
高松市立中央公園外５公園における
公募設置管理制度に関する

サウンディング型市場調査
事前説明会

高松市 都市整備局 公園緑地課

令和２年３月２５日



１．高松市について

２．公募設置管理制度（Ｐａｒｋ－ＰＦＩ）について

３．対象公園（高松市立中央公園外５公園）について

４．サウンディング調査の進め方について

５．その他

本日の内容



• 人 口 418,315人

• 世帯数 188,883世帯

• 面 積 375.4㎢

• 主要幹線道路

国道11号線、30号線、193号線

県道16号線（高松王越坂出線）

県道33号線（高松善通寺線）等

• 鉄道

ＪＲ四国

高松琴平電鉄（ことでん）

• 高松市ホームページ

https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/

１．高松市について 令和2年3月1日現在

高松市都市計画
マスタープラン
全体構想【1/2】

より引用

高松市

香川県全域図



種 別
都 市 公 園

箇所数 面積（ha） 代表的な公園

街区公園 248 34.30 香西中央公園

近隣公園 14 22.46 今里中央公園

地区公園 3 17.70 中央公園

総合公園 3 46.46 仏生山公園

運動公園 2 51.43 東部運動公園

歴史公園 1 8.41 玉藻公園

墓 園 2 16.06 平和公園

緑 道 4 1.73 杣場川緑道

緑 地 15 2.71 屋島緑地

合 計 292 201.26

１．高松市について 令和2年1月1日現在

〇高松市が管理している都市公園等



１．高松市について

賑わいの向上
施設の

リニューアル
新たな財源の確保課題

民間活力の導入の可能性や今後の取組の方向性を検討

幅広いアイディアや事業についての提言を募集

代表的な
都市公園を選定

サウンディング型市場調査の実施背景



２．公募設置管理制度(Park-PFI)について

〇公募設置管理制度(Park-PFI)とは

・公募により民間事業者を選定し、民間資金等を活用して公共施設等の

整備・運営維持管理を行う手法。

＜制度を活用した公園整備イメージ＞

都市公園の質の向上に向けたPark-PFI活用ガイドラインより引用



２．公募設置管理制度(Park-PFI)について

〇公募設置管理制度の特例措置

・設置管理期間の特例

設置管理許可期間 最長10年 → 最長20年

（設置管理許可の申請が必要）

・建ぺい率の特例

公募対象公園施設の建ぺい率 2％ → 12％

・占用物件の特例

自転車駐車場、情報提供するための看板及び広告塔を占用物として

設置可能



２．公募設置管理制度(Park-PFI)について

〇ＰＦＩ手法の事業方式

事業方式 概 要

公共施設等の設計、建設・
改修、維持管理・運営等を

担う方式

ＢＴＯ方式
民間事業者が公共施設等を設計・建設し、施設完成直後に公
共側に施設の所有権を移転し、民間事業者が維持管理・運営
等を行う方式

ＢＯＴ方式
民間事業者が公共施設等を設計・建設し、維持管理・運営等
を行い、事業終了後に公共側に施設の所有権を移転する方式

ＢＯＯ方式
民民間事業者が公共施設等を設計・建設し、維持管理・運営
等を行い、事業終了時点で施設等を解体・撤去するなど、公
共側への施設の所有権移転がない方式

ＲＯ方式
既存の公共施設等の所有権を公共側が有したまま、民間事業
者が施設を改修し、改修後に維持管理・運営等を行う方式



２．公募設置管理制度(Park-PFI)について

〇ＰＦＩ手法の事業方式

引用先：都市公園における公募設置管理制度 Park-PFI活用の手引き

事業方式 概 要

公共施設等の設計、建設・
改修等を担う方式

ＤＢ方式
民間事業者が公共施設を設計・建設し、公共側に施設の所有
権を移転する方式

公共施設等の維持管理・
運営等を担う方式

公共施設等
運営権方式

利用料金を収受する公共施設等について、公共側が施設の所
有権を有したまま、民間事業者が運営権を取得し、施設の維
持管理・運営等を行う方式

維持管理・
運営一括発
注方式

民間事業者に公共施設等の維持管理・運営等を長期契約等に
より一括発注や性能発注する方式



１．高松市立中央公園 （地区公園）

２．高松市立峰山公園 （総合公園）

３．高松市立仏生山公園 （総合公園）

４．高松市立如意輪寺公園 （地区公園）

５．高松市立房前公園 （近隣公園）

６．高松市立あじ竜王山公園 （総合公園）

※指定管理者制度が導入され、香川県造園事業協同組合が

指定管理者として、管理運営を行っています。

※併せて、ネーミングライツの導入を検討しています。

３．対象公園について



３．対象公園について

〇高松市立中央公園

・所在地 番町一丁目１１

・公園面積 35,196㎡

・既存建築面積 700㎡

・容積率 400％

・主な施設 トイレ（計２箇所）

地下駐車場（有料）（計321台） 管理者：高松市交通政策課

香川国際交流会館（アイパル香川）管理者：香川県国際交流協会

・特徴 「緑にあふれ、季節感があり、気軽に楽しめる公園」

高松市の中心市街地にある。

年間を通して数々のイベントが行われている。

JR高松駅から徒歩15分
ことでん瓦町駅から徒歩10分



３．対象公園について

〇高松市立中央公園



３．対象公園について

〇高松市立峰山公園

・所在地 峰山町１８３８ー３７

・公園面積 152,818㎡

・既存建築面積 546㎡

・容積率 60％

・主な施設 トイレ（計6箇所） 駐車場（計446台）

管理事務所棟

キャンプ場

展望台

・特徴 古墳をイメージした遊戯広場、アスレチックコース等がある。

自然豊かな環境である。

ことでんバス
バス停：市民病院から徒歩25分



３．対象公園について

〇高松市立峰山公園



３．対象公園について

〇高松市立仏生山公園

・所在地 仏生山町甲２６５４－１ （ことでん仏生山駅から徒歩20分）

・公園面積 86,233㎡

・既存建築面積 3,858㎡

・容積率 80％

・主な施設 トイレ（計3箇所） 駐車場（計157台）

管理事務所棟 体育館 温水プール

・特徴 市民の健康のために公園機能とスポーツ機能をプラスした

公園である。

年間を通して数々のイベントが行われている。

管理事務所棟においては、集会室の利用が可能である。



３．対象公園について

〇高松市立仏生山公園



３．対象公園について

〇高松市立如意輪寺公園 （休園日：火曜日）

・所在地 国分寺町国分２５３０－２ （JR国分駅から徒歩20分）

・公園面積 44,056㎡

・既存建築面積 131㎡

・容積率 100％

・主な施設 トイレ（計2箇所）

駐車場（計41台）

多目的広場 ゲートボール場

・特徴 多目的広場を有し、少年野球、ソフトボール等の地域

スポーツに利用されている。

希少生物（オニバス）の保護活動にも取り組んでいる。



３．対象公園について

〇高松市立如意輪寺公園



３．対象公園について

〇高松市立房前公園

・所在地 牟礼町原６３２ （ことでん房前駅から徒歩5分）

・公園面積 19,124㎡

・既存建築面積 21㎡

・容積率 200％

・主な施設 トイレ（計1箇所） 駐車場有（計20台）

ことでん車両 各種モニュメント

・特徴 道の駅に隣接しており、景観に優れている。

家族連れが多い。



３．対象公園について

〇高松市立房前公園

芝生広場
【多目的広場】

遊戯広場

軽スポーツ広場

見晴らし広場



３．対象公園について

〇高松市あじ竜王山公園 （休園日：火曜日、年末年始）

・所在地 庵治町４３８９－１ （ことでん八栗駅から車で20分）

・公園面積 221,780㎡

・既存建築面積 51㎡

・容積率 制限なし

・主な施設 トイレ（計1箇所）

駐車場有（計32台）

展望台（ウォッチタワー）

・特徴 彫刻作品を多く設置している。

瀬戸の風景を一望でき、風光明媚である。



３．対象公園について

〇高松市あじ竜王山公園



４．サウンディング調査の進め方について

〇スケジュール
日 程 内 容

令和２年３月２５日（水） 事前説明会の開催

令和２年３月１９日（木）～４月３日（金） 質問の受付

令和２年４月１０日（金） 質問の回答（高松市ホームページ）

令和２年４月１３日（月）～５月１日（金） 提案の受付

令和２年４月２８日（火）～５月１３日（水） 個別対話参加申込受付

令和２年５月２０日（水）～５月２２日（金） 個別対話の実施

令和２年６月上旬（予定） 実施結果概要の公表

〇調査後の予定

・対象事業の抽出
・指定管理者等
との調整

・基本計画等
の策定

・事業手法の
検討

・公募条件等
の設定

・事業者の
公募・選定 事業開始



４．サウンディング調査の進め方について

〇実施内容
・収益施設を設置する具体的な場所、規模等について

・事業期間、公園使用料等、事業収支について

・公園や周辺地域の魅力向上、賑わいの創出について

・業者決定から運営開始までの準備期間について

・事業者募集に際しての公募に参加しやすくなるための御意見について

・事業実施に当たり、配慮してほしい事項等について

・ネーミングライツ導入について、期間、命名権料等について



４．サウンディング調査の進め方について

〇留意事項

・サウンディングへの参加実績は、事業者選定における評価対象とは

なりません。

・対話内容が運営事業者公募の募集要項作成に当たり有利と判断した

場合、公募の際にインセンティブ加点を検討する場合もあります。

・公募に関して検討段階であり、実施を約束するものではありません。

・実施内容について、全ての項目を回答いただく必要はありません。



５．その他

〇Ｐａｒｋ－ＰＦＩ制度や他都市の事例について

日本ＰＦＩ－ＰＰＰ協会 日本公園緑地協会



皆さまからの素晴らしい御提案をいただき、

公募設置管理制度等の

事業化につなげるため、

積極的な御参加お願いします。

御清聴ありがとうございました。
フラワーフェスティバル
マスコットキャラクター

ドリナちゃん


