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選定の概要

１ 施設の名称 籠田公園及び岡崎市篭田公園地下駐車場（以下「地下駐車場」という。）

２ 根拠条例等 ・岡崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

・岡崎市都市公園条例（以下「都市公園条例」という。）

・岡崎市都市公園管理規則（以下「都市公園管理規則」という。）

・岡崎市駐車場条例（以下「駐車場条例」という。）

・岡崎市駐車場管理規則（以下「駐車場管理規則」という。）

３ 指定管理業務

の範囲

（１） 施設の運営に関する業務

（２） 施設及び設備等の維持管理に関する業務

（３） 利用料金及び経理に関する業務

（４） 駐車自動車の保管に関する業務

（５） その他の業務

４ 指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月 31日まで（５年間）

５ 選定方法 選定委員会を設置したうえで、選定委員会で決定する指定管理者候補者を「選定

基準」に基づき審査し、最も得点の多い申請者を指定管理者候補者として決定し

ます。

６ 選定結果の通

知

選定結果は、申請者に対して通知します。また岡崎市（以下「市」という。）のホ

ームページでも公表します。

７ 協議 選定委員会による選定結果をもとに、市と指定管理者候補者は指定管理業務の細目

について協議します。この場合、市は必要に応じて指定管理者候補者の提案に対し、

修正を求めることができるものとします。

８ 指定管理料 申請時に提出される収支予算書をもとに、協議の上で決定します。

９ 指定、協定 市は、令和３年 12 月岡崎市議会定例会の議決後、指定管理者として指定し、速や

かに基本協定を締結します。その後年度ごとに年度協定を締結します。

10 お問合せ 〒444－8601 岡崎市十王町２丁目９番地

（公園に関するお問い合わせ）

岡崎市役所 都市基盤部 公園緑地課

TEL：0564-23-7406／Fax：0564-23-6559

E-Mail:koen-shiteikanri@city.okazaki.lg.jp

（駐車場に関するお問い合わせ）

岡崎市役所 都市政策部 都市施設課

TEL：0564-23-7240／Fax：0564-23-6676

E-Mail:toshishisetsu@city.okazaki.lg.jp

選定スケジュール

１ 申請書類の提出期限 令和３年８月 26 日（金）17 時まで

２ 選定委員会ヒアリング 令和３年 10 月５日（火）

３ 選定結果の通知 令和３年 10 月中旬

４ 市議会の議決 令和３年 12 月中旬

５ 指定管理者の指定通知及び告示 令和４年１月

６ 基本協定書締結 令和４年２月

７ 年度協定書締結 令和４年３月

８ 指定管理業務の開始 令和４年４月１日（金）
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第１章 指定管理者選定にあたって

１ ＱＵＲＵＷＡ戦略について

（１）ＱＵＲＵＷＡ戦略とは

市では、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（図書館交流プラザ）、

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ＱＵＲＵＷＡ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・エリアの価値向上）を図るＱＵＲＵＷＡ戦略の実

現を図っています。

今回、指定管理者を選定する２施設のうち籠田公園は、ＱＵＲＵＷＡ戦略における公民連携プロジェ

クトの一つである「ＰＰＰ活用公園運営事業」として、エリアの価値を高める街のシンボルとしてのオ

ープンスペースとなることを将来像に掲げ、日常的かつ多様な使い方の実現、周辺エリアに波及効果を

もたらすことを目指しています。また、地下駐車場の有効活用等によりＱＵＲＵＷＡエリアへのアクセ

ス性の向上はもちろん、各拠点へのアクセスの向上を図ることを目指しています。

各施設における事業の運営形態は、籠田公園はサービス購入型により、地下駐車場は独立採算型によ

り管理運営を行うこととし、籠田公園と地下駐車場は別会計で行います。

なお、地下駐車場の会計より公園の会計に提案事業実施金を提供し、その資金を活用し両施設の活用

促進、安定的な運営及び利益向上に寄与する提案事業の実施を求めます。

【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

・乙川リバーフロント地区かわまちづくり

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Ｐ.３参照のこと

1
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３
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７

ＱＵＲＵＷＡ戦略における公⺠連携事業
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（２）ＱＵＲＵＷＡ戦略における公民連携事業

①ＰＰＰ活用拠点形成事業(東岡崎駅北東街区)

名鉄東岡崎駅に隣接する約 6,600 ㎡の事業用定期借地権を設定した市有地で、商業等の都市機能を

担う民間事業者主導により、令和元年 11月にホテル・レストランなどの複合施設オトリバーサイドテ

ラスをオープンすると共に、ペデストリアンデッキ上には、日本最大級の騎馬像で、家康公が松平から

徳川に改姓した 25歳当時の徳川家康公の像が設置されています。

②乙川かわまちづくり事業

規制緩和により実現した河川空間での観光船運行や水上アクティビティ、殿橋の橋詰空間における

カフェなど、さまざまな民間事業が連携するプロジェクトです。

③ＰＰＰ活用公園運営事業(籠田公園・中央緑道)

休憩スペースが多くある約 6,800 ㎡の籠田公園、道路と緑道空間の再構築により使いやすくなった

約 5,500 ㎡の中央緑道での、地元団体や公園管理・活用に関係する民間事業者とともに、公園で稼ぎ公

園に還元する組織・仕組みづくりに挑むプロジェクトです。
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④ＰＰＰ活用拠点形成事業(暫定駐車場)

図書館交流プラザ「りぶら」東側にある約 11,000 ㎡

もの駐車場や広場などの公的不動産を活かした公民連

携事業により、まちと「りぶら」をつなぐプロジェ

クトです。

⑤道路再構築事業

康生通り・連尺通りにおいて、指定団体をつくること

で、規制緩和によりオープンカフェ、広告板の設置など

道路空間を使った民間の取組みの事業化と、それにあわ

せた道路空間の再配分を含めたプロジェクトです。

⑥リノベーションまちづくり

遊休化した公民の不動産を活用して、都市や地域の経

営課題を複合的に解決し、新たなまちの担い手と来客を

呼び込むプロジェクトです。籠田公園周辺に魅力的なお

店が続々と登場しています。

⑦ＰＰＰ活用公園運営事業(桜城橋橋上広場・橋詰広場)

公園人道橋の桜城橋橋上広場とその橋詰広場約 2,800 ㎡の公園用地を活用し、Park-PFI による民

間活力を導入、休憩所、飲食店などを整備、運営するプロジェクトです。
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（３）ＱＵＲＵＷＡ戦略によるウォーカブルなまちづくり

１）ウォーカブルなまちづくり

まちなかを車中心からひと中心の空間へと転換し、人々が集い、憩い、多様な活動を繰り広げら

れる場へと改変する取組が進められています。これらの取組は、ひと中心の豊かな生活空間を実現

させるだけでなく、地域消費や投資の拡大、観光客の増加や健康寿命の延伸、孤独・孤立の防止ほ

か、様々な地域課題の解決や新たな価値の創造につながります。

２）ＱＵＲＵＷＡ戦略が目指すウォーカブルなまちづくり

ＱＵＲＵＷＡ戦略では、エリア全体の定義・将来像として「これからの 100 年を暮らすまち-新

しい住み方・働き方・遊び方を楽しむ-」と定義しており、次の５つによりウォーカブルなまちづ

くりを目指し、暮らしの質及びエリアの価値向上を図ります。

なお、ウォーカブルなまちづくりを目指すうえで、籠田公園及び地下駐車場は、エリアのフリン

ジ（外縁）パーキングに位置し、ＱＵＲＵＷＡの公共空間として、ＱＵＲＵＷＡへのアクセス性を

向上させるとともに、まちの回遊を促進させるウォーカブルなまちづくりの重要な拠点と考えて

います。

①歩いて楽しく、自転車で回れて、車でも来やすいまち

②個性的な７つのエリアの特徴を磨き上げることで、めぐる楽しさが一層向上したエリア

③エリアをめぐる充実した交通機能（自転車・バス・歩行動線の連携）

④子ども連れでも安心して快適に過ごせるような歩行者優先のエリア

⑤車での分かりやすいアクセスルートと集約再配置された駐車場

３）新しいまちづくりのモデル都市へ選定

国土交通省では、内閣府地方創生推進事務局と連携し、地方都市において、コンパクトシティの

取組とウォーカブルシティの創出により都市の魅力の向上を図る取組を一体として実施すること

※出典：国土交通省ホームページ
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で、コロナ禍を踏まえた「新たな日常」にも対応しつつ、都市構造の再構築と地域の稼ぐ力の向上

を実現するモデルとなる都市として、市のＱＵＲＵＷＡ戦略も含む 13 都市を選定しています。

今後、国土交通省と内閣府地方創生推進事務局の各種支援メニューにより、モデル都市が取り組

むまちづくりに対して集中的、重点的に支援が実施されます。市はＱＵＲＵＷＡ戦略により、歩い

て暮らせるゆとりとにぎわいあるまちづくりの実現を国土交通省とともに目指し、暮らしの質と

エリアの価値向上を目指します。

【（参考）国土交通省 HP：新しいまちづくりのモデル都市として 13都市を選定】

https://www.city.okazaki.lg.jp/houdou/p029027_d/fil/atarashimoderutoshi.pdf

（４）ＱＵＲＵＷＡ戦略における籠田公園の将来像

１）エリアの価値を高める街のシンボルとしてのオープンスペース

・街なかの豊かな暮らしを支え、居住環境を向上させる質の高い空間

２）多様な使い方の実現

・民間主体の多様な利活用を促進する制度や仕組みの実現

・休日のイベント活用に加え、レジャーや交流あるいはオフィスとして、平日に日常的に利用される

空間

３）アクセス性の向上

・カーシェアやサイクルシェアの導入等による多様なモビリティの設置、地下駐車場の活用等によ

る高いアクセス性

（５）市民会館、甲山閣、せきれいホール指定管理者募集との連携

市民会館及び甲山閣について、ＱＵＲＵＷＡ戦略の域外に位置するものの、波及効果を生み出すた

め、籠田公園及び地下駐車場と同様に今年度指定管理者を募集し、令和４年度から指定管理者による

運営を行うため、相互に連携することを期待します。

２ 本事業の趣旨

（１）趣旨

本事業は、ＱＵＲＵＷＡ戦略における公民連携プロジェクトとして、さらなるまちの魅力の向上と

周辺のまちとの連携や波及効果によって、籠田公園周辺エリアにおける暮らしの質の向上とエリア

価値の向上に繋がる事業運営を期待します。都市公園である籠田公園と都市計画駐車場である地下

駐車場の２つの公共施設を合わせて、効率的かつ一体的に維持管理・運営を行うことで、安定的な公

共施設の運営実現を図り、市と共に公民連携でＱＵＲＵＷＡ戦略を推進し、籠田公園や地下駐車場だ

けの敷地単位ではなくエリアへ波及する良質な民間投資を誘導するパートナーのひとりとして、指

定管理者の選定を行います。

各施設における事業の運営形態は、籠田公園はサービス購入型により、地下駐車場は独立採算型に

より管理運営を行うこととし、籠田公園と地下駐車場は別会計で行います。



7

なお、地下駐車場の会計から下図（籠田公園及び地下駐車場の会計イメージ）の提案事業実施金に

よる提案事業の実施、及び利益の一部（利益から市へ２割以上を収める額を除いた額を上限とする）

を用いて、次の各事項又は複数の事項に資する事業の実施を期待します。

１）指定管理者自ら実施する事業

①ＱＵＲＵＷＡエリア（RF 地区）の経営課題の解決 ※詳細はＱＵＲＵＷＡ戦略Ｐ.３参照

・康生地区の衰退

・高齢化の進展

・まちの魅力の希薄化

・働き方・雇用の多様性の欠如

②持続可能な都市経営に資する市内経済循環促進

２）市と共に公民連携で実施する事業

①市及びＱＵＲＵＷＡの各拠点や籠田公園周辺事業者等と連携した情報発信

②都市再生推進法人や籠田公園周辺の７町・広域連合会や商店街等の周辺事業者で組成される任

意団体等と連携した次のまちの課題のうち各事項又は複数の事項の解決

・まちの担い手の発掘と育成

・都市型コミュニティの形成

・健康で幸せ（健幸）になれるまち「スマートウェルネス」の推進

③歩いて楽しく、自転車で回れて、車でも来やすいまちへ向けた「集約再配置された駐車場」や

「エリアをめぐる充実した交通機能（自転車・バス・歩行者動線の連携）」の推進に資する事業

籠田公園及び地下駐車場の会計イメージ
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（２）公園としての性質

籠田公園はＱＵＲＵＷＡ戦略により、再整備された公園ではありますが、公園としての性質は以

下の２点を併せ持っています。

・岡崎市緑の基本計画に沿った維持管理運営

・芝生が公園のシンボル

以上のことから、「芝生を活用したまちなか創出のガイドライン（令和２年３月国土交通省都市

局公園緑地・景観課）」などに沿って活用してください。

第２章 施設の概要

１ 施設の名称

・籠田公園 ・・・（ア）

・地下駐車場 ・・・（イ）

２ 施設の概要

（ア）籠田公園

（１）所在地

愛知県岡崎市籠田町68番地

（２）施設面積

約6,800㎡

（３）施設内容

野外ステージ、北の縁台、平和之碑、トイレ、遊具（複合遊具、ブランコ、鉄棒）、噴水、四阿、

パーゴラ、可動式イス・テーブル、電源設備など

※倉庫（防災用ポンプ室）、防火水槽は、指定管理業務の対象外です。

（イ）地下駐車場

（１）所在地

愛知県岡崎市籠田町68番地

（２）施設規模

駐車台数 210台（地下１階：98台、地下２階：112台）

構造 鉄筋コンクリート造２階建２層

形式 自走式地下駐車場

（３）施設面積（延べ床面積）

約7,800㎡

（４）施設内容

給排水衛生設備、空調換気設備、消火防災設備、照明設備、駐車場管制設備、昇降機設備、

トイレなど
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３ 施設の利用時間

（ア）籠田公園

籠田公園内に設置する有料公園施設（野外ステージ・電源設備）の利用時間は、次のとおりです。

ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、利用時間を延長することができます。

１）野外ステージ （昼間）午前8時30分から午後5時まで

（夜間）午後5時から午後10時まで

２）電源設備 午前6時から午後10時まで

（イ）地下駐車場

地下駐車場の利用時間は、次のとおりです。

利用時間：午前０時から深夜０時まで（24時間）

休業日 ：なし

第３章 募集の内容

１ 指定管理者が行う管理の基準

（１）関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと

（２）市民の平等な利用を確保すること

（３）施設、設備及び物品の維持管理を適切に行うこと

（４）市長が施設の設置目的等に応じて別に定める水準を満たすこと

２ 指定管理者が行う業務の範囲

指定管理者の行う業務は、次のとおりとします。（詳細は別添「籠田公園及び岡崎市篭田公園地下駐

車場維持管理・運営業務 業務水準書」（以下「業務水準書」という。）を参照のこと）

（ア）籠田公園

（１）施設の運営に関する業務

・施設管理業務

・受付業務

・利用料金収受

・広報活動

・その他関連業務

（２）施設及び設備等の維持管理に関する業務

・施設・建築物等保守管理業務

・設備保守管理業務

・備品保守管理業務

・清掃業務

・施設巡回・警備業務



10

（３）植栽の維持管理に関する業務

・芝生管理

・樹木管理

・草刈り・除草

（４）提案事業

・提案事業

（５）自主事業

・自主事業

（６）その他業務

・非常時の対応

・書類の作成、提出

・市への協力業務（監査など）

・利用者からの苦情・不当要求・要望・意見及びそれに対する対応

・市民意見の聴取・反映

・ホームレス対応

・市との連携・調整

・セルフモニタリング

・市によるモニタリングへの協力

・文書の管理・保存

・指定期間終了時における引継ぎ等

・占用許可、行為許可者等の指導

・地域との調整（公園協議会への参加・事務局等）

・提案事業以外で市が行う社会実験への協力

・クオリティコントロール

（イ）地下駐車場

（１）施設の運営に関する業務

・施設管理業務

・受付業務

・利用料金収受

・広報活動

・その他関連業務

（２）施設及び設備等の維持管理に関する業務

・施設・建築物等保守管理業務
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・設備保守管理業務

・備品保守管理業務

・清掃業務

・施設巡回・警備業務

（３）提案事業

・提案事業

（４）自主事業

・自主事業

（５）その他業務

・非常時の対応

・書類の作成、提出

・市への協力業務（監査など）

・利用者からの苦情・不当要求・要望・意見及びそれに対する対応

・市民意見の聴取・反映

・ホームレス対応

・市との連携・調整

・セルフモニタリング

・市によるモニタリングへの協力

・文書の管理・保存

・指定期間終了時における引継ぎ等

・地域との調整

３ リスク分担

市と指定管理者のリスク分担の詳細は別途行う基本協定で定めますが、基本方針については、「別紙１

リスク分担表」のとおりとします。

４ 指定期間

令和４年４月１日から令和９年３月 31日まで（５年間）

※管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定管理者の指定を取り消す場合があります。

（詳細は、「第７章１ 指定の取消し等」を参照のこと）

※本指定管理結果が第三者評価委員会での審査を受け、市が優良で再度指定することが効果的又は効率的

と判断する場合は、次回の指定管理者候補者の選定を非公募とし、上限１期５年までの指定期間の継続

をすることがあります。
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５ 籠田公園の業務に必要な経費等

籠田公園の指定管理業務は、指定管理料のほか、都市公園条例、都市公園管理規則に規定する利用料

金収入、地下駐車場指定管理者から提供される提案事業実施金、提案事業収入及びその他収入をもって

行うものとします。

指定管理料は、収支予算書により提案された提案額を基本とします。指定管理者選定後における年度

ごとの指定管理料は、毎年度締結する「年度協定書」の中で定めます。年度協定締結後、新たな業務の

追加などにより、提案された金額を変更する必要がある場合は、別途協議します。

なお、市の不測の事態により対象経費に大幅な増減が生じた場合には、次年度以降の収支計画を見直

し、反映させることがあります。やむを得ない事情により長期休業する場合は、指定管理料を減額する

ことがあります。

指定管理者が実施する自主事業（任意）に関する経費に指定管理料を充てることはできません。（「第

３章５（12）自主事業に関する事項」参照のこと）

（市及び指定管理者の収入、経費の分担については、「別紙２ 収入・経費分担表」を参照のこと）

（１）指定管理料の提案額について

提案額は、次の方法により算出した収支差引額として提案してください。

ただし、提案額は次のとおりとし、５年分の提案額を算出し提案してください。

●提案額の上限額

市の積算による収支差引額を提案額の上限額とします。提案額の上限額は、５年間合計で

146,090,000 円（消費税及び地方消費税額を含む）とし、上限額は光熱水費と修繕費を含みま

す。申請者は、各年度の収支予算書を作成し、上限額を超えない金額を提案してください。

●支出予定額は、光熱水費と修繕費を含むものとします。

※提案額によっては、業務履行の確実性が損なわれると判断される場合もあるため、事前にヒアリン

グをさせていただく場合があります。

※提案額が、市の上限額の 10 分の８(116,872,000 円)を下回らないこと(下回った場合は失格)とし

ます。

（２）指定管理料に含まれるもの

１）修繕に関する経費※

２）光熱水費に関する経費

３）１）２）を除く管理運営に関する経費（管理運営費、人件費、事務費、諸経費等））

※精算については、「第３章５（13）精算についての考え方」を参照のこと

提案額＝支出予定額－収入予定額
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１）修繕に関する経費

経費はあらかじめ市が収支予算書で提示した金額を前提とし、修繕の対象は施設、設備、物品とし

ます。また、経費は物品の購入に充てることも可能です。（物品の購入については、「第３章５（３）

物品に関する事項」参照のこと）

指定管理者は、見積金額が１件につき 100 万円（消費税及び地方消費税含む。）未満の修繕につい

て、指定管理料（修繕費）により実施するものとします。また、各年度の上限額は 100 万円としま

す。

見積金額が１件につき 100 万円（消費税及び地方消費税含む。）以上の修繕については、原則とし

て市が対応することとし、指定管理料に含まないものとします。

２）光熱水費に関する経費

経費はあらかじめ市が収支予算書で提示した金額を前提とします。なお、市が提示した金額を超

えた場合は指定管理者の負担とし、超えなかった場合には精算しません。

電気料金及び上下水道料金については、令和４年４月の検針日の測定による料金までは市が負

担し、その後から令和９年４月の検針日の測定による料金までは指定管理者の負担とします。

３）１) ２)を除く管理運営に関する経費

指定管理者は、四半期毎に、四半期業務報告書及び請求書を四半期終了後10日以内に市に提出し、

業務の確認を受けなければなりません。市は、指定管理者から請求があったときは、適法な請求書を

受理した日から 30日以内に指定管理者に対して指定管理料を支払います。

（３）物品に関する事項

１）市の所有に属する備品

施設の管理運営上必要な備品は、指定管理者に無償貸与します。（貸与物品については、「業務水

準書」を参照のこと）

２）物品の購入に係る経費

施設の管理運営上必要な備品は、市と協議の上、予算の範囲内で市の経費で市が直接購入するも

のとし、その所有権は市に帰属します。指定管理料には含めません。

なお、指定管理者は、自らの経費により物品を購入することができます。この場合の所有権は指

定管理者に帰属します。

新たな備品以外の物品の購入及び指定管理者に貸与する備品以外の物品の買替えは、市と協議

の上、指定管理料（修繕費）の範囲内で指定管理者が購入することもできます。この場合の物品の

所有権は市に帰属します。

（４）事務所税について

この指定管理業務は、事業所税非課税扱いとなります。
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（５）印紙税について

指定管理者の指定は行政処分であるため、基本協定書、各年度協定書には印紙税の貼付は必要あり

ません。

（６）保険料の取り扱いについて

建物総合損害共済保険は、市が加入しています。

指定管理者は、施設賠償責任保険、第三者賠償責任保険、動産保険、個人情報保護保険など必要な

ものに加入することとします。

なお、施設に損傷等があった場合には次のとおりとします。

１）本施設の損傷又は滅失した場合の賠償

指定管理者の故意又は過失により本施設(設備及び物品等を含む。)を損傷又は滅失した場合は、た

だちに市にその旨を報告するとともに、原状回復若しくは代品を納め、又はそれによって生じた損害

を市に賠償しなければなりません。ただし、市が特別の事情があると認める場合は、市はその全部又

は一部を免除することがあります。

２）第三者への賠償

本業務の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定

管理者はその損害を賠償しなければなりません。また、市は、指定管理者の責めに帰すべき事由によ

り発生した損害について第三者に対して市が賠償した場合、指定管理者に対して、賠償した金額及び

その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとします。

（７）収入として見込まれるもの

利用料金収入

提案事業実施金

提案事業からの収入

その他の収入

（８）利用料金に関する事項

１）利用料金の収受

指定管理者は、都市公園条例、都市公園管理規則の定めるところにより、利用料金を自らの収入とし

て収受し、公園の管理運営に関する経費に充てるものとします。

２）利用料金の額

利用料金は、都市公園条例別表第２に規定する額の範囲内で市長の承認を得た後、指定管理者が定め

た料金とすることができます。

① 利用料金を変更しようとする場合は、指定管理者は一月以上の周知期間を設けてください。

② 利用料金の額を変更した場合は、利用者がわかりやすい場所にその料金を掲示してください。
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３）料金区分の適用について

都市公園条例別表第２に掲げる利用料金の区分の適用については、都市公園管理規則第 11 条に定め

るとおりとします。

（９）提案事業及び自主事業への期待

指定管理者が実施する、提案事業及び自主事業については、次の各事項又は複数の事項に資する事

業の実施を期待します。

１）指定管理者自ら実施する事業

①ＱＵＲＵＷＡエリア（ＲＦ地区）の経営課題の解決に資する事業

※詳細はＱＵＲＵＷＡ戦略Ｐ.３参照

・康生地区の衰退

・高齢化の進展

・まちの魅力の希薄化

・働き方・雇用の多様性の欠如

②持続可能な都市経営に資する市内経済循環促進

・地産地消の農産物の消費

・市内事業者による出店 等

２）市と共に公民連携で実施する事業

①市及びＱＵＲＵＷＡの各拠点や籠田公園周辺事業者等と連携した情報発信

②都市再生推進法人や籠田公園周辺の７町・広域連合会や商店街等の周辺事業者で組成される任

意団体等と連携した次のまちの課題のうち各事項又は複数の事項の解決

・まちの担い手の発掘と育成

・都市型コミュニティの形成

・健康で幸せ（健幸）になれるまち「スマートウェルネス」の推進

③歩いて楽しく、自転車で回れて、車でも来やすいまちへ向けた「集約再配置された駐車場」や

「エリアをめぐる充実した交通機能（自転車・バス・歩行者動線の連携）」の推進に資する事業

（10）（９）提案事業及び自主事業への期待の２）市と共に公民連携で実施する事業についての補足

１）公民連携における市の役割

・ＱＵＲＵＷＡ戦略の推進

・規制緩和、制度改正

・ＱＵＲＵＷＡエリアのまちの情報提供

・公民連携事業の体制づくり

・庁内連携

・提案内容のブラッシュアップ（一緒に検討）

・プロモーション（情報発信）

・（仮称）ＱＵＲＵＷＡ情報発信プラットフォームの組成

・籠田公園周辺の自治会（７町・広域連合会、商店街、関係町内会）、都市再生推進法人、民間事業
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者、地権者拠点事業者、及びＱＵＲＵＷＡの拠点事業者との調整支援

・道路管理者、交通管理者との協議支援

２）「集約再配置された駐車場」や「エリアをめぐる充実した交通機能（自転車・バス・歩行者動線の

連携）」の推進に資する事業について

・概要

ＱＵＲＵＷＡ戦略では、「これからの 100 年を暮らすまち～新しい住み方･働き方･遊び方を楽

しむ～」をエリア全体の定義・将来像としており、それを実現するための要素として、次の５つを

掲げています。ＱＵＲＵＷＡの拠点間の回遊を具現化するため、次の５つの要素のうち、特に③や

⑤の推進について、籠田公園及び地下駐車場指定管理者を、ＱＵＲＵＷＡのウォーカブルなまちづ

くりを共に公民連携で推進するパートナーとします。

①歩いて楽しく、自転車で回れて、車でも来やすいまち

②個性的な７つのエリアの特徴を磨き上げることで、めぐる楽しさが一層向上したエリア

③エリアをめぐる充実した交通機能（自転車・バス・歩行動線の連携）

④子ども連れでも安心して快適に過ごせるような歩行者優先のエリア

⑤車での分かりやすいアクセスルートと集約再配置された駐車場

３）担当

都市政策部都市施設課ＱＵＲＵＷＡ戦略係 0564-23-6541

（11）提案事業に関する事項

１）提案事業

提案事業実施金 100 万円（消費税及び地方消費税を含む）を活用して行う提案事業は、両管理者に

て協議調整を行い、「第３章５（９）提案事業及び自主事業への期待」を踏まえ、ＱＵＲＵＷＡ戦略

の具現化に寄与する提案事業の実施を求めます。また、乙川河川緑地、中央緑道、岡崎公園などと連

動した企画を２つ実施してください。（３月中旬と９月中旬での開催時期のイメージとし、令和３年

３月 20 日（土）に開催した企画「＃ＱＵＲＵＷＡと暮らす」を企画イメージとしてください。）

なお、提案事業に関する経費に指定管理料を充てることができます。

（12）自主事業に関する事項

指定管理者は、指定管理業務の実施を妨げない範囲において、「第３章５（９）提案事業及び自主

事業への期待」を踏まえ企画提案を自ら行い、市の協議で了承を得た上で自主事業を実施すること

ができ、自主事業は指定管理業務と別会計により行うこととします。自主事業を行う場合は、指定管

理者は毎年度２月末までに自主事業実施計画書を提出することとします。（初年度は指定管理の開

始前までとする。）

自主事業に関する経費に指定管理料を充てることはできません。

（13）精算についての考え方

１）修繕に関する経費



17

あらかじめ年度当初に指定管理者に 100 万円（消費税及び地方消費税を含む）を概算払いとして

支払い、実績報告に基づき各年度末で精算を行います。その結果、差額が生じた場合は市へ返還する

ものとします。

なお、指定する期日までに返納しないときは、未返納金額に対して指定期日の翌日から返納する日

までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定に基づき財務大臣

が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を付して返納してください。

（14）経理及び収入の管理

指定管理者は、指定管理料、利用料金収入、提案事業実施金、提案事業収入及びその他収入の状況、

管理運営に関する経費の支出の状況について、経理を明確にするとともに、指定管理業務に係る経理

とその他の業務に係る経理は専用口座を設けて管理するなど区分して適切な運用をしなければなりま

せん。
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６ 地下駐車場の業務に必要な経費等

地下駐車場の指定管理業務は、駐車場条例に規定する利用料金収入、提案事業収入をもって、独立

採算制により行うものとします。

また、地下駐車場指定管理者は、籠田公園指定管理者の提案事業費として、毎年度、提案事業実施金

100 万円（消費税及び地方消費税額を含む）を籠田公園指定管理者へ提供するものとし、市には納付金

として 170 万円（消費税及び地方消費税を含む）を納めるものとします。

（市及び指定管理者が分担する収入、経費については、「別紙２ 収入・経費分担表」を参照のこと）

（１）収支のイメージ図

● 基本形態

当該年度の利用料金収入、提案事業収入

提案事業実施金 納付金 管理運営に関する経費

● 年間の収入額の合計が支出額の合計額を上回る場合（収支プラス）

当該年度の利用料金収入、提案事業収入

提案事業実施金 納付金 管理運営に関する経費

● 年間の収入額の合計が支出額の合計額を下回る場合（収支マイナス）

当該年度の利用料金収入、提案事業収入

提案事業実施金 納付金 管理運営に関する経費

※決算額が収入支出予算書の金額未満となり、赤字が生じた場合であっても、原則として、市か

らの補填はしません。ただし、経年劣化に伴う工事による閉鎖等、市の責に帰す原因により赤

字となった場合は協議のうえ補填する場合があります。

利益額

100 万円

100 万円

収入

収入

支出

支出

収支（収入－支出） プラス＝利益額

170 万円

170 万円

100 万円

収入

支出

収支（収入－支出） マイナス＝赤字
赤字

収支（収入－支出） ±０
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（２）修繕に関する経費

指定管理者は、見積金額が１件につき 100 万円（消費税及び地方消費税含む。）未満の修繕（年間

累計 170 万円（消費税及び地方消費税を含む。）まで）について、実施するものとし、市に納める納

付金から差し引くものとします。

見積金額が１件につき 100 万円（消費税及び地方消費税含む。）以上の修繕又は年間累計 170 万

円以上となる際の修繕については、原則として市が対応することとします。精算については、「（15）

精算についての考え方」を参照のこと）

（３）光熱水費に関する経費について

電気は、岡崎市中央クリーンセンター等で作られた電気を本市の公共施設等に供給する「株式会

社岡崎さくら電力」（本市一部出資企業）と契約してください。

光熱水費については、指定管理者の支払いとし、事業費に含みきます。

なお、指定管理者は、業務水準書で規定する業務の水準を維持できる範囲で、できる限り光熱水費

の抑制に努めてください。

（４）備品・物品に関する事項

・備品とは、あらかじめ施設に備え付けられたものを指します。（カギも含む）

・物品とは、消耗品等を指します。

１）市の所有に属する備品

施設の管理運営上必要な備品は、指定管理者に無償貸与します。（貸与備品については、「業務水

準書」を参照のこと）

２）備品・物品の購入に係る経費

施設の管理運営上必要な備品は、市と協議の上、事業費で指定管理者が購入するものとし、その所

有権は市に帰属します。なお、備品購入費用は事業費に含むことができます。

指定管理者は、自らの経費により物品を購入することができます。この場合の物品の所有権は指定

管理者に帰属します。

（５）精算機等について

指定管理者は、事業開始前に、電子決済に対応した精算機、ゲートバー、ゲートキャッチャー等の

駐車管制機器の設置をしてください。なお、設置に要する費用は事業費に含むことができます。

指定管理者にて設置した駐車管制機器の所有権は指定管理者に帰属します。

（６）岡崎市駐車場情報集約システム（PPPark 岡崎市版）について

指定管理者は、事業開始前に、岡崎市駐車場情報集約システム（PPPark 岡崎市版）に駐車場の満

空情報が掲載できるよう、管理室内の監視盤等の改修を行ってください。なお、改修に要する費用は

事業費に含むことができます。指定管理者にて改修した監視盤等の所有権は市に帰属します。

岡崎市駐車場情報集約システムのシステム月額料金 9,900 円は事業費に含むことができます。
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（７）案内看板について

指定管理者は、デザインを市と協議した上で、事業開始前に現在掲示されている駐車場内外の案内

看板等の盤面修正等を行ってください。なお、修正等に要する費用は事業費に含むことはできませ

ん。

（８）事務所税について

この指定管理業務は、事業所税非課税扱いとなります。

（９）印紙税について

指定管理者の指定は行政処分であるため、基本協定書、各年度協定書には印紙税の貼付は必要あり

ません。

（10）保険料の取り扱いについて

建物総合損害共済保険は、市が加入しています。

指定管理者は、施設賠償責任保険、第三者賠償責任保険、自動車管理者賠償責任保険に加入するこ

ととします。

なお、施設に損傷等があった場合には次のとおりとします。

１）本施設の損傷又は滅失した場合の賠償

指定管理者の故意又は過失により本施設(設備及び物品等を含む。)を損傷又は滅失した場合は、

ただちに市にその旨を報告するとともに、原状回復若しくは代品を納め、又はそれによって生じた

損害を市に賠償しなければなりません。ただし、市が特別の事情があると認める場合は、市はその

全部又は一部を免除することがあります。

２）第三者への賠償

本業務の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指

定管理者はその損害を賠償しなければなりません。また、市は、指定管理者の責めに帰すべき事由

により発生した損害について第三者に対して市が賠償した場合、指定管理者に対して、賠償した金

額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとします。

（11）収入として見込まれるもの

利用料金収入

提案事業収入

その他の収入

（12）利用料金に関する事項

１）利用料金の収受

指定管理者は駐車場条例、駐車場管理規則の定めるところにより、利用料金を自らの収入として収

受し、駐車場の管理運営に関する経費に充てるものとします。

回数券及び定期利用券を販売した場合の収入は、販売時点で計上するものとします。
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２）利用料金の額

普通利用料金（時間利用による）、定期券利用料金、回数券利用料金の額は駐車場条例別表に規定

する額の範囲内で市長の承認を得た後、指定管理者が定めた料金とすることができます。

回数券については、現状１セット 1,000 円（100 円券×11 枚）ですが、大口で購入して頂ける利用

者への割引販売の提案もすることができます。

① 利用料金を変更しようとする場合は、指定管理者は一月以上の周知期間を設けてください。

② 利用料金の額を変更した場合は、利用者がわかりやすい場所にその料金を掲示してください。

３）料金区分の適用について

駐車場条例別表に掲げる「一の単位時間」は、駐車場条例第２条第２項に掲げる時間を下限として

指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとします。

（13）提案事業に関する事項

指定管理者は、地下駐車場の利便性が向上するような事業について実施できるものとします。

なお、提案事業に関する経費は事業費に含むことができます。

（14）自主事業に関する事項

指定管理者は、指定管理業務の実施を妨げない範囲において、「第３章５（９）提案事業及び自主

事業への期待」を踏まえ企画提案を自ら行い、市の協議で了承を得た上で自主事業を実施することが

でき、自主事業は指定管理業務と別会計により行うこととします。

なお、自主事業に関する経費は事業費に含むことができません。

また、自主事業を行う場合は、地方自治法第 238 条の４第７項に基づく許可（行政財産目的外使

用）を必要とし、指定管理者は毎年度２月末までに自主事業実施計画書を提出することとします。

（初年度は指定管理の開始前までとする。）

なお、自主事業の内容により、別途、市へ行政財産目的外使用料が必要となる場合があります。

また、車室を利用した自主事業を実施する場合は、駐車場利用料金を収入に計上することとします。

（15）精算についての考え方

指定管理者は、年度末毎に納付金（170 万円（消費税及び地方消費税を含む））から当年度に負担

した修繕に要した額を差引いた金額を市へ納付するものとします。

（16）経理及び収入の管理

指定管理者は、利用料金収入、提案事業収入、その他収入の状況、管理運営に関する経費、提案事業

実施金及び納付金の支出の状況について、経理を明確にするとともに、指定管理業務に係る経理とその

他の業務に係る経理は専用口座を設けて管理するなど区分して適切な運用をしなければなりません。
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第４章 申請に関する事項

１ 欠格事由

次に掲げるいずれかに該当する団体は、指定管理者の申請をすることができません。なお、協定締結ま

での期間に次のいずれかに該当となった場合は、指定管理者となる資格を喪失したものとします。

（１）法第 167 条の４（昭和 22 年政令第 16 号）の規定により市から一般競争入札の参加を制限されて

いる団体

（２）申請書類提出時において、市から指名停止措置を受けている団体

（３）法第 244 条の２第 11 項の規定により、市から指定を取り消されたことがある場合、その取消しの

日から２年を経過していない団体

（４）国税、県税及び市税が課税される団体にあって、それらを滞納している団体

（５）「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日合意）に基

づく排除措置対象となっている団体

１）役員等に、暴力団員等（暴力団員又は暴力団関係者）がいる団体

２）暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している団体

３）役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質

的に関与している法人等を利用するなどしている団体

４）役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関

与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、

又は関与している団体

５）役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している団体

６）役員等又は使用人が、１）～５）のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利

用するなどしている団体

（６）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

１）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

２）市から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

３） 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

２ 申請資格

（１）法人その他の団体(以下「法人等」という。) であること。（個人での申請はできません。）

（２）申請時点までに本市の入札参加資格者名簿への登録の申請が行われていること。選定委員会の審

査を開始するまでに市の入札参加資格を取得していること。

なお、指定管理期間中は登録を継続しておくこと。

なお、共同体（ＳＰＣ設立の場合を含む）で申請する場合は、その共同体を構成するそれぞれの団

体が入札参加資格者名簿に登録され、選定委員会の審査を開始するまでに市の入札参加資格を取得

していること。

https://www.city.okazaki.lg.jp/1400/1401/p012799.html

（３）法人等の団体の人員数、資産の額その他の経営の規模及び能力があること。
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（４）申請者（その共同体を構成するそれぞれの団体ごと）について安定的な経営状況であること

（５）平成 30 年度から令和２年度にかけて本市が発注する植物管理（草地・樹木管理）について、契約

金額が 2,000 万円（消費税及び地方消費税額を含む）以上の単独業務（複数の合計ではないことを意

味します。）を受託し、完了している実績※があること

※（５）の実績については、法人等、共同体の構成員、３（７）で規定する協力会社のいずれかが有す

ることとします。

３ 申請条件

共同体での申請の場合は次の条件を満たしていること。

（１）代表する団体が定めてあること。

（２）共同体の構成員が別に単独での申請をしていないこと。

（３）共同体の構成員が複数の共同体において、同時に構成員になっていないこと。

（４）共同体構成員届出書（様式５）を提出すること。

（５）共同体協定書（様式６）により協定を結ぶこと。

※共同体構成員の変更は原則認めません。

（６）共同体委任状（様式７）を提出すること。

（７）２申請資格（５）の規定を満たす協力会社がある場合は、協力表明書（様式８）を提出すること。

※協力会社の変更は認めるものとしますが、変更する場合は、（５）の実績を有する者であること

とします。

※協力会社は複数の申請の協力会社となることは可としますが、代表企業及び構成企業との兼務

は認めません。
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４ 申請手続

（１）申請書類

様式 申請書類名
提出部数 電子データの

提出形式正 副

様式１ 指定管理者指定申請書 １ ８ PDF

任意様式 定款、寄附行為、規則その他これらに類するもの １ ８ PDF

各種証明書
登記事項証明書（法人でない団体にあっては不要）

※３か月以内のもの。
１ ８ PDF

任意様式

財務諸表又はこれらに類するもの

・直近３年間の貸借対照表、損益計算書及びキャッシ

ュフロー計算書（それに類する収支計算書等）

・直近３年間の連結貸借対照表、連結損益計算書及び

連結キャッシュフロー計算書

各

１
８ PDF

各種証明書

納税証明書

※国税、県税及び市税が課税される団体にあっては、

それらを完納していることを証する書類（滞納がない

ことを証する書類でも可）

１ ８ PDF

様式２
役員氏名等届出書

※役員の氏名、住所、生年月日を記載した書類
１ ８ PDF

様式３ 宣誓書（欠格事由に該当しないことを宣誓する書類） １ ８ PDF

様式４ 団体の概要 １ ８ PDF

各種証明書 印鑑証明書※３か月以内のもの。 １ ８ PDF

様式５ 共同体構成員届（共同体の場合） １ ８ PDF

様式６ 共同体協定書の写し（共同体の場合） １ ８ PDF

様式７ 共同体委任状（共同体の場合） １ ８ PDF

様式８ 協力表明書の写し（協力会社がいる場合） １ ８ PDF

様式９ 事業提案書 １ ８
Word、

PDF

様式10
指定管理者指定申請辞退届出書

（申請後に辞退する場合のみ）
１ ８ PDF

様式11
指定管理者募集に係る現地説明会の参加について

（現地説明会に参加する場合）

様式12 質疑書

１）副本は複写でも構いません。

２）電子データは上表に記載の提出形式（Word、Excel、PDF）に従い、CD-R １枚に記録して提出（正

本に添付）してください。WordやExcelとPDFの両方となっているものは、スキャンしたPDF では

なく、WordやExcelを変換する形でPDFを作成してください。提出するCD-Rには、事業者名並びに

事業名を明記してください。

３）様式１～８までの書類を、Ａ４判縦型左綴じリングファイルに綴じて提出してください。なお、

提出するリングファイルの背表紙には「籠田公園及び岡崎市篭田公園地下駐車場維持管理・運営

業務申請書」と記載し、正本を①とし、②～⑨と数を振り、副本としてください。



25

４）様式９は、様式１～８までの書類と別のＡ４判縦型左綴じリングファイルに綴じて提出してくだ

さい。なお、提出するリングファイルの背表紙には「籠田公園及び岡崎市篭田公園地下駐車場維

持管理・運営業務提案書」と記載し、正本を①とし、②～⑨と数を振り、副本としてください。

５）様式９の１項目が複数ページにわたる時は、左上の様式番号の次に番号を振ってください。

例）様式○－○(１/２)

６）様式９について、②～⑨については、構成企業・協力企業について維持管理企業Ａ、Ｂ等に置き

換えるものとし、その対応表（様式任意）を正本①の最初のページに綴じ込んでください。

７）記載内容に不備があった場合は、問い合わせることがあります。

８）事業提案書に記載された提案事項は、すべてを認めるものではありません。

（２）募集要項及び申請書類の様式の配布について

市ホームページから募集要項及び申請書類の様式をダウンロードできます。

指定管理者関連情報

http://webhp.city.okazaki.lg.jp/appli/12/wp12_top_menu.asp

公園緑地課ページ

https://www.city.okazaki.lg.jp/1500/1518/p001153.html

（３）説明会及び質問の受付について

１）現地説明会の開催

① 日時及び開催場所

日時 ：令和３年６月 28日（月）、29日（火）

午前 10 時又は午後２時

開催場所 ：籠田公園及び篭田公園地下駐車場

※募集要項及び関係書類はあらかじめ申請者で用意し、当日御持参ください。

※籠田公園南側にそれぞれ５分前に集合してください。

② 参加申込

「指定管理者募集に係る現地説明会の参加について（様式 11）」に必要事項を記入のうえ、電

子メールにてお申込みください。参加人数は、いずれも各団体３名以内でお願いします。

申込期限 ：令和３年６月 25日（金）午後１時まで

宛先 ：koen-shiteikanri@city.okazaki.lg.jp

申込先 ：岡崎市都市基盤部公園緑地課 宛

２）募集内容に関する質問の受付

① 受付期間

令和３年６月 21 日（月）から７月 12 日（月）午後５時まで
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② 質問方法

質疑書（様式 12）により、電子メールで岡崎市都市基盤部公園緑地課宛にお送りください。

宛先 ：koen-shiteikanri@city.okazaki.lg.jp

申込先 ：岡崎市都市基盤部公園緑地課 宛

③ 回答方法

受け付けた質問に対する回答や現地説明会における質疑応答（事業者等独自の提案に関わる

ものと判断される場合を除く）をとりまとめ、令和３年７月 20日（火）を目途に、市のウェブ

ページ（https://www.city.okazaki.lg.jp/1500/1518/p001153.html）にて回答する予定です。

なお、回答は、本募集要項及び業務水準書等の追加又は修正として扱います。

（４）申請の受付

１）受付期間

令和３年８月25日（木）～令和３年８月26日（金）

午前９時から午後５時まで

２）受付場所

岡崎市役所都市基盤部公園緑地課宛（市役所西庁舎４階）まで申請書類一式を御持参ください。

（５）留意事項

１）申請は、１団体につき、１件とします。複数の申請はできません。

２）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。

３）申請に要する費用は、申請者の負担とします。

４）申請書類に虚偽の記載があった場合や、申請に際して不正行為があったときは、選定の対象から

除外させていただきます。

５）申請書提出後は、軽微な変更を除いて提出書類の記入内容を変更することはできません。

６）申請後に辞退する場合は、「指定管理者指定申請辞退届出書」（様式10）を提出してください。

７）市が提示する設計図書の著作権は市に帰属し、申請者の提出する書類の著作権は、申請者に帰属

します。なお、市は提出された申請書類を公開するものとします。公開に際しては事前に申請者

に協議するものとします。ただし、選定基準に沿って採点した事業者ごとの得点表（事業者の実

名を含む）については、協議によらず岡崎市議会に配付します。
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第５章 選定に関する事項

１ 選定委員会の設置

指定管理者の選定にあたって、市は学識経験者及び専門家で委員を構成する「籠田公園及び岡崎市篭

田公園地下駐車場指定管理者候補者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）を設置し、別に定め

る選定基準に基づき審査を行い、最も得点の多いものを指定管理者候補者として選定し、次に得点の高

いものを次点として選定します。

なお、総合得点が同点となった場合は、選定委員会が協議し、順位を決定します。また、指定管理者

候補者及び次点は、選定委員会が定める最低基準点以上の点数を得た申請者の中から選定することと

します。

２ 選定基準

次のとおり、市による一次審査と、市及び選定委員会による二次審査で、指定管理者候補者及び次点

を選定します。

（１）一次審査の選定基準

申請者が下表に示す基準を満たすか、市が審査します。

審査項目 審査基準

申請書類 必要な申請書類が全て存在し、かつ不備がないこと

申請条件

①募集要項に規定する申請資格、申請条件を満たしていること

②募集要項に規定する欠格事由に該当がないこと

③事業提案書に記載する５年間合計の提案額が、市の上限額を超えていない又は

市の上限額の10 分の８を下回らないこと

④事業提案書に記載する各年度の提案事業実施金の額が、100万円（消費税及び地

方消費税額を含む）としていること

⑤事業提案書に記載する各年度の納付金の額が、170万円（消費税及び地方消費税

額を含む）としていること

団体の安定性 安定的な経営状況であること。

選定フロー

審査 基本協定締結

申請者 指定管理者候補者 指定管理者

議会の
議決

結果通知

「第５章５ 審査の対象又は指定管理者

候補者からの除外」の対象となる

「第５章６ 協定の締結（４）」

の対象となる

「第７章１ 指定の取消し等」

の対象となる
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人的能力 事業提案書の内容が、業務水準書に示す業務ごとの人数を満たしていること

適正管理

事業提案書の内容が、業務水準書を下回らないと判断できること

事業提案書の内容が、利用者の平等利用を妨げるものではないと判断できること

事業提案書の内容が、個人情報保護に関して適正な取組みと判断できること

（２）二次審査の選定基準

次期指定管理者として選定するのに相応しい提案内容となっているか、市と選定委員会が、事業提

案書の内容確認及びヒアリングでの質疑を通して、審査します。

なお、選定委員会を構成する委員は以下のとおりです。

名 前 所属

委員 安藤 基紀 公認会計士

委員 今西 良共 一般社団法人公園管理運営士会副会長

委員 西村 浩 乙川リバーフロント地区まちづくりデザインアドバイザー

委員 長谷川 浩己 武蔵野美術大学建築学科教授

委員 三矢 勝司 名古屋工業大学コミュニティ創成教育研究センター研究員

（３）配点

総合得点＝価格点（80点）＋加算点（320点）

項目 配点 説明

価格点 80点 「価格点評価基準」に示す採点基準に基づき、価格点を付与

※提案額が、市の上限額を超える又は市の上限額の10 分の８を

下回る場合は失格

加算点 320点 「加算点評価基準」に示す採点基準に基づき、加算点を付与

（４）価格点評価基準

配点（80点）×申請者最低提案額

＝価格点（小数点第３位切り捨て）

申請者提案額

（５）加算点評価基準

市が特に重視する項目を審査項目として設定し、それに対して、独自性・革新性が高い提案や優

れた工夫や配慮がされている提案があった場合、その内容について効果、具体性、実現性の観点か

ら評価します。
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審査項目 評価の視点 配点

（Ａ）

提案者に

関する事

項

(120 点)

(Ａ－１)

事業の実施方針及び

実施体制

本事業の趣旨を十分に理解し、周辺への波及効果がでるように、籠田公園、篭田公園

地下駐車場を有効利用し、効果的・効率的な取り組みを行うことが提案されているか。
20 点

50 点

本市や周辺地域の地域団体やまちづくり団体との連携や、地域活動やイベントとの連

携や参画等、地域との連携に関する具体策の提案となっているか。
10 点

本市が抱える都市経営上の課題解決に向けた事業が構築されているか。 10 点

籠田公園及び篭田公園地下駐車場を運営するにあたり、十分な実施体制が構築されて

いるか。
10 点

(Ａ－２)

ＱＵＲＵＷＡ戦略へ

の貢献

ＱＵＲＵＷＡ戦略をふまえ、本施設の魅力向上が乙川リバーフロント地区及びその周

辺地区の活性化や、各公共空間拠点の回遊性の向上に波及するような事業となってい

るか。

15 点 15 点

(Ａ－３)

団体の事業実績

公園の運営業務、維持管理業務及び有人の時間貸し駐車場の管理・運営について、代

表企業やその協力会社又は共同体の構成員の実績は十分であるか。
10 点

20 点

市内企業がどの程度関与しているか。 10 点

（Ａ－４）

収支計画

適切な収支計画に基づいた事業計画となっており、資金調達の安定性・確実性を確保

するための有効な対策が提案されているか。特に、公園の維持管理費の削減や駐車場

で利益が確保できるような提案がされているか。

20 点 20 点

（Ａ－５）

利益還元

駐車場の利用料金収入から、管理運営経費、提案事業実施金を差し引いた利益につい

て、２割以上を市へ納めることとしている。利益還元率が提案されているか。
５点 ５点

（Ａ－６）

危機管理及び

リスクへの対応

潜在的リスクに対する分析や把握方法、リスク対応策について具体的な提案となって

いるか。特に、駐車場の夜間警備や災害時対応、新型コロナウイルス感染症等への対

応策が考えられているか。

10 点 10 点

（Ｂ）

運 営 業 務

に 関 す る

事項

(120 点)

（Ｂ－１）

運営業務に

ついて

本施設の特性を十分に理解し、創意工夫により利用者へのサービス水準を向上させる

方策が、提案されているか。また、クオリティコントロールが意識されているか。
20 点

40 点SDGｓ（持続可能な開発目標）の理念や「岡崎市 SDGｓ未来都市計画」を理解し、SDG

ｓ未来都市にふさわしい具体な提案がされているか。
５点

公園と駐車場一体的に行う効果が具体的に提案されているか。 15 点

（Ｂ－２）

広報・プロモーショ

ン、情報提供

提案された内容が具体的でわかりやすい内容であり、市民及び市外利用者に対して効

果的かつ効率的な提案となっているか。
５点

25 点

ＱＵＲＵＷＡ地区への回遊の促進につながるようなものとなっているか。 20 点

（Ｂ－３）

市民意見の聴取及び

反映、自己評価の実

施

市民及び利用者からの評価方法が具体的かつ自己評価項目を網羅的に設計したうえ

で、自らのサービス水準を検証する考えがあるか。
20 点 20 点

（Ｂ－４）

提案事業

提案事業実施金を活用した企画や、乙川河川緑地、中央緑道、岡崎公園などと連動し

た企画等をどのように考え、提案がなされているか。
20 点 20 点

（Ｂ－５）

自主事業

具体的で実現性が高く、まちの課題解決、周辺への波及効果の創出及び利用者の利便

向上に繋がるといった市が期待する事項に資する提案がなされているか。
15 点 15 点

（Ｃ）

維 持 管 理

業 務 に 関

する事項

(80 点)

(Ｃ－１)

維持管理業務につい

て

本施設の特性を十分に理解し、維持管理業務について、予防保全的な観点から積極的

な維持管理を行い、環境負荷や維持管理コストが低減されることなどが提案されてい

るか。（植栽管理業務を除く）

40 点 40 点

(Ｃ－２)

植栽管理業務につい

て

植栽についてどのように管理していくか方策などが具体的に提案されているか。 15 点

40 点公園の特徴である芝生の管理について、養生期間中の過ごし方や芝生への理解度を高

めてもらう方策など具体的な提案がされているか。
25 点
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加算点の採点方法は、各評価項目について、次に示す基準により採点し、そのうえで各項目について、

順位点により点数を付与します。

評価 評価内容 採点基準

A
優れた提案であり、具体性、実現性、合理性など多面的に大きく評価でき

る。
配点×1.00

B
優れた提案であり、具体性、実現性、合理性など一面的には大きく評価で

きる。
配点×0.80

C 普通の提案であり、具体性、実現性、合理性など評価できる。 配点×0.60

D 普通の提案であり、具体性、実現性、合理性など一面的には評価できる。 配点×0.40

E 加点項目に対する提案はなされている。 配点×0.20

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します。（小数点第３

位以降切り捨て）

加算点 ＝ 各審査員の加点評価点の合計 ÷ 審査員人数（５名）

（６）総合得点

（４）の価格点と（５）の加算点を合計し、指定管理者候補者及び次点を決定します。なお、総合

得点が同一であった場合には、加算点の合計が高い者を選定します。

なお、選定委員会が定める最低基準点は240点とします。

３ 選定の日程

（１）開催日時

令和３年 10 月５日（火）10 時～

（２）開催場所

岡崎市役所西庁舎 502 号室

（３）留意事項

提案内容についてのヒアリングをさせていただきます。なお、新たな資料の提出は認めません。

現在考えているヒアリングの概要（案）は以下のとおりです。

・提案説明 15分 ヒアリング 45分 計60分

・プレゼンテーションは可とします。

・プロジェクター、スクリーン、ＲＧＢケーブル、電源ドラムは市で用意します。

※詳細は、別途申請者に連絡します。

４ 選定結果の通知

選定委員会による選定終了後、速やかに結果を申請者に通知します。同時に、結果を市のホームペー

ジで公表します。（令和３年10月中旬を予定）
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５ 審査の対象又は指定管理者候補者からの除外

申請者が、次に各号に掲げる事項に該当したときは、審査の対象又は指定管理者候補者から除外し、

失格とします。

（１）選定委員会の委員又は本件業務に従事する市職員若しくは本件関係者に対し、申請に関し不正な

接触の事実があると市が認めた場合

（２）申請者及び申請者の代理人並びにそれ以外の関係者が選定に対する不当な要求を行った事実があ

ると市が認めた場合

（３）申請書類に虚偽の記載又は不正があったと市が認めた場合

（４）申請者による業務履行が困難であると判断される事実が判明したと市が認めた場合

（５）著しく社会的信用を損なう行為等により申請者が業務を行うことについて相応しくないと市が認

めた場合

（６）その他不正な行為があったと市が認めた場合

６ 協定の締結

（１）市は選定委員会の選定結果の報告を受け、指定管理者候補者として令和３年 12 月岡崎市議会定例

会へ指定管理者選定議案を上程し、議決後、指定管理者決定通知を送付した後、正式に協定を締結

します。

（２）指定期間中の包括的な事項を定めた「基本協定」及び各年度の細目的事項を定めた「年度協定」を

締結します。また、協定書に定めのない事項又は協定書の内容に疑義が生じた場合は、改めて協議

します。

１）基本協定書の内容

① 総括的事項

② 指定管理業務の履行に関する事項

③ 施設の利用に関する事項

④ 指定管理料に関する事項

⑤ 利用料金に関する事項

⑥ 利益額の取り扱いに関する事項

⑦ 提案事業実施金に関する事項

⑧ 納付金に関する事項

⑨ 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項

⑩ 事業、業務の報告及び監督に関する事項

⑪ 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項

⑫ リスクの分担に関する事項

⑬ 指定期間終了に伴う措置、原状回復及び引継ぎに関する事項

⑭ その他必要な事項

２）年度協定書の内容

① 当該年度の業務内容に関する事項
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② 当該年度に市が支払う指定管理料に関する事項

③ 当該年度に指定管理者が支払う納付金に関する事項

④ 当該年度の指定管理者が実施する指定管理運営計画書に関する事項

⑤ 当該年度の指定管理者が実施する自主事業実施計画書に関する事項

⑥ その他必要な事項

（３）共同体の申請者が指定管理者となった場合は、協定は代表団体と締結し、他の構成員は、同意書を

提出していただきます。

（４）指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取り消し、協定を

締結しないことがあります。

１）正当な理由なくして協定の締結に応じないとき

２）財務状況の悪化等により、管理業務の履行が確実でないと認められるとき

３）著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者として相応しくないと認められるとき

７ その他

指定管理者候補者との協議が成立しない場合は、次点と協議を行い、協議が成立すれば、指定管理

者候補者として改めて選定します。

第６章 業務の適正な実施に関する事項

１ 業務の再委託等の制限

（１）指定管理者が業務の全部を一括して、又は業務の主たる部分を第三者に委託又は請け負わせるこ

とを禁じます。

（２）指定管理者は、指定管理業務の一部について、第三者に委託し、又は請け負わせようとする場合は、

あらかじめ市の承諾を得なければなりません。（委託の可否の区分は、「業務水準書」を参照のこ

と）

（３）本業務の一部を第三者に実施させる場合には、すべて指定管理者の責任において行うものとし、本

業務に関して指定管理者が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用

については、すべて指定管理者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなし、指

定管理者が負担するものとします。

２ 施設の平等利用

指定管理者は、公共施設であることを念頭におき、利用者の平等な利用を妨げないように管理運営を

行わなければなりません。

３ 労働環境の整備

指定管理者は、岡崎市公契約条例（令和元年 12月 23 日岡崎市条例第 24号）第６条及び第８条に定

める労働者の適正な労働条件の確保その他労働環境の整備が図られていることを発注者が確認するた
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めの措置を理解し、その実施について、協力しなければなりません。

４ 個人情報の取扱い

指定管理者業務に従事している者及び従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内

容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用することを禁じます。正当な理由なく当該個人情報

を提供した場合は、岡崎市個人情報保護条例に基づき、罰則が適用されます。

５ 情報公開への対応

指定管理者は、別途情報公開規程等を策定し、情報公開に努めることとします。なお、開示請求があ

った場合は、速やかに市に報告してください。

防犯カメラの映像について警察等から提供依頼があった場合は、速やかに提供してください。

６ 守秘義務・禁止事項

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らすこと、自己の利

益のために使用することはできません。指定期間終了後も同様とします。

７ 法令等の遵守

指定管理者は、業務の遂行に関連する法規を遵守しなければなりません。

（１）地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）

（２）労働基準法（昭和 22 年法律第 49号）

（３）都市公園法（昭和 31 年法律第 79号）

（４）駐車場法（昭和 32年法律第 106 号）

（５）消防法、水道法その他施設又は設備の維持管理又は保守点検に関する法令

（６）都市公園条例

（７）都市公園管理規則

（８）駐車場条例

（９）駐車場管理規則

（10）岡崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

（11）岡崎市個人情報保護条例（平成 11 年岡崎市条例第 32号）

（12）岡崎市情報公開条例（平成 11 年岡崎市条例第 31号）

（13）岡崎市公契約条例（令和元年岡崎市条例第 24 号）

（14）その他業務に関するすべての法令等

８ 環境への配慮

指定管理者は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）を遵守し、地球温暖化対策の

推進に関する法律（温対法）に配慮してください。

また、次のような環境に配慮した指定管理業務を実施してください。

（１）環境に配慮した商品・サービス購入の推進及び廃棄物の適正処理



34

（２）電気のエネルギー使用量の削減等による省エネルギーの徹底と温室効果ガスの排出抑制

（３）化学物質・感染性廃棄物等のリスク管理の実施による事故防止

（４）ＳＤＧｓへの取組み

９ 犯罪防止活動

指定管理者は、岡崎市犯罪のない安全・安心なまちづくり推進条例（平成21年岡崎市条例第41号）の

規定に基づき、犯罪防止のために必要な措置を講じてください。

１０ 指定管理業務実施状況の確認

指定管理業務実施状況の確認を次のとおり行います。指定管理者が業務水準書や事業提案書に示さ

れた業務などにおいて、水準を満たしていないと市が判断した場合、市は改善措置を講ずる等の指導を

行います。さらに必要な場合は業務の停止や指定の取消しを行うことがあります。なお、大幅な業務の

改善を要する場合等にあっては、指定管理料を減額することがあります。

（１）市による事業実施状況の確認（モニタリング）

市は、指定管理業務の実施状況を把握するため、随時現地での確認等を行います。また、指定管理者

は市の求めに応じ指定管理業務に関する帳簿書類その他の記録を提出しなくてはなりません。

（２）第三者による事業実施状況の確認（外部モニタリング）

第三者による指定管理業務の実施状況の把握を、上記（１）と同様に行いますので、指定管理者は対

応しなければなりません。

１１ その他

（１）規程・要綱等の作成について

指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程・要綱等を作成する場合は、市と協議してください。

（２）引継ぎについて

指定管理者は、管理開始の日に円滑に業務を遂行できるよう、開始日以前に必要な準備をするものと

します。具体的には、地下駐車場については、駐車場等の各種機器操作、書類作成等の習熟、駐車場整

理券、回数券及び定期利用券の必要枚数を確認し、必要に応じて補充するなど、引継ぎ並びに注意事項

等について現指定管理者より引継ぎを受けてください。籠田公園については、市から引継ぎを受けてく

ださい。引継ぎにかかる費用については、すべて申請者の負担とします。市議会の議決後、基本協定書

を締結した後から引継ぎ開始となります。

また、指定管理者は、次回募集の際に業務の引継ぎが生じた場合は、引継ぎに協力しなければなりま

せん。施設の利用料金は、利用日をもってその帰属を判断します。光熱水費は、令和４年４月の検針日

の測定による料金までは市（現指定管理者）が負担し、その後から令和９年４月の検針日の測定による

料金までは今回の指定管理者の負担とします。
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（３）籠田公園周辺事業者等との関係について

指定管理者は、市が組成する籠田公園協議会への参加及び事務局を担ってください。また、籠田公園

周辺の７町・広域連合会や、籠田公園周辺事業者で組成される任意団体など、地域と顔の見える信頼関

係を構築するとともに、周辺事業者と連携したプログラムなどを実施する際は積極的に主体となるよ

う努めてください。

第７章 その他の事項

１ 指定の取消し等

（１）市による指定の取消し

指定管理者が次のいずれかに該当すると認められる場合は、市は指定管理者の指定の取消し又は期

間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じることができるものとします。

この場合に生じた指定管理者の損害について、市はその責めを負いません。また、指定管理者は、取

消し又は停止した業務にかかる指定管理料の10％に相当する額を市に支払わなければなりません。

１）市が業務水準書等を満たしていないと判断した場合に行う改善措置の指導に従わないとき

２）業務を継続することに重大な支障が生じる又は生じる恐れがあると市が認めるとき

３）関係法令、条例、規則、基本協定又は年度協定に違反したとき

４）その他指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務を継続することが適当でないと市が認める

とき

（２）指定管理者による指定の取消しの申出

指定管理者は、次のいずれかに該当する場合、市に対して指定の取消しを申し出ることができるもの

とします。市は申出を受けた場合、指定管理者と協議し処置を決定するものとします。

なお、申出に基づき市が指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を

させた場合、市はこれによって生じた指定管理者の損害を賠償することとします。また、指定管理者は

市が被る損害についてその責めを負いません。

１）市が協定内容を履行せず、又は違反したとき

２）市の責めに帰すべき事由により、指定管理者が損害又は損失を被ったとき

（３）不可抗力による指定の取消し

市又は指定管理者は、不可抗力の発生により、業務の継続等が困難と判断した場合は、指定の取消し

の協議を行うものとします。協議の結果、やむを得ないと判断された場合、市は指定の取消しを行うも

のとします。

２ その他協議すべき事項

新型コロナウイルスその他新たに発生した感染症等による管理運営の中断や対策等に要する経費な

ど、基本協定書及び年度協定書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、市及び指定管理者双方が誠

意を持って協議するものとします。
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別紙１

リスク分担表

種 類 内 容

リスク分担

市
指定

管理者

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、指定管理者が作成した書類に関するも

の
○

制度関連

リスク

法令の変更
管理業務に直接関係する法令の新設・変更による

もの
○

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 ○

上記以外の一般的な税制変更によるもの ○

管理運営

リスク

施設・設備

の損傷

管理上の過失による施設・機器等の損傷 ○

経年劣化によるもの
○
※

○
※

第三者の行為から生じたもので相手方が特定で

きないもの

○
※

○
※

施設の構造上の欠陥による施設の損傷 ○

政治、行政上

の理由による

事業変更

政治、行政上の理由から、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
○

債務不履行 指定管理者による業務及び協定内容の不履行 ○

運営リスク

管理上の過失による臨時休業等 ○

施設改修による臨時休業等 ○

施設、機器の不備や施設改修による臨時休業等 〇

指定管理者の提案による事業運営によるもの ○

セキュリティ
指定管理者の警備不備によるもの ○

上記以外のもの ○

支払遅延

指定管理者の責めに帰すことのできない理由で

の、市からの経費の支払遅延によるもの
○

指定管理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

指定管理者の責めに帰すべき理由によるもの ○

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、要望に関するもの
○

物価変動

人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増加 ○

社会情勢の変動に伴い想定し得ない大幅な物価

変動に伴う経費の増加
○

金利変動 金利の変動によるもの ○

不可抗力

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、

争乱、暴動、感染症による緊急事態宣言の発令そ

の他の市又は指定管理者のいずれの責めにも帰

すことができない自然的又は人為的な現象）によ

るもの

協 議

指定期間終了時の費用
指定管理業務の期間が終了した場合、又は指定を

取消した場合の撤収に関するもの
○

「※」については、次頁に定めるとおりとします。
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※

（ア）籠田公園

見積金額が１件につき100万円（消費税及び地方消費税含む。）未満の修繕については、指定管理者

が対応することとし、指定管理料により実施するものとします。各年度の上限額は100万円とします。

見積金額が１件につき100万円（消費税及び地方消費税含む。）以上の修繕については、原則として

市が対応することとし、指定管理料に含まないものとします。

（イ）地下駐車場

見積金額が１件につき100万円（消費税及び地方消費税含む。）未満の修繕（年間累計170万円（消費

税及び地方消費税を含む。）まで）について、実施するものとし、市に納める納付金から差し引くもの

とします。

見積金額が１件につき100万円（消費税及び地方消費税含む。）以上の修繕又は年間累計170万円以上

となる際の修繕については、原則として市が対応することとします。
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別紙２

収入・経費分担表

■経費について

項目
支払者

備考
市 指定管理者

籠
田
公
園

指定管理料 〇

管理運営に関する経費

（管理運営費、人件費、

事務費、諸経費等）

〇 指定管理料から支払う

光熱水費 〇 指定管理料から支払う

修繕費 〇 〇
指定管理料から支払う（精算項目）、もしく

は市による対応

施設賠償責任保険

第三者賠償責任保険

動産保険

個人情報保護保険 など

〇 指定管理料から支払う

建物総合損害保険 〇 市が加入している

物品の購入に係る経費 〇 〇
市の経費、指定管理料、もしくは指定管理者

自らの経費から支払う

提案事業の経費 〇 提案事業実施金、指定管理料から支払う

自主事業の経費 〇
指定管理料を充てることはできない

（指定管理業務と別会計）

地
下
駐
車
場

管理運営に関する経費

（管理運営費、人件費、事

務費、諸経費等）

〇
利用料金収入から支払う

光熱水費 〇

修繕費 〇 〇
修繕費は市への納付金額から差し引く（精算

項目）、もしくは市による対応

施設賠償責任保険、

第三者賠償責任保険、

自動車管理者賠償責任保険

〇 利用料金収入から支払う

建物総合損害保険 〇 市が加入している

備品・物品の購入に係る経

費
〇

備品は利用料金収入から支払うことができる

（市の所有）

物品は指定管理者自らの経費から支払う（指

定管理者の所有）

提案事業の経費 〇 利用料金収入を充てるができる

自主事業の経費 〇
利用料金収入を充てることはできない

（指定管理業務と別会計）

納付金 〇
利用料金収入から支払う

提案事業実施金 〇

精算機等の費用 〇
事業費に含むことができる

PPPark（岡崎版）の経費 〇

案内看板の経費 〇 事業費に含むことはできない
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■収入について

項目
所得者

備考
市 指定管理者

籠
田
公
園

指定管理料 〇 指定管理業務会計

利用料金収入 〇 指定管理業務会計

提案事業実施金 〇 指定管理業務会計

提案事業収入 〇 指定管理業務会計

自主事業収入 〇 別会計

地
下
駐
車
場

利用料金収入 〇 指定管理業務会計

提案事業収入 〇 指定管理業務会計

自主事業収入 〇 別会計

納付金 〇 指定管理業務会計

利益
〇

※１

〇

※２

指定管理業務会計

※１ 利益の２割を下限に、市へ利益の一部

を納める

※２ 残りの利益は指定管理者の提案による


