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１ 調査名称 

「品川区立公園 7 公園におけるPark-PFI導入に係るマーケットサウンディング調査」 

２ 調査目的 

品川区では、多様なニーズに対応した、より魅力ある都市公園を創出するため、Park-PFI 制

度などの民間の力の活用を検討しています 

本調査は、マーケットサウンディング調査（以下、「サウンディング調査」）として、民間事業者の

皆様との対話を通して、対象公園の魅力向上のためのアイディアや公募に際しての意向等を把

握し、今後のPark-PFI制度などの公募に向けた検討を促進していくことを目的としています。 

※マーケットサウンディング調査とは、事業内容や事業スキーム等に関して、直接の対話により

民間事業者の意見や新たな提案の把握等を行うことで、対象事業の検討を進展させるための

情報収集を目的とした調査です。 

３ 対象公園 

対象公園は、以下に示す品川区内の７公園です。対象公園の概要は、参考資料●「品川区調査

対象7公園の概要」を確認してください。 

対象公園全てに提案頂かなくても構いません。提案する公園は任意で選択ください。また興

味がある公園と、提案書を作成頂く公園が一致していなくても構いません。 

・しながわ区民公園 

・しながわ中央公園 

・東品川海上公園 

・文庫の森 

・西大井広場公園 

・大井水神公園 

・五反田ふれあい水辺広場 
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４ 事業方式 

サウンディング調査後の正式な民間事業者の公募にあたっては、現時点では公募設置管理制

度（Park-PFI）を活用した事業方式で公募することを想定しています。それ以外の方法（PFI、

設置管理型など）で提案があれば、ご意見として伺います。 

※公募設置管理制度（Park-PFI）とは公園に設置する飲食店等の収益施設（公募対象公園施設）

を都市公園法第５条に基づく公園施設の設置管理許可により民設民営するものです。その設

置者を公募選定する手続きについては、法第 ５ 条の 2～9 に規定される公募設置管理制度

（Park-PFI）に基づき実施することを想定しています。  

〈参考〉公募設置管理制度（Park-PFI）については、国土交通省ホームページに掲載の「都市公

園法改正のポイント」Ｐ６～Ｐ2３をご参照ください。  

     ＨP アドレス： ｈｔｔｐｓ://ｗｗｗ.ｍｌｉｔ.ｇｏ.ｊｐ/ｃｏｍｍｏｎ/００124８7３３.ｐdｆ 

※Park-PFI に関する用語説明等は「1２ 用語説明」をご参照ください。 

５ 提案いただく内容

（１）事業内容  

①公募対象公園施設の事業内容（事業内容／事業規模／営業時間・営業日数／利用者属性等） 

②公募対象公園施設の設置場所（設置希望場所／面積等） 

③公募対象公園施設の事業期間 

④特定公園施設の提案（施設／規模／概算工事費等） 

⑤契約締結から供用開始に必要な期間（設計期間／工事期間等） 

⑥提案する使用料（㎡/月・円） 

（２）参入条件 

①事業参入の条件及び現状の参入意向（判断基準等） 

②公募設置等指針の公表から提案書提出までの期間 

（事業内容の検討や社内決裁に要する期間） 

③事業スキーム（指定管理者制度と併せた公募希望等） 

④行政への希望事項（インフラ整備／既存施設の取扱い等） 

⑤検討を進めるにあたり必要な資料 

（３）その他  

※上記項目については可能な範囲でご提案ください。 
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６ 提案条件等  

（１）施設 

・提案施設は、都市公園法第 2 条に基づく公園施設に該当する施設のうち対象公園の賑わい

や利便性の向上をもたらすと考える施設を提案してください。 

・1 店舗の規模のものから複合施設まで自由にご提案ください。 

・既設の公園施設は撤去や移設が可能なものとして自由にご提案ください。ただし、既設公園

施設の撤去や移設が必要な場合、その撤去・再設置に係る条件や費用については、民間事業

者と区で協議することになります。 

（２）期間 

・事業期間は最長2０年とします。（Park-PFI の特例措置） 

（３）費用 

・原則、民間資金による施設の整備、管理運営による事業を想定しております。（民設民営） 

・公募対象公園施設（収益施設等）を設置する場所には土地使用料が発生します。 

・特定公園施設の整備費用については、今回の提案等を基に民間事業者と区で協議すること

になります。 

（４）その他 

・対象公園の魅力をより向上させる事業アイディア及び事業スキームなどがありましたら、自

由にご提案ください。 

・現在の公園全体の管理運営は、区による直営（又は管理委託等）にて管理を行っています。 

７ サウンディング調査の対象者 

（１）対象者 

・事業主体として関心と意欲を有する民間事業者等（当事業への参加意向を有する法人又は

法人のグループ）とします。 

・グループで参加する場合は、主たる役割を担う代表者を１社選定してください。 

（２）参加除外要件  

・ただし、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 1項第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員等の統制下にある者を除きます。 
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８ サウンディング調査の実施手順 

（１）スケジュール 

サウンディング調査は以下のスケジュールで実施します。 

事 項 時 期 

サウンディング調査実施の公表 令和４年 12月 19日（月)  

質問受付（回答はＨPで公表） 令和５年 1月 1３日(金)（回答は 1月 1８日（水）予定）

個別対話の参加受付（エントリー） 令和５年 1月 1３日(金) 

提案書の提出 令和５年 1月2０日(金) 

個別対話の実施      令和 ５年 1月2５日(水)～1月27日(金) 

調査結果（概要）の公表 令和５年2月中旬予定 

（２）サウンディング調査実施の公表 

実施要領等を品川区のホームページで公表し、サウンディング調査への参加者を募集します。 

（３）質問の受付及び回答 

・サウンディング調査に関する質問がある場合には、「様式３ 質問シート」に必要事項を記入し、

「1１ 参加申込・その他連絡先」のＥ-ｍaｉｌ 宛に送付してください。 

・提出の際のメールの件名は【サウンディング調査質問】としてください。 

・質問への回答は品川区のホームページに掲載します。 

受付期間：令和５年 1月 1３日(金) 17 時必着 

提出書類：様式２ 質問シート 

（4）個別対話の参加受付（エントリー） 

・参加を希望する場合は、「様式１ 個別対話 参加申込書」に必要事項を記入し、「1１ 参加申

込・その他連絡先」の Ｅ-ｍaｉｌ 宛に送付してください。 

・候補日を提示しますので、参加が困難な日程をご記入ください。 

・提出の際のメールの件名は【個別対話参加申込】としてください。 

受付期間：令和５年 1月 1３日(金)17時必着 

提出書類：様式２ 個別対話 参加申込書 

候補 日時 

１ 令和５年 1月2５日 1０：００～12：００／1３：００～1５：００／1５:００～17:００ 

２ 令和５年 1月2６日 1０：００～12：００／1３：００～1５：００／1５:００～17:００ 

３ 令和５年 1月27日 1０：００～12：００／1３：００～1５：００／1５:００～17:００ 
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（５）提案書の提出 

・「様式４ 提案書」に必要事項を記入し、「１１  参加申込・その他連絡先」の Ｅ-ｍaｉｌ 宛に送付

してください。 

・なお、指定様式を使用せず、「５ 提案いただく内容」が概ね記載された提案書を別途ご提出

いただいてもかまいません。その場合の提案書はＡ4サイズでご提出願います。 

・事業をご提案いただく際は、公園ごとに提案書を作成してください。 

・送信後に必ず事務局（０３-５742-６８０1）宛てに電話連絡を入れてください。 

・提出の際のメールの件名は【提案書提出】とし、受信確認後、受信確認の返信メールを1両日

中に送付いたします。 

受付期間：令和５年 1月2０日(金) 17 時必着 

提出書類：様式３ 提案書もしくは任意様式（Ａ4サイズ） 

（６）個別対話の実施 

① 実施概要 

「様式１ 個別対話 参加申込書」にてエントリーいただいた民間事業者との間で、下記のとお

り対話を実施します。 

予定日 ：令和５年 1月2５日(水)～1月27日(金) 

場  所 ：品川区役所 

所要時間 ：３０分～1時間程度 

参加人数 ：1 グループ４名以内 

① 参加方法 

個別対話 参加申込書受領後、日程調整の上、実施日時及び場所をメールにてご連絡

します。（新型コロナ感染状況によりオンライン個別対話となる場合があります。） 

②  実施方法 

参加事業者から提案書の内容についてご説明いただき、その内容について意見交換を

行います。 

③  留意事項 

調査目的から逸脱していると考えられるもの、同種の提案が多数寄せられたものなど

の場合は書面での調査のみとさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。 

（7）サウンディング調査結果の取扱い 

   サウンディング調査結果の概要については、民間事業者の皆様のアイディアやノウハウの保

護に配慮した上で公表します。 

   公表にあたっては、必要に応じて参加事業者に内容を確認させていただく場合があります。
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９ 留意事項  

（１）参加及び対話内容の扱い 

① サウンディング調査への参加実績は、今後予定している事業者選定における参加条件

や評価対象とはなりません。  

② 同様に、サウンディング調査へ参加しなかった企業でも、今後予定している事業者公募

へ参加は可能です。 

③ 対話内容は、今後の検討の参考にさせていただきます。ただし、双方の発言はあくまで

対話時点での想定のものとし、何ら約束するものではないことをご理解ください。 

（２）サウンディング調査に関する費用および説明資料の提出 

サウンディング調査への参加に要する費用は、参加事業者等の負担とします。 

（３）追加対話等への協力  

必要に応じて追加対話(文書照会含む)やアンケート等を行うことがありますので、ご協

力をお願いします。  

１０ 公表資料 

 ・品川区立公園 ７公園における民間活力導入に係るマーケットサウンディング調査 実施要領 

（提出書類） 

 ・様式１【個別対話 参加申込書】 

 ・様式２【質問シート】 

 ・様式３【提案書】 

 （参考資料） 

・品川区調査対象7公園の概要

・各公園平面図 

・アンケート調査結果概要（後日公表予定） 

１１ 参加申込・その他連絡先  

担当  品川区 防災まちづくり部 公園課  

所在   〒14０-８71５ 品川区広町2‐1-３６ 

電話  ０３-５742-６８０1   FＡＸ ０３-５742-9127 

Ｅ-ｍaｉｌ  kｏｅｎ-kｏｅｎ@ｃｉｔｙ.ｓｈｉｎaｇaｗa.ｔｏkｙｏ.ｊｐ 
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１２ 用語説明  

用 語  説 明  

Park-PFI  平成 29 年の都市公園法改正により新たに設けられた、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。  

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、屋内子供遊び場、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認定公募設置等計画に従い整備する、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。  

設置管理許可  法第 ５ 条第 1 項の規定により、公園管理者以外の者が都市公園に公園施

設を設け、又は管理することについて、公園管理者が与える許可。 

  出典：都市公園の質の向上に向けたPark-PFI 活用ガイドライン（国土交通省） 
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■Park-PFI のイメージ 

 出典：都市公園の質の向上に向けたPark-PFI 活用ガイドライン（国土交通省） 

■公園施設の種類及び公募対象公園施設 

出典：都市公園の質の向上に向けたPark-PFI 活用ガイドライン（国土交通省） 


