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天王川公園の公募設置管理制度及び指定管理者制度の導入に関する 

マーケットサウンディング 実施要領 

 

1. はじめに 

(1).調査の背景と目的 

天王川公園は、今年開設 100 周年の公園であり、当初の設計は、日比谷公園や鶴舞公園

の設計をし、「日本の公園の父」とも呼ばれた本多静六博士らによって手掛けられました。

大正 15年には、大正９年施行の旧都市計画法に基づき、鶴舞公園等と並んで愛知県内で初

めて計画決定され、平成 19年には「日本の歴史公園 100選」にも選定された歴史ある公園

です。 

市民にとっては、日常生活の憩いの場であり、毎朝６時頃から多くの人が集まってラジ

オ体操やウォーキングに励み、夕方からは児童が元気良く遊んでいます。休日には、家族

連れ、ランニング等で健康づくりに取組む人、散策を楽しむ人等が多く訪れる老若男女か

ら愛される公園です。 

毎年４月下旬から５月上旬にかけて行われる「尾張津島藤まつり」では、長さ 275m、面

積 5,034㎡の藤棚に九尺藤を中心に 12種類の藤が咲き誇り、関西方面を始め県内外から約

31 万人の観光客が訪れます。また、日本人のみならず外国人も藤の美しい風景を熱心に撮

影し、インスタグラム等の SNSで広く拡散されています。 

7月の第 4土曜日・日曜日に開催される「尾張津島天王祭」は、織田信長も見物した 600

年近くの歴史を持つ祭で、日本三大川祭りの一つに数えられ、平成 28年にはユネスコ無形

文化遺産に登録されました。当日は、観覧舟や桟敷席等も設けられ、約 26万人の観光客が

幻想的な祭に酔いしれます。 

天王川公園周辺には、西暦 540 年に創建され、全国約 3,000 社の天王信仰の総本社で年

間約 100 万人の参拝客が訪れる津島神社、東海三県の全市町村の中で最も密集している寺

院、江戸時代の建物も残る古い町並みの本町筋等の魅力ある歴史的観光資源が多くありま

す。本市は、天王川公園やこれら資源を活かして、市民活動団体や地元店舗等と協働で、

まち歩きツアーやものづくり体験等を実施し、まちの賑わい創出に取組んできました。 

このような中で、天王川公園には、飲食店も無いことから来園者の滞在時間が短く、又、

広大な敷地や四季折々の美しい風景があるにも関わらず、藤まつり、天王祭以外は、魅力

的なイベントが開催されず、充分に活用されておりません。 

このことから、天王川公園の憩いの増進、新たな楽しみ方の提供、賑わい創出等の公園

全体の魅力向上及びまちなかの回遊性の向上を目的として、これまで天王川公園に携わっ

てきたシルバー人材センター、地元業者、観光協会等に配慮しつつ、民間事業者による公

園の施設整備及び維持管理運営を目指しています。 

今回実施するマーケットサウンディングは、民間事業者による公園の施設整備及び維持

管理運営を実施するにあたり、市場性の有無や民間事業者の意向等を把握し、参入しやす
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い公募条件や実現性の高い事業スキームの設定など、公募内容、条件等に反映することを

目的として実施します。 

 

○尾張津島藤まつりの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○尾張津島天王祭の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 

 

(2).経過 

上記(1)の背景を受け、天王川公園の民間活力導入に向けて、これまで、以下のような取

組を進めてきました。 

表 1 これまでの取組 

開催年月 取組 

平成 29年 10月～11 月 天王川公園に関してのアンケート（広報紙「市政のひろば」等に

おいて実施） 別紙参照 

平成 29年 10月～12 月 ～これからの天王川公園を考える～ ワークショップ 

https://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/koutsuudourokasen

/kouen/wa-kusyoppu.html 

平成 30年 8月 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」 

https://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/koutsuudourokasen

/kouen/160010a.html 

令和 2年 8月～11月 天王川公園カフェ・喫茶店設置等に向けた社会実験 

https://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/koutsuudourokasen

/kouen/tennugawa.html 

 

 

2. 事業の概要 

(1).事業の概要 

本市は、平成 29 年の都市公園法改正により新たに設けられた「公募設置管理制度」を

活用し、天王川公園の特徴を活かしたカフェ・喫茶店やレストラン、テイクアウトの飲

食店等の便益施設、バーベキュー等の休養施設、大規模遊具等の遊戯施設（公募対象公

園施設）と、当該施設から生ずる収益を活用し、日よけ付きの休憩スペース、公園管理

事務所・サービスセンター等（特定公園施設）の整備、維持管理運営を民間活力の導入

により実施します。また、広報板や看板等（利便増進施設）を設置する等、事業の収益

を高める施設の設置も認めます。 

合わせて、公園全体の維持管理運営に「指定管理者制度」を導入したいと考えていま

す。 
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(2).事業用地等の概要 

事業用地及び既存施設の概要は、以下のとおりです。 

表 2 事業用地及び既存施設の概要 

項目 概要 

施設名称 天王川公園 

所在地 津島市宮川町一丁目地内外 

公園面積 12.0ha 

開設年 1920年（大正 9年） 

都市施設 都市公園（都市基幹公園（総合公園）） 

都市計画法上の

位置付け 

都市計画施設：都市公園 

用途地域：第一種住居地域 

その他の地域、

地区等 

第 3種風致地区 

建蔽率、高さの

限度、容積率 

建蔽率：2％（条例改正により 10％上乗せ可能） 

建物高さ：15m以下 

容積率：200％ 

既存施設の概要 施設名 概要 

旧鈴木邸 大正 5年建築 

休憩所 友愛の家（御旅所横）、中央広場、中之島、猿尾先、

藤棚下（木造） 計 5箇所 

トイレ 北、中央、南 計 3箇所 

丸池 護岸整備済、周囲柵無し、スワンボート 

車河戸 護岸整備済、周囲柵無し 

藤棚 中央部、中之島、天翔の藤、南側駐車場西側 

計 4箇所 

藤棚下水路 1,173㎡ 

中之島 1,358㎡ 

芝生広場 3,065㎡ 

中央広場 2,500㎡(複合遊具、健康遊具、ブランコ、鉄棒、噴

水) 

築山 3,258㎡ 

屋外ステージ コンクリート造 

駐車場 第 1 駐車場、第 2駐車場、第 3駐車場、瑠璃小路駐

車場、中地駐車場 

計 5箇所 178台 

売店 20.35㎡(設置許可) 

隣接道路 主要地方道名古屋津島線(拡幅整備中)、県道津島蟹江線、市道橋詰見越

線(拡幅整備中)、市道公園東線、市道祢宜江東１号線、市道宮川１号線 

交通アクセス 名鉄津島駅から徒歩で約 15 分 

津島市ふれあいバス 津島市老人福祉センターバス停から徒歩約３分 

弥富 ICから車で約 15分 
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3. マーケットサウンディングのスケジュール 

本マーケットサウンディングの実施スケジュールは、以下のとおりです。 

表 3 マーケットサウンディングのスケジュール 

実施事項 実施日 

実施要領等の公表 令和２年 10月 19日（月） 

説明会の参加申込期間 令和２年 10月 19日（月）～10月 30日(金) 

質問の受付期間 令和２年 10月 19日（月）～11月 12日(木) 

説明会の開催日 令和２年 11月５日(木) 

質問に対する回答の公表 令和２年 11月 26日(木) 

個別対話申込期限 令和２年 11月 26日(木)～12月３日(木) 

事前ヒアリングシート及び提案書等資料

の提出期間 

令和２年 11月 26日(木)～12月 10日(木) 

個別対話の詳細連絡 令和２年 12月 10日(木) 

個別対話の実施期間 令和２年 12月 17日(木)、18日(金)、21(月) 

マーケットサウンディング結果の公表 令和３年１月 29日(金) 

 

4. マーケットサウンディングの参加資格要件等 

(1).対象事業者 

天王川公園の公募対象公園施設及び特定公園施設の整備、維持管理及び運営の実施主

体となりうる法人又は複数の法人によって構成される連合体を対象とします。なお、実

施主体とは、公園施設の整備、維持管理及び運営に主体的にかかわることを希望する法

人及び連合体とします。 

 

(2).参加資格要件 

マーケットサウンディングの参加資格要件は、次の要件を全て満たしている法人とす

る。 

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。 
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5. マーケットサウンディングにおいて確認する事項等 

(1).本市の想定 

  ①公募対象公園施設 

   ・公募対象公園施設は、現在行っている天王川公園カフェ・喫茶店設置等に向けた

社会実験のアンケート結果も踏まえ、下記を想定している。なお、上段にあるほ

ど、市として整備を期待したい施設である。 

     期待施設１：カフェ・喫茶店・レストラン 

期待施設２：テイクアウトの飲食店 

   期待施設３：バーベキュー施設、大規模遊具 

  ②特定公園施設 

a.日よけ付き休憩スペース等 

    ・本市の費用負担なし 

   b.公園管理事務所・サービスセンター 

    ・天王川公園全体を対象とした指定管理者制度を導入する場合は、公園管理事務

所・サービスセンターの整備を必須とする。市が想定する各室の規模は、公園

概要書表 16のとおり。 

    ・公園管理事務所・サービスセンターの整備費のうち、本市の費用負担は９割未

満とする。 

  ③設置管理許可、行為許可等の使用料 

   ・使用料が他自治体と比較して安価なことから、津島市都市公園条例の改正により、

使用料の引き上げを検討している。引き上げにより公募対象公園施設の設置によ

る本市の使用料収入を増やすとともに、指定管理者の催しや興行等の誘致よる使

用料収入を増やすことで、公園で開催されるイベント数を増やす。なお、現在の

使用料は、公園概要書表 14のとおり。 

  ④催しの運営 

a.尾張津島藤まつりの運営 

・長年、(一社)津島市観光協会の主催事業として、集客イベントの開催、出店募

集・配置、公園敷地内外の駐車場等の警備・誘導、まつりの PR等を少人数で実

施いただいているところであるが、気候状況の変動が、まつりの運営に影響を

及ぼす。観光協会の安定した運営を図るためにも、観光協会と連携しながら指

定管理者による藤まつり全体の運営あるいは公園敷地内のみの運営の可能性を

把握する。 

b.尾張津島天王祭の運営 

 ・本市観光当局からの業務委託を含め、(一社)津島市観光協会が、観覧席等の設

営・販売、公園敷地内外の駐車場等の警備・誘導、集客イベントの開催、まつ

りの PR 等を少人数で実施いただいているところであるが、気候状況の変動が、
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まつりの運営に影響を及ぼす。観光協会の安定した運営を図るためにも、観光

協会と連携しながら指定管理者による天王祭全体(神事除く)の運営あるいは公

園敷地内のみの運営の可能性を把握する。 

  ⑤スワンボートの運営 

   ・設置許可により、個人商店がスワンボートを運営している。公園全体の指定管理

者制度を導入する場合には、指定管理者によるスワンボートの運営や廃止を考え

ている。スワンボートに対する民間事業者の考え方を把握する。 

 

(2).確認項目 

本マーケットサウンディングにおいては、以下の項目について確認する予定です。 

①公募対象公園施設の設置の実現性について 

a.カフェ・喫茶店やレストラン、テイクアウトの飲食店、バーベキュー施設の設置、

維持管理・運営の実現性 

b.大規模遊具を公募対象公園施設として導入することの実現性（大規模遊具は、さ

がみ湖リゾートや滋賀ブルーメの丘、泉南りんくう公園に設置されている有料遊

具施設（アスレチック）を想定） 

c.上記以外に考えられる公募対象公園施設 

②特定公園施設(日よけ付き休憩スペース等)の整備と費用について 

d.整備イメージ、整備費及び負担割合 

③指定管理者制度の導入について 

e.天王川公園全体を対象とした指定管理者制度を導入することの実現性 

f.公園管理事務所・サービスセンターの整備イメージ、整備費及び負担割合 

④設置管理許可、行為許可等の使用料について 

g.設置管理許可、行為許可等の使用料の引き上げの可否 

⑤事業スキーム、スケジュール等について 

h.事業スケジュール、供用開始(オープン)時期について 

i.事業エリア（公募対象公園施設、特定公園施設の設置を想定する区域の位置、範

囲等）の妥当性 

⑥催しの運営について 

j.尾張津島藤まつりの運営の可不可や意見 

k.尾張津島天王祭の運営の可不可や意見 

l.マルシェ等の通年イベントや桜・彼岸花等の花を活かしたイベントの実現性及び

津島駅西地域のまちづくりとの連携（市内店舗と共通割引券の発行・スタンプラ

リー開催等、公園から街中に誘導する取組等を想定） 

⑦スワンボートの運営について 

m.スワンボートの今後のあり方 



 

8 

⑧その他 

n.その他、事業の実現に向けたアイデアについて 

o.その他、本事業実施に関しての本市への要望等について 

p.参入の意向について 

 

6. マーケットサウンディングの手続き 

(1).現地説明会の開催 

天王川公園の事業化検討に関するマーケットサウンディングへの参加を希望する民間

事業者向けの現地説明会を実施します。 

① 申込受付期間 

令和２年 10月 19日(月)～10月 30日(金)17時 00分まで 

② 申込先 

申込先は、「9.問合せ先」に記載する担当になります。申込方法は、様式１「現地説

明会申込書」を電子メールに添付し、担当のメールアドレス宛に送付してください。

電子メールの件名は【現地説明会参加申込】としてください。 

③ 開催日時 

令和２年 11月５日(木) 

a. 事前説明会：10時 30分～11時 30分（受付開始 10時 00分） 

b. 現地説明会：13時 30分～14時 30分（受付開始 13時 00分） 

④ 開催場所 

事前説明会：津島市文化会館１F小ホール(津島市藤浪町三丁目 89-10) 

現地説明会：天王川公園（集合場所 第１駐車場） 

⑤ 留意事項 

説明会に参加する場合は、以下の点について留意してください。 

 参加人数は、事前説明会及び現地説明会ともに、３名までとしてください。 

 事前説明会のみ、現地説明会のみの参加も可能です。 

 事前説明会会場から現地説明会会場となる天王川公園への移動は、各参加者に

て行ってください。 

 現地説明会終了後、天王川公園で解散となります。 

 天王川公園は、一般の公園利用者も利用しています。公園施設を見学する際は、

公園利用者への配慮をお願いします。 

 公園内を撮影することは可能ですが、公園利用者の利用に支障がないようにし

てください。また、公園利用者個人が特定されるような撮影は控えてください。 

 荒天の場合、午後の現地見学会を中止とする場合があります。 

⑥ 新型コロナウイルス感染拡大防止 

 発熱や体調不良の場合には、参加をお控えください。 
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 参加に当たっては、マスクを着用してください。 

 参加者名簿については、必要に応じて保健所等の公的機関へ提出することがあ

ります。 

 万が一、感染が疑われる者が発生した場合のその後の調査の参考のため、事前

説明会は指定席とします。 

 

(2).質問の受付及び回答の公表 

本実施要領等に関する質問を受け付け、回答します。 

① 質問の受付期間 

令和 2年 10月 19日（月）～11月 12日(木)17時 00分まで 

② 申込先・申込方法 

申込先は、「9.問合せ先」に記載する担当になります。質問方法は、様式２「質問書」

を電子メールに添付し、担当のメールアドレス宛に送付してください。電子メールの

件名は【実施要領等に関する質問】としてください。 

③ 質問に対する回答の公表 

質問に対する回答は、公にすることにより質問者の権利、競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあるものを除き、令和 2 年 11 月 26 日（木）頃に本市 Web サ

イトに掲載します。 

 

(3).個別対話の参加申込 

個別対話に参加することを希望する場合は、様式３「エントリーシート」に必要事項

を記入し、申し込んでください。 

① 申込受付期間 

令和２年 11月 26日(木)～12月３日(木)17時 00分まで 

② 申込先・申込方法 

申込先は、「9.問合せ先」に記載する担当になります。申込方法は、電子メールに添

付し、担当のメールアドレス宛に送付してください。電子メールの件名は【個別対話

参加申込】としてください。 

 

(4).個別対話に関する連絡 

個別対話の日時及び時間等を含む詳細な内容については、令和２年 12 月 10 日（木）

を目途に、個別対話の参加を申し込まれた法人の担当者宛に、電子メールにて連絡しま

す。 

様式３「エントリーシート」に希望する日時を３つ、記載していただいていますが、

ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。 
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(5).事前ヒアリングシート及び提案書等資料の提出 

個別対話の実施に先立ち、様式４「事前ヒアリングシート」を提出してください。ま

た、本事業に関するアイデアや提案事項等がある場合には、それらを記載した提案書等

資料（様式等は任意）を事前に提出してください。 

① 提出期間 

令和２年 11月 26日(木)～12月 10日(木)17時 00分まで 

② 提出先・提出方法 

提出先は、「9.問合せ先」に記載する担当になります。提出方法は、電子メールに添

付し、担当のメールアドレス宛に送付してください。電子メールの件名は【提案書等

資料提出】としてください。 

なお、電子メールで受付可能なデータのサイズは 10MBまでとなります。これを超え

る場合には、事前にお問い合わせください。 

 

(6).個別対話の実施 

① 実施期間 

令和２年 12月 17日(木)午前・午後、18 日(金)午後、21日(月)午前・午後 

② 所要時間 

個別対話は、１者あたり最大１時間を予定しています。マーケットサウンディング

の実施状況によっては、所要時間を超えて実施する場合がありますので、ご了承くだ

さい。 

③ 実施場所 

津島市役所 ３F市長公室又は１F会議室 

④ 留意事項 

個別対話への参加においては、以下の点についてご留意ください。 

 マーケットサウンディングは、参加者のアイデア及びノウハウの保護のため、

個別に行います。 

 個別対話への参加者は、５名までとしてください。 

 個別対話の実施方法や留意事項の詳細については、個別対話の詳細を連絡する

際に、ご案内します。 

 

(7).マーケットサウンディング結果の公表 

マーケットサウンディングの実施結果は、参加者のノウハウやアイデアの保護のため、

概要のみを公表することを予定しています。参加者の名称は、公表しません。また、公

表にあたり、事前に参加者へ公表する内容の確認を行います。 
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7. 留意事項等 

(1).参加者の取扱い 

マーケットサウンディングへの参加実績は、事業者公募等における評価の対象となり

ません。 

 

(2).費用負担 

マーケットサウンディングへの参加に要する費用は、参加者の負担とします。 

 

8. 配布資料 

本実施要領と合わせて、以下の資料を、市 Webサイトにて公表します。 

様式１ 現地説明会申込書 

様式２ 質問書 

様式３ エントリーシート 

様式４ 事前ヒアリングシート 

別紙 アンケート結果 

資料 公園概要書 

参考資料１ ボーリング柱状図 

参考資料２ 社会実験報告 

 

9. 問合せ先 

津島市 建設産業部 都市整備課 都市整備グループ 

担当：菱田、宮田 

住所：愛知県津島市立込町２丁目２１番地 

電話：0567-55-9687 

F A X：0567-24-9010 

メールアドレス：tennogawa_chousa@city.tsushima.lg.jp 


