市建設産業部都市整備課整備・維持グループ）
※メール件名：
【説明会参加申込】とし、別紙 1 を記載の上、メールに添
付して下さい。
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６．現地説明会の開催
各公園にて現地の状況をご説明いたします。
（所要時間約１時間程度）
※現地説明会への参加はサウンディング調査への参加の条件ではありません。
なお、集合場所・時間等は当日の参加状況等により変更する場合があるため、参加
者に対して個別に回答させて頂きます。
公園名
集合日時
集合場所※
天王川公園

平成 30 年７月 25 日（水）
午後１時 00 分集合

天王川公園第１駐車場

東公園

平成 30 年７月 26 日（木）
午前 10 時 00 分集合

東公園駐車場

海西公園

平成 30 年７月 25 日（水）
午後３時 00 分集合

海西公園駐車場

市民の森

平成 30 年７月 25 日（木）
午後４時 00 分集合

市民の森

７．質疑
（１）受付

平成３０年８月１６日（月）午後５時までに別紙２「質問書」をＥメー
ルにてご送付下さい。
○送付先 E-mail：tsushima_chousa@city.tsushima.lg.jp
（津島市建設産業部都市整備課整備・維持グループ）
・メール件名：
【質問書送付】としてください。

（２）回答

質疑に対する回答は、「質問書」を受付後、市のホームページにて順次、
公表する予定です。
原則、質問受付は上記期間ですが、内容によっては質問受付、回答を行
いますので、ご相談下さい。

８．対話の実施
（１）日 時

平成３０年８月２１日（火）から平成３０年８月２４日（金）
午前１０時から午後４時まで
（２）場 所
津島市役所
（愛知県津島市立込町２丁目２１番地）
※詳細な日時等については申込後、個別に調整させていただきます。
（３）申込み方法（事前申込制）
様式３「対話申込書」及び様式４「対話シート」に必要事項を記入し、Ｅメール
へ添付の上、期間内に下記申込先へご送付願います。
（４）申込期間 平成３０年７月 ９日（月）から
平成３０年８月１６日（木）午後５時まで
（５）申込先
E-mail：tsushima_chousa@city.tsushima.lg.jp
（津島市建設産業部都市整備課整備・維持グループ）
・メール件名：
【対話参加申込】としてください。
・メール添付：様式３「対話申込書」及び
様式４「対話シート」
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（６）対象者
事業実施の意向のある民間事業者・NPO 法人等（以下「法人等」という）または、
複数の法人等が構成するグループ（業種・業態を問いません。）
（７）調査内容
本要領に記載の事項を踏まえ、ご意見ご提案をお聞かせ下さい。なお、様式４「対
話シート」を対話の際に７部ご持参願います。（別途、任意の資料を追加していた
だいても構いません。）

９．留意事項
（１）参加及び対話内容の扱い
・対話への参加実績は、事業者公募における評価の対象とはなりません。
・対話内容は、今後の検討において参考とさせていただきます。ただし、双方の
発言とも、あくまで対話時点での想定のものとし、何ら約束するものではない
ことを御理解ください。
・調査目的から逸脱していると考えられるもの、同種の提案が多数寄せられたも
のなどの場合は書面での調査のみとさせていただく場合があります。あらかじ
めご了承ください。
（２）対話に関する費用
・対話への参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。
（３）対話への協力
・必要に応じて追加対話（文書照会含む）やアンケート等を行うことがあります。
御協力をお願いします。
（４）実施結果の公表
・対話の実施結果については、概要をホームページ等で公表します。
・公表にあたっては、事前に参加事業者に内容の確認を行います。
・参加民間事業者の名称及び企業ノウハウに係る内容は、原則として公表しませ
ん。
（５）参加資格
サウンディングの参加資格は、法人(複数の法人で構成される場合も含む。)とし、
次の要件を全て満たしている事業者とします。
（１）地方自治法施行令(昭和 22 年政令 16 号)第 167 条の４に該当しない法人
であること。
（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)
第２条第１項第２号に規定する暴力団(以下「暴力団｣という)又は暴力団
若しくは暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を
経過しない者をいう）の統制下にある法人でないこと。

１０．参加申込・その他連絡先
連絡先：津島市 建設産業部 都市整備課整備・維持グループ
所在地：愛知県津島市立込町２丁目 21 番地
電話 ：0567-55-9687（直通）
FAX ：0567-24-9010
E-mail：tsushima_chousa@city.tsushima.lg.jp
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