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1. 公園の概要 

1.1 施設概要 

天王川公園は、「日本の歴史公園 100 選」に選ばれており、幅広い世代の憩いの場とし

て親しまれている。また、津島市の代表的な祭である「尾張津島藤まつり」（約 31 万人）

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」（約 26 万人）が開催されて

おり、多くの観光客も訪れている。 

天王川公園の北西に近接する「1480 年の歴史がある津島神社」には、年間約 100 万人

の参拝客があり、秋に街中で開催される「尾張津島秋まつり」（約 4 万人）、旧暦２月１

日に津島神社で開催される「開扉祭(おみと)」など、津島市（以下「本市」という。）に

は、１年間におよそ 160 万人の観光客が訪れている。 

また、天王川公園周辺においては、「古い町並みが残る本町筋」や｢歴史的資源が多く

ある小路」を活かして、おもてなしコンシェルジュの案内による「まち歩きツアー」や

津島ならではの味・ものづくり、お寺体験などを楽しむ「体験プログラム」など、賑わ

いを創出する事業が実施されている。 

天王川公園は、津島市の歴史や魅力を PR する上でも非常に重要な公園となっている。 

 

所在地 (1) 

愛知県津島市宮川町一丁目地内外 

 

敷地面積 (2) 

12.0ha 

 

既存の公園施設 (3) 

公園内の建物は表 1、建物以外の主な施設は表 2 のとおりである。 

表 1 公園内の建物 

施設名 構造 建築面積 備考 

旧鈴木邸 木造 431.83㎡ 大正 5年建築 

休憩所 鉄筋コンクリート、木造 145.29㎡ 

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 
鉄筋コンクリート(2箇所）、 

ステンレス造（1箇所） 
133.69㎡ 北、中央、南 計 3箇所 

売店  20.35㎡ 設置許可 

ボート小屋  14.40㎡ 設置許可 

合計  745.56㎡  
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表 2 建物以外の主な施設 

施設名 構造 建築面積 備考 

丸池 
護岸整備済 

周囲柵無し 
26,000 ㎡ 

天王祭のメイン会場・舟遊び 

（スワンボート等） 

車河戸 
護岸整備済 

周囲擬木柵あり 
12,000 ㎡  天王祭時のまきわら舟の船着場 

藤棚 コンクリート擬木等 5,034㎡   

藤棚下水路  1,173㎡  

中之島 土 1,358㎡  

芝生広場 芝生 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 芝生 3,258㎡  

屋外ステージ コンクリート造 107.41 ㎡  

駐車場 
舗装 2箇所 

未舗装 3箇所 
4,380㎡ 

178台(イベント時拡張可) 

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 

 

インフラ施設 (4) 

天王川公園周辺のインフラ施設の整備状況は、以下のとおりである。 

表 3 インフラ施設の整備状況 

インフラ施設 整備状況 

上水道 敷地西側市道に 150mm 又は 75mm、東側市道に 50mm 又は 40mm

の配水管あり 

下水道 なし 

電 気 引込可能 

通 信 引込可能 

ガ ス なし 

※詳細については、各インフラ管理者に確認して下さい。 

 

地盤状況 (5) 

天王川公園の地盤状況は、参考資料１「土質柱状断面図」を参照すること。 

 

周辺駐車場 (6) 

天王川公園周辺の主な駐車場の位置は、参考資料２「主な周辺駐車場位置図」を参

照すること。 
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1.2 利用状況整理 

イベント等の開催状況 (1) 

天王川公園において実施されている主なイベントと来園者数は、以下のとおりであ

る。 

表 4 天王川公園において実施されている主なイベントと来園者数 

開催時期 イベント名 概要 来園者数 

1 月上旬 ― 

近隣の津島神社に初詣で訪れる参拝客

用の駐車場として丸池周辺等のスペー

スを利用。 

 

― 

3 月下旬 桜 
花見による利用。花見客を対象とした出

店が立ち並ぶ。 
― 

4 下旬~ 

5 月上旬 

尾張津島藤ま

つり 

観光協会主催の藤まつりが開催され、公

園内を全体的に利用。 

約 31 万人 

（令和元年

実績） 

7 月第 4 週の

土・日曜日 

尾張津島天王

祭 

日本三大川祭りのひとつであり、ユネス

コ無形文化遺産に登録されている祭が

開催されるため、開催前後 1 ヶ月程度準

備・後片付け等の利用。 

約 26 万人 

（平成 29年

実績） 

9 月下旬 彼岸花 
堤防敷に咲く彼岸花の観賞・撮影に多く

の人が来園 
― 

12 月上旬 
津島天王川 

マラソン大会 

津島市スポーツ協会が主催する天王川

公園内を走るマラソン大会での利用 

約 800 人 

（令和元年

実績） 

１月 消防出初式 － ― 

通年 
体操・ウォーキ

ング 

多くの市民が毎朝６時頃からラジオ体

操やウォーキング等に取組む 
 

冬 マラソン大会 
西小学校、南小学校、北小学校が児童の

マラソン大会で利用 
 

その他 遠足 市内外の小学校が遠足で来園  
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公園利用者に関する調査 (2) 

本市は、令和２年度、コロナ禍における｢新しい生活様式｣の提案として、天王川公

園カフェ・喫茶店設置等に向けた社会実験を実施した。社会実験では、天王川公園に

キッチンカー等の屋外飲食店を試験的に設置し、売上げ調査や訪れた利用者にアンケ

ート調査を実施している。 

調査概要及び調査結果は、以下のとおりである。 

 

調査概要 1) 

調査期間：令和 2 年 8 月 1 日（土）～令和 2 年 11 月 29 日（日）の毎週土曜、日曜

※9 月 17 日(木)からは毎週木曜も実施 

調査日数：土・日曜 36 日、木曜 11 日、合計 47 日 

調査時間：午前 10 時から午後３時 

店 舗 数：２店舗程度／日 

出店場所：野外ステージ南側 

 

図 1 出店場所 

 

調査結果 2) 

設置した店舗の利用状況及びアンケート調査結果は、参考資料３「社会実験報告

書」を参照。 

  

出店場所 
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1.3 公園の運営に係る収支 

収入 (1) 

天王川公園の過去３年間の使用料収入の平均額は、以下のとおりである。 

表 5 過年度の使用料収入の実態 

区分 内容 使用料収入 

公園施設を設ける場合 自動販売機、売店、船遊び

場 

約 80 千円 

競技会、展示会、博覧会その他これらに類

する催しを行う場合 

お笑いステージ等 約 8 千円 

興行、行商、募金都の他これらに類する行

為を行う場合 

マルシェ等 約 22 千円 

業として写真又は映画の撮影を行う場合 写真撮影、番組撮影 約 1 千円 

 

支出 (2) 

天王川公園の支出は、公園の植栽や公園施設の維持・修繕に必要な費用等で構成

される。天王川公園の過去３年間の支出の平均額は、以下のとおりである。 

表 6 過年度の支出の実態 

区分 金額 備考 

電気料 約 2,379 千円  

水道料 約 1,100 千円 R2 の噴水稼動により増額見込 

修繕料 約 4,853 千円 トイレ、浄化槽、遊具等の修繕 

電話料 約 36 千円  

浄化槽手数料 約 566 千円  

管理委託費 約 8,328 千円 公園の清掃等(シルバー人材センター) 

藤管理委託費 約 5,796 千円 藤剪定等 

施設点検委託費 約 838 千円 トイレ、ポンプ、遊具等点検 

藤棚下水路清掃委託費 約 2,459 千円 藤棚下の水路の清掃 

除草植栽管理等委託費 約 6,891 千円 藤以外の草・樹木の維持管理 

桜開花関連委託費 約 1,383 千円 警備、照明の設置・撤去 

天王祭準備費 約 8,510 千円 法面除草、防止柵設置等 

その他 約 346 千円  

合計 約 43,488 千円 職員人件費除く 
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2. 事業対象区域の概要案及び図面 

2.1 関連計画 

天王川公園に関して記載している上位計画・関連計画は表 7 のとおりである。それぞ

れの記載部分を次頁に抜粋した。 

表 7 天王川公園に関して記載している上位計画・関連計画 

№ 上位計画・関連計画等の名称 

(1) 第４次津島市総合計画（改訂版） 

(2) 津島市まち・ひと・しごと総合戦略 

(3) 都市計画マスタープラン 

(4) 緑の基本計画 

(5) 津島市歴史的風致維持向上計画 

※(1)～(4)は令和３年度改訂予定 
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第 4 次津島市総合計画（改訂版） (1) 

第２編 土地利用計画 

２ 用途別土地利用方針 

7．歴史文化ゾーン 

津島神社周辺地域においては、堀田家住宅などの歴史的建造物や自然的景観を残した

天王川公園、尾張津島天王祭や尾張津島秋まつりなどの伝統的なまつり、この地域特

有の茶の湯文化など、市を代表する歴史的文化的資源が集積しています。さらに津島

駅から津島神社までのエリアには歴史的に貴重な町家・町並みが現存しています。今

後も歴史的景観や周辺環境との調和に配慮しながら、地域の歴史的資源や文化、町並

みを保全し、後世へ伝承するように努めます。 

該当ページ p10 

  

第３編 

重点戦略４：歴史文化が息づく魅力あるまちづくり 

（３）まちなかの回遊性と魅力の向上 

・来訪者が本市のまちなかを楽しみながら回遊できるよう観光資源のネットワークを

充実させるとともに、地域資源を活用した新たな施設の整備を検討し、津島駅西側

の歴史文化ゾーンを中心に、観光魅力の向上を図ります。 

・本市の歴史が感じられる本町筋周辺や津島神社・天王川公園周辺は、景観資源の保

全や周辺景観と調和した建物の建て替え誘導などにより、歴史のまちにふさわしい

景観の保全・形成を図ります。 

・来訪者が快適にまちなかを回遊できるように、歩道や案内板などの整備を図ります。 

・来訪者へのサービスの提供と地場産業の活性化のため、特産品・ブランド品の開発

と販売などについて検討を行います。 

該当基本施策 

3-1-3 交流産業の振興 

4-3-1 文化の継承と創造 

5-2-1 魅力あるまちの形成 

5-2-3 個性豊かな都市景観の形成 
 

該当ページ p20 

  

  



 

8 

 

第４編 分野別計画 

第３章 生活と産業の調和した安心・安全なまち 

第１節：活力ある産業の振興 

３．交流産業の振興 

施策の内容 

 

該当ページ p71 

 

第５章 快適な暮らしを支える基盤の整ったまち 

第２節：個性ある快適な市街地整備 

４．身近に憩える公園等の確保 

施策の内容 

 

該当ページ p125 
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津島市まち・ひと・しごと創生総合戦略 (2) 

４ 施策の方針と主な事業 

（２） 津島市に住み続けながら働けるようにする 

（２）－２ 利便性の高い居住環境の整備 

主な事業 

■都市公園更新・長寿命化 

・天王川公園の藤棚を始め、都市公園の施設更新を行うための計画を策定するととも

に、安全・快適に利用できるように施設の維持管理、点検を進めます。 

該当ページ p24 

  

（３）－３ シティプロモーションの展開 

■花ごよみ事業（アダプトプログラム） 

・天王川公園内に「花ごよみエリア」を造成し、オーナーを募集するとともに、市外

に向け、市民と共に天王川公園の良さを伝え、花の歴史公園として名勝化を進めま

す。 

該当ページ p28 
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津島市都市計画マスタープラン (3) 

＜全体構想＞ 

Ⅰ．基本方針の整理 

２．将来フレームの設定 

（４）骨格となる緑（都市基幹公園として確保すべき緑地）の目標水準 

○天王川公園及び東公園から市民の森一帯を、市民全体を対象とする『レクリエーシ

ョン拠点』として位置付ける。 

○天王川公園については、現在一部未整備となっている箇所の整備を促進するととも

に、東公園については、機能充実を図る。なお、都市緑地である市民の森について

も、機能充実を図る。 

該当ページ p10 

Ⅱ．都市づくりの目標 

２．将来都市構造 

（１）土地利用ゾーン 

［レクリエーション拠点（都市基幹公園）］ 

天王川公園及び東公園・市民の森をレクリエーション拠点として位置付け、現在の機

能維持及び利用増進を目指す。 

該当ページ p16 

Ⅲ．都市づくりの方針 

８．都市景観形成の方針 

（１）歴史のまちにふさわしい景観の保全・再生 

本町筋周辺や風致地区が定められている津島神社及び天王川公園周辺、かつての宿場

町であった面影を残す神守地区等、本市ならではの歴史性を感じることのできる景観

を形成している地域については、景観資源の保全や周辺景観に馴染むような建物の建

替え誘導、高さ制限等により、歴史のまちにふさわしい景観の保全・再生に努める。 

 特に、津島神社及び天王川公園周辺については、多くの観光客が訪れている地区であ

り、現在の風致地区を維持しつつ、地域の理解と協力を得ながら、歴史的景観の保全

や調和を図る。 

該当ページ p42 

＜地域別構想＞ 

２．まちづくり構想 

（２）駅西地域 

ⅲ）地域のまちづくり方針 

■歴史・文化資源を生かしたまちづくり 

⑪津島神社や天王川公園については、本市の豊かな歴史・文化資源であるとともに、

重要な観光資源でもあることから、良好な風致の維持・保全を図る。また、天王

川公園周辺においては、駐車場の確保を図る。 

該当ページ p50 
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緑の基本計画 (4) 

１．津島市の緑の分析・評価 

３．主要機能別緑地の評価 

（４）「生活」に関する緑の評価 

 

該当ページ p14 

４．緑地の保全及び緑化の推進のための施策 

２．施策の展開 

（１）自然の緑を回復する 

①都市緑地法による本市のシンボル的な緑の保全・再生 

○日光川及び旧天王川（新堀川～天王川公園～中央緑地～津島高校）・旧佐屋川（西

端の自然堤防と松並木）及び津島神社一帯は、本市の成り立ちや治水の歴史を後世

に伝える貴重な水と緑の拠点で自然環境が残っている地域については、その保全の

ため特別緑地保全地区など「都市緑地法」等による総合的な保全方策の適用を検討

する。 

②水辺の保全と活用 

○日光川や天王川公園等の市を代表する水辺については、多様な生物の良好な生息地

としての環境保全を図るとともに、周辺の環境や景観整備を併せて進め、本市特有

の水と緑の環境と触れ合い、学習できる場を提供する。 

該当ページ p26 
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（２）文化として育まれてきた緑を守る 

④歴史的景観の保全 

○津島神社から天王川公園、青池、中央緑地、津島高校を結ぶ旧天王川流域は、本市

の歴史を物語る地域であり、貴重な水と緑の環境が残っている。この地域について

は、都市計画法に基づく「風致地区」の指定を継続するとともに、「景観法」や「都

市緑地法」等による総合的な保全方策の適用を検討するなど、貴重な歴史と自然の

資源として保全を図る。 

該当ページ p29 

（３）新たな緑をつくり、育む 

①都市公園等の整備 

〇したがって、今後の都市基幹公園については、 

◇天王川公園及び東公園から市民の森一帯を、都市計画マスタープランで定められ

た５つの拠点のうちの１つで、市民全体を対象とする『レクリエーション拠点』

として位置付ける。 

◇天王川公園については、現在一部未整備となっている箇所の整備を促進するとと

もに、東公園については、機能充実を図る。なお、都市緑地である市民の森につ

いても、機能充実を図る。 

該当ページ p30 
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津島市歴史的風致維持向上計画 (5) 

第 1章 歴史的風致形成の背景（市の概要） 

1-2．社会的環境 

6) 観光 

本市は津島神社の門前町として栄えてきたまちであり、津島神社には今でも多くの

人が訪れる。また、天王川公園で春に開かれる尾張津島藤まつり、夏に行われる津島

神社の祭礼である尾張津島天王祭まつり、市内各地の氏神社の祭礼を秋の同日に開催

する尾張津島秋まつり、津島神社で冬に行われる開扉祭と四季ごとに祭があるという

特徴がある。 

愛知県観光レクリエ－ション統計では、津島神社、尾張津島藤まつり、尾張津島天

王祭、尾張津島秋まつり、津島市観光交流センターの 5つの観光入込客数を毎年数え

ている。 

平成 21 年以降の入込客数の推移を見ると、近年は年間 160 万人前後で推移してお

り、そのうち 6 割にあたるおよそ 100 万人が津島神社の参拝客である。 

 

 
該当ページ p25 
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第 2章 維持及び向上すべき歴史的風致 

2-2. 尾張津島天王祭にみる歴史的風致 

1) はじめに 

「尾張津島天王祭」（以下、「天王祭」という。）は、津島神社の祭礼であり、疫

病・厄難災除けの牛頭天王信仰に基づくものである。津島神社は欽明天皇元年（540）

創建と伝わる神社であり、明治の神仏分離令以前は津島牛頭天王社とも呼ばれ、全国

に 3,000 社の分霊社を持つとされている。津島神社は疫病・厄難災除けに限らず五穀

豊穣や武運長久など幅広い信仰を集めた。現在に至るまで、津島牛頭天王信仰に基づ

いた祭や風習は、津島市内に限らず周辺地域でも行われている。 

昭和 55年（1980）に重要無形民俗文化財に指定、平成 28年（2016）にはユネスコ

無形文化遺産に全国 33 の「山・鉾・屋台行事」の一つとして登録された「尾張津島

天王祭の車楽舟行事」は、現在、平成 19年（2007）に日本の歴史公園 100選に選出さ

れた天王川公園で行われている。 

該当ページ p63 

第 4章 重点区域の位置及び区域 

4-3. 重点区域の区域、名称、面積 

重点区域は、重要文化財である津島神社を核とし、尾張津島天王祭の神事のルート

や活動、津島駅西地区の山車祭と石採祭の山車や石採祭車の巡行ルートや氏神社を含

み、茶の湯に関する活動が営まれ、文化財や町家などの歴史的な建造物が集積する市

街地の範囲とする。 

本区域は、都市再生整備計画において本市が「津島市まちなか歴史・文化地区」と

して重点的にまちづくりを進めてきた区域と同一であり、そのなかには都市計画法に

基づく風致地区（津島神社、天王川公園）が含まれている。 

なお、区域界の設定にあたっては、地形及び地域の連続性、並びに市の景観形成施策

などを考慮に入れ、道路等の施設も対象とする。 

【重点区域の名称】 津島市歴史的風致維持向上区域 

【重点区域の面積】 約 177 ヘクタール 

重点区域は、名古屋鉄道（名鉄）尾西線、県道津島南濃線、県道津島蟹江線、天王

川公園、県道名古屋津島線、国道 155 号、市道江川城山 1 号線、新堀川、市道橋詰

見越線で囲まれた範囲とする。 

該当ページ p161 
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第 5章 文化財の保存又は活用に関する事項 

5-2. 重点区域に関する事項 

4) 文化財の周辺環境の保全に関する具体的な計画 

尾張津島天王祭の宵祭の前夜に行われる稚児打廻しの通るルートにおいては、歴史

を体感しながら回遊を促す重要な軸としてふさわしい、良好な町並み景観形成に向け、

道路舗装の整備、文化財の説明板等の整備、総合案内板や誘導サイン等、周辺の景観

と調和を図るための修景整備を行い、回遊性の向上を図る。 

また、活動団体等とも連携しながら、重点区域内の周辺環境の価値を再認識し、回

遊行動等へとつなげていくための啓発等の取り組みを検討する。 

【関連する事業】（番号は第 6 章に対応） 

2-1 道路整備事業 

（令和 2 年度（2020）～令和 11 年度（2029）） 

2-2 天王川公園整備事業 

（令和 2 年度（2020）～令和 11 年度（2029）） 

2-3 歴史文化遺産案内板整備・修繕事業 

（令和 2 年度（2020）～令和 11 年度（2029）） 

該当ページ p177及びｐ185  

第 6章 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等に関する事項 

6-2. 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理のための事業 

2) 歴史的建造物の周辺環境の保全に関する事業 

事業名 2-2 天王川公園整備事業 

事業主体 津島市 

事業手法 

（支援事業名） 

市単独事業 

事業期間 令和 2年度（2020）～令和 6年度（2024） 

事業位置 天王川公園 

事業概要 天王川公園内にある老朽化した藤棚の改修等を行う。 

事業が歴史的風

致の維持向上に

寄与する理由 

天王川公園は尾張津島天王祭の舞台となる丸池や、市民団体等によ

る野点茶が提供される尾張津島藤まつりが行われる藤棚があり、津

島市にとって重要な公園である。当該事業により、藤棚だけでなく

公園としての魅力が維持され、継続的に尾張津島藤まつりが開催さ

れることにより、市民団体等による野点が実施できるため、茶の湯

文化にみる歴史的風致の維持及び向上に寄与する。 

該当ページｐ185  
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2.2 都市計画情報 

用途地域 (1) 

天王川公園の立地する場所の用途地域は、第一種住居地域である。天王川公園の南

西側は第一種中高層住居専用地域に接しており、北東側は近隣商業地域に接している。 

 

図 2 天王川公園の用途地域 

 

建蔽率 (2) 

都市公園の公園施設の公園面積に対する建築面積の割合は、表 8 のとおりである。 

表 8 公園施設の公園面積に対する建築面積の割合 

適用法令 施設区分 
公園面積に対する 

建築面積の割合 

都市公園法 

第４条第１項 
公園施設の建築物 ２％ 

都市公園法施行令第６
条及び津島市都市公園
条例（昭和 62 年 3 月
31 日条例第 10 号）第
２条の2及び第2条の3 

休養施設、運動施設、教養施設、
備蓄倉庫等 

＋１０％ 

（１２％） 

国宝、重要文化財、重要有形民俗
文化財、特別史跡名勝天然記念物
等 

＋２０％ 

（２２％） 

屋根付き広場、壁を有しない雨天
用運動場等 

＋１０％ 

（１２％） 
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容積率 (3) 

容積率は２００％（第一種住居地域）と指定されている。 

 

その他規制等 (4) 

風致地区 1) 

天王川公園が立地する場所は、風致地区（第 3 種風致地区（津島市風致地区内に

おける建築等の規制に関する条例）に指定されている。風致地区内で建築物の新築

や木竹の伐採などの行為を行う場合は、下表に示す基準を満たす必要がある。 

表 9 第 3 種風致地区内における許可等の基準 

 

（出典）津島市 歴史的風致維持向上計画，令和 2 年 3 月 p166 

 

天王川公園は、歴史まちづくり法（地域における歴史的風致の維持及び向上に関

する法律）に基づいて策定された「津島市歴史的風致維持向上計画」において、歴

史的建造物およびその周辺の活動が一体となって形成してきた良好な市街地環境

（歴史的風致）であることから、特に維持及び向上を図る必要がある重点区域に指

定されている。 
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文化財等 2) 

天王川公園内には、国指定文化財（重要無形民俗文化財）に指定されている「尾

張津島天王祭の車楽舟行事」や市指定文化財（天然記念物）に指定されているカジ

ノキ群落がある。 

 

図 3 天王川公園内の文化財等 

（出典）津島市歴史的風致維持向上計画 p43 

 

  

凡例 

天王川公園の範囲 
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2.3 周辺道路等の交通量 

天王川公園の周辺道路の交通量は以下のとおりである。 

 

図 4 天王川公園の周辺道路の交通量 

表 10 天王川公園の周辺道路の交通量の詳細データ 

区間属性 ① ② ③ ④ ⑤ 

交 通 調 査 基 本 区 間 番 号 23400680300 23601140010 23301551030 23604580190 23601290130 

世代管理番号 0 0 0 0 0 

道路種別 
4：主要地方道（都
道府県道） 

6：一般都道府県道 3：一般国道 6：一般都道府県道 6：一般都道府県道 

路線名 名古屋津島線 津島蟹江線 一般国道１５５号 一宮弥富線 一宮津島線 

管理区分 
2：都道府県知事又
は都道府県 

2：都道府県知事又
は都道府県 

2：都道府県知事又
は都道府県 

2：都道府県知事又
は都道府県 

2：都道府県知事又
は都道府県 

区間延長（km） 1.2 1.1 0.7 1 1.5 

道路状況調査単位区間番号  23000-49020 23000-60640 23000-13420 23000-74820 23000-61630 

車線数 4 2 2 2 2 

交通量調査単位区間番号 23000-42995 23000-60230 23000-11940 23000-65210 23000-60540 

平成 27 年度調査交通量
観測・非観測の別 

1：観測 1：観測 1：観測 1：観測 1：観測 

個 別 調 査 結 果 活 用 の 別 0：活用なし 0：活用なし 0：活用なし 0：活用なし 0：活用なし 

12・24 時間観測の別 
1：１２時間観測地
点 

1：１２時間観測地
点 

1：１２時間観測地
点 

1：１２時間観測地
点 

1：１２時間観測地
点 

昼間１２時間交通量 

（全車上下計）（台） 
10604 5563 14524 10107 5929 

２４時間交通量 

（全車上下計）（台） 
14209 7065 20043 13139 7530 

混雑度 0.46 0.7 1.4 1.09 0.74 

旅行速度調査単位区間番
号 

23000-51170 23000-60910 23000-15790 23000-76810 23000-62050 

混雑時旅行速度（上り）

（km/h） 
20.1 17.6 20.1 13.4 26.4 

混雑時旅行速度（下り）

（km/h） 
22.7 19.5 23.9 13.4 27.3 

昼間非混雑時旅行速度
（上り）（km/h） 

24.4 18.3 30.8 18 29.6 

昼間非混雑時旅行速度
（下り）（km/h） 

19.4 18.6 29.5 19.2 23.6 

（出典）平成 27年度全国道路・街路交通情勢調査 

③

②

①

④

⑤

10,604

5,929
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2.4 人口動態 

天王川公園周辺の人口動態は表 11 のとおりである。 

表 11 天王川公園周辺の人口動態 

項目 人口動態 

①人口、高齢化率 人口 63,431 人 

高齢化率 23.8% 

②周辺の人口構成 15 歳未満 8,007 人（14.8%） 

15～64 歳 37,568 人（61.4%） 

65 歳以上 17,628 人 

（出典）H27 国勢調査より 

 

図 5 天王川公園の周辺人口 

※自動車で時速 25 ㎞で走行した場合の 15 分到達圏、30 分到達圏 

表 12 15 分到達圏、30 分到達圏内の人口 

項目 15 分到達圏の人口（人） 30 分到達圏の人口（人） 

人口総数 130,913 543,298 

 男人口 63,651 266,731 

 女人口 67,263 276,567 

昼間人口 113,383 446,677 

未就学者 7,205 32,665 

小・中学生 13,122 51,532 

高校生 4,053 16,235 

短大・大学生 3,251 13,022 

就業者 64,362 267,528 

高齢者（65 歳以上） 37,544 

 

141,897 

15分 30分 
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2.5 図面 

 

 

 

 

図 6 公園平面図 
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3. 事業の実施概要 

3.1 事業の概要 

天王川公園民間活力導入事業は、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、民間事

業者による公園の維持管理運営の実施を行うものです。 

 

3.2 民間事業者への期待 

 天王川公園の魅力向上 

 利用者のニーズが高いカフェ・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、大規模遊具の設置 

 構想図（平成 29 年度 天王川公園のあり方検討、P25 図８参照）に基づく公園

全体の整備・魅力向上 

 収益施設（カフェ・喫茶店等）と一体的に公園全体の維持管理運営を行い、公

園全体の魅力向上 

 天王川公園の賑わいの創出 

 公園内でのイベントの実施回数を増やし、通年の賑わい創出 

 観光協会と連携して尾張津島藤まつりや尾張津島天王祭の運営を行い、津島の

魅力発信を強化 

 天王川公園周辺と連携した地域全体の活性化 

 天王川公園の来園者を周辺地域に回遊させるとともに、天王川公園周辺への来訪

者を天王川公園へ呼び込み、津島駅西地域の賑わいを創出 

 地元商店と連携イベントを実施し、観光客の回遊性を向上 
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3.3 空間づくりのコンセプト 

「天王川公園のあり方検討業務」（平成 30 年 3 月）では、天王川公園のあり方（基

本方針）は、以下のように示されている。 

 

図 7 天王川公園のあり方（基本方針） 

公園内は６つのゾーンに分けられ、それぞれ、以下のゾーン方針が示されている。 

表 13 各ゾーンの方針 

項目 ゾーン方針 

水辺鑑賞ゾ

ーン 

- 丸池を中心に親水性のある憩いの空間を創出する。 

- イベント時の出店や、御旅所から丸池への特徴的な景観に配慮し、必要最

小限の施設配置を行う。 

- 歴史的な施設への誘導サインや説明サインを設置し、歴史学習の場とする。 

遊び広場ゾ

ーン 

- 既存の遊戯施設を活用しつつ、親が子どもを安心して見守れるような空間

を創出する。 

- イベント時のステージ利用や隣接する憩いの広場ゾーンとの接続に配慮す

る。 

- 本公園の長寿命化計画をもとに、適正な時期に遊戯施設の更新を行うこと

で、安全性を確保する。 

健康づくり

ゾーン 

- 車河戸周辺の散策路に健康遊具を配置することで、ウォーキングやフィッ

トネスの機能を有した空間とし、利用者の健康づくりに寄与する。 

- 気軽に健康づくりを行えるように、コース案内サインや健康遊具の説明サ

インなどを設置することで利用者をサポートする。 

自然観察ゾ

ーン 

- 藤棚の維持管理を徹底し、本市の観光名所として保全する。 

- 旧鈴木邸周辺から藤棚への景観を活かした視点場を整備し、さらなる藤棚

の魅力向上を図る。 

憩いの広場

ゾーン 

- 休養施設等を配置することにより、公園利用者の休憩及び交流の拠点を創

出する。 

- 隣接する自然観察ゾーン及び遊び広場ゾーンとの接続に配慮する。 

メインエン

トランスゾ

ーン 

- 各公園利用者の目的までのアクセス動線を示した案内板を設置し、スムー

スな利用を促す。 

- 駐車場や駐輪場など、様々な交通手段でのアクセスに配慮した空間を創出

する。 
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3.4 使用料 

天王川公園の使用料は、表 14(津島市都市公園条例別表(第 10 条関係))のとおりで

ある。 

表 14 使用料 

区分 金額 

公園施設を設ける場合 450 円／㎡・年 

公園施設を管理する場合 2,050 円／㎡・年 

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行う場合 6 円／㎡・日 

興行、行商、募金その他これらに類する行為を行う場合 20 円／㎡・日 

業として写真又は映画の撮影を行う場合 410 円／日 

   

4. 事業イメージ 

4.1 整備を求める施設 

公募設置管理制度による事業の実施に向けた民間事業者へのサウンディングの実施

にあたり、現時点で市が整備を求めたい施設は、以下のとおりである。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。 

表 15 整備を求めたい施設 

区分 具体的な施設・設備等 

公募対象公園施設 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、遊具等 

特定公園施設 日よけ付き休憩スペース 

公園管理事務所・サービスセンター※等 

利便増進施設 広報板、看板等 

※ 公園全体に指定管理者制度を導入する場合に、特定公園施設として設置することを

想定 

 

4.2 公園施設の整備イメージ 

公園施設を設置するゾーン及び整備イメージは、図 8 のとおりである。 
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図 8 公園施設の整備イメージ（案） 

カフェ・喫茶店・レストラン、テイクアウトの飲食店、バーベキュー施設、大規模遊具等 

日よけ付き休憩スペース、公園管理事務所・サービスセンター等 

自主提案、指定管理区域 
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4.3 特定公園施設の整備水準 

共通 (1) 

ア 「4.2 公園施設の範囲イメージ」図 8 に示す範囲内を対象に、特定公園施設の建

設について、提案すること。 

イ 特定公園施設の建設は、基本協定締結後、具体的な内容を市と協議し、協議が整

い、市が承諾したものを最終的な計画とする。 

ウ 特定公園施設は、公園利用者に使いやすい位置に設置すること。また、公園の景

観に調和した色彩、意匠とすること。 

エ ｢津島市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める

条例｣に基づくこと。 

オ 特定公園施設は、維持管理が容易なものとすること。 

日よけ付き休憩スペース (2) 

ア 公募対象公園施設と一体性のある施設とし、施設利用者及び公園利用者の利便性

が向上する施設とする。市はベンチ、テーブル、パーゴラ等の日よけ付き休憩ス

ペース等を想定している。 

公園管理事務所・サービスセンター (3) 

ア 公園管理事務所・サービスセンターは、公園全体を維持管理・運営するために設

置する建物で、指定管理者が利用することを想定している。事務室には、公園利

用者を案内するための受付窓口を設置すること。また、多目的スペース（会議室、

更衣室、地域住民の交流の場等として使用することを想定）、公園の維持管理に必

要な道具等を収納する倉庫及びトイレを設置すること。トイレは、公園利用者も

利用することができる多目的トイレ（愛知県「人にやさしい街づくりの推進に関

する条例」に基づく内容とする。）を設置することが望ましい。 

表 16 市が想定する各室の規模 

室名 規模※ 備考 

事務室（給湯スペース含む） 20 ㎡程度 職員 4 名利用を想定 

多目的スペース(会議室、更衣室、地域住民の

交流の場等として使用) 

40 ㎡程度 20名程度の利用を想定 

職員用ロッカールーム 8 ㎡程度  

受付・エントランス 15 ㎡程度  

倉庫 20 ㎡程度  

多目的トイレ 11 ㎡程度  

※ 表中に示す規模は目安であり、実際は事業者の提案による。 

イ 公園管理事務所・サービスセンターに必要なインフラ（上水道、電気、電話等）

の引込を行う際は、各インフラ管理者と直接協議すること。 
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5. 事業期間のスケジュール（案） 

事業期間のスケジュールは、現時点では以下のスケジュールを想定している。 

表 17 事業期間のスケジュール（案） 

項目 期間 

設計・工事 令和 4 年 4 月～令和 5 年 3 月 

供用開始 令和 5 年 4 月 

 

6. 公募のスケジュール（案） 

公募のスケジュールは、現時点では以下のスケジュールを想定している。 

なお、今後の進捗により、スケジュールを変更する可能性がある。 

表 18 公募のスケジュール（案） 

項目 期間 

公募設置等指針の掲載 令和 3 年 10 月頃  

参加事業者説明会の応募〆切り 令和 3 年 11 月頃 

説明会の開催 令和 3 年 11 月頃 

質問書の受付 令和 3 年 11 月頃 

質問書に対する回答 令和 3 年 12 月頃 

応募書類の受付〆切り 令和 4 年 1 月頃 

提案内容プレゼンテーション 令和 4 年 1 月頃 

選定結果の通知 令和 4 年 2 月頃 

選定結果の公表 令和 4 年 2 月頃 

契約の締結等 令和 4 年 4 月頃 

 

7. 天王川公園活用条件の整理 

天王川公園活用条件は、以下のとおりである。 

 天王川公園が立地する場所は、風致地区（第 3 種風致地区（津島市風致地区内におけ

る建築等の規制に関する条例）に指定されている。風致地区内で建築物の新築や木竹

の伐採などの行為を行う場合は、第 3 種風致地区内における許可等の基準を満たすこ

と。 

 天王川公園の立地条件や周辺環境等を考慮し、設置する施設は、公園の景観と調和し

た配置計画や意匠とすること。 

 様々な人が安全・安心して利用できるよう、ユニバーサルデザインに配慮すること。 

 

8. マーケットサウンディングの実施概要 

8.1 調査の目的と背景 

今回、実施するマーケットサウンディングは、本事業の実施にあたり、市場性の有無

や民間事業者の意向等を把握し、参入しやすい公募条件や実現性の高い事業スキームの

設定など、本事業の公募内容、条件等に反映することを目的として実施する。 
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8.2 マーケットサウンディングのスケジュール 

表 19 マーケットサウンディグのスケジュール 

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） 

 


