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■用語の定義 

Park-PFI  ・ 平成２９年の都市公園法改正により創設された、飲食店、売店等の公

園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設

から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用

者が利用できる特定公園施設の整備・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」のこと。 

・ 都市公園における民間資金を活用した新たな整備・管理手法として

「Park-PFI」（略称：P-PFI）と呼称。 

 

＜P-PFI のイメージ＞ 

 

公募対象公園施設 ・ 都市公園法第５条の２第１項に規定する「公募対象公園施設」のこ

と。飲食店、売店等の公園施設であって、法第５条第１項の許可の申

請を行う事ができる者を公募により決定することが、公園施設の設置

又は管理を行う者の公平な選定を図るとともに、都市公園の利用者の

利便の向上を図る上で特に有効であると認められるもの。 

例：カフェ、レストラン、売店等 

特定公園施設 ・ 都市公園法第５条の２第２項第５号に規定する「特定公園施設」のこ

と。公園管理者との契約に基づき、公募対象公園施設の設置又は管理

を行うこととなる者が整備する、園路、広場等の公園施設であって、

公募対象公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の

一層の向上に寄与すると認められるもの。 

利便増進施設 ・ 都市公園法第５条の２第２項第６号に規定する「利便増進施設」のこ

と。P-PFI により選定された者が占用物件として設置できる自転車駐車

場、地域における催しに関する情報を提供するための看板・広告塔。 



 
 
 

公募設置等指針 ・ P-PFI の公募に当たり、都市公園法第５条の２の規定に基づき、地方公

共団体が各種募集条件等を定めたもの。 

公募設置等計画 ・ 都市公園法第５条の３の規定に基づき、P-PFI に応募する民間事業者等

が公園管理者に提出する計画。 

設置等予定者 ・ 審査・評価により、最も適切であると認められた公募設置等計画を提

出した者。 

認定計画提出者 ・ 公園管理者が、都市公園法第５条の５の規定に基づき認定した公募設

置等計画を提出した者 
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Ⅰ．事業概要 

１．事業の目的 

中央公園は、戦災復興のシンボルとして整備された市営野球場の跡地を利用して、昭和

６１年に「緑にあふれ、季節感があり、気軽に楽しめる公園」をコンセプトに誕生した歴

史のある公園で、市民の憩いの場、交流の場として広く親しまれてきた本市を代表する都

市公園です。 

しかしながら、開園後３０年以上が経過し、施設の老朽化に伴う維持管理コストの増加

や、公園に対する市民ニーズも多様化していることなどを踏まえると、施設の更新・改修

とともに新たな魅力の創出や、良質なサービスの提供などに向けた対応が求められていま

す。 

本市では、この中央公園を本市の顔に相応しい魅力的な公園として再生するため、令和

４年１２月に、「民間活力をいかした中央公園再整備方針」を策定し、この方針に基づ

き、公園の魅力向上に資する便益施設（飲食店等）を設置する事業者を募集することとし

ました。 

なお、本公募のポイント及び民間事業者に期待する役割は以下のとおりです。 

ポイント１ 【設計】 

中央公園全体の設計は、認定計画提出者、市民、関連団体、学識経験者、関係機関等で

構成する中央公園協議会（仮称）と協議を行いながら進めます。 

本公募では、公募対象公園施設及び特定公園施設（トイレ等）の認定計画提出者管理区

域についての提案を行っていただきますが、中央公園協議会（仮称）における協議によ

り、提案内容（一部）が変更になることも想定されます。 

ポイント２ 【整備】 

公園再整備における基本的な官民の役割分担として、市は、公園全体の再整備を行い、

民間は、魅力向上に資する便益施設及びその施設と相乗効果を発揮する特定公園施設（ト

イレ等）の整備を行います。 

ポイント３ 【管理運営】 

中央公園再整備では、段階的に民間活力を導入し、最終的には、民間主体の持続可能な

管理運営を目指しています。 

本公募における認定計画提出者は、公募対象公園施設及び特定公園施設（トイレ等）に

ついて、高い管理レベルを維持し、魅力的な空間を確保します。 

なお、公園全体の管理運営方法や各主体の役割分担については、公募設置等計画の認定 

後に設置する中央公園協議会（仮称）において、提案内容を踏まえながら、公園利用に係

るルールづくりと併せて検討いたします。 

※認定計画提出者は、まずは認定計画提出者管理区域のみを管理するものとし、民間が

主体となった持続可能な管理運営を目指し、段階的に民間活力の導入を図っていきます。 

なお、次期指定管理者は、公園全体のマネジメント視点を入れて募集する予定です。 
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２．中央公園の概要 

（１）基礎情報 

項目 概要 

所在地 高松市番町一丁目１１番 

公募面積 34,975.59 ㎡ 

既存建築面積 699.66 ㎡ 

容積率 400％ 

公園種別 地区公園 

用途地域 商業地域 

高松市地域防災計画 指定緊急避難場所に位置付け 

その他土地利用規制 都市公園区域、準防火区域 

土地所有者 高松市 

指定管理者 香川県造園事業協同組合 

 

（２）主な施設 

名称 管理者 概要 

地下駐車場 高松市都市整備局交通政策課 計３２１台（有料）駐車可能。 

国際交流会館 香川県総務部知事公室国際課 香川県の国際交流を推進するための公共施設。 

通称、アイパル香川。 

公衆用トイレ 高松市都市整備局公園緑地課 南北に各１箇所設置されている。 

オブジェ等 高松市都市整備局公園緑地課 流政之などの著名な芸術家の作品が設置され

ている。 

 

（３）位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    事業対象箇所 

100m 
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３．事業範囲 

 認定計画提出者には、中央公園において、以下の業務を行っていただきます。 

 

 

 

 

 

 

４．事業の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 公募対象公園施設の設計・整備及び管理運営業務 

② 特定公園施設の設計・整備及び管理運営業務  

※費用負担については、提案・協議による。 

 ③ その他認定計画提出者が提案する業務 

STEP2 設置等予定者の選定【令和５年４月頃】 

応募者が提出した公募設置等計画の審査を行い、設置等予定者を選定します。 

STEP3 公募設置等計画の認定・公示【令和５年５月頃】 

設置等予定者が提出した公募設置等計画について、公募対象公園施設の場所を指定して、

当該公募設置等計画が適当である旨の認定をします。また、本市は、当該認定をした日、

認定の有効期間、公募対象公園施設の場所を公示します。 

公募設置等計画の認定後、設置等予定者は認定計画提出者となります。 

（認定公募設置等計画の変更） 

公募設置等計画の認定後、各種調査、関係者調整等を実施した上で、詳細な事業計画を策

定した結果、認定公募設置等計画に変更が生じた場合は、本市と協議の上、認定公募設置

等計画の変更申請を行う必要があります。変更にあたっては、都市公園法第５条の６第２

項第１号及び第２号の規定に適合する場合に限り、認定を行うことができます。 

STEP4 基本協定の締結【令和５年６月頃】 

認定計画提出者は、公募設置等計画に基づき、本市との間で、協議の上、事業実施に係

る基本的事項を定めた「基本協定」を締結します。 

STEP5 中央公園再整備計画（基本設計）の取りまとめ【令和６年３月頃】 

認定計画及び基本協定を踏まえ、中央公園協議会（仮称）において協議を行い、中央公園

再整備計画（基本設計）を取りまとめます。 

 

STEP1 設置等予定者の募集開始【令和４年１２月】 

設置等予定者の募集を開始します。 
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Ⅱ 公募対象公園施設の設置等に関する事項 

１．公募対象公園施設の種類 

  公募対象公園施設は、都市公園法第５条の２第１項及び都市公園法施行規則第３条の３ 

に規定されている便益施設のうち、「飲食店」もしくは「売店」（※店舗の管理運営上、最

低限必要な駐車スペースを含む。）であって、当該施設から生ずる収益を特定公園施設の

整備に要する費用に充てることができると認められるものとし、公園施設に該当しない施

設や、利用者が極端に限定される施設は認められません。 

なお、本公園の既存の公園施設との相乗効果が発揮でき、また、本公園の価値・魅力の向

上や利用促進が図られるとともに、周辺地区の賑わい・交流の創出、ひいては都市のイメ

ージアップに繋がる魅力的な提案を期待しています。 

 

２．公募対象公園施設の場所 

・参考資料３「公募対象公園施設及び特定公園施設設置可能区域図」に示す公募対象公園

施設設置可能区域内で、適当な場所を提案してください。 

・施設規模の上限値・下限値の設定はいたしませんが、関係法令を遵守したものにしてく

ださい。 

・公園の地下に駐車場があるため、その上部及び近接して建築する場合、別途構造計算が

必要となる場合があります。 

・地下駐車場の側壁から一定の離隔距離を確保すれば、地下駐車場への影響はないものと

して、計画することが可能となります。 

・現在、中央公園の建蔽率は、既に便益施設等で 0.16％、教養施設で 1.84％を使用してい

ますが、公募設置管理制度における特例が適用されるため、公園内に新たに整備する建物

（公募対象公園施設）の建蔽率（建築可能面積）の上限は、以下のとおりです。 

 

事業タイプ 建蔽率 建築可能面積 

【公募対象公園施設】 

（公募設置管理制度） 
8.16％ 2,854.00 ㎡ 

STEP7 事業の着手【令和６年４月頃】 

中央公園再整備計画（基本設計）及び実施協定に基づき、それぞれ事業に着手します。 

 

STEP6 実施協定の締結 【令和６年４月】 

中央公園再整備計画（基本設計）の内容に基づき、事業の官民の役割やリスク分担、費用

負担、公募対象公園施設の設置・管理運営、特定公園施設の設計・建設・市への譲渡、そ

の他の条件等を明確にした実施協定を締結します。 
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３．公募対象公園施設の整備に関する事項 

・公園施設としてふさわしい、景観に配慮した施設デザインとしてください。 

・ユニバーサルデザインに配慮した設計とし、「香川県福祉のまちづくり条例」及び「香川

県福祉のまちづくり条例施行規則」に基づいた計画としてください。 

・環境負荷低減、建物リサイクル等環境保全に配慮した提案としてください。 

・公園施設利用者の滞留等が周辺道路の通行に影響を及ぼさないよう、施設の配置等に留

意してください。 

・公園利用者の安全性に配慮した設計としてください。 

・公募対象公園施設の基礎工事等に必要な地盤改良は、認定計画提出者の費用負担によっ

て行ってください。 

・公募対象公園施設の設置の際に支障になる既設構造物等の撤去については、市が費用負

担のうえ、施工を行います。 

 

４．公募対象公園施設の設置又は管理開始の時期 

公募対象公園施設の設置又は管理開始の時期は、事業計画及び基本設計を取りまとめた

後、協議により決定し、条件とともに実施協定書に記載することとします。 

 

５．公募対象公園施設の使用料の額の最低額 

公募対象公園施設の使用料の額の最低額（令和４年度）は以下のとおりです。 

※使用料は、公園条例の改正や評価額の改定等により、増減することがあります。 

※基本使用料を超える使用料を提案した場合、評価点が高くなります。 

※公募設置等計画に基づく工事期間中の公園使用料は、全額免除いたします。 

※設置許可面積については、設計協議を経て、本市が精査し決定します。 

なお、本公募では、公園の質と利用者の利便性向上、地域への貢献に寄与する提案を重

視しており、そのインセンティブとして、土地の使用料から特定公園施設の工事費を除い

た公園管理運営等への還元額を差し引くことを可能としております。 

※公園管理運営等への還元内容を提案し、適当と認められる場合は、その相当額を使用

料の一部から減免できるものとします。公募対象公園施設の面積を定めた上で、年間使用

料と公園管理運営への還元内容・還元額を提案してください。 

※使用料及び還元額については、提案内容を市が精査した上で決定するものとし、提案

額が採用されるものではありません。なお、決定額については、実施協定書に記載します。 

 

 

 

公募対象公園施設の基本使用料 

※使用料の最低額 

6,007 円／㎡・年 

公園管理運営等へ

の還元額 — 
基本使用料 

(店舗等使用面積×6,007 円) 
使用料 ＝
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６．認定の有効期間 

  公募設置等計画の認定の有効期間は、公募対象公園施設の工事着手時から営業の終了時

までの２０年間とします。 

なお、公募対象公園施設の設置管理許可の期間は、当初１０年間以内としますが、認定

の有効期間内に更なる許可申請があった場合、上記認定の有効期間内で更新することがで

きます。 

また、本事業終了の際、認定計画提出者は設置許可期間満了までに原則として公募対象

公園施設を解体・撤去していただきますが、認定有効期間の終了後においても、公園の管

理運営上、必要な施設と判断される場合は、設置管理の許可を更新することを可能としま

す。 

（留意事項） 

※認定有効期間（営業）終了後に解体・撤去を行う場合は、法第５条の許可や法第６条の占

用許可等を受け、速やかに撤去すること。 

※認定の有効期間終了後も、撤去（原状回復）せず、設置管理許可による事業継続を想定す

る場合は、認定計画書にその旨を記載すること。 

なお、この場合、公募設置管理制度における特例（建蔽率等）が適用されなくなることに

留意する必要があります。 

 

公募対象公園施設の認定有効期間と設置管理許可の期間等 
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Ⅲ 特定公園施設及び利便増進施設の整備等に関する事項 

１．特定公園施設の整備について 

認定計画提出者には、公募対象公園施設（便益施設）の周辺に設置することで公園利用

者の利便性が向上する特定公園施設を以下から選択し、整備していただきます。 

また、整備後は、本市へ譲渡していただきます。 

※譲渡価格については、認定計画提出者の提案内容・提案価格を市が公共基準に基づき

精査の上決定し、別途契約を締結します。 

ＮＯ 特定公園施設 

の種類 

市負担の上限額

（千円） 

備考（要求水準等） 

① トイレ 

 

 

３０，０００ ■バリアフリー化された多目的トイレ

で、デザイン性に優れ、公園のイメージ

アップに繋がるもの 

■店舗及び公園利用者が利用可能なもの 

※公募対象公園施設の営業時間外におい

ても、公園利用者が利用できること。 

■現在の孔数を確保するとともに、再整

備後の利用者数の増加も踏まえ計画する

こと。 

※現在の孔数（男性 小２・和１、女性

和３、多目的１） 

■大便器は洋式とすること。 

【設置場所】 

原則、現在の位置またはその周辺を想定

しているが、提案により、変更も可能とす

る。 

② 休養施設 

（あずまや・テーブ

ル・ベンチ等） 

２０，０００ ■公園の魅力及び利用者の利便性が向上

するもの 

■公園内でのイベントの実施に支障にな

らない位置・規模とすること。  

③ その他提案施設 

民間提案施設 

３０，０００ ■公募対象公園施設との相乗効果を発揮

し、公園全体の魅力が向上するもの 

（例：照明・フットライト、花壇、園路、

遊具、防災機能など） 

計 ８０，０００  

※上限額に既存施設の撤去費は含まないものとします。 

※公募対象公園施設と特定公園施設は分離可能な構造とすること。 
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【特定公園施設の工事に係る条件】 

〇特定公園施設の工事費のうち１割以上を認定計画提出者が負担すること。 

 

〇「市に負担を求める額」は、事業者が見込む「特定公園施設の工事に要する費用の見込

み額」から「公募対象公園施設から見込まれる収益等からの充当額（工事費１割以上）」

を減じた額とします。 

 

〇なお、本市が負担する額は、本市との具体的な設計協議を経て、提出された最終的な整

備内容と設計価格を市が公共基準に基づき精査・確認した上で決定します。 

 

〇上限額の超過分は、認定計画提出者の負担となります。 

（例示） 

・市に負担を求める額：３０，０００千円 

・特定公園施設（トイレ等）の工事に要する費用の見込み額：４０，０００千円 

・公募対象公園施設（飲食店等）から見込まれる収益等からの充当額：１０，０００千円 

 

〇特定公園施設の工事費は、一旦、民間事業者の負担において実施していただきます。 

工事完了後、本市が実施する完了検査を受けていただき、検査合格した場合、別途譲渡契

約を締結し、市に譲渡していただきます。 

ただし、財産の取得について市議会で可決されることを条件とします。 

 

〇特定公園施設の工事は、以下に示す仕様書等公共基準に従って施工してください。 

なお、ここに定めのない事項は、本市と協議の上、対応してください。 

・「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン」（国土交通省）（令和４年３月改正） 

・「香川県福祉のまちづくり条例」（平成１７年３月改定） 

・「香川県福祉のまちづくり条例施行規則」（平成２９年７月改定） 

・「土木工事共通仕様書」（香川県土木部）（平成２８年７月策定） 

・「下水道工事標準仕様書（管きょ編）」（高松市）（平成３０年４月） 

・「水道工事共通仕様書」（香川県広域水道企業団）（令和４年版） 

・「建築物解体工事共通仕様書」（国土交通省）（令和４年版） 

・「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（国土交通省）（令和４年版） 

・「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」（国土交通省）（令和４年版） 

・「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第２版）」（国土交通省） 

（平成２６年） 
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２．特定公園施設の管理について 

特定公園施設の管理運営は、認定計画提出者が実施するものとし、民間の経験やノウハ

ウをいかしながら、公募対象公園施設と相乗効果を発揮する効率的・効果的な手法を提案

してください。 

なお、役割・費用負担等については、提案可能とします。 

 

３．利便増進施設について 

中央公園及びその周辺に、公共自転車駐車場やレンタルサイクルポートがあり、また「地

域における催し物に関する情報を提供するための看板、広告塔」については、別途中央公

園協議会（仮称）の中で検討するため、本公募では、利便増進施設の提案は求めません。 

 

４．公園の環境維持及び向上措置 

民間活力をいかした中央公園の再整備では、公募対象公園施設から生ずる収益を公園の

整備や管理運営費等へ還元することを目指しております。 

また、特定公園施設など周辺の園地についても、当該事業者ができる限り公募対象公園

施設と一体的に維持管理を行うことで、公園の環境の維持及び向上に資することができる

と考えています。 

特定公園施設等の提案に併せて、公園利用者にとって常に快適な空間となるよう、認定

計画提出者管理区域内のきめ細かな清掃等、公園の環境の維持及び向上措置を提案してく

ださい。 
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Ⅳ 施設整備等に係る費用負担等の考え方 

認定計画提出者と高松市との費用負担等の基本的考え方は以下のとおりです。 

なお、疑義が生じた場合は、協議の上決定いたします。 

１．公園再整備に係る基本的な役割分担 

項目 ➊公募対象公園施設 ➋特定公園施設 ➊➋を除く公園全体 

設計 

実施主体 認定計画提出者 認定計画提出者 高松市 

費用負担 認定計画提出者 認定計画提出者 高松市 

本市と認定計

画者の関係 

協定の締結 施設の譲渡契約 
― 

工事 

実施主体 認定計画提出者 認定計画提出者 高松市 

費用負担 認定計画提出者 高松市及び認定計

画提出者 

※２ 

高松市 

本市と認定計

画者の関係 

設置管理許可 

協定の締結 

施設の譲渡契約 
― 

管理・

運営 

実施主体 認定計画提出者 認定計画提出者 高松市・指定管理者 

費用負担 認定計画提出者 

※１ 

提案・協議による 

※３ 
高松市・指定管理者 

本市と認定計

画者の関係 

設置管理許可 

協定の締結 

協定の締結等 
― 

※１ 市が提示する使用料の最低額以上で、認定計画提出者が提案した使用料を負担するこ

と。ただし、公園管理運営への還元額相当を減免することを可能とする。 

※２ 市が提示する上限額の範囲内で、認定計画提出者が市に負担を求める額を本市が負担

する。なお、認定計画提出者は、工事費の１割以上を負担すること。 

※３ 認定計画提出者からの提案に基づき、本市との協議により、決定する。 

なお、公園全体の基本設計（調査・測量・ゾーニング・デザイン設計等を含む。）に 

ついては、本市の負担により実施する。 
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２．基盤整備に係る費用負担 

【公募対象公園施設（飲食店等）】 

種類 高松市 認定計画提出者 

造成工事（既存施設撤去を含む。） 
〇 

（全額負担） 
－ 

上水道 

下水道 

電気 

整備工事 

〇 

（飲食店等の建築工事

境界まで） 

〇 

（飲食店等の建築工事

境界内） 

 

【特定公園施設（トイレ等）】 

種類 高松市 認定計画提出者 

造成工事（既存施設撤去を含む。） 
〇 

（全額負担） 
－ 

上水道 

下水道 

電気 

整備工事 

〇 

（トイレ等の建築工事

境界まで） 

〇 

（トイレ等の建築工事

境界内） 

注）その他インフラ（ガス・通信関係等）については、認定計画提出者からの提案に基づき、

別途協議により負担割合等を決定する。 
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Ⅴ 公募の実施に関する事項等 

１．応募の制限 

 次の項目のいずれかに該当する方は、応募することができません。 

ア 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て、民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立て、破産法（平成１６

年法律第７５号）に基づく破産の申立てを受けている法人 

イ 当該法人の設立根拠法に規定する解散または精算の手続きに入っている法人 

ウ 地方自治法施行令第１６７条の４に該当する法人 

エ 応募の日から、設置等予定者決定通知日までの間に、高松市指名停止要綱第２条によ

る指名停止を受け、当該指名停止期間を経過していない法人 

オ 最近の２年間において、法人税、本店所在地の法人市町村税、固定資産税、消費税及び

地方消費税の滞納のある法人（徴収猶予を受けているときは滞納していないものとみな

します。） 

カ 暴力団等の排除に関し、次のいずれかに該当する法人 

a．応募の日から設置等予定者決定通知日までの間において、暴力団員による不当な行為

の防止に関する法律第２条第２号に規定する暴力団及び別表に該当するもの 

b．応募の日以前において、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第２条第２号

に規定する暴力団及び別表に該当するもの。ただし対象外となった日から３年を経過し

たものを除く。 

 

２．応募資格 

ア 応募者は法人（以下「応募法人」という。）又は法人のグループ（以下「応募グルー 

プ」という。）に限ります。 

イ グループで応募する場合は、公募対象公園施設を設置し、かつ所有する法人として、

代表法人（他の法人は構成法人とする。）を定めてください。 

ウ 応募法人又は応募グループを構成する代表法人及び構成法人（以下「応募法人等」と

いう。）は、直近決算において債務超過でないこととします。 

エ 応募法人等の内で、特定公園施設の管理・運営業務を実施する法人を定めてください。 

オ 代表法人は公募対象公園施設の整備及び特定公園施設の整備・譲渡について、当該業

務を遂行する責務を負うこととします。 

 

３．応募条件 

ア 応募法人は、他の応募グループの代表法人又は構成法人となることはできません。 

イ 同時に複数の応募グループにおいて、応募グループの代表法人又は構成法人となるこ

とはできません。 

ウ 複数の法人等によるグループで応募する場合は、代表する法人等を定めてください。 

エ 準市内企業等又は市外企業等のみの応募も可能です。 
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市内企業等、準市内企業等、市外企業等の定義は次のとおりです。 

※選定時の審査において、市内企業等に加点項目があります。なお、複数の事業者によ

るグループで応募の場合は、主たる企業等が市内企業等であれば加点対象となります。 

市内企業等 主たる事務所の所在地が高松市内である法人等で、法人にあって

は地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１７条の２第８項の

規定に基づき、高松市内に事務所又は事業所を有する法人である旨

の申告がなされているものをいい、ＮＰＯ法人にあっては、当該法

人の登記簿謄本の主たる事務所の所在地により、市内企業等の判断

を行うものとする。 

準市内企業等 主たる事務所の所在地が高松市外である法人等で、法人にあって

は従たる事務所の所在地が高松市内で、契約の締結等の権限を当該

事務所に委任し、かつ、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３

１７条の２第８項の規定に基づき、高松市内に事務所又は事業所を

有する法人である旨の申告がなされているものをいい、ＮＰＯ法人

にあっては、当該法人の登記簿謄本の主たる事務所等の所在地によ

り、準市内企業等の判断を行うものとする。 

市外企業等 市内企業等、準市内企業等のいずれにも該当しない者をいう。 

 

４．提供情報 

 公募設置等計画の作成にあたっては、以下の資料を参照してください。 

 参考資料１：民間活力をいかした中央公園再整備方針 

 参考資料２：中央公園平面図 

参考資料３：公募対象公園施設及び特定公園施設設置可能区域図 

 参考資料４：地下埋設物参考図 

 参考資料５：地質調査参考資料 

 参考資料６：中央公園利用者数 

 参考資料７：年間指定管理費（実績） 

※留意事項 上記のほか地下埋設物が存在する可能性があります。 
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Ⅵ 公募の手続きに関する事項等 

１．選定方法及び選定手順 

（１）選定方法 

事業者選定は、公募型プロポーザル方式で行います。 

（２）選定手順 

  事業者選定及び事業着手までの手順は、以下のとおりです。 

必要な手続き 期間・期限 

手順１ 公募設置等指針の交付 
令和４年１２月２６日（月） 

～令和５年３月２０日（月） 

手順２ 公募設置等指針等説明会 令和５年１月２０日（金） 

手順３ 参加表明書の提出・受理 
令和５年１月５日（木） 

～令和５年１月３１日（火） 

手順４ 

質問書の受付 

※回答は、質問書の受理後、５日以

内（休日は除く）に市HPにて公表し

ます。 

令和５年１月５日（木） 

～令和５年３月１５日（水） 

手順５ 公募設置等計画の受付 
令和５年３月２２日（水） 

～令和５年３月２７日（月） 

手順６ プレゼンテーション 令和５年４月中旬頃 

手順７ 設置等予定者等の通知 令和５年５月上旬頃 

手順８ 公募設置等計画の認定 令和５年５月中旬頃 

手順９ 基本協定締結 令和５年６月頃 

 ※各日程は、都合により、変更となる場合がございます。 

 

２．応募手続き 

（１）公募設置等指針の交付 

   公募設置等指針については、以下のとおり配布します。 

   配布期間：令和４年１２月２６日（月）～令和５年３月２０日（月） 

   配布場所：高松市役所公園緑地課（本庁舎９階）窓口での受取又は本市ホームページ

（ https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/jigyosha/nyusatsu/sonota_boshu/kobo_p

ropo/cyuuoukouensaiseibi.html）よりダウンロードしてください。 

郵送での配布は行いません。 

 

（２）公募設置等指針説明会 

   公募設置等指針説明会を以下のとおり開催します。説明会に参加される場合は、事前

に申し込みが必要ですので、以下のとおりお申し込みください。 

   提出書類：公募設置等指針説明会 参加申込書（様式１） 
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   申込期限：令和５年１月１６日（月）１７時まで 

   申込方法：持参・電子メール・ＦＡＸのいずれかで高松市公園緑地課へ提出 

※提出後、必ず電話にて到達確認をしてください。 

   開催予定日：令和５年１月２０日（金） 

   参加人数：１社あたり３名まで 

   ※開催場所及び時間については、申込者へ別途、連絡いたします。 

 

（３）参加表明書の提出 

参加希望者は、参加表明書（様式２）、誓約書（様式３）及び応募資格の確認に必要な

書類（様式４～６）を提出してください。 

提出期間：令和５年１月５日（木）～令和５年１月３１日（火） 

   提出場所：高松市公園緑地課 

   提出方法：持参又は郵送 

（配達の記録が残る方法で期限内に必着に限る。※期限内消印有効） 

 

（４）公募設置等指針に対する質問及び回答 

企画提案書の作成にあたり、質問がある場合は、質問票（様式８）に記入の上、高松

市公園緑地課へ電子メールで提出してください。また、質問書の提出後、必ず電話にて

到達確認をしてください。 

質問受付期間：令和５年１月５日（木）～ 令和５年３月１５日（水） 

回答方法：質問への回答は、本市ホームページで公開します。 

 

（５）公募設置等計画等の受付 

公募設置等計画等は、以下の注意事項及び公募設置等計画等関係書類一覧に従って提

出してください。なお、受付期間内に受付場所に到達しなかった公募設置等計画は受理

しません。 

使用様式：公募設置等計画（様式７－１～７－８） 

受付期間：令和５年３月２２日（水）～令和５年３月２７日（月） 

受付場所：高松市公園緑地課 

提出方法：持参又は郵送 

（配達の記録が残る方法で期限内に必着に限る。※期限内消印有効） 

 

（６）応募辞退について 

   参加表明書提出後に参加を辞退する場合は、以下のとおり辞退届を提出してください。 

   使用様式：辞退届（様式９） 

   受付期間：令和５年１月５日（木）～令和５年３月２７日（月） 

   受付場所：高松市公園緑地課 

   提出方法：持参又は郵送 
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（配達の記録が残る方法で期限内に必着に限る。※期限内消印有効） 

 

＜公募設置等計画等作成の注意事項＞ 

（１）一般事項 

・ 公募設置等計画等の提出は１応募法人（１応募グループ）１提案とします。 

・ 公募設置等計画等関係書類の言語は日本語、単位はメートル法、通貨は日本国通貨

を使用してください。 

・ 公募設置等計画等関係書類は左綴じとし、ページを付して提出してください。 

・ 明確かつ具体的に記述してください。分かりやすさ、見やすさに配慮し、必要に応じ

て図、表、写真、スケッチ等を適宜利用してください。 

・ 応募書類で使用する文字の大きさは、原則として１１ポイント以上としてください。図表

を用いる場合等の文字については、この限りではありませんが、文字が十分読み取れる程

度としてください。 

・ 関係法令及び条例を遵守し、かつ本指針に記載された条件を満足するとともに、関

係機関へ必要な協議確認を行った上で公募設置等計画等関係書類を作成してくださ

い。 

・ 公募設置等計画等関係書類の作成及び提出に必要な諸費用は、応募者の負担としま

す。 

・ 必要に応じて公募設置等計画等関係書類一覧に記載以外の書類の提示を求める場合

があります。 

 

（２）電子データ 

・ 応募書類一式を電子データ化したものを CD-R（表面印刷：任意）にて１部提出して

ください。 

・ データは PDF 形式とし、テキスト情報を含んだものとします。テキスト情報を含

むことが困難なものについては、画像化したものでも構いません。 

 

公募設置等計画等関係書類一覧 

提出書類 様式 
提出部数 

提出期限 
正 副 

公募設置等指針説明会 参加申込書 様式１ 1 部 — 令和５年１月１６日 

参加表明書 様式２ １部 — 令和５年１月３１日 

誓約書 様式３ 1 部 — 令和５年１月３１日 

応募制限関連書類 

（応募グループにあっては、代表法人及び構成法人のすべてについて提出） 

（1）会社概要書 様式４ 1 部 11 部 

令和５年１月３１日 （2）委任状 様式５ 1 部 — 

（3）法人登記簿謄本及び印鑑証明 各種証明書 1 部 — 
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（発行日から３か月以内のもの） 

（4）役員名簿 様式自由 1 部 11 部 

（5）法人税、法人市町村税、固定資産税、

消費税及び地方消費税納税証明書（直近

２年間）※未納がない証明でもよい。 

各種証明書 1 部 — 

（6）財務諸表「貸借対照表、損益計算書、 

  株主資本等変動計算書（純資産変動計算 

書）、キャッシュ・フロー計算書（作成し

ている法人のみ）、注記等」（直近３年間）

の写し 

※有価証券報告書を提出している場合

は該当箇所の写しでもよい。 

※連結財務諸表作成会社については、

連結財務諸表、単体財務諸表 

関係法令に

定める様式 
1 部 11 部 

（7）事業報告書・事業計画書等 

※有価証券報告書を提出している場合

は該当箇所の写しでもよい。 

関係法令に

定める様式 
1 部 11 部 

（8）財務状況表 様式６ 1 部 11 部 

公募設置等計画 

（1）事業の実施方針 様式７-１ 1 部 11 部 

令和５年３月２７日 

（2）事業の実施体制 様式７-２ 1 部 11 部 

（3）施設（公募対象公園施設及び特定公園

施設）の整備計画 

 ①共通事項 

 ②公募対象公園施設に関する事項 

 ③特定公園施設に関する事項 

様式７-３ 1 部 11 部 

（4）施設の管理運営計画 様式７-４ 1 部 11 部 

（5）資金計画、収支計画及びリスク対応策 様式７-５ 1 部 11 部 

（6）公募対象公園施設及び特定公園施設の

整備面積・投資額概要 
様式７-６ 1 部 11 部 

（7）公園の環境維持及び向上（公園管理運

営へ還元内容） 
様式７-７ 1 部 11 部 

（8）その他 PR 事項 様式７-８ 1 部 11 部 

（9）電子データ（応募書類一式） CD-R 1 部 - 

その他 

（1）質問書 様式８ 必要に応じて 

（2）辞退届 様式９ 必要に応じて 

（3）審査結果に係る説明書（回答） 様式１０ 必要に応じて 
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※特定公園施設の建設に関しては、建設業法、公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づき、

対応していただく必要があります。 

 

３．受付時間及び受付先 

 公募設置等計画等の受付を含め、すべての事務取扱は、市役所閉庁日を除く、午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時までとします。 

受付先：〒760－8571 高松市番町一丁目８番１５号 

都市整備局公園緑地課 

TEL 087-839-2494    Fax 087-839-2491 

E-mail  kouryoku@city.takamatsu.lg.jp 

 

４．審査方法等 

（１）審査の流れ 

以下の手順に従って審査します。 

ア 第一次審査 

    提出されたすべての公募設置等計画等について、都市公園法第 5 条の 4 第 1 項に基

づき、以下の点について審査します。 

ａ 参加資格の確認 

応募者が、資格等を満たしているかを審査します。 

ｂ 法令遵守に関する審査 

公募設置等計画等の内容が法律、条例等に違反していないことを審査します。 

ｃ 本指針に照らし適切なものであることの審査 

公募設置等計画等が本指針に照らし、適切なものであることを審査します。審査 

の内容は以下のとおりです。 

・公募設置等計画が、本指針で示した目的や場所等と適合していること 

・記載すべき事項が示されていること 

・認定期間中の建設・運営の確実性が、提出された客観的な資料により見込める 

こと 

 

イ 第二次審査 

    第一次審査を通過した提案について、都市公園法第 5 条の 4 第 2 項に基づき後述す

る（３）評価の基準に沿って審査します。応募者には、提案内容に関するプレゼンテー

ションを実施していただきます。プレゼンテーションの日時、場所等は、別途連絡し

ます。 

    なお、応募者が多数の場合は、事前審査を行い、プレゼンテーション対象者を数社

程度に絞ることがあります。 
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（２）選定委員会 

本市は公募設置等計画の審査にあたり、高松市中央公園再整備事業設置等予定者選定委員

会（以下、「選定委員会」という。）を設置します。 

 

（３）評価の基準 

  本市は、提出された公募設置等計画について、以下の評価項目に沿って評価を行います。 

  なお、採点は公募設置等計画に記載されている内容が具体的かつ効果的な内容であるも

のを高評価とします。また、評価点の満点を選定委員会の出席委員の人数で乗じた点数の

６割を最低基準点とし、最低基準点を満たさない場合は失格となります。最高点を獲得し

た提案が複数ある場合は、評価項目の「（３）施設の整備計画」の得点が高い提案を提出し

た応募者を設置等予定者に選定します。 

＜評価の項目、内容＞ 

評価項目 評価の視点 配点 

(1)事業の

実施方針 

提案内容は本事業の目的に合致しているか。 ５ 
１０ 

中央公園全体の魅力向上につながる考え方を示しているか。 ５ 

(2)事業の

実施体制 

応募法人等の役割分担は適正か。また実績や財務健全性はあるか。 ５ 
１０ 

業務の実施体制、緊急時の連絡体制、人員の配置は適正か。 ５ 

(3)施設の

整備計画 

既存公園施設や周辺施設を踏まえた配置計画が提案されているか。 

周囲との動線の機能性を確保した計画となっているか。 
５ 

３０ 

設計や工事、事業実施のスケジュールや進め方は適正か。 ５ 

公募対象公園施設及び特定公園施設のデザインの考え方が明確か。 

周辺環境と調和するなど都市景観に配慮したデザインか。 
５ 

公園利用者が快適にくつろげ、楽しめる空間の提案がなされている

か。 

利用者の利便性向上に寄与しているか。 

５ 

ユニバーサルデザインやバリアフリーに対応しているか。 ５ 

公園全体の質が向上し、高松市の顔となる公園にふさわしい施設で 

あるか。 
５ 

(4)施設の

管理運営計

画 

公園の賑わいの向上や集客につながる提案となっているか。 

独自性のある施設の運営計画が提案されているか。 
５ 

１０ 現指定管理者と連携・協力した運営計画の提案がされているか。 

その他周辺地域（商店街等）や関係団体との連携等の考え方を示し

ているか。 

５ 

(5)収支計

画 

収支計画は適切か。業務遂行に必要な経営基盤を有している

か。 

継続的な事業の実施が可能な計画となっているか。 

５ １０ 
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事業撤退等に至ると想定されるリスクとその対応方針の考え方

について。 ５ 

(6)価額審

査 

特定公園施設の整備に要する費用のうち、市の負担の軽減が図

られているか。 
５ 

１０ 
公募対象公園施設に係る使用料の額 

若しくは、管理運営や魅力向上への還元額 
５ 

(7)地域性

等 

 

事業者の地域性①市内企業等（複数の法人等によるグループで

応募する場合は、主たる企業等が市内企業であること）②準市

内企業等 ③市外企業等 

１０ １０ 

(8)業務ス

キル、能

力、意欲等 

・プレゼン能力・コミュニケーション能力はあるか。 

・発言内容と提出書類に齟齬はないか。 

・質問に対し、明確に回答できるか。 

・事業に対する熱意が感じられるか。 

・信頼感を得ることができるか。 

・誠実さ、責任感、勤勉さがあるか。 

・提出書類の内容を信頼できるか。 

・事業に求められる関連知識や技能を有しているか。 

そのＰＲ等 加点すべき事項があるか

（                          ） 

１０ １０ 

計 １００ １００ 

評価係数（(6)価額審査は別途評価） 

優れている 概ね優れている 普通である やや不安がある 不安がある 

１．０ ０．７５ ０．５ ０．２５ ０ 

 

５．設置等予定者の決定 

選定委員会では、応募者から提出された公募設置等計画について、評価項目、内容に基づ

き審査を行い、最高得点を得た公募設置等計画の提出者を「設置等予定者」として、二番目

に高い得点を得た公募設置等計画の提出者を「次点者」として選定します。 

なお、審査の結果によっては、「設置等予定者」「次点者」の一方又は両方について、該当案

なしとする場合があります。 

 

６．結果の通知 

選定結果は、速やかに応募法人及び応募グループの代表法人に文書にて通知するとととも

に、選定結果は審査講評（概要）とあわせて、本市ホームページで公表します。 

なお、自社の評定の内容については、通知を受けた日から起算して１４日以内に書面によ

り、市長に対して説明を求めることができるものとし、市長は、この請求があったときは、

「審査結果に係る説明書（回答）」（様式１０）により、速やかに回答するものとします。 
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７．公募設置等計画の認定 

 本市は、設置等予定者が提出した公募設置等計画を認定します。これにより、設置等予定

者は認定計画提出者となります。 

 

８．契約の締結等 

（１）基本協定 

本市は、認定計画提出者と本事業の実施に関する基本的事項を定めた基本協定を締結し

ます。基本協定（案）は別紙１のとおりですが、詳細については、認定計画提出者と市が

協議の上、決定します。 

 

（２）設置管理許可 

認定計画提出者は、工事着手前に、公募対象公園施設の設置管理許可を得る必要があり

ます。 

 

（３）実施協定 

認定計画提出者は、工事着手前に、事業における官民の役割やリスク分担、費用負担、公

募対象公園施設の設置・管理運営、特定公園施設の設計・建設・市への譲渡、その他の条件

等を明確にした実施協定を締結します。 

なお、実施協定の内容は、基本設計の取りまとめに併せて協議し、決定します。 

 

（４）特定公園施設建設・譲渡契約 

認定計画提出者は、工事着手前に、本市と「特定公園施設建設・譲渡契約」を締結しま

す。 

 

（５）特定公園施設の管理運営 

認定計画提出者は、特定公園施設の管理運営を行っていただきます。なお、認定計画提

出者からの提案に基づき、別途協議により費用負担割合等を決定します。 

 

９．法規制等 

提案内容は、都市公園法、高松市都市公園条例、建築基準法、消防法及びその他各種関係

法令等を遵守してください。 

事業の実施に当たり必要な許認可の取得や手続きについては、事業者の負担により実施し

てください。 

 

１０．その他の留意事項 

（１）応募者の失格又は提出書類の無効について 

応募者又は提出書類等が次のいずれかに該当する場合は、無効となることがあります。

なお、この場合、その者と契約しないこととし、一切の損害賠償責任を負いません。 
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ア 提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの 

イ 本指針及び様式に示された条件に適合しないもの 

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

エ 虚偽の内容が記載されているもの 

オ 選定員に対する働きかけがあったと本市が判断した場合 

カ 応募資格があると認められた者が、本業務に係る契約締結までの間に指名停止措置

を受けた場合、その他の応募資格及び応募条件の要件を満たさなくなった場合 

キ 第三者の知的財産権を侵害した場合 

ク プレゼンテーションに出席しなかったとき 

ケ 応募資格のいずれかに違反したとき 

コ 提出書類等の内容に虚偽、不正又は本指針の定めに違反する記載があったとき 

サ その他本市が不適格と認めた場合 

 

（２）提案公募の中止等 

本市がやむを得ない理由等により提案公募を実施することができないと認めるときは、

提案公募の実施を中止又は取り消すことができます。 

 

（３）提出書類の扱いについて 

ア 提出書類は、理由を問わず返却しません。 

イ 本指針に定める書類のほか、必要に応じ追加書類の提出を求める場合があります。 

ウ 提出書類が本指針に定めるとおり揃っているかを市において確認し、不備・不足が

あった場合には、受付期間中に限り、必要に応じて不備・ 不足書類等の提出を求めま

す。 

エ 受付後、提出された書類等の再提出及び差替えは、原則として認めません。ただし、

やむを得ない事情があると市が判断した場合には、内容変更及び差替えを認めること

があります。 

 

（４）情報公開 

ア 提出書類については、高松市情報公開条例の規定やその他関係法令に基づき、公開

される場合があります。 

イ 提出書類に含まれる第三者の著作権の公表、展示などの使用に関しては、応募者が

第三者の承諾を得ておいてください。 

 

（５）不当要求行為の排除対策 

本市では、受託者（市との契約の相手方）が暴力団等から不当要求行為を受けた場合や

当該不当要求行為による被害を受けた場合の、市への報告と所轄警察署への届出等を契約

書において受託者の遵守事項として定め、本市が発注する物品の買入れ等（物品の買入れ、

借入れ及び製造、役務の提供その他の行為をいいます。）からの暴力団等の排除対策の強化
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を進めています。 

詳しくは、高松市契約監理課ホームページを御参照ください。 

 

（６）損害賠償責任 

  認定計画提出者は、本事業の実施にあたり、認定計画提出者の故意又は過失により、本市又

は第三者に損害を与えたときには、認定計画提出者がその損害を、本市又は第三者に賠償する

ものとします。 

  また、本市は、認定計画提出者の故意又は過失により発生した損害について、第三者に対し

て賠償を行った場合、認定計画提出者に対して、賠償した金額及びその賠償に伴い発生した費

用を求償することができるものとします。 

 

（７）事業破綻時の措置 

 認定された公募設置等計画の有効期間内に認定計画提出者による事業が破綻した場合、都市

公園法第 5 条の 8 に基づき、認定計画提出者は本市の承諾を得て、別の民間事業者に事業を承

継させる、もしくは、認定計画提出者の負担により公募対象公園施設を撤去し、公募対象公園

施設の設置前の状態に現状回復して返還する必要があります。 

 なお、認定計画提出者が公募対象公園施設の撤去・現状回復を行わない場合、本市は認定計

画提出者の代わりに撤去・現状回復工事を行い、その費用を認定計画提出者へ請求します。 

 

（８）事業中のセルフモニタリング 

  ア 公募対象公園施設等の営業状況、実施状況について、毎年度報告して下さい。 

  イ 業務の質やサービス向上を図ることも目的とした事業のセルフモニタリングの仕組み

（利用者アンケート等）についても検討して下さい。 

 ウ 本市は、公募対象公園施設の財務書類の提出及び説明等を求めることができるものとし

ます。 


