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～初めに～

●岡崎公園とは

岡崎公園は、岡崎の歴史的価値を伝える物語の舞台として、歴史的な保全と優れた

景観、観光客に対するサービスの充実等が今後の将来像として位置づけされています。

岡崎公園において、歴史的な保全と優れた景観を保ちつつ、観光客等に対するサー

ビスの充実を図るため、本募集を行います。

また、岡崎公園全体が市指定史跡「岡崎城跡」であり、市指定天然記念物である「五

万石ふじ」の藤棚もあります。また、一級河川である乙川に面していることから、本

市が進めているかわまちづくりへの参画や、上述の藤棚を活用した企画などを行って

いくことにより、本事業を核にエリアが盛り上がるような事業者を求めます。

●岡崎城跡整備基本計画とは

岡崎城跡の価値の根幹である現在残されている堀・石垣を含む遺構 は、市民と共

に史跡を守り育てるという姿勢を明らかにし、そのまま百年、千年までも先の未来へ

の遺産として、確実に保全すべきものです。

史跡部分は未来への確実な保存を基本としながら本質的価値を顕在化させ、わが国

の歴史上において重要な城郭として、将来的に国の史跡となりうる整備を目指してい

ます。市指定史跡「岡崎城跡」としての岡崎公園は、都市中心部での緑地 ・市民の憩

いの場の提供、観光地として集客の要素などの機能を持っています。

岡崎城跡の歴史文化資産としての価値をより高めるため、史跡指定範囲内の整備の

みならず近世の城下町を含めた総構え全体についても一体としてとらえ、 中・ 近世

の城と城下町全体を学習できるよう、当時と現中・近世の城と城下町全体を学習でき

るよう、当時と現在の状況とを重ね合わせることのできる整備を行うこととしていま

す。また、史跡と緑豊かな機能性のある都市公園とが調和した良好な景観形成と整備

を推進します。

この計画に基づき、城郭遺構の全容を把握するための発掘調査を進めており、平成

30 年には、天守台石垣の発掘調査で、三葉葵の金箔瓦が発見されました。また、平成

27・28 年の発掘調査により確認された、菅生川端石垣は、全長 400ｍの切れ目のない

直線石垣として日本最長級の城壁石垣で、石垣の保存と価値の顕在化のため、令和元

年から３年で整備を進めています。

【上位関連計画】

・岡崎城跡整備基本計画

https://www.city.okazaki.lg.jp/1300/1304/1332/p011770.html

●ＱＵＲＵＷＡ戦略とは

乙川リバーフロント地区内の豊富な公共空間を活用した公民連携プロジェクトを

実施することにより、名鉄東岡崎駅、乙川河川緑地、桜城橋、中央緑道、籠田公園、

りぶら、岡崎公園などの公共空間各拠点を結ぶ約３キロのまちの主要回遊動線ＱＵＲ

ＵＷＡの回遊を実現させ、波及効果として、まちの活性化（暮らしの質の向上・エリ
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アの価値向上）に繋がる「ＱＵＲＵＷＡ戦略（乙川リバーフロント地区公民連携まち

づくり基本計画）」の実現を図っています。

【上位関連計画】

ＱＵＲＵＷＡ戦略（乙川リバーフロント地区公民連携まちづくり基本計画）

http://www.city.okazaki.lg.jp/300/306/p022498.html

おとがわエリアビジョン

http://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1567/1700/p021150.html

乙川リバーフロント地区整備基本計画

http://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1567/1700/p018581.html

その他上位計画については、ＱＵＲＵＷＡ戦略のＰ３参照

なお、要項に定めのない事項はすべて都市公園法、岡崎市都市公園条例、岡崎市都

市公園管理規則、地方自治法、地方自治法施行令、岡崎市予算決算及び会計規則及び

岡崎市税外収入の延滞金に関する条例、食品衛生法、岡崎市食品衛生条例、岡崎市食

品衛生規則、文化財保護法、岡崎市文化財保護条例その他関係法令等の定めるところ

によって処理しますので御承知おきください。
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１ 事業の目的

岡崎公園は、市の中心部に位置する面積約 10 ヘクタールの公園です。明治８

(1875)年に公園決定された園内には、岡崎城天守閣（以下「天守閣」という。）、三

河武士のやかた家康館（以下「家康館」という。）、能楽堂、家康公の産湯の井戸、

龍城神社など歴史的施設が立地しており、「日本の都市公園 100 選」や「日本の歴

史公園 100 選」にも選定された日本を代表する公園で、公園全体が市指定史跡「岡

崎城跡」となっています。

また、隣接する乙川河川緑地と有機的なつながりをもち、桜まつり、五万石藤ま

つり、岡崎城下家康公夏まつり、花火大会、岡崎城下家康公秋まつりなど各種行事

が行われ、四季を通じて多くの人々に親しまれています。

岡崎城は、享禄４（1531）年に松平清康（家康の祖父）が現在の位置に本格的な

城を築き、天文 11（1542）年に徳川家康が誕生した城として有名です。明治６年に

廃城令が出されると、同年から７年にかけて岡崎城は天守を始め建造物は取り壊さ

れましたが、岡崎の象徴である天守がないのはしのびないという市民の思いから、

昭和 34（1959）年に、明治初期の写真を基に鉄筋コンクリート造の天守閣が復興さ

れました。もう１つの核である家康館は、徳川家康公の遺徳や人間像、三河武士団

などを紹介するために、昭和 57(1982)年に開館した歴史展示施設です。

以上のように、岡崎公園は、固有の歴史文化遺産の保全、活用を通じて、市民の

誇りと愛着を育むとともに、国内外に向けた観光宣伝誘致活動において、市の重要

な観光拠点として位置づけ、グレート家康公「葵」武将隊や観光ボランティアガイ

ドの常駐、土産品の販売など、受け入れ体制・おもてなしの充実を目指している施

設です。また、平成 28 年度に策定された「岡崎城跡整備基本計画－平成 28 年度改

定版－」に基づき史跡の価値を高めることを目的とした整備を進めています。

その中で、今回、便益機能（飲食機能）を更に強化するため、飲食施設の公募を

行い、岡崎城跡である歴史公園の特性を踏まえ、景観にふさわしい施設を整備して

いただき、かつ民間ならではの良質なサービスの提供により、市民の憩いの場とし

ての存在価値を高めるとともに、史跡の活用となるガイダンス機能を合わせた施設

として設置することで、来訪者の増加を図り、岡崎城跡の史跡としての価値の周知

を行い、観光客の目的にもなるようなものに繋げたいと考えています。

２ 事業の概要

 ⑴ 内容 

都市公園法第５条の規定に基づく設置管理許可による事業

 ⑵ 事業期間 

設置許可の日から 10 年（継続を希望する場合には１回に限り最大上限 10 年ま

での許可をすることは可能です。）

ただし、市の事業に必要な場合においては期間満了前であっても、終了するも

のとします。許可の期間内には設置から解体撤去期間を含むものとします。

 ⑶ 使用料 

年額 106,140 円を下限とします。（58 ㎡×1,830 円）

⑷ 区域 



4

区域図のとおり

ただし、建築面積は従前あった建物の範囲内とします。

 ⑸ 事業方式 

公募型プロポーザルにより実施します。

事業者は自ら整備、運営する施設を提案するものとし、その施設の維持管理及

び運営にあたっては、別途市から設置管理許可を受けるため、市への使用料が生

じます。

⑹ 候補地の概要 

公園名 岡崎公園

所在地
岡崎市康生町 562 番３（当該地）

岡崎市康生町 561 番１（代表地番）

土地の所有者 岡崎市

敷地面積 約 58 ㎡（従前あった建築面積 57.24 ㎡）

交通アクセス
自動車 岡崎 IC より 10 分

徒 歩 名鉄東岡崎駅より徒歩 13 分

接道条件 幅員７ｍ 市道公園南線（竹千代通）

インフラ施設

上水道

13 ㎜の引込管あり

※提案者により分担金を負担し、使用してくださ

い。

下水道 公共桝あり

電 気

引込あり（60Ａまで変更可能です。）

※提案者負担により、新たに引き直しする場合には

60Ａ以上使用することも可能です。

通 信 引込なし

ガ ス

プロパンガス使用可能。

都市ガスを使用する場合は、提案者自ら都市ガス供

給会社と協議してください。

関係法令等

・都市計画区域 市街化区域

・都市計画法 第 29 条の規定

・用途地域 商業地域

・防火地域 準防火地域

・岡崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例「竜

城風致地区」

・景観計画区域 景観形成一般地区

・眺望景観保全地域 ビスタライン

・立地適正化計画 １号都市機能誘導区域（東岡崎駅周辺）

・河川保全区域 区域内可能性あり（堤内地から 18ｍ）
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３ 出店にあたっての条件

 ⑴ 施設 

・施設のデザイン等については、市が指定するアドバイザーなどと景観に関する

協議を行い、周辺環境との調和を図り、史跡内施設としてふさわしい景観として

ください。

なお、良好な景観を生み出す事業となることがエリアの価値を高めるうえでの

必須の事項となるため、選定された事業者は基本設計・実施設計等複数回、市が

指定するアドバイザーなどと景観に関する協議を実施することを予定してくだ

さい。

・施設はユニバーサルデザインに配慮してください。飲食店や物販店舗とする場

合は、愛知県人にやさしい街づくりの推進に関する条例（平成６年愛知県条例第

33 条）の特定施設に該当するため、適合するものとしてください。

・高齢者や子ども連れ、障がい者及び要介護者の方々の利用にも配慮してくださ

い。

・施設や夜間照明等の配置については、死角や暗がりを作らないよう、公園の安

全性に配慮してください。

・該当地は市指定史跡「岡崎城跡」の指定区域内となるため、遺構の保全に努め

てください。ライフライン以外の掘削は認められないため、建物は据置型として

検討してください。

・該当地は岡崎城跡整備基本計画に基づき整備事業を進めています。岡崎城跡整

備基本計画に基づいた内容で提案していただくとともに、ガイダンス機能の設置

など岡崎城跡整備基本計画に基づいた内容で提案して下さい。

・対象敷地内での自動販売機の設置は、認めません。

なお、現在敷地内にある自動販売機は藤棚トイレ東に移設を予定しており、令

和５年３月までは設置予定です。

・施設に必要なインフラ（電気・ガス・水道等）は提案者の負担にて整備してく

ださい。また、プロパンガスを使用する場合にあっては、十分に安全対策を実施

してください。

・無線 LAN の整備を検討してください。

・岡崎市屋外広告物条例 禁止地域

・食品衛生法 施設基準

・文化財保護法 埋蔵文化財包蔵地

・岡崎市文化財保護条例 市指定史跡「岡崎城跡」

※その他、建築基準法等の関連法令を遵守すること。

建ぺい率／容

積率

80％※／400％

※岡崎市都市公園条例に定められた通常の建ぺい率の上限

は２％で定められています。

別添資料
別紙１ 現況写真

別紙２ インフラ施設の位置
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・該当地は市指定史跡「岡崎城跡」の指定区域に該当します。建築に際して現状

を変更する際には岡崎市文化財保護審議会に協議・諮問する必要があります。

 ⑵ 運営 

公園利用者が利用しやすく、安心・安全に配慮した管理運営としてください。

・高齢者や子ども連れ、障がい者及び要介護者の方々の利用にも配慮してくださ

い。

・公園利用者の利便性を考慮し、原則通年での営業を基本とします。

・営業時の騒音、振動等については、極力低減し、環境配慮された機器等を使用

するようにしてください。また、営業時間については、協議事項とします。

・営業時の駐車場について、地元等と調整した上で対策を実施してください。岡

崎公園には有料駐車場がありますので、そちらの利用を促すことも可です。

・営業に伴い発生する廃棄物は回収するとともに、周辺への支障とならないよう

に対策をしてください。

・アルコール類の販売は可能ですが、たばこの販売は協議事項とします。

・地震や火災等の災害発生時には当該危機に対応した管理運営体制としてくださ

い。

・店舗に勤務する方が自動車で来られる場合は、週 30 時間以上の場合、行政財

産目的外使用許可により、駐車するスペースを貸すことは可能です。（有料）

・本市が進めるかわまちづくり事業の活性化のため、乙川河川緑地を使用する人

に対して魅力を向上させるような、また日常的に河川緑地を使用する人を増やす

ような取り組みをしてください。

なお、河川活用に際しては、「乙川リバーフロント地区かわまちづくり協議会」

と使用契約を締結する又は既存の事業者と調整する必要があります。

・岡崎城跡整備基本計画に基づき事業を進めていますので、清海堀などの現地説

明会の案内や資料の設置、金箔瓦をモチーフとした商品の開発など岡崎城跡整備

事業に協力をしてください。

・岡崎城跡及び五万石ふじ（藤棚）の文化財の普及・啓発となる展示や企画の提

案もしてください。

４ 参加の方法

⑴ 要件 

ア 飲食業又は軽食・飲料の取扱を含む物販業を、申込日現在で引き続き３年以

上営業している法人（以下「応募法人」という。）又は個人（以下「応募個人」

という。）である者とし、事業体にあっては、その者を含む事業者とします。

イ 応募法人は、直近３期分の決算において、１期でも最終利益（当期純利益）

がプラスであることとします。

ウ 応募個人は、青色申告者とします。

⑵ 応募の制限 

次の項目のいずれかに該当するかたは、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
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（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又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 応募の日から事業優先者決定通知日までの間に、岡崎市入札参加停止措置要

領に基づく入札参加停止処分を受けている期間にある者

オ 最近の２年間において、法人税、本店所在地の法人（個人）市町村民税、固

定資産税、消費税及び地方消費税の滞納のある者（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 暴力団の排除に関し、次のいずれかに該当する者

(ｱ) 応募の日から事業優先者決定通知日までの間において、「岡崎市が行う事

務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成 24 年２月 24 日付け岡

崎市長・岡崎市教育委員会教育長・愛知県岡崎警察署長締結）に基づく排除

措置を受けている法人。（本件については、当該合意書における「契約等」に

準じて取り扱うものとします。以下同じ。）

(ｲ) 応募の日以前において、「岡崎市が行う事務又は事業からの暴力団排除に

関する合意書」に基づく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年を経過した法人を除く。

キ 本事業の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

ク 次に該当する者が役員又は配置する職員になっている団体

(ｱ) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける

ことがなくなるまでの者

(ｲ) 本市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しな

い者

(ｳ) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政

府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに

加入した者

⑶ 事業期間 

設置許可の日から 10 年（継続を希望する場合には１回に限り最大上限 10 年ま

での許可をすることは可能です。）ただし、市の事業に必要な場合においては期

間満了前であっても、終了するものとします。許可の期間内には設置から解体撤

去期間を含むものとします。

５ 審査

 ⑴ スケジュール（案） 

項目 時期

募集要項の交付 令和３年２月３日（水）

説明会申込期限 令和３年２月８日（月）

説明会 令和３年２月９日（火）

質問書受付 令和３年２月３日（水）～令和３年２月17日（水）

質問書回答 令和３年２月 24 日（水）

募集受付 令和３年３月 15 日（月）

プレゼンテーション 令和３年３月中下旬
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※決まり次第更新します。

事業優先者決定 令和３年３月中下旬

※決まり次第更新します。

岡崎城跡整備委員会へ協議 令和３年５月

岡崎市文化財保護審議会へ

協議

令和３年５月

岡崎城跡整備委員会へ協議 令和３年８月

岡崎市文化財保護審議会へ

諮問

令和３年８月

工事 令和３年８月以降

供用開始 令和３年 10 月（予定）

⑵ 説明会 

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、下記のとおり申し込みをしてください。

使用様式 様式１「説明会参加申込書」

申込期限 令和３年２月８日（月）17 時 15 分まで

申込方法
電子メール

※件名（subject）は「藤棚売店跡地説明会」と記載してください。

アドレス koen＠city.okazaki.lg.jp

申 込 先 都市整備部公園緑地課公園活用係

開催日時
令和３年２月９日（火）

午前 10 時又は午後２時

開催場所 別途申込者にお知らせします。

参加人数 １社あたり２名まで

⑶ 質問及び回答 

本要項の内容に関して質問がある場合は、以下のとおり質問書を提出してくだ

さい。

回答内容については、本募集要項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３年２月３日（水）～令和３年２月 17 日（水）17 時 15 分

提出方法
電子メール

※件名（subject）は「藤棚売店跡地質問」と記載してください。

アドレス koen＠city.okazaki.lg.jp

提 出 先 都市整備部公園緑地課公園活用係

回 答 日 令和３年２月 24 日（水）までに回答

回答方法 ホームページにおいて公表します。
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⑷ 提案の受付 

提案を以下のとおり受け付けます。

提案に際しては以下の注意事項及び提案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提案書は受理しません。

使用様式 「提案書類一覧」のとおり（指定のない場合は任意様式）

受付期間 令和３年３月 15 日（月）８時 30 分～17 時 15 分

受付場所 都市整備部公園緑地課公園活用係

提出方法 受付場所へ持参

＜作成の注意事項＞

・提案者１組（１人、１者含む）につき、１提案とします。

・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。

・関係法令及び条例を遵守し、かつ本要項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提案関係書類を作成してください。

・提案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。

・提案関係書類の提出後の変更は原則認めません。また、取り下げも原則認めませ

ん。ただし、本市から修正等求められた場合にあってはこの限りではありません。

・必要に応じて提案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。

・提出書類はＡ４判縦で横書きとしてください。

・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。

・提出された申請書類は、いかなる理由があっても返却いたしません。

・申請書類に虚偽の記載があった場合や、提案に際して不正行為があったときは、

選定の対象から除外します。

・提案関係はすべての書類をＡ４判縦型左綴じフラットファイルに綴じて８部提出

してください。また、背表紙には「藤棚売店跡地 提案書」と記載すると共に、

１～８までの通し番号を記載してください。このとき１を正としてください。

【提案関係書類一覧】

提出書類 様式
提出部数

正 副

１．誓約書 － － －

（１）誓約書 様式３ １部 ７部

（２）共同事業誓約書 様式４ １部 ７部

２．応募制限関連書類 － － －

個人 － － －

（１）住民票の写し（本籍記載のあるもの） － １部 ７部

（２）青色申告書（直近）の写し － １部 ７部

法人 － － －
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（１）定款又は寄附行為の写し － １部 ７部

（２）法人登記簿謄本 － １部 ７部

（３）役員名簿 様式５ １部 ７部

（４）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 ※未納がない証明で

もよい。

－ １部 ７部

（５）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）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

－ １部 ７部

（６）事業報告書・事業計画書等（直近１年間）

※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。

－ １部 ７部

３．応募資格関係書類（該当する法人について提出） － － －

（１）飲食業を３年以上行っていることがわかる書類

（食品営業許可証など）
－ １部 ７部

４．提案 表紙 様式６-１ １部 ７部

（１）事業の実施方針 様式６-２ １部 ７部

（２）実施する事業 様式６-３ １部 ７部

（３）建築物のデザインイメージ 様式６-４ １部 ７部

（４）投資計画及び収支計画 様式６-５ １部 ７部

（５）河川緑地の魅力向上に関する計画 様式６-６ １部 ７部

（６）文化財活用に関する計画 様式６-７ １部 ７部

５．価格提案書 様式７ １部 ７部

⑸ 審査方法等 

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計画等について、以下の点について審査します。

(ｱ) 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。

(ｲ) 法令遵守に関する審査

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。

(ｳ) 本要項に照らし適切なものであることの審査

計画等が本要項に照らし、適切なものであることを審査します。審査の内
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容は以下のとおりです。

・計画が、本要項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

・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、「岡崎公園便益施設事業者選定委員会」

（以下「選定委員会」という。）において、（７）で示す評価の基準に沿って審

査します。応募者には、選定委員会において、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、事務

局から連絡します。

⑹ 選定委員会 

本市は計画の審査にあたり、選定委員会を設置します。

選定委員会では、応募者から提出された計画について（７）の評価項目、評価

の視点、配点に基づき審査を行い、点数の高い順に最優秀提案及び次点提案を選

定します。

選定委員会の委員は以下のとおりです。（50 音順）

氏 名 所 属

委員 安藤 基紀 公認会計士

委員 奥田 敏春 岡崎市文化財保護審議会 委員

委員 高嶋 舞
岡崎ビジネスサポートセンター OKa-Biz 副セ

ンター長

委員 藤村 龍至 東京藝術大学建築科 准教授

委員 籾井 泰晴 一般社団法人岡崎市観光協会 理事長

⑺ 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。

評価項目 評価の視点
配

点

事業の実施方針

岡崎公園に賑わいをうむような方針となっているか。

30

史跡の価値を高めるための提案となっているか。

QURUWA 戦略に寄与する方針となっているか。（既に乙川リバ

ーフロント地区内で事業を行っている者や岡崎市内の事業

者と連携等できているか。）

実施する事業
営業日、営業時間、メニューの種類や価格設定などが公園利

用者へのサービスに適しているか。
30
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継続的な運営ができるような仕組みがあるか。

建築物のデザイ

ンイメージ

看板類を含めた内外観が岡崎公園にあうイメージとなって

いるか。

30公園利用者にとって利用しやすい建物となっているか。

藤棚や乙川に対して、一体感を生むようなものとなっている

か。

投資計画及び収

支計画
想定される投資計画及び収支計画は適切か。 10

河川緑地の魅力

向上

かわまちづくりを含めたまちづくりを意識した提案となっ

ているか。 20

まちづくりを含めた具体的な提案となっているか。

文化財活用

河川沿いを歩く人に対しての岡崎城跡及び五万石ふじ（藤

棚）を活かした提案となっているか。 20

文化財の振興に具体的に寄与する提案となっているか。

価額提案 使用料が高い提案がされているか。 10

合計 150

ア 採点方法

加点評価については、本市が特に重視する項目を評価項目として設定し、こ

れらに関して、優れた工夫や配慮がされている提案、その他、独自性、革新性

の高い提案に対して、提案内容の具体性や実現可能性の観点から評価する。

加点評価の採点方法は、各評価項目について、以下に示す５段階評価により

得点を付 与する。

評価 評価内容 採点基準

A 特に秀でて優れている 配点×1.00

B 秀でて優れている 配点×0.75

C 優れている 配点×0.50

D やや優れている 配点×0.25

E 加点項目に対する提案はなされているが、特に優

れた点は見受けられない

配点×0.00

審査委員会の各審査員の加点評価点を合計し、審査員人数で割った値を提案点と

する。

提案点＝ 各審査員の加点評価点の合計÷ 審査員人数

価格点の算定式は以下によります。

当該応募における価格

価格点＝――――――――――――――――――――――――― × 10 点

提案のうち最も高い応募における価格

価格点は、小数点以下第３位の数字を切り捨て、小数点第２位までを点数として
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算出する。提案点及び価格点を合計し、「総合評価点」を算出する。

総合評価点(150 点満点) ＝ 提案点(140 点満点) ＋ 価格点(10 点満点)

⑻ 結果通知 

選定結果は、速やかに応募法人又は応募個人に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、選定結果は審査講評（概要）とあ

わせて、本市ウェブサイトで公表します。

⑼ 選定委員会の委員への接触の禁止等 

応募法人等が、最優秀提案及び次点提案選定前までに、選定委員会の委員に対

して、本事業提案について接触を行った場合は、失格となることがあります。

⑽ 優先交渉権者の決定 

本市は、選定された最優秀提案を提出した者を優先交渉権者として、また、次

点提案を提出した者を次点者として決定します。本市が優先交渉権者の決定に至

らなかった場合、あるいは予定者と協定を締結するに至らなかった場合は、次点

者が予定者としての地位を取得します。

なお、審査の結果によっては、予定者、次点者の一方又は両方について、該当

者なしとする場合があります。

６ 法規制等

⑴ 提案内容は、都市公園法、岡崎市都市公園条例、建築基準法、消防法、その他

各種関係法令等を遵守してください。

⑵ 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。

７ リスク分担等

本業務の実施における主なリスクについては、以下の負担区分とします。なお、

リスク分担に疑義がある場合、又はリスク分担に定めのない内容が生じた場合は、

本市と計画者（優先交渉権者）が協議の上、負担者を決定するものとします。

リスクの種類 内 容
リスク分担

市 計画者

申 請 関 連

リスク

書類の誤り

募集要項等、市が作成した書類に関す

るもの
○

申請書等、申請者が作成した書類に関

するもの
○

申請コスト 申請費用の分担 ○

制 度 関 連

リスク

法令の変更
計画者が行う整備・管理運営業務に影

響がある法令等の変更
協 議

税制の変更
管理業務に影響を及ぼす税制変更によ

るもの
○
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上記以外の一般的な税制変更によるも

の
○

選定委員会

等（市文化財

保護審議会・

市岡崎城跡

整備委員会

を含む）に基

づく変更

選定委員会等の要請に基づく変更 協議

管 理 運 営

リスク

資金の調達 必要な資金の確保 ○

事業変更

本市の責任により、業務の全部又は一

部を中止した場合又は業務内容を変更

した場合

○

計画者の責任により、業務の全部又は

一部を中止した場合又は業務内容を変

更した場合

○

施設競合 競合施設による利用者減、収入減 ○

需要変動 当初の需要見込みと異なる状況 ○

施設・設備等

の損傷

管理上の瑕疵による損傷 ○

施設、機器等の構造上の瑕疵による損

傷
○

収入リスク

施設、機器等の不備又は、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

○

施設改修による臨時休業等 ○

計画者の提案による事業運営によるも

の
○

計画者の責めに帰すべき理由によるも

の
○

社会的

リスク

第三者への

賠償

計画者が工事・維持補修・運営において

（計画者が行う整備・管理運営業務に

おいて）第三者に損害を与えた場合

○

上記以外のもの ○

地域、利用者

への対応

地域との協調、利用者からのクレーム

等への対応に関するもの
○

施設設置、管理業務内容に対する利用

者等からの反対、訴訟に関するもの
○

物価変動
人件費、物品費等物価変動に伴う経費

の増加
○

金利変動 計画者決定後の金利変動 ○
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不可抗力
自然災害による業務の変更、中止、延

期、臨時休業
○
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岡 崎 市

〒４４４－８６０１

岡崎市十王町二丁目９番地

問合せ先 都市整備部公園緑地課公園活用係

TEL（０５６４）２３－７４０６

FAX（０５６４）２３－６５５９

岡崎市ホームページ http://www.city.okazaki.lg.jp/

Ｅメール koen@city.okazaki.lg.jp


