
質問回答書

実施要領 3 2-(1)事業の概要

整備される施設の維持管理・運営は事業者となりま
すが、場内清掃や植栽管理などの、施設以外の公園
内維持管理業務は別個の指定管理者制度によるもの
との解釈で宜しいでしょうか？

場内清掃や植栽管理などの、整備される施設以外の公園内維持管理業務を含めた指定管理者制度について、「実施要領P7-5-
(2)-③-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」で実現可能性を確認します。

実施要領 6
5-(1)-①公募対象
公園施設

施設内にトイレの設置は不可欠か？
現時点では、不可欠としない予定ですが、既設トイレや特定公園施設の公園管理事務所・サービスセンターのトイレのみでは
公募対象公園施設の利用者の不便に繋がると考えられる場合は、設置してください。

実施要領 6
5-(1)-②-a特定公
園施設

日よけ付き休憩スペース等は事業者負担とあります
が、所有権も事業者に帰属しますか？また、公園管
理事務所は市の負担が9割未満とありますが、これは
市の所有となりますか？

公募設置管理制度では、特定公園施設の所有権は公園管理者(市)になります。このため、日よけ付き休憩スペース等及び公園
管理事務所・サービスセンターは、市と民間事業者で譲渡契約を締結し、市が実施する完了検査に合格した後、市に譲渡して
いただきます。

実施要領 6
5-(1)-②-b公園管
理事務所・サービ
スセンター

「公園事務所・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」とあるが、実質は
どの程度の予算を確保しているのか。

現時点で、予算を確保しておりません。12月の個別対話において、「実施要領P7-5-(2)-③指定管理者制度の導入について」で
実現可能性、民間事業者が考える整備イメージ、整備費及び負担割合を確認した上で、予算を確保してまいります。

実施要領 6
5-(1)-④-a尾張津
島藤まつりの運営

「観光協会の安定した運営を図るためにも」とある
が、一般社団法人である観光協会に対して、市が、
管理者に対してどの様な、またどの程度の配慮を求
めているのか。観光協会の主催事業である尾張津島
藤まつりの運営を、市が指定管理者への移行を検討
している事について、観光協会の了承は得ているの
か。

実施要領P6-5-(1)-④-aに記載のとおり、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等の観光協会と連携した実施を想定しています。また、今回のマーケットサウンディングの内容について、観光協会に
説明をしました。

実施要領 6
5-(1)-④-b尾張津
島天王祭の運営

「指定管理者による天王祭の運営（神事を除く）」
とあるが、具体的に市はどの様な業務を求めている
のか。神事と祭事とイベントが合わさった天王祭に
おいて、憲法第20条の政教分離原則の観点も含め
て、市が指定管理者に対して求めてる内容を明確に
していただきたい。

実施要領P6-5-(1)-④-bに記載のとおり、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等の観光協会と連携した実施を想定しています。本市が実施を想定している範囲は、観光に資する範囲と考え
ています。

実施要領 7
5-(1)-⑤スワン
ボートの運営

スワンボートのりばの売店は公募後の会社次第とい
うことであるが撤去を想定する場合の相手との交渉
は役所で行っていただけるのか、受企業で行うのか
ご教示願いたい。

津島市都市公園条例第７条に基づき、津島市長が公園施設の設置を許可していますので、交渉は津島市で行います。

実施要領 7 5-(2)-③-e

今後の施設管理として、園内で催事を予定する別事
業が発生した場合、市が判断するものとなるか、ま
たは民間事業者が判断するものとなるのか。またそ
の場合の催事実施要項の策定も提案に含むのか？

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、条例に基づいて、指定管理者が申請書の収受、審査、許可書の発
行、使用料の収受を行うことを予定しています。また、現時点では、催事実施要項の策定を提案に含めるか決まっておりませ
ん。今回のマーケットサウンディングの結果を踏まえ、令和３年度に予定している公募に当たって、学識経験者の意見も聴い
た上で、判断してまいります。

公園概要書 1
1.1-(3)既存の公園
施設

公園内の建物について、先日の説明会時に説明が
あった、藤棚近くの市江車の物品およびコンテナに
ついて、所有、及び管理はどの組織団体が行ってい
るのか。また、なぜ愛西市の物品を津島市内の公園
にて管理してあるのか。

市江車の物品は、津島市都市公園条例第７条に基づく占用物件で、占用者は市江車協賛会となります。天王川公園で開催され
る天王祭朝祭の車楽舟の物品であることから、津島市都市公園条例第７条に基づく占用を許可しています。
中地駐車場のコンテナは中地町町内会の防災倉庫です。中地駐車場の利用に伴い、民間事業者が移設を希望した場合は、市が
町内会と調整します。

公園概要書 2
1.1-(3)表2建物以
外の主な施設

車河戸に天王祭の屋形が置かれているが、市は誰と
どの様な契約において置いてあるのか。また、使用
料等は徴収しているのか。

天王川公園は、昔、木曽川の支流の天王川という川で、明治時代に行われた木曽川の改修工事により孤立した大きな池とな
り、その後の整備により1920年に公園となりました。屋形は、公園になる前の天王川の時代から慣例的に置かれております。
許可や使用料等の徴収はしておりません。

公園概要書 3
1.2-(1)イベント等
の開催状況

津島神社の参拝客が駐車場を利用とあるが、現状ど
の組織団体が当日の駐車場管理をしているのか、ま
た駐車場管理をする警備員の費用はどこが負担して
いるのか。

津島市都市公園条例第３条に基づき、行為の申請者が駐車場管理・警備員の配置及び利用後の整地をすることを条件に許可し
ておりますので、津島神社となります。

公園概要書 5 1.3-(1)収入

表5にある「過年度の使用料収入の実態」が明記され
ているが、現在開催されている前項3「主なイベン
ト」からは徴収しているのか。またもし現状徴収し
ていないのであれば、その理由を。

すべて徴収していません。なお、津島市都市公園条例第３条第１項に基づき、行為の申請が必要なイベントにつきましては、
津島市都市公園条例第14条第２項に基づき、市長が特に必要と認める場合として、免除しています。

回答資料名 頁数 項目 質問内容
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回答資料名 頁数 項目 質問内容

公園概要書 5 1.3-(2)支出
「表6 過年度の支出の実態」について、現状の支払
先と契約の内容について。

令和元年度の支出について、別添１を参照ください。

公園概要書 11
2.1-4緑地の保全及
び緑化の推進のた
めの施策

①において、前述にあるように旧天王川である天王
川公園は、都市公園法が適応されるのか。もしくは
日光川の支流ということであれば、第2級河川として
の河川法が適応されるのか。

都市公園法です。

事前説明会資料 18
2-(4)既存の公園施
設(建物等)

中央公民館跡地は今後舗装する予定はあるか。 中央公民館跡地を利用する提案も想定されますので未定です。

事前説明会資料 18
2-(4)既存の公園施
設(建物等)

市が所有する旧鈴木邸は改修して利用するなど可能
なのでしょうか。

可能です。なお、現在、仮の公園管理事務所として使用しておりますので、公園概要書P26-4.3-(3)公園管理事務所・サービス
センターを整備していただくことを想定しています。12月の個別対話において、「実施要領P8-5-(2)-⑧-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」で要望等を確認します。

事前説明会資料 19
2-(4)既存の公園施
設(噴水)

噴水以外に今計画中の民間企業との取り組み施設は
あるか。

企業からの寄附金により、今年度、噴水(現地説明資料⑦)北側の休憩施設整備(パーゴラ)、中央広場休憩所(現地説明資料⑤)
周辺の人工芝の整備、既設水道管の布設替えの予算を12月議会に上程予定です。

事前説明会資料 20 2-(5)インフラ施設
電気設備に関して、地中配管をして欲しいとの説明
がありましたが、建築に纏わる設備工事等に関して
のガイドラインはありますか。

ガイドラインはありません。

事前説明会資料 28、29
5公園の運営に係る
収支

年間収入11万円、年間支出が4,349万円（人件費別）
とあるが支出における内訳を公表できる範囲で教示
いただきたい。

令和元年度の支出について、別添１を参照ください。なお、4,349万円は過去３年間の平均額ですので、別添１の合計額と差異
があります。

事前説明会資料 31,32 6-(4)-2)文化財
カジノキ群落は文化財とのことだが、日常で何か特
別管理が必要なことがあるのかご教示願いたい。

日常で特別な管理はしておりません。

事前説明会資料 48 ④催しの運営
尾張津島藤まつり、尾張津島天王祭のそれぞれの事
業規模はどのくらいか（全体予算）

天王祭の市観光部局から(一社)津島市観光協会への委託費は、約3,000万円です。別途、(一社)津島市観光協会独自の予算があ
ります。
藤まつりは、市観光部局から(一社)津島市観光協会への委託費はありません。(一社)津島市観光協会独自の予算であり、主に
駐車整理協力金(丸池周辺の臨時駐車場等)で賄っています。
全体予算については、祭の運営に関して、民間事業者と(一社)津島市観光協会が連携や調整を進める中で、情報共有を図って
いくことを想定しています。なお、(一社)津島市観光協会からは、事業実施に関して、台風やコロナ等による変動リスクが非
常に大きいと聞いております。

事前説明会資料 48 ④催しの運営
尾張津島藤まつり、尾張津島天王祭のそれぞれの実
施計画書やレイアウト図面データなどはあるか。

実施計画書やレイアウト図面データはあります。尾張津島藤まつり、尾張津島天王祭の運営に関して、民間事業者と(一社)津
島市観光協会が連携や調整を進める中で、情報共有を図っていくことを想定しています。

事前説明会資料 49
17-(1)-⑤
スワンボートの運
営

仮にスワンボートが廃止された際、その他の事業を
検討する場合、水辺の利用に関して何らかの制限が
あるのか？

現在は、釣りの禁止及び天王祭宵祭の巻藁舟・朝祭の車楽舟の出舟時に、一般ボートの出舟を一時的に控えていただいていま
す。

現地説明会資料 1 ④⑪24トイレ
昨今の都市公園のトイレが老朽化しており、新しく
整備が進みつつあるが、既存の園内トイレの整備の
予定はあるのか？

現時点ではありません。12月の個別対話において、「実施要領P8-5-(2)-⑧-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」で要望等を確認します。
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回答資料名 頁数 項目 質問内容

現地説明会資料 1 ⑥⑧⑨
⑥⑧⑨を整備してフラットにすることは可能でしょ
うか。

可能です。ただし、⑨の北東角にある送排水ポンプは移設出来ませんのでお願いします。

現地説明会資料 1 ⑧⑨ ⑧⑨有料エリアを区画して良いでしょうか。 可能ではありますが、提案内容により調整させていただきます。

現地説明会資料 1 ⑯⑰
16、17の周辺はどこまで樹木を切って良いでしょう
か。

提案内容により調整させていただきます。補足になりますが、⑰の西側法面については、県からの補助金の関係上、令和５年
度まで緑化率80％以上確保する必要があります。

現地説明会資料 1 ⑲市江車保管庫
園内にある市江車保管庫は窓ガラスの割れ等老朽化
しているように見受けられるが改修予定はあるので
しょうか。

本物件は、津島市都市公園条例第７条に基づく占用物件となりますので、改修は占用者が行うことになります。現時点で、占
用者から改修の話は聞いておりませんが、景観や安全上支障となる場合は、市が占用者に修理を依頼します。

現地説明会資料 1 25お旅所
現地説明会で【お旅所】からの景観を維持したいと
あったが、説明のあった１５ｍという高さ以外に制
約はないかご教示願いたい。

公園概要書P17表９のとおりです。

現地説明会資料 1
特定公園施設設置
範囲

この範囲に現駐車場が含まれていますが、このエリ
アに建物を建築した場合、残りの駐車場を何台分確
保する必要がありますか？（公園全体で）

少なくとも既存の178台分は確保いただくことを想定しています。

現地説明会資料 1
特定公園施設設置
範囲

駐車場の有料化は可能でしょうか？
有料化には条例改正が必要となりますが、「実施要領P8-5-(2)-⑧-n.その他、事業の実現に向けたアイデアについて」でアイ
デアを確認します。

現地説明会資料 1 全般
整備に伴いサイン関係の充実化が必要となります
が、この費用は行政予算でしょうか？

現時点では、自主提案による民間事業者の整備を想定しています。12月の個別対話において、「実施要領P8-5-(2)-⑧-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」で要望等を確認します。

- - -

公園周辺の道路を見て回りましたが、天王川公園を
示す誘導看板や案内標識が見当たりませんでした。
今後、公園への集客増加が見込めるような誘導看板
や案内標識を設置する予定はありますか。

現時点で予定はありません。12月の個別対話において、「実施要領P8-5-(2)-⑧-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」で要望等を確認します。

- - -
公園へのアクセスについて。バス停がない（道幅に
問題あることはわかるが）今後道路の拡張や公共交
通機関の計画はあるか。

具体的な計画はありませんが、公募設置管理制度導入までの期間に、中央公民館跡地を試験的に観光バスの駐車場もしくは乗
降場所として利用し、南の県道津島蟹江線からの大型車の進入の利用を検証します。また、12月の個別対話において、「実施
要領P8-5-(2)-⑧-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」で要望等を確認します。

- - -
設置管理許可制度における期間は何年と考えている
か（期間の特例20年の適用は？）

公募設置等計画の認定の有効期間は20年を想定しています。

- - -
400坪程度の敷地に70坪規模の建築物（高さは７ｍ
程）と専用駐車場を考えています。この規模の出店
は可能でしょうか。

70坪規模(高さは７ｍ程)の建築物は出店可能です。専用駐車場を設ける場合は、一般の公園利用者用の駐車場として、少なく
とも既存の178台を確保いただくことを想定しています。また、公募対象公園施設の一部として土地の使用料を市へお支払いい
ただくことになります。

- - -

先日の現地説明会の際に、「北側にマンションが建
ち、景観が悪くなった」との説明を伺いましたが、
喫茶店を建築する際に、建物、デザイン等の色合い
や形状に規約はありますか。

公園概要書P17表９のとおりです。
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回答資料名 頁数 項目 質問内容

- - -
園内通路はかなり土がめくれ大きな石が出てきてい
るなど特に自転車通学生に危険な箇所も見受けられ
るが園路を部分的に通行止めにできるものなのか。

危険箇所がある場合は、市で修繕します。指定管理者制度導入の場合は、大規模修繕以外は、指定管理者の修繕となります。

- - -

近隣学校の通学路になっている模様ですが、近年自
転車と車の接触事故などは起こっていないのでしょ
うか。また発生している場合どのような事故があっ
たのかご教示願いたい。

接触事故の連絡は入っておりません。現地説明会の時に学生の自転車が多く通行したのは、近隣の高校生が津島市文化会館で
開催される行事に行くのに、集団で道幅の狭い西堤道路を走行すると危険であることから、公園敷地内を通行したためです。
なお、天王川公園の一部は近隣の西小学校の通学路になっています。

- - -
これまでに天王川公園で行ったイベントで近隣から
受けたクレームなどをご教示願いたい。

・桜開花期間の土曜日・日曜日及び藤まつり期間中に天王川公園の西堤道路の車両について、南進の一方通行(推奨ルート)に
協力いただいている。これにより、天王川公園の西地域の住民から自動車が出づらいとの話をいただいています。
・藤まつり期間中に丸池周囲を駐車場にするため、天王川公園の東地域の住民から、砂ぼこりが飛んでくると話をいただいて
います。また、藤まつり、天王祭の期間中に駐車場になる西小学校の東地域の住民から、砂ぼこりが飛んでくると話をいただ
いています。これらには、主催者が散水をして対応しています。
・天王祭の時に打上げ花火の音がうるさいと周辺住民から話をいただき、現地説明会資料の30中之島の仕掛け花火のみに変更
となりました。。
・天王祭の時に市内店舗から駐車場に自動車が無断駐車されているとの話をいただいています。また、近隣住民から自宅前の
道路に自転車が駐車されているとの話をいただいています。
※桜、藤まつり、天王祭以外では、規模が大きいイベントが開催されていないこともあり、特にクレーム等はありません。

- - -
今年は新型コロナの影響でイベント事が自粛する傾
向にあるが今後類似する事象がおこった場合に津島
市からの補助などは想定されていますか。

指定管理者制度導入の場合は、今後作成するリスク分担表において指定管理者のリスクとする予定です。カフェ・喫茶店等の
公募対象公園施設については、天王川公園に限定した補助等は想定していません。

※実施要領：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
※公園概要書：天王川公園マーケットサウンディング資料 公園概要書
※事前説明会資料：天王川公園マーケットサウンディング事前説明会の資料
※現地説明会資料：天王川公園マーケットサウンディング現地説明会の資料


