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４．岐阜県 平成記念公園

４．岐阜県 平成記念公園

■事 業 名：

平成記念公園宿泊施設整備事業

■担当部局：

岐阜県都市建築部都市公園整備局都市公園課活用推進係

■募集年度：

平成 29 年度

・平成記念公園（約 107.1ha）の再整備・再開園に伴い、民間活用による宿泊施設の設置・
管理運営を行う事業者を公募
・公募設置等指針において、公募対象公園施設「宿泊施設」建築面積上限約 2,000㎡、特定
公園施設「外構」を提示
第５章

・特定公園施設は、事業者の全額負担で外構の設計・工事を行い、県へ譲渡。特定公園施設の
管理運営は、別途、公園全体の指定管理者に指定されている事業者が実施

公募設置管理制度による事業者募集事例

（1）公園概要と事業実施の経緯
①公園概要
・平成記念公園は美濃加茂市に位置し、県内の主要４大公園の一つで、ハイウェイオアシス、
道の駅が併設されている。
・平成 15 年度の開園後、長期にわたり利用者が年々減少傾向を示しており、ポテンシャルの
発揮による活性化と観光振興の拠点として岐阜県の交流人口拡大に貢献することが求めら
れている。
都市公園面積

約 1,071,000㎡

都市計画等による規制

なし

土地所有者

岐阜県

②事業実施の経緯
・岐阜県では、「岐阜県都市公園活性化基本戦略」
を策定。平成記念公園は基本戦略の対象公園で
あり、平成 29 年 12 月より再整備のため休園し、
「平成記念公園活性化基本計画」に基づき、「人
と自然が共生する里山の暮らしと文化に親し
む」を基本コンセプトとして整備を行っている。
平成 30 年 4 月に「ぎふ清流里山公園」として
再開園の予定である。
事業対象地
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４．岐阜県 平成記念公園

・基本戦略に掲げた拠点としての役割を果たすため、訪日観光客などの新たな公園利用者を
創出し、県内の観光振興に資するため、公園の新たな機能として、民間活用による宿泊施
設を設置することとした。
③募集に当たっての事前調査等
○平成 28 年 10 月
○平成 29 年 7 月

岐阜県都市公園活性化基本戦略策定
（１）公募対象公園施設の種類
２．公募設置等指針

平成記念公園活性化基本計画策定
提案してください。提案可能な施設は、都市公園法第  条の  第  項及び都市公園法施行規則第 
   平成記念公園の活性化を図るとともに、公園周辺を含め県内への誘客促進に寄与する宿泊施設を
条の  に規定されている公園施設とします。

（２）公募対象公園施設の場所
   以下のとおり「公募対象施設が設置可能な区域」に示す区域（ ㎡）内で、適当な設置場所を

（2）公募設置管理制度による事業者募集の概要

提案してください。



①事業概要
○事業対象区域

建築可能面積

 ㎡以内

現況

駐車場（赤い○印を想定しています。
）

都市計画等による規制

無



右図（約 5,000㎡）の区域内         ◆公募対象施設が設置可能な区域

○公募設置等計画の有効期間

          駐車場の一部を活用し、公園内になるべく近い場所を想定しています。

公募設置等計画の

認定の日から平成 50 年 3 月まで
○公募対象公園施設
・公園施設の種類：宿泊施設
第５章

・建築可能面積：約 2,000㎡以内
・配置：駐車場の一部を活用し、公園内になるべ
く近い場所（赤い○印）を想定
・その他条件：駐車場は公園駐車場を利用可能



・管理運営：設置許可

使用料

210 円／㎡・年以上で提案
の場合は、別途協議します。

  ２）インフラの整備は、原則、公募設置予定者が行うこととしますが、規模の大きい改築等が必要

○特定公園施設

5

・公園施設の種類：宿泊施設周辺の景観に配慮した外構
・建設に要する費用：事業者が全額負担
・管理運営：別途、公園全体の指定管理者が管理
○利便増進施設
・設置しない
○開業予定

平成 31 年度中

公募設置管理制度による事業者募集事例

（３）公募対象公園施設の建設に関する事項

公募対象公園施設として建設する宿泊施設について、次の各号について考慮してください。
ただし、宿泊客専用駐車場が必要な場合は、事業者が整備
  １）訪日観光客も想定した宿泊施設としてください。

○スケジュール（公募時）
・公募設置等指針の交付

平成 29 年 12 月 8 日（金）～平成 30 年 1 月 19 日（金）

・説明会の開催

平成 29 年 12 月 25 日（月）

・質問の受付

平成 29 年 12 月 8 日（金）～平成 30 年 1 月 19 日（金）

・質問への回答

平成 30 年 1 月 26 日（金）まで

・公募設置等計画の受付

平成 30 年 1 月 29 日（月）～ 2 月 9 日（金）

・プレゼンテーション

平成 30 年 2 月中旬（予定）

・設置等予定者の決定

平成 30 年 2 月下旬（予定）

・公募設置等計画の認定

平成 30 年 3 月中

・協定の締結

平成 30 年 3 月中
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４．岐阜県 平成記念公園

②配布した募集関係資料
○公募設置等指針
・平成記念公園宿泊施設整備事業公募設置等指針
○別添資料
・別添資料 入場門付近ボーリング位置図
・別添資料 入場門付近ボーリング柱状図
・様式１ 説明会参加申込書
・様式２ 誓約書
・様式３ 委員との利害関係に関する申出書
・別紙１ 基本協定書（案）
・別図（公園全体・整備可能区域）
・別紙２ 無償譲受契約書（案）
○参考
・平成記念公園入場門周辺配管図
・様式 財務状況表
第５章

③募集要項の構成
1

事業の概要

3

公募設置管理制度による事業者募集事例

（1）事業の目的

（1）公募への参加資格

（2）平成記念公園の概要

（2）公募設置等計画に記載すべき事項

（3）事業範囲

（3）設置又は管理の許可

（4）事業の流れ

（4）事業破綻時の措置
4

（5）その他
２

公募の実施に関する事項等

公募設置等指針

公募の手続きに関する事項
（1）日程

（1）公募対象公園施設の種類

（2）応募手続き

（2）公募対象公園施設の場所

（3）事務局

（3）公募対象公園施設の建設に関する事項

（4）受付時間

（4）設置又は管理の開始の時期

（5）審査方法等

（5）公募対象公園施設の使用料の額の最低額

（6）公募設置等予定者の決定

（6）特定公園施設の建設に関する事項

（7）公募設置等計画の認定

（7）都市公園の環境の維持及び向上措置

（8）契約の締結等

（8）認定の有効期間

（9）法規制等

（3）事業者の選定
①選定の手順
○第一次審査
・提出されたすべての提案について、都市公園法第 5 条の 4 第 1 項第 1 号に基づき審査
○第二次審査
・選定委員会において、公募設置等指針に示す評価基準に沿って審査
・選定委員会

4 名；学識経験者（地域経済）、有識者（マーケティング、観光）、税理士

○採点方法
・公募設置等指針の評価項目に基づき採点し、最優秀提案及び次点提案を選定
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・審査の結果によっては、最優秀提案、次点提案の一方又は両方について該当なしとする場
合がある。（評価項目については P.101 参照）
○プレゼンテーション・ヒアリング
・選定委員会における審査・評価に当たっては、応募者によるプレゼンテーション及び選定
委員会によるヒアリングを実施
②認定計画提出者の決定
・岐阜県は、選定された最優秀案を提出した応募者を設置等予定者として決定し、公募設置
等予定者が提出した公募設置等計画を認定
・次点提案を提出した応募者を次点者として決定し、設置等予定者と基本協定を締結するに
至らなかった場合は、次点者が設置等予定者としての地位を取得する。
■平成記念公園

認定計画提出者による計画の概要（認定計画 2018 年 3 月 30 日現在）

○認定の有効期間：20 年
○公募対象公園施設の事業内容：宿泊施設（75 室

建築面積 1,492.13㎡、延べ床面積 2,786.76㎡）

○特定公園施設：宿泊施設入口前に遊歩道ポケットパーク等（約 275㎡）
第５章

※開業予定：2019 年度

平成 29 年 12 月

岐阜県

公募設置管理制度による事業者募集事例

資料；・平成記念公園宿泊施設整備事業公募設置等指針
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