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はじめに 
荻窪公園は、荻窪最終処分場及び荻窪地区開発整備事業の一環として「環境

改善と地域のニーズに合った公園づくり」を基本理念とし、計画のテーマ「自

然とのふれあい」「健康づくり」「コミュニティづくり」を目指して整備が進め

られている公園です。 

園内には温水利用健康づくり施設「荻窪温泉あいのやまの湯」（平成 15 年 12

月開館）を中心として、既存の環境資源を活かした自然風の流れや、修景池な

どを有するほか、複合遊具を配置し、子どもからお年寄りまで楽しめる公園と

して親しまれています。また、道の駅「赤城の恵」として情報発信施設や農産

物直売所も設置されていることから、赤城山観光の拠点としての役割も担って

います。 

  これからの荻窪公園は、前橋市が進める「スローシティ※」の実現と赤城南

麓のブランド力向上を目指す上で、更なる役割の発揮が期待されています。こ

のため、荻窪公園の潜在的な価値を最大限に活用し、更なる魅力の創造に向け

て荻窪公園民間活力導入事業として新規施設の建設及び管理運営を行う事業

者を公募します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※スローシティとは？ 

  スローシティとは、平成１１年（１９９９年）本市の友好都市イタリ

ア・オリビエ―ト市などが発祥で、地域の食や農産物、生活・歴史文化

自然環境を大切にした個性・多様性を尊重する新たなまちづくりを目指

すものです。 

  前橋市は、平成２９年５月１２日に前橋・赤城地域（芳賀・大胡・宮

城・粕川・富士見地区の一部）について、このスローシティ国際連盟へ

加盟しています。現在スローシティ区域内の道の駅など観光施設にスロ

ーシティ前橋・赤城地域を表示する看板が設置されており、荻窪公園（道

の駅「赤城の恵」）にも設置されています。 

（注意）「チッタスロー」が正式名称ですが、原則として「スローシティ」

を用いています。 

スローシティ国際連盟の定める認定評価基準は巻末資料に掲載しています 
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第１章 基本方針 
 

（１）民間活力導入に向けての基本方針 

荻窪公園の基本理念「環境改善と地域のニーズに合った公園づくり」及び、

計画のテーマ「自然とのふれあい」「健康づくり」「コミュニティづくり」を踏

まえつつ、次の方針に沿う提案を求めます。 

 

〇 収益重視のみならず、公園利用者の気持ちを第一に考えた施設利用を実現 

〇 スローシティの理念にマッチした施設の整備（赤城南麓のブランド力向上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 新たな魅力の創造による公園の利用促進（目的地化） 

〇 地元自治会や農産物直売所「味
あじ

菜
さい

」、温水利用健康づくり施設「あいのやま

の湯」との連携・協働 

Points! 

 ・標準化ではなく、多様性を促進すること 

 ・地域独自の文化や伝統を支援すること 

・地域の良質な商品や健康的な食品を支援すること 

 ・持続可能な暮らしや環境づくりを促進すること 

 ・住民と一緒に住みよいまちを作ること 

 

スローシティ運動の理念 

「街の均質化」から地域の独自性を現在の必要に合わせながら活かす、町

ぐるみの運動 

・地域の独自性は、自然環境と人間の営みの地域独自の組み合わせから

生まれる 

・「おいしい、きれい、ただしい」食の生産、流通、消費にこだわる 

（スローフード運動） 

・自然と人間の営みの共同作品としての「景観」にこだわる 

・五感で体感、体験し、参加することを大事にする 

・「ないものねだり」ではなく、「地域にあるもの」「いる人」「失われつ

つあるもの」の再評価 
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（２）ゾーンニング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇にぎわいゾーン（５．９ｈａ） 

 道の駅機能が集積されており、情報発信施設「赤城の恵」、農産物直売所「味

菜」、温水利用健康づくり施設「あいのやまの湯」があります。駐車場も広く、

路線バスの停留所もあり、荻窪公園のエントランス機能も有しています。 

 

〇ふれあいゾーン（９．６ｈａ） 

  自然とふれあい、流れや修景池などを有し、６月にはホタル観賞やアジサイ

が楽しめます。また、遊具エリアもあり、子どもと一緒に楽しめるゾーンとな

っています。 

県道南ゾーン 
6.0ha（整備中） 

【未整備】 
健康の森ゾーン 

8.4ha 

多目的広場 
（予定） 

コミュニティ広場 
（予定） 

農産物直売所 
「味菜」 

にぎわいゾーン 
5.9ha 

ふれあいゾーン 
9.6ha 

情報発信施設 
「赤城の恵」 

温水利用健康づくり施設 

「あいのやまの湯」 
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第２章 事業の概要 
 

（１）事業の名称 

 荻窪公園民間活力導入事業 

 

（２）公園の概要 

荻窪公園は市街地の北側に位置し、荻窪最終処分場及び荻窪地区開発整備

事業の一環として整備が進められている公園です。（主）渋川大胡線に面し、

国道１７号上武バイパスからのアクセスも良い場所にあります。 

園内には温水利用健康づくり施設「あいのやまの湯」を中心として、既存

の環境資源を活かした自然風の流れや、修景池などを有するほか、複合遊具

を配置し、子どもからお年寄りまで楽しめる公園として親しまれています。

また、道の駅「赤城の恵」として情報発信施設や農産物直売所も設置されて

いることから、赤城山観光の拠点としての役割も担っています。特にＮＰＯ

法人が取り組んでいるホタルが観賞できる時期や１０種類１６，０００株の

アジサイが咲く頃には、地元自治会と一緒に「あじさいまつり」を開催する

など多くの来園者で賑わいます。 

 

施設設置条例 前橋市公園条例（昭和 39 年 3 月 30 日条例第 52 号） 

施設名称 荻窪公園 

所 在 地 前橋市荻窪町５３０番１ほか 

敷地面積 計画２９．９ｈａ、開設１５．５ha 

供用開始 平成１５年 

公園種別 総合公園 

公園内の施設等 

情報発信施設「赤城の恵」、温水利用健康づくり施設

「あいのやまの湯」、農産物直売所「味菜」、荻窪公園

管理センター、芝生広場、アジサイ園、遊戯施設、展

望デッキ、四阿、公衆用トイレ、倉庫 

駐 車 場 
普通車３５７台、大型１７台、身障者用９台 

ＥＶ充電区画１台 

都市計画等の規制 市街化調整区域 

防火地域 防火指定なし 
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① 公園敷地において既存の公園施設が占める建築面積 

建築可能 

建ぺい率 

建ぺい率による 

建築制限面積 

（Ａ） 

既存の建築面積 

 

（Ｂ） 

新規建築可能 

面積 

（Ａ－Ｂ） 

２％の場合 3,100 ㎡ 1,049.97 ㎡ 2,050.03 ㎡ 

2％+10%の場合 18,600 ㎡ 5,682.80 ㎡ 12,917.20 ㎡ 

 2％ 3,100 ㎡ 1,049.97 ㎡ 2,050.03 ㎡ 

10％ 15,500 ㎡ 4,632.83 ㎡ 10,867.17 ㎡ 

   ※既存の建築面積、新規建築可能面積はいずれも理論上の目安値です。 

 

② 既存建物 

区
域 

番
号 施設名称 構造 

建築面積 

（㎡） 

施工 

年度 

に
ぎ
わ
い
ゾ
ー
ン 

1 便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造（一部木造） 12.65 H16 

2 便所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 42.39 H24 

３ 農産物直売所 鉄骨造 346.95 H14 

４ 
温水利用健康づ

くり施設 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造（一部鉄骨） 4,632.83 H15 

５ 情報発信施設 鉄骨造 98.29 H23 

17 四阿 木造 7.29 H15 

 

ふ
れ
あ
い
ゾ
ー
ン 

６ 便所 軽量鉄骨・GRC ﾓﾙﾀﾙ 13.65 H16 

７ 便所 軽量鉄骨造 12.83 H25 

８ 便所 軽量鉄骨造（一部木造） 14.95 H18 

９ 管理事務所 鉄骨造 284.46 H24 

10 倉庫 鉄骨造 73.44 不明 

11 休憩所 鉄骨造 92.67 H20 

12 四阿 木造 9.15 H22 

13 四阿 ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4.00 H23 

14 四阿 木造 6.25 H26 

15 四阿 木造 6.00 H26 

16 展望台 軽量鉄骨造 25.00 H23 

合 計 5,682.80  
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③ 主要設備 ※温水利用健康づくり施設を除く 

名称 数量 使用場所 

上水道 １式 園内一円 

浄化槽（合併） ５基 
にぎわいゾーン：40 人用、21人用 

ふれあいゾーン：18 人用、10人用×2基 

自家用電気工作物 １式 
にぎわいゾーン：農産物直売所北 

設備容量 975kVA 

取水設備 ２箇所 
ふれあいゾーン（西）：ほたる水路 

ふれあいゾーン（東）：修景水路 

 

④ 温水利用健康づくり施設 

施 設 名 称 温水利用健康づくり施設（あいのやまの湯） 

施設所在地 前橋市荻窪町５３０番地１ 

開業年月 平成１５年１２月 

施 設 内 容 

鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 

地下１階、地上１階 

延面積 ：４，６３２．８３㎡ 

建築面積：４，４５９．００㎡ 

施 設 概 要 

１階：男女浴室（露天風呂、サウナ有）、屋内プール（20m×3

コース、子ども用、歩行用、ジャグジー）、風呂付

個室（9帖×5室）、広間（108 帖）、レストラン、

ラウンジ、売店、中庭、多目的室、厨房等 

地下：機械室 

屋外：源泉管理棟（プレハブ造）、井水ろ過機、井水受水

槽、源泉槽、合併処理浄化槽 

揚水設備：源泉ポンプ、水井戸ポンプ 

導水設備：温泉管、井水管 
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⑤ 遊具 

種 別 名 称 数 量 

 複合遊具 
小型：100 ㎡未満    1 基 

中型：100～300 ㎡    3 基 

 スプリング遊具 スプリング遊具    1 基 

ザイルクライム ザイルクライム    1 基 

回転遊具 コーヒーカップ 1 基  

※公園施設健全度調査より 

 

⑥ 一般公園施設 

種 別 名 称 数 量 

ベンチ 
ベンチ 19 基  

縁台 22 基  

テーブル 
テーブルセット（2脚） 1 基 

テーブルセット（スツール） 1 基 

水飲場 水飲み 7 基 

時計台 時計塔 1 基 

車止め 

ボラード型車止め 31 基 

ピラー型車止め 47 基 

アーチ型車止め 27 基 

掲示板 サイン 22 基 

門 門扉 2 基 

 柵 
柵 109ｍ 

メッシュフェンス 1,851ｍ 

照明施設 
照明灯 76 基 

フットライト 5 基 

※公園施設健全度調査より 
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（３）事業概要 

① 事業内容 

本事業では、既存施設を活用しつつ、その潜在的な価値を活かした民間

活力の導入として新たな施設を整備することで、更なる魅力を創造すると

ともに、スローシティの体験や公園利用者の満足度を高め、赤城南麓のブ

ランド力向上を目指します。 

そこで、公募設置管理制度（Park-PFI 制度）を活用し、民設民営のアウ

トドア等の便益施設や休養施設等（以下「公募対象公園施設」という。）を

設置するとともに、その周辺に設置することで、公園利用者の利便の一層

の向上に寄与すると認められる施設（以下「特定公園施設」という。）の整

備提案を募集します。 

 

② 荻窪公園に導入を想定する事業項目 

  （ａ）公募対象公園施設の設計施工及び管理運営 

  （ｂ）特定公園施設の設計施工及び管理運営 

（ｃ）利便増進施設の設計施工及び管理運営（必須ではありません） 

 

③ 公募区域 

   事業対象区域は次ページのとおりです。 
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【事業対象区域】（開設済み区域 15.5ha が対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農産物直売所 

「味菜」 

(ａ)公募対象公園施設 

の整備可能エリア 

（ｂ）特定公園施設の整備可能エリア 

（ｃ）利便増進施設の整備可能エリア 
 

温水利用健康づくり施設 

「あいのやまの湯」 
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④ 費用負担及び役割分担 

項目 公募対象 

公園施設 

特定公園 

施設 

利便増進 

施設 

設
計
施
工 

実施 

主体 
認定計画提出者 認定計画提出者 認定計画提出者 

費用 

負担 
認定計画提出者 認定計画提出者 認定計画提出者 

位置 

づけ 

基本協定により認定計

画提出者が公園施設設

置許可を受けて整備 

認定計画提出者が公園

施設設置許可を受けて

整備 

認定計画提出者が都市

公園占用許可を受けて

整備 

管
理
運
営 

実施 

主体 
認定計画提出者 認定計画提出者 認定計画提出者 

費用 

負担 

認定計画提出者※設置

許可使用料も負担 

認定計画提出者 

※設置許可使用料も負

担 

認定計画提出者 

※占用料も負担 

位置 

づけ 

基本協定により認定計

画提出者が公園施設設

置許可を受けて管理運

営 

基本協定により認定計

画提出者が公園施設設

置許可を受けて管理運

営 

認定計画提出者が都市

公園占用許可を受けて

管理運営 

財産 

帰属 
認定計画提出者 認定計画提出者 認定計画提出者 

 

⑤ 事業期間 

   認定された公募設置等計画（以下「認定公募設置等計画」という。）の有

効期間は、２０年を超えないものとします。認定の有効期間には、公募対象

公園施設、特定公園施設、利便増進施設の設計・施工及び解体・原状回復に

要する期間を含みます。なお、期間満了で営業を終了するときは、原則とし

て認定計画提出者の負担で、公募対象公園施設等の用地を原状回復してい

ただきます。 

   公募対象公園施設及び特定公園施設の設置管理許可の期間は、施設の着

工日から認定公募設置等計画の有効期間終了日までとします。なお、設置管

理許可開始から10年目に認定計画提出者からの申請により設置管理許可を

更新します。また、利便増進施設の占用許可の期間は、施設の着工日から認

定公募設置等計画の有効期間終了日までとします。なお、占用許可開始から

10 年目に認定計画提出者からの申請により占用許可を更新します。 
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 【公募対象公園施設・特定公園施設の設置許可等の期間（イメージ）】 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼R5.5 

▼計画の認定 

▼R5.6 

民間活力導入事業に係る基本協定期間(20 年以内） 

協定協議 

▼基本協定締結 

設計 

工事 

▼R6.4 

▼設置許可 
設置許可期間(当初・更新とも 10 年以内) 

解体・撤去 

▼R25.5 

営業期間 

公募対象公園施設、特定公園施設 

改修工事（市施工） 

《参考》温水利用健康づくり施設（あいのやまの湯） 

改修後営業 

利便増進施設 

設計 

▼占用許可 
占用許可期間(当初・更新とも 10 年以内) 

工事 
占用期間 

解体・撤去 

▼R7.4 

改修前営業 休館 
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⑥ 公募スケジュール   

事 項 日 程 

公募設置等指針の公表・配布 令和 ５年 １月１０日（火） 

説明会参加申込 
令和 ５年 １月１０日（火）から 

令和 ５年 １月３１日（火）まで 

説明会の開催 令和 ５年 ２月 ３日（金） 

応募登録期間 
令和 ５年 １月１０日（火）から 

令和 ５年 ３月 ３日（金）まで 

質問の受付 
令和 ５年 １月１０日（火）から 

令和 ５年 ２月１７日（金）まで 

質問に対する回答期限 令和 ５年 ２月２４日（金）まで 

再質問の受付 
令和 ５年 ３月 ３日（金）から 

令和 ５年 ３月１７日（金）まで 

再質問に対する回答期限 令和 ５年 ３月２４日（金）まで 

公募設置等計画の受付期間 
令和 ５年 ３月２７日（月）から 

令和 ５年 ４月１０日（月）まで 

ヒアリング 令和 ５年 ４月下旬 

公募設置等計画の審査・評価 

設置等予定者の選定 
令和 ５年 ４月下旬 

公募設置等計画協議～認定 令和 ５年 ５月中旬 

基本協定等の締結 令和 ５年 ６月１日 

設置許可申請、許可 令和 ５年 ６月から 

認定計画提出者による設計及び工事 令和 ５年 ６月から 

供用開始 協議による 

事業終了 令和 25 年５月末まで 
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（４）事業の流れ 

① 設置等予定者の選定 

    市は、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。なお、園地全体の管理運営に係る事業計画も併せて審査の対

象となります。 

 

  ② 公募設置等計画の認定 

    市は、設置等予定者の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、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。 

 

  ③ 基本協定の締結 

    認定計画提出者は、公募設置等計画に基づき、市との間で、協議の上、

事業実施条件や認定計画提出者の権利・義務等を定めた民間活力導入事

業に係る「基本協定」を締結します。                                                                                                                                      

 

  ④ 公募対象公園施設の設計施工及び管理 

    認定計画提出者には、都市公園法第５条に基づく公園施設設置許可に

より、公募対象公園施設の設計施工及び管理運営を行っていただきます。 

 

  ⑤ 特定公園施設の設計施工及び管理 

    認定計画提出者には、都市公園法第５条に基づく公園施設設置許可に

より、特定公園施設の設計施工及び管理運営を行っていただきます。 

 

  ⑥ 施設整備に係る建築確認申請 

    公募対象公園施設、特定公園施設の整備等に係る建築確認申請上の敷

地は、土地所有者である市と協議の上、設定することとします。 
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第３章 事業の実施条件等 
 

（１）公募対象施設・特定公園施設に関する事項 

※都市公園法（以下、「法」という。）第５条の２第２項第１号から第 9号

に掲げる事項 

  ① 公募対象公園施設の種類（法第５条の２第２項第１号） 

公募対象公園施設は、荻窪公園の新たな魅力を創造する施設として、

自然を活用したキャンプ場等の便益施設等を提案してください。なお、

本市では、キャンプ場等のアウトドアに係る収益施設を想定しています

が、市の想定にとらわれることなく、民間の自由な発想による、新たな

施設を提案していただくことも可能とします。ただし、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に規定されている施設

で、当該施設から生じる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充て

ることができると認められる施設を提案してください。また、当該施設

は公園利用者へのサービス向上だけでなく、地域全体の魅力向上（赤城

南麓のブランド力向上）や活性化に資するものとします。 

 

  【公募対象公園施設の設計施工・管理運営に関する条件】 

  〈設計・施工に関する条件〉 

  （ア）荻窪公園の良好なロケーション等、現在の景観の美しさや公園の形

態を担保するため、次の条件で提案してください。 

・施設は景観に配慮したデザイン（色、意匠）や配置で計画し、公園

と調和したものとしてください。 

・公園利用者が快適に利用できる施設・空間とし、既存施設の立地や

配置等を考慮してください。また、公園利用者や歩行者、車両等に

対して機能的で安全な動線を確保してください。 

・施設はユニバーサルデザインに配慮し、都市公園の移動等円滑化整

備ガイドライン〔改訂第２版〕（令和４年３月国土交通省）を遵守し

てください。 

    ・施設や夜間照明等の配置については、死角や暗がりをつくらないよう、

安全性に配慮してください。なお、ホタルが観賞できる時期には、付

近の照度等が調整できるようにするなど考慮してください。 
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（イ）施設を建設する際には、建築基準法、都市公園法、消防法、前橋市公

園条例等、その他関係法令の規定に適合するものとしてください。また、

関係機関等との協議や届出、検査など必要な手続きは遅滞なく行ってく

ださい。 

（ウ）インフラ（電気、上下水、ガス、通信等）の整備が必要な場合は、

認定計画提出者の負担において行ってください。原則として、市の公

園施設インフラとは独立して設けるものとしますが、協議のうえ、市

の公園施設インフラから接続できるものとします。この場合、子メー

ターの取付けや使用分の電気等料金の支払い義務、公園内の工事・点

検に伴う一時的な使用停止への協力義務等が発生する場合がありま

す。 

（エ）建設予定地の地盤改良等が必要な場合は、認定計画提出者の負担に

おいて行ってください。 

（オ）新たに施設名称や案内などの看板等を設ける場合は、前橋市屋外広

告物条例による許可を要する場合があります。 

（カ）建設工事は、基本協定締結後に、認定計画提出者から最終的な設計

内容及び施工計画等を提出いただき、市が確認した後に着工するもの

とします。なお、公募対象公園施設の工事着手は、設置許可を受けた

後とします。 

（キ）設置許可を受けた範囲外で工事期間中に占用が必要な場合又は工事

着手前に調査測量等で占用が必要な場合は、事前に占用の許可を受け

る必要があります。 

（ク）石、園路等の既存施設の撤去等に要する費用は、認定計画提出者が負

担してください。 

（ケ）その他、詳細の条件については、協議を経て、確認・決定するものと

します。 

 

〈管理運営に関する条件〉 

（ア）公募対象公園施設の管理を適切に行うとともに、公園全体での協働

した取組みを推進し、赤城南麓のブランド力の向上を図りながら、安

全・安心に配慮した管理運営としてください。 

（イ）持続的に運営可能な事業計画としてください。なお、事業の実施状
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況に応じて、認定計画に変更を加えることも可（※認定計画と関連の

ない別事業を行う等の大きな変更は不可）としますが、その場合は、

市と協議の上、進めることができるものとします。 

（ウ）高齢者、子ども連れ、妊婦、障がい者の方々などの利用にも配慮し

てください。 

（エ）円滑な管理運営が可能な従業員の配置体制及び連絡体制としてくだ

さい。災害時、夜間閉鎖時の危機管理に対応した管理運営が可能な従

業員の配置体制及び連絡体制としてください。また、周辺施設及び周

辺住民等と連携する体制についても検討してください。 

（オ）以下の事業の管理運営については、禁止とします。 

・ 政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者が対象とな 

ることが予想される普及宣伝活動等 

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に該当す 

る業 

・ 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等 

・ 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為 

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規

定する団体（以下、「暴力団」という。）及びその利益となる活動

を行う者の活動等 

・ 上記の他、公園利用と関連性が低く、市が妥当と判断できない事業 

（カ）公募対象公園施設利用者によって生じる廃棄物等の回収・処分につ

いては、認定計画提出者が負担するものとします。 

（キ）公園内駐車場については、荷捌き等の一時的な停車のほか、必要最

小限度として認められる従業員及び関係者の駐車を可能とします。 

（ク）認定計画提出者は設置許可期間（更新後の期間も含む。）満了まで

に、認定計画提出者の責任及び負担において、公募対象公園施設を撤

去、更地にして返還していただきます。 

（ケ）施設の利用者数等の活動実績、施設の管理状況などを記載した事業

報告書及びその根拠となる情報を定期的に提出していただきます。 

 

  ② 公募対象公園施設の場所（法第５条の２第２項第２号） 

    設置が可能な場所は、「第２章（３）③公募区域【事業対象区域】」に示
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す公募対象公園施設の整備可能エリア内とします。 

 

  ③ 公募対象公園施設の設置又は管理の開始の時期（法第５条の２第２項

第３号） 

    設置許可開始時期は令和５年６月以降とし、供用時期は原則として令

和６年４月までに開始してください。 

 

  ④ 公募対象公園施設の設置又は管理に係る使用料の最低額（法第５条の

２第２項第４号）   

    認定計画提出者は、公募対象公園施設の設置許可面積に対して、自ら

提案した公園施設を設ける場合の使用料単価を乗じた額を、設置許可使

用料として市に支払っていただきます。なお、設置許可時又は設置許可

更新時に当該年度分を支払っていただき、次年度以降は市の指定する期

日までに１年分を支払っていただきます。許可日の属する年度又は許可

終了年度で、使用期間が１年に満たない場合は、月割計算とし、１０円

未満の端数が生じるときは切り捨てるものとします。 

  （ア）設置許可面積の考え方 

     設置許可面積については、施設の投影面積及び認定計画提出者が使

用する範囲の面積の両方を含む範囲とします。面積の決定にあたって

は、設計協議を経て、認定計画提出者から最終的な計画内容を提出し

ていただき、市が精査確認します。 

  公募対象公園施設 

  （建物投影面積） 

 

  認定計画提出者が 

  使用する範囲の面積 

 

  特定公園施設 

 

イメージ１ イメージ２ 

設置許可面積 公募対象公園施設の建物投影面積 

＋特定公園施設の面積＋事業で使う周辺面積 
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  （イ）設置許可使用料 

    設置許可使用料単価の最低額は次の金額を参考に提案してください。

ただし、設置許可期間内において、当該使用料単価が前橋市公園条例の改

正により条例に定める使用料単価を下回る場合には、当該使用料単価は、

当該条例で定める単価になります。 

区分 単位 使用料の最低額 

施設を設ける場合の使用料単価の最低額 1 ㎡/年 500 円 

 

  【特定公園施設の設計施工・管理運営に関する条件】 

  ⑤ 特定公園施設の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する

費用の負担の方法を含む。) （法第５条の２第２項第５号） 

特定公園施設は、公募対象公園施設の周辺に設置することで、公園利用

者の利便の一層の向上に寄与すると認められる施設を提案してください。 

なお、特定公園施設の費用負担については、「第２章（３）④ 費用負担

及び役割分担」のとおり、認定計画提出者により設計・施工及び管理の費

用を負担していただきます。また、設置許可使用料は「第３章（１）④公

募対象公園施設の設置又は管理に係る使用料の最低額」に示す使用料を市

に支払うこととします。 

 

  〈設計・施工に関する条件〉 

  原則として、公募対象公園施設に準じるものとします。 

〈管理運営に関する条件〉 

  原則として、公募対象公園施設に準じるものとします。 

 

  ⑥ 利便増進施設の設置に関する事項（法第５条の２第２項第６号） 

    事業対象区域内に、地域における催し物に関する情報を提供するため

の看板又は広告塔（以下「看板等」という。）を認定計画提出者の任意提

案により設置することが可能です。看板等の設置にあたっては、地域に関

する情報と併せて、自家用広告及び一般広告を掲出することも可能であ

り、その広告料は認定計画提出者の収入とすることができます。看板等の

設置にあたっては、前橋市屋外広告物条例に適合した上で、都市公園占用

許可を受け、条例による金額を市に納入していただきます。なお、占用許
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可使用料は令和４年度において次に示す金額になりますが、条例改正に

より金額が変更になる場合があります。 

区分 単位 占用料金 

広告塔、看板 表示面積１㎡/年 1,900 円 

 

  ⑦ 都市公園の環境の維持及び向上措置（法第５条の２第２項第７号） 

    公募対象公園施設や特定公園施設、利便増進施設の周辺等についても、

公園利用者にとって常に快適な空間となるよう、清掃・除草や剪定等、公

園の環境の維持及び向上に資する提案をしてください。 

 

  ⑧ 第５条の５第１項の認定の有効期間（法第５条の２第２項第８号） 

公募設置等計画の認定の有効期間は、認定日から２０年間とします。 

有効期間には、設計、工事及び事業終了時の設置許可を受けた施設の

解体・原状復旧に要する期間を含みます。なお、公募対象公園施設及び

特定公園施設の設置許可の期間は当初１０年以内とし、認定の有効期間

内に更なる許可申請があった場合、認定の有効期間内の事業終了までの

間（解体撤去作業の期間を含む）、原則として１回の更新許可を与える

こととします。営業を終了するときは、速やかに認定計画提出者は自己

の負担において、公募対象公園施設と特定公園施設の用地を原状回復し

ていただきます。 

 

（２）設置等予定者を選定するための評価（法第５条の２第２項第９号） 

   公募設置等計画の審査は、市による事前審査を行った後、複数の学識経験

者等で構成する選定委員会が行います。評価については、別紙１「荻窪公園

民間活力導入事業 選定審査基準書」に沿って評価を行います。 
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第４章 公募の実施に関する事項等 
※都市公園法第５条の２第２項第 10 号に掲げる事項を含む 

 

（１）公募への参加資格等 

  ① 応募者の資格 

  （ア）応募者は法人（以下「応募法人」という。）又は法人グループ（以

下「応募グループ」という。）に限ります。個人での応募はできませ

ん。また、応募法人若しくは応募グループを構成する全ての法人の本

店等所在地が日本国内にあることとします。 

（イ）グループで応募する場合は、応募時に共同企業体を結成し（以下、

共同企業体を個別に又は総称して「構成法人」という。）、代表法人を

定めてください。 

（ウ）（２）応募手続き②事前説明会に示す事前説明会に参加した者としま

す。なお、応募グループの場合は、代表法人が参加していることを要

件とします。 

 

  ② 応募の制限 

次の項目のいずれかに該当する者は、応募することができません。応

募グループの構成法人にもなれません。また、いずれかに該当するにも

かかわらず、後日それが明らかになった場合、公募設置等計画の認定の

取消し及び設置許可の取消しを行います。市はそれに伴う営業補償や設

置許可を受けた施設の解体・現状復旧に必要な費用の負担をしないもの

とします。 

（ア）直近３年間の決算において債務超過となっている法人 

（イ）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 

（ウ）当該法人の設立根拠法に規定する解散又は清算の手続きに入ってい

る法人 

（エ）地方自治法施行令第167条の４に該当する法人 

（オ）公募設置等指針公表日から、公募設置等予定者決定通知日までの間
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に、前橋市建設工事等業者指名停止措置要綱に基づく指名停止を受

け、当該指名停止期間を経過していない法人 

（カ）国、都道府県、市区町村に納めるべき税を滞納しているもの（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。） 

（キ）応募の日から公募設置等予定者決定通知日までの間において、前橋

市建設工事等暴力団排除対策措置要綱第２条に規定する暴力団排除措

置の対象である法人。 

（ク）応募の日以前において、前橋市建設工事等暴力団排除対策措置要綱

第２条に規定する排除措置の対象であった法人。ただし当該排除措置

の対象外となった日から３年を経過した法人は除く。 

（ケ）選定委員会委員が経営又は運営に直接関与している法人 

 

③ 応募条件 

（ア）応募法人は、他の応募グループの代表法人また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または

構成法人となることはできません。 

（ウ）応募グループの場合、代表法人の変更は認めません。代表法人以外の

構成法人については、公募設置等計画の受付前であれば、変更を認めま

す。その場合、市は必要に応じて応募者に書類の再提出等を求めること

があります。 

 

（２）応募手続き 

  ① 公募設置等指針の公表 

公募設置等指針や提出様式等は、市ホームページに掲載します。 

   期 間：令和５年１月１０日（火）から令和５年３月３日（金）まで 

ＵＲＬ： 

 

 

② 事前説明会 

本事業に係る事前説明会を開催します。説明会に参加される場合は、事

前に申し込みが必要です。参加申し込みは、事前説明会参加申込書（様式

https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kensetsu/koe

nkanrijimusho/oshirase/33529.html 
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１）に必要事項を記入のうえ、申込期限までに電子メールにより提出して

ください。また、必ず電話による受信確認をしてください。 

   使用様式：様式１「事前説明会参加申込書」 

   申込期間：令和５年 １月１０日（火）午前８時３０分から 

令和５年 １月３１日（火）午後５時まで 

   申込方法：電子メール 

アドレス：kouenkanri@city.maebashi.gunma.jp 

申 込 先：前橋市 建設部 公園管理事務所 民活導入事業担当 

開催日時：令和５年 ２月 ３日（金）午後１時３０分から 

※受付は午後１時から開始 

開催場所：荻窪公園 管理センター 

 前橋市荻窪町 530 番１ 

   参加人数：参加する者は１社あたり２名まで 

        ※事前説明会に参加することが応募者の資格要件になります

ので、必ず参加してください。 

 

③ 応募登録 

本事業に参加する場合は、必ず応募登録をしてください。 

応募登録は、応募法人または応募グループに限ります。個人での応募

登録はできません。応募グループで公募設置等計画の提出を予定されて

いる場合は、代表法人が応募登録を行ってください。なお、公募設置等

計画の受付前に限り、応募グループの構成法人を変更することは可能で

す。応募登録は、応募登録申込書（様式３）に必要事項を記入のうえ、

下記の応募登録期間内に電子メールにより提出してください。また、必

ず電話による受信確認をしてください。 

使用様式：様式３「応募登録申込書」 

   申込期間：令和５年 １月１０日（火）午前８時３０分から 

令和５年 ３月 ３日（金）午後５時まで 

   申込方法：電子メール 

アドレス：kouenkanri@city.maebashi.gunma.jp 

申 込 先：前橋市 建設部 公園管理事務所 民活導入事業担当 
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④ 公募設置等指針に対する質問及び回答 

公募設置等指針に対する質問は、質問書（様式２）に質問事項を記入の

うえ、受付期間内に電子メールにより提出してください。また、必ず電話

による受信確認をしてください。原則、電話での質問は受け付けません。 

質問に対する回答は、回答期限までに市ホームページに掲載します。

なお、回答については、回答期限までに複数回に分けて掲載する場合が

あります。また、回答内容については、公募設置等指針と同等の効力を

持つものとします。 

使用様式：様式２「質問書」 

   受付期間：令和５年 １月１０日（火）午前８時３０分から 

令和５年 ２月１７日（金）午後５時まで 

   申込方法：電子メール 

     ※件名は「荻窪公園民活導入事業質問」と記載してください。 

アドレス：kouenkanri@city.maebashi.gunma.jp 

提 出 先：前橋市 建設部 公園管理事務所 民活導入事業担当 

   回 答 日：令和５年 ２月２４日（金）午後５時までに回答 

回答方法：回答日までに市ホームページに掲載します。 

Ｕ Ｒ Ｌ： 

 

 

⑤ 質問への回答に対する再質問及び回答 

応募登録をした法人又はグループに限り、質問への回答、公募設置等

指針に対する再質問を受け付けます。再質問がある場合は、再質問書

（様式２－２）に質問事項を記入のうえ、受付期間内に電子メールによ

り提出してください。また、必ず電話による受信確認をしてください。

原則、電話での質問は受け付けません。 

質問に対する回答は、回答期限までに市ホームページに掲載します。

なお、回答については、回答期限までに複数回に分けて掲載する場合が

あります。また、回答内容については、公募設置等指針と同等の効力を

持つものとします。 

使用様式：様式２－２「再質問書」 

   受付期間：令和５年 ３月 ３日（金）午前８時３０分から 

https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kensetsu/koe

nkanrijimusho/oshirase/33529.html 
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令和５年 ３月１７日（金）午後５時まで 

   申込方法：電子メール 

     ※件名は「荻窪公園民活導入事業再質問」と記載してください。 

アドレス：kouenkanri@city.maebashi.gunma.jp 

提 出 先：前橋市 建設部 公園管理事務所 民活導入事業担当 

   回 答 日：令和５年 ３月２４日（金）午後５時までに回答 

回答方法：回答日までに市ホームページに掲載します。 

Ｕ Ｒ Ｌ： 

 

 

⑥ 公募設置等計画等の受付 

応募登録者からの公募設置等計画等を次のとおり受け付けます。公募

設置等計画等は、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：「公募設置等計画等関係書類一覧」のとおり 

     ※指定のない場合は任意様式 

   受付期間：令和５年 ３月２７日（月）午前８時３０分から 

令和５年 ４月１０日（月）午後５時まで 

   受付場所：前橋市役所 建設部 公園管理事務所 

        前橋市六供町１４２０番地 

提出方法：受付場所に持参又は郵送（必着） 

※郵便事故について、市は責任を負いません。 

 

★提出書類作成上の注意点 

（ア）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）につき１

提案とします。 

・提出書類の言語は日本語とし、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。 

・関係法令及び条例を遵守し、かつ本公募設置等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うえで、提

https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kensetsu/koe

nkanrijimusho/oshirase/33529.html 
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出書類を作成してください。 

・提出書類の作成及び提出に必要な諸費用は応募法人（応募グループ）

の負担とします。 

・提出書類の提出後の変更は、原則認めません。 

・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

出を求める場合があります。 

・提出書類については、Ａ４縦型パイプ式ファイル（左２点綴じ）に綴

じ込み、目次、頁数及びインデックスを付け、分かりやすさ、見やす

さに配慮してください。 

・綴じ込みの順番は「公募設置等計画等関係書類一覧」に合わせてくだ

さい。その他資料のある場合は、巻末に添付してください。 

・Ａ４縦型パイプ式ファイルの背表紙には、「荻窪公園民間活力導入事

業 公募設置等計画」、応募法人（応募グループ）名及び正副の別につ

いて、縦書きで記載してください（テープラベル等でも可）。 

・「３．公募設置等計画」を除く関係書類は、Ａ４判縦、白黒片面印刷

として提出してください。 

・「３．公募設置等計画」は、Ａ３判横、片面印刷、左綴じとし、頁数

を付して提出してください。書体サイズ、10.5 ポイント以上としてく

ださい。また、応募法人及び応募法人グループ（代表法人及び構成法

人）の名称が分かるような記載はしないでください。なお、デザイン

は自由とします。 

・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、スケッチ等を使用してください。 

（エ）電子データ 

・提出書類一式を電子データ化したものをCD-R 又はDVD-Rにて１枚提出

してください。 

・データはPDF 形式とし、原則として文字は画像化されたものではな

く、テキスト情報を含むものとしてください。 

・法人登記簿謄本等、テキスト情報を含むことが困難なものについて

は、画像化されたもので構いません。 

・全ての電子データについて、提出前に、最新のウイルス定義ファイル

に更新し、ウイルスチェックをしてください。 
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公募設置等計画等関係書類一覧 

提出書類 様 式 
提出部数 

正 副 

１．誓約書等 

(1) 誓約書 様式５ １部 １部 

(2) 委任状 様式６ １部 １部 

２．応募制限関連書類※１ 

(1) 定款又は寄付行為の写し － １部 １部 

(2) 法人登記簿謄本及び印鑑証明 － １部 １部 

(3) 役員名簿 様式７ １部 １部 

(4) 令和４年７月１日以降に発行されたもので、団体

が課税されている国税、県税、市町村税すべてにつ

いて未納のないことの証明書※２ 

－ １部 １部 

(5) 決算書等「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※3,4,5 

－ １部 １部 

(6) 事業報告書・事業計画書等（直近３年間）※６ － １部 １部 

３．公募設置等計画 

(1) 公募設置等計画 表紙 様式8-1 １部 10部 

(2) 事業計画 

① 事業全体の概要と実施方針（コンセプト） 

② 導入を予定する施設の建築面積総括表 

③ スケジュール 

④ 事業撤退等に至ると想定されるリスクと対応方針 

様式8-2 １部 10部 

(3) 公募対象公園施設整備・管理運営計画 

① 公募対象公園施設の概要 

② スローシティの理念の実現や赤城南麓のブランド

力向上 

③ 周辺施設との差別化や公園の利用促進（目的地化） 

④ 公園との一体性や利便性の向上 

⑤ 設計施工の内容（イメージパース、平面図等） 

⑥ 提案する設置許可使用料額 

⑦ 管理運営の内容 

様式8-3 １部 10部 

(4) 特定公園施設整備・管理運営計画 

① 特定公園施設の概要と設置効果 

② 設計施工の内容（イメージパース、平面図等） 

③ 設置許可使用料の額 

④ 管理運営の内容 

様式8-4 １部 10部 
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(5) 利便増進施設整備・管理運営計画 

① 利便増進施設の概要と設置効果（目的） 

② 設計施工の内容（イメージパース、平面図等） 

③ 占用料金の額 

④ 管理等の内容 

様式8-5 １部 10部 

(6) その他 

① 都市公園の環境の維持及び向上措置 

公募対象公園施設や特定公園施設、利便増進施設

の周辺等における、公園の環境の維持及び向上に資

する提案（具体的内容、範囲） 

 ② 事業の実施体制 

  ・事業の実行力、実績 

  ・緊急時の連絡体制、人員の配置 

様式8-6 １部 10部 

７．各公園施設の投資計画および収支計画 

① 公募対象公園施設等に関する資金計画 

② 公募対象公園施設等に関する資金計画の積算根拠 

③ 公募対象公園施設等に関する収支計画 

④ 公募対象公園施設等に関する収支計画の積算根拠 

様式9-1 

様式9-2 

様式9-3 

様式9-4 

１部 10部 

※１：応募グループにあっては、代表法人及び構成法人の全てについて提出 

※２：未納がない証明でもよい 

※３：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 

※４：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 

※５：公益法人等の場合は、これらに準ずる財務諸表 

※６：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 

 

（３）選定審査に関する事項 

① 審査方法 

設置等予定者候補の選定は、１次審査として、市が都市公園法第５条

の４第１項に基づき、全ての公募設置等計画の審査を行い、２次審査と

して、１次審査を通過した計画について都市公園法第５条の４第２項に

基づき評価を行います。 

（ア）１次審査（書面審査） 

公募設置等計画が公募設置等指針に照らし適切なものであること、

「第４章（１）①及び②」を満たしている者であること、公募対象公

園施設の設置が都市公園法第５条第２項各号のいずれかに該当するも

のであることを審査します。なお、誤字・脱字、乱丁・落丁など、内

容の変更を伴わず、提案書の明らかな瑕疵と市が認めたものについて
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は、記載誤りとし、添付資料漏れ、記載漏れ、計算誤り、余事記載等

の内容への影響が軽微なもので、市の修正要求に容易に応じられるも

のについては、瑕疵の程度に応じ、提案書の一部差し替え又は正誤表

による修正を認めます。ただし、市が定めた期限内に再提出すること

が条件となります。 

（イ）２次審査 

１次審査を通過した全ての公募設置等計画について、評価基準に従

って評価を行います。また、公募設置等計画の内容を補完するものと

して、応募法人（応募グループ）からのヒアリングを実施します。ヒ

アリングには、１応募法人（１応募グループ）につき３名まで出席で

きることとします。詳細な日時や場所等については、市から連絡しま

す。また、公募設置等計画について、不明な点等がある場合は、応募

法人（応募グループ）に対して、回答を求めることがあります。 

 

② 選定委員会 

提案書の審査については、選定委員会が行います。選定委員会は、応

募法人（応募グループ）から提出された公募設置等計画等について別紙

１「荻窪公園民間活力導入事業 選定審査基準書」に基づき審査・採点

を行い、最も高い得点となった応募法人（応募グループ）を「設置等予

定者候補」として選定し、得点が第２位だった者を「次点者」としま

す。 

 

③ 選定委員会の委員等への接触の禁止等 

応募法人（応募グループ）の全ての構成団体について、設置等予定者

の決定までに、選定委員会の委員、本事業に従事する市職員に対して、

当該選定に関して自己に有利になることを目的とした接触その他の働き

かけを禁止します。当該接触等の事実が認められた場合は、失格となり

ます。また、公募設置等指針公表日から設置等予定者決定通知日まで、

提案内容や審査内容等に関する問い合わせにはお答えできません。 

 

④ 設置等予定者の決定 

市は、選定委員会の答申を受けて設置等予定者を決定します。なお、
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次点者を設置等予定者として決定する場合や該当者なしとする場合もあ

ります。 

 

⑤ 結果の通知 

決定結果は速やかに全ての応募法人（応募グループ）に対して文書に

て通知することとし、電話等による問い合わせには応じません。また、

決定結果については、市ホームページへの掲載等により、次の内容を公

表する予定です。 

・選定委員会の開催日時及び選定委員 

・設置等予定者として決定された応募法人（各応募グループ）の名称 

・設置等予定者の提案の概要 

・各応募法人（各応募グループ）の総得点及び評価項目ごとの得点内訳 

 

（４）公募設置等計画の認定 

市は、設置等予定者を決定し、その結果を通知した後、設置等予定者が

提出した公募設置等計画を認定し、これ以降、公募設置等計画は、認定公

募設置等計画となります。また、設置等予定者は認定計画提出者になりま

す。認定に当たっては、選定委員会での意見等を踏まえ、必要に応じて市

と設置等予定者との調整により、設置等予定者が提出した公募設置等計画

を一部変更した上で、当該変更後の計画を認定する場合があります。 

なお、公募設置等計画が認定された場合でも、提出された計画の内容全

てが必ず実施できることを担保するものではありません。認定後、設計協

議を進める中で、関係者等との協議が調わなかった場合などは、計画内容

を変更していただく場合があります。 

 

（５）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うえで、

詳細な事業計画を策定した結果、認定公募設置等計画を変更せざるを得な

い場合は、認定計画提出者は市と協議のうえ、認定公募設置等計画の変更

の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号で規定する基準に適合すると認められる場合に限

り、変更の認定を行うことができます。 
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（６）保証金 

① 保証金の設定 

認定計画提出者は、公園使用料その他本事業から生じる債務の担保と

して、市に保証金を預託していただきます。保証金の納入時期や納入額

の算出方法などについては、荻窪公園民間活力導入事業に係る基本協定

書に定めるものとします。 

 

② 保証金の取扱い 

保証金は、事業期間中、市が無利息で預かることとし、事業期間の満

了又は解除に際し、認定計画提出者による現状復旧等が完了した後、未

払い等の債務があればその弁済に保証金を充当した残額を返還します。 

 

（７）認定公募設置等計画の取消し 

認定計画提出者または公募設置等計画について、「第３章 事業の実施 

条件等」に定める事項の不履行、法令違反、詐欺その他不正な手段により

認定を受けていたと市が認めた場合、認定公募設置等計画及び設置許可の

取消しを行うことがあります。その場合、認定計画提出者の負担により設

置許可を受けた施設を撤去し、更地にして返還していただく必要がありま

す。認定計画提出者が設置許可を受けた施設の撤去・更地返還を行わない

場合、市は、認定計画提出者が預託した保証金をもって認定計画提出者に

代わり撤去・更地工事を行い、その費用が保証金を超過する場合はその超

過分を認定計画提出者へ請求します。 

 

（８）契約の締結等 

① 基本協定 

市は、認定計画提出者と事業実施に関する基本的事項を定めた荻窪公

園民間活力導入事業に係る基本協定を締結します。 

 

② 公募対象公園施設の設置許可 

認定計画提出者は、公募対象公園施設の設置の開始時期までに、市に

対して都市公園法第５条に基づく公園施設の設置許可を受け、認定計画

提出者の負担において、建設、維持管理及び運営を行っていただきま
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す。 

設置許可期間（更新期間も含む。）には、公募対象公園施設の建設に

係る期間や事業終了前の解体・撤去期間を含むものとし、工事中も設置

許可使用料を支払うこととします。また、工事期間中に占用が必要な場

合は、事前に都市公園法第６条に基づく都市公園占用許可を受け、占用

許可使用料を支払っていただきます。 

なお、認定計画提出者が公募対象公園施設の撤去・更地返還を行わな

い場合、市は、認定計画提出者が預託した保証金をもって代わりに撤

去・更地工事を行い、その費用が保証金を超過する場合はその超過分を

認定計画提出者へ請求します。 

 

③ 特定公園施設の設置許可 

原則として、公募対象公園施設に準じるものとします。 

 

④ 利便増進施設の占用許可 

公募対象公園施設の収益性を高めるために必要と認められる利便増進

施設（看板、広告等）を設置する場合、都市公園法第６条に基づく都市

公園占用許可を受け、設置、維持管理を行っていただきます。 

占用許可期間（更新期間も含む。）には、利便増進施設の建設に係る

期間や事業終了前の解体・撤去期間を含むものとし、工事中も占用許可

使用料を支払うこととします。また、工事期間中に占用が必要な場合

は、事前に都市公園法第６条に基づく都市公園占用許可を受け、占用許

可使用料を支払っていただきます。 

なお、認定計画提出者が利便増進施設の撤去・更地返還を行わない場

合、市は、認定計画提出者が預託した保証金をもって代わりに撤去・更

地工事を行い、その費用が保証金を超過する場合はその超過分を認定計

画提出者へ請求します。 

 

⑤ 各許可に基づく使用料の支払いについて 

各許可に基づく使用料は、市が発行する納入通知書により支払うこと

とします。 
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（９）リスク分担等 

① リスク分担 

公募対象公園施設及び特定公園施設、並びに利便増進施設の建設・管理

運営等における主なリスクについては、下表の負担区分とします。なお、

リスク分担に疑義がある場合、またはリスク分担に定めのない内容が生じ

た場合は、市と認定計画提出者が協議のうえ、負担者を決定することとし

ます。 

項 目 内  容 

負担者 

前橋市 
認定計画 

提出者 

物価変動 設置等予定者決定後の物価変動リスク  〇 

金利変動 設置等予定者決定後の金利の変動  〇 

法令変更 

認定計画提出者が行う整備・管理運営に直接

影響を及ぼす法令変更 
協議事項 

当該事業にかかわらず認定計画提出者に影響

を及ぼす法令変更（最低賃金等） 
 〇 

施設修繕等 

認定計画提出者の注意義務を怠ったことによ

る施設、設備、備品、資料等の滅失、損傷に関

する原状回復又は賠償 

 〇 

経年劣化や利用に伴う損耗等に対応する一般

的な修繕 
 〇 

不可抗力 

暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、

暴動、その他市又は、認定計画者のいずれの責

めにも帰すことができない自然的或いは、人

為的な現象等に伴う業務の変更、中止、延期、

臨時休業※１ 

 〇 

資金調達 必要な資金確保  〇 

事業の中止 

・延期 

市の責任よる中止・延期 〇  

認定計画提出者の責による中止・延期  〇 

認定計画提出者の業務放棄・破綻  〇 

申請コスト 申請費用の負担  〇 

引継コスト 施設運営の引継費用の負担  〇 

債務履行 

市の協定内容の不履行 〇  

認定計画提出者の事由による業務または協定

内容の不履行 
 〇 



33 

 

損害賠償 
施設、機器等の不備による事項  〇 

施設管理上の瑕疵による事項  〇 

警備リスク 認定計画提出者の警備不備による事項  〇 

施設競合 競合施設による利用者減、収入減  〇 

需要変動 当初の需要見込みと異なる状況  〇 

運営費の 

増大 

市の責による運営費の増大 〇  

市以外の要因による運営費の増大  〇 

運営リスク 

施設、機器等の不備または、施設管理上の瑕疵

並びに火災等の事故による臨時休業等に伴う

運営リスク 

 〇 

第三者賠償 

認定計画提出者の注意義務を怠ったことによ

り与えた第三者への損害賠償 
 〇 

施設の構造上の問題等を起因として利用者等

が受傷した場合等で、認定計画提出者が負う

べき責任のない第三者への損害賠償 

 〇 

   ※１・災害により施設が損傷した場合は、認定計画提出者で応急復旧を行って

ください。 

・設置許可を受けた施設が復旧困難な被害を受けた場合、市は、認定計画

提出者に対して当該施設等に関する業務の停止を命じることがありま

す。 

・業務の一部又は全部の停止を命じた場合であっても、市は認定計画提出

者の運営する設置許可を受けた施設の休業補償は行いません。 

   

（10）事業破綻時の措置 

認定計画提出者は、認定された公募設置等計画の有効期間内に事業が破

綻した場合、都市公園法第５条の８に基づき、市の承認により別の民間事

業者に事業を承継するか、認定計画提出者の負担により設置許可を受けた

施設を撤去し、更地にして返還していただく必要があります。なお、認定

計画提出者が設置許可を受けた施設の撤去・更地返還を行わない場合、市

は、認定計画提出者が納入した保証金をもって認定計画提出者に代わり撤

去・更地工事を行い、その費用が保証金を超過する場合はその超過分を認

定計画提出者へ請求します。 
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第５章 その他の条件等 
 

（１）その他の条件 

① 認定計画提出者は、施設の施工にあたり市内に事業所の本店を置く事 

業者又は市内の個人事業者への発注に努めてください。 

② 施工にあっては、市と円滑な協議が可能な施工体制としてください。 

③ 工事期間中の公園利用者の安全や周辺環境に配慮してください。 

④ 工事中の音、振動等については、周辺に配慮してください。 

⑤ 工事に伴い、公園の形質に影響があった場合は、認定計画提出者の負担

により、施工前の状態に復旧してください。 

⑥ 認定計画提出者は本事業の全部を第三者に委託し、または請け負わせて

はなりません。認定計画提出者は、本事業の一部を第三者に委託する場

合は、事前に書面をもって市へ申請し、承諾を得なければなりません。

また、市の承諾を得て、本事業の一部を第三者に委託する場合、認定計

画提出者の責任において、当該委託先に基本協定書の規定を遵守させて

ください。 

⑦ 認定計画提出者は、本事業に係る一切の権利について、第三者に譲渡若

しくは転貸し、または担保に供することはできません。また、設置許可

を受けた施設について抵当権その他の権利を設定し、第三者に譲渡もし

くは移転等し、または担保に供することはできません。ただし、都市公

園法第５条の８に規定する権原の取得については、事前に書面により市

に申請し、市の承諾を得た場合はこの限りではありません。 

⑧ 原状回復の義務について、次のとおり定めます。 

（ア）設置許可を受けた施設について、認定計画提出者は、事業期間内に

（設置許可等を取り消しまたは更新しない場合、認定計画提出者が事

業を途中で中止する場合を含む）、事業区域を速やかに原状回復する

とともに、市の立会いのもとで市に返還していただきます。ただし、

認定計画提出者が次期事業者を選定し、認定計画提出者と次期事業者

との間で、認定計画提出者が有する権利の譲渡が確実になされること

が見込まれ、かつ、これらの譲渡について、市が事前に同意した場合

は、この限りではありません。 

（イ）本事業における原状回復とは（以下「原状回復工事」という。）、 
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原則として、認定計画提出者が設置許可を受けた施設（地下構造物も

含む）を解体・撤去し、更地として整地することを言います。 

（ウ）認定計画提出者は原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手ま 

でに設計内容等の必要書類を書面により市に提出し、承諾を得たうえ

で原状回復工事に着手することができます。 ただし、設計内容につい

て、市が原状回復工事の内容を満たしていないと判断した場合は、認

定計画提出者に対し、設計内容の修正を求めることができることとし

ます。 

（エ）認定計画提出者が原状回復を行わない場合は、市は、認定計画提出 

者に代わり原状回復工事を行い、その費用を認定計画提出者へ請求で

きるものとします。なお、認定計画提出者が設置許可を受けた施設の

撤去・更地返還を行わない場合、市は、認定計画提出者が納入した保

証金をもって認定計画提出者に代わり撤去・更地工事を行い、その費

用が保証金を超過する場合はその超過分を認定計画提出者へ請求しま

す。 

 

（２）法規制等 

都市公園法、前橋市公園条例、前橋市屋外広告物条例、前橋市景観条例

及びその他各種関係法令等を遵守してください。事業の実施にあたり、必

要な許認可の取得や手続きについては、認定計画提出者の負担により実施

してください。 

 

（３）情報公開 

公募において、認定計画提出者が市に提出した資料は、前橋市情報公開条

例に基づき公開する場合があります。 

 

お問合せ先 

 前橋市 建設部 公園管理事務所 民活導入事業担当 

 〒３７１－０８０４ 前橋市六供町１４２０番地 

 電話：（０２７）２２５－２１１６／ＦＡＸ：（０２７）２２５－２１１７ 

 電子メール：kouenkanri@city.maebashi.gunma.jp 

 （電話・窓口の受付時間は開庁日の午前８時３０分から午後５時１５分まで） 
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巻末資料 

【用語の定義】 

用語 説明 

公園施設 都市公園法第 2条第 2項及び同法施行令第 5 条に規定する「公園施設」のこと。 

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」

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。 

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。 

Park-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 

設置管理許可 都市公園法第 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。 

公募設置等 

指針 

公募設置管理制度の公募に当たり、都市公園法第 5 条の 2の規定に基づき、公園

管理者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、公募設置管理制度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 都市公園法第 5条の 4第 3 項に規定する「設置予定者」のこと。最も適切である

と認められる公募設置等計画を提出した者として選定された事業者。 

認定計画 

提出者 

都市公園法第 5条の 6第 1 項に規定する「認定計画提出者」のこと。都市公園法

第 5条の 5第 1項の規定により、設置等予定者が提出した公募設置等計画につい

て、当該公募設置等計画が適当である旨、公園管理者から認定を受けた者。 
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【スローシティ国際連盟の定める認証評価基準】 
※全 73 項目の中から 50%以上の達成度が必要（前橋市は 2017 年に認証取得） 

１ エネルギーと環境政策 （13 項目） 

1 大気保全 

 

2 水質保全 

 

3 家庭の節水対策 

 

4 ごみの分別収集 

 

5 産業及び家庭におけるコン

ポストの推進 

6 排水の浄化 

 

7 建物や公共システムにおけ

る省エネルギー 

8 公共の再生可能エネルギー

生産 

9 視覚公害（景観）・交通騒

音対策 

10 光害対策 

 

11 家庭の節電対策 

 

12 生物多様性の保全 

 

13 エネルギー共同体 

 

 

 

２ インフラ政策 （9項目） 

1 公共機関へのアクセスのよ

さ 

2 サイクリングロードの拡大 3 駅の駐輪場の設置 

4 自家用車の代替交通手段の

整備 

5 バリアフリー 6 子供連れ家族や妊婦に対す

る対策 

7 医療サービスへのアクセス 8 市街地における商品流通の

確保 

9 日常ほか地域で働く住民の

割合 

 

３ 都市政策の質 （17 項目） 

1 都市の防災・復興計画 2 中心市街地の質向上（標識・

旅行者用看板・都市環境保

全） 

3 生産植物／果樹や花木など

による社会的緑地帯の創出 

4 都市の暮らしやすさ（家事、

介護、勤務時間その他） 

5 周辺部の再評価および再利

用 

6 ICT活用による市民／観光

客のための双方向サービス

の開発 

7 持続可能な建物（バイオ建

築など）に関するサービス

デスク 

8 ネットワーク網都市（ファ

イバー・オプティクス、ワ

イアレス） 

9 汚染物質のモニタリングと

削減（騒音、電気システム

など） 

10 在宅勤務システムの開発 11 私的空間の持続可能な都

市計画開発（パッシブハウ

スなど） 

12 社会的インフラの推進

（時間通過・フリーサイク

リングなど） 

13 公共空間の持続可能な都

市計画（パッシブハウスな

ど） 

14 生産植物／果物による都

市周辺部を含む生産的緑地

帯の回復・開発 

15 ローカル産品の商品化に

むけた取り組み 

16 個人商店や工房の維持・

活性化―商店街の保護・活

性化 

17 都市緑地帯におけるイン

フラ以外の建造物の数 
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４ 農業、観光、伝統工芸に係る政策 （10 項目） 

1 エコ農業の開発 2 職人の技、手づくり、工芸

品の保護（認証、文化博物

館など） 

3 職人技、伝統工芸のブラン

ド化 

4 田舎暮らしの質向上（住民

サービスの充実） 

5 公共・コミュニティ食堂に

おける地域産品の活用。可

能であればオーガニック

（学校給食など） 

6 味覚教育における地域産品

の活用促進。可能であれば

オーガニック 

7 地域の文化イベントの保護

および価値向上 

8 観光客の収容力（ベッド

数、長期滞在型宿泊施設） 

9 農業における遺伝子組み換

え種子の使用禁止 

10 休耕地の新たな活用法 

 

 

 

５ ホスピタリティに係る政策 （10 項目） 

1 歓迎体制（担当者の研修、

看板、適切なインフラ、営

業時間） 

2 オペレーター、貿易業者の

意識向上（オファーや値付

けの透明化、関税の明示） 

3 “slow”な旅行案内書の設

置（印刷物、ウェッブな

ど） 

4 より重要な政策決定への住

民参加の仕組みづくり 

5 指導・管理者、雇用者への

スローシティのテーマに関

する継続的な研修 

6 健康教育の実施（肥満、糖

尿病との闘い） 

7 住民に対するスローシティ

の取り組みに関する情報提

供 

8 スローシティのテーマにか

かわる団体の積極的な参加 

9 スローシティ・キャンペー

ンへのサポート 

10 公刊物やウェブサイトに

スローシティのロゴを使用

すること 

 

 

６ 社会的包摂 （11 項目） 

1 被差別マイノリティ 

 

2 異文化圏／隣人 3 障がい者の包摂 

4 子どものケア 

 

5 若者の状態 6 貧困 

7 自治会などの地域組織 

 

8 多文化共生 9 政治参加 

10 公共住宅 11 若者の活動拠点、青少年セ

ンターの設置 

 

 

７ パートナーシップ （3項目）※地域食材・伝統食推進活動、スローフード理念普及のための協力 

1 スローシティ運動と活動の

サポート 

2 自然伝統食品を促進する他

組織との協働 

3 発展途上国への協力・支援

とスローシティの理念普及 

 


