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1 はじめに

「新宮中央公園」は、本市のシビックコア地区に存在し、周辺に公共施設や商業施設を擁

し、市民の憩いの場として、防災機能を有した近隣公園です。

立地として公園近くには、市役所・文化ホール・図書館があり、合同庁舎、郵便局、総合

健康センター（山崎本社みんなのあいプラザ）、金融関連施設、複合商業施設に隣接した地

域に位置しています。

また、交通のアクセスとしては、市道平良駅通り線に接しており、公園前に市営のバス停、

徒歩圏内に最寄りの広電電車駅（廿日市市役所前駅）や宮島街道（国道２号）があります。

2 サウンディング実施の背景

本市は、市役所周辺地区を「シビックコア地区」としてこれまで都市機能の整備、誘導を

進めてきました。

広島都市圏西部の広域拠点にふさわしい、にぎわいと魅力ある都市拠点とするため、土地

利用転換の促進や高度利用を図ることで利便性が高いだけでなく、ゆとりと魅力のある市

街地形成を目指して取り組んでいます。

シビックコア地区に位置する「新宮中央公園」は、平成１４年（２００２年）に中心市街

地の防災機能、福祉機能を兼ね備えた公園として整備されて以来、２０年が経過しており、

「けん玉公園」という愛称も付けられ、市民に広く親しまれている公園です。

皆さんに愛され利用されているという面では、開園以来、一定の目的は達成されています

が、一方で、市民の財産としての公園をさらに多くの市民の方に利用していただくという面

では、今後も課題があると考えています。

そこで、このたび当公園に民間主導による収益施設を設置し、付加価値を付けることで、

賑わいや市民の交流を創出することにより、公園として存在価値をより高め、たくさんの皆

様に利用していただき、魅力的な憩いの場として還元したいと考えています。

また、防災機能、福祉機能を維持しながら、老朽化した施設を改修するなど、より皆様に

とって利用しやすい公園になることを目指しています。

つきましては、民間事業者の皆様から広く様々なアイデアを募集し、Park-PFI などの事

業手法を検討するため、サウディング調査を行います。

皆さまの自由で魅力的なアイデアをお待ちしております。
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3 対象施設の概要

サウンディングの対象施設は、以下に示す都市公園とします。

項目 内容 備考

名称 新宮中央公園 近隣公園

（愛称：けん玉公園）

所在地 廿日市市新宮一丁目１５番

面積 約1.3ha

開園時間 常時開園 車止めあり、いつでも利用

可能

主な施設 防災施設 耐震性貯水槽、防火水槽、防災

倉庫、備蓄倉庫、防災用マンホ

ールトイレ、防災用ベンチ等

防災用ベンチは炊き出し場

や担架になるもの

遊具施設 複合遊具、健康遊具等 複合遊具の愛称はけん玉遊

具

修景施設 池、噴水、せせらぎ、モニュメ

ント等

井戸水を滅菌して使用

その他 ユニバーサルベンチ、芝生広

場、園路、樹木

トイレ棟、水飲み場

一周300ｍの園路に沿って

健康遊具を配置。

駐車場は、専用駐車場がな

く、山崎本社みんなのあい

プラザの駐車場と兼用。

至 廿日市市役所

広
電
廿
日
市
市
役
所
前
駅

･･･対象施設
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４ サウンディングの実施内容

（１）事業の概要

本事業は、民間事業者の収益事業を核として、民間収益事業を実施する「公募対象公園施

設」と当該施設から生ずる収益を活用してその周辺の広場等の一般の公園利用者が利用で

きる「特定公園施設」等を整備・改修等を一体的に行う者を公募により選定する制度（公募

設置管理許可制度（以下「Park-PFI」という））等を活用し、事業を実施することを前提と

します。

イメージの１つの例として、「民間が収益施設と公共施設を一体的に整備し、収益施設に

より生じた資金を維持管理運営などに充て、市、民間、利用者にとってより効率的に公園を

活用できること」などです。

（２）求める提案内容

サウンディング実施にあたっては、事前に提出していただく様式3「提案書」の内容に沿

って個別対話方式にて実施します。必要に応じ、個別対話を複数回行うこともあります。

主な確認事項は以下のとおりです。

なお、当該公園の状況の詳細は、資料1「調査対象公園の状況」をご参照ください。

※事業のイメージ図やパースなどがあれば、併せてご提出ください。

ア 基本コンセプト

新宮中央公園の立地ポテンシャルを生かした公園整備・管理のコンセプトや方針、施

設のゾーニングや集客にかかる提案やアイデアを受け付けます。

なお、防災用備蓄倉庫への導線は確保することとし、また、耐震性貯水槽の部分には

建築物の設置は出来ません。（資料４「配置計画図」の④、⑤、⑥を参照してください。）

【求める内容】

・事業化に当たってのコンセプト、公園整備、管理方針

・公園施設のゾーニングの考え方

・事業手法、事業期間

・ターゲットとなる利用者、集客イメージ 等

イ 既存の公園施設の魅力向上に関する提案・アイデア

既存の公園施設について改修等を行い、公園利用者がより魅力的に感じる又はリピ

ーターとして来園したくなる提案やアイデアを受け付けます。

【求める内容】

・遊具などの施設に限らず既存の公園施設の改修方法について

・改修計画及び改修にかかる費用など

・公園の魅力を再認識してもらうための方法（例えば、公園の施設配置図、施設の利
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用方法などの看板、標識を含みます。）

・既設のゾーニング内での既存施設の配置変更について（施設の再配置）

・施設の再配置などに伴い、ゾーニングの考え方を変更する必要があればその考え方

（ゾーニングの再配置）

・利用者の視線、動線を誘導し、公園利用者に魅力を認知してもらう方法 等

（資料４「配置計画図」の①、②エリアを参照してください。）

ウ 収益施設に関する提案・アイデア

これから整備する収益施設に対して、施設の種類、活用方法など公園利用者がより魅

力的に感じる又はリピーターとして来園したくなる提案やアイデアを受け付けます。

【求める内容】

・収益施設の種類、規模、設置場所など

・収益施設の整備計画について

・整備費用（収益施設の整備費、及び必要に応じて既存施設の移設費を含む）につい

て

・公園の使用料について 等

（資料４「配置計画図」の③エリアを参照してください。）

エ 公園のソフト事業に関する提案・アイデア

地域の活性化及び緑化推進に関するソフト事業に関する提案・アイデアを受け付

けます。

【求める内容】

・地域の交流、賑わいにつながる仕掛けに関するもの

・地域の交流、賑わいにつながるイベント等に関するもの

・緑化やCO2削減についての啓発に関するもの 等

オ 公園の維持管理に関する提案・アイデア

民間事業者の手法や合理化を導入し、より効率的に公園を維持管理するための、提

案・アイデアを受け付けます。

【求める内容】

・維持管理及び維持管理費の合理化に関すること

・維持管理の手法に関すること

・維持管理における役割分担について 等

カ その他意見・要望

その他、市が想定する公園使用料（資料3「公園使用料及び占用料」）に対する意

見や、公募スケジュール（資料6「新宮中央公園スケジュール」）に対する意見及び
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新宮中央公園の効率的な維持管理と魅力度の向上にあたって必要となる事項につい

て要望等を受け付けます。

５ 応募の対象者

都市公園の魅力向上、管理・運営に関心がある法人等又はその連合体とします。なお、個

人の方は参加できません。

６ 調査スケジュール

スケジュールについて

調査のスケジュールは次通りです。

・実施要領の公表⇒令和４年９月２０日（火）

・参加申込(様式 1)及び質問票(様式1)の提出⇒令和４年１０月３日（月）～１７日（月）

・提案書(様式3)の提出⇒令和４年１０月３日（月）～３１日（月）

・対話の実施⇒令和4年１１月７日（月）～１１日（金）

・実施結果の公表⇒令和4年１２月中旬

この実施要領は、次のとおり維持管理課ホームページに掲載します。

【公表日】令和4年９月２０日（火）

【URL】https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/43/86098.html

参加申込及び質問の受付について

【受付期間】令和４年１０月３日（月）～１７日（月）午後５時まで

【提出方法】様式1「参加申込」、様式2「質問書」に必要事項を記載の上、次の電子メー

ルアドレスあて提出（送信前には必ずウィルスチェックをしてください。）してください。

【提出先】電子メールアドレス：ijikanri@city.hatsukaichi.lg.jp

メールの件名は、【新宮中央公園サウンディグ参加申込書（質問書）】としてください。

受け付けた質問に対する回答は、次のとおり維持管理課ホームページに掲載します。なお、

受付期間外の質問、電子メール以外での質問、本件内容に係る意見及び本件内容以外の質問

には回答を行いません。

【URL】https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/43/86098.html

提案書の提出について

【受付期間】令和４年１０月３日（月）～３１日（月）午後５時まで

【申込方法】提案書は様式3「堤案書」又は自由様式にて、電子メールで提出（送信前には
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必ずウィルスチェックを行ってください。）又は送付にて提出してください。

送付いただく場合、送付部数は１部とし、提案内容を収納した電子データ（CD-R１枚、電

子データの仕様は、MicrosoftPowerPoint、MicrosoftWord 又はPDFとしてください。）

も同封してください。

【提出先】

○電子メールの場合

電子メールアドレス：ijikanri@city.hatsukaichi.lg.jp

メールの件名は、【新宮中央公園サウンディグ提案書】としてください。

○送付の場合当日消印有効

〒738-8501廿日市市下平良一丁目１１番１号

廿日市市建設部維持管理課施設管理係（担当：喜田）宛

対話の実施について

次のとおり、提案書をもとに対話を実施します。なお、対話は提案事業のアイデアやノウ

ハウ保護の観点から提案事業者ごとに個別1時間を目安に実施します。対話への参加人数

は原則5名以内としますが、やむを得ず5名を超える場合は、担当までご相談ください。

なお、本要領に関係のない提案等、本調査の趣旨以外の内容について提案があった場合は、

当該参加事業者に対する対話を実施しないことがあります。

【対話日】令和4年１１月７日（月）～１１日（金）予定

調査結果の公表

サウンディングの調査結果については、結果概要を維持管理課ホームページにて公表し

ます。

公表する結果概要については、参加事業者の名称やアイデア及びノウハウの保護の観点

から提案事業者に内容の確認を行った上で、各事業者個々の具体的提案内容ではなく包括

的な内容、表現とします。

【公表日】令和４年１２月頃予定

【URL】https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/43/86098.html
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７ その他留意事項

①手法に関すること

・事業手法はPark-PFI に限らず、設置管理許可制度など他の手法を提案していただくこと

も可能です。

・公園施設設置管理許可の期間は最長10年を想定しています。

・Park-PFI 事業にかかる設置管理許可期間は、最長20年を想定しています。

②公園施設に関すること

・都市公園の効用を全うするため、公園内に設けられる公園施設は、都市公園法第2条第

2項に規定する施設に限定されます。資料３「公園施設の種類」をご確認ください。

・現行法令上、一般施設の建蔽率は２％となっています。なお、現行の建蔽率にとらわれな

い提案をしていただくことも可能です。

③防災公園に関すること

・資料４「配置計画図」を基本に提案してください。なお、調査対象区域内であれば防災用

備蓄倉庫、耐震性貯水槽の機能を確保できる範囲で自由に提案していただくことも可能

です。

・防災公園としての機能を維持できるような提案としてください。公園内の防災機能につい

ては資料１「調査対象公園の状況」をご参照ください。

④使用料に関すること

・公園管理者（本市）以外が、公園内に新たに公園施設を設け、又は管理する場合、また、

公園内でイベント等を実施する場合、本市都市公園条例に定める使用料を納付する必要

があります。使用料は本市都市公園条例や資料３「公園使用料及び占用料」をご参照くだ

さい。

⑤その他

・本調査に要する市からの費用の弁償及び報酬提供はありません。

・対話方式でのヒアリング以外に、別途、電子メール等による継続的な対話（文書照会含む）

をお願いすることがあります。

・本調査で意見・提案をいただいた内容は、今後の新宮中央公園の事業者公募条件を検討す

る際の参考としますが、必ず反映されるものではありません。

・本調査への参加実績が、事業者公募の際に優位性を持つものではありません。また、本調

査で意見・提案をいただいた内容については、事業者公募の際に履行していただく義務は

ありません。

・次に該当する場合は、サウンディング調査に参加することは出来ません。
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①地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規程に該当する者

②手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過していない者

③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２

号から第６号に該当する団体または団体に属する者


