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■用語の定義 

P-PFI  平成 29 年の都市公園法改正により創設された、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。 

 

＜P-PFI のイメージ＞ 

 

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。 

公募設置等指針 P-PFI の公募に当たり、都市公園法第 5条の 2の規定に基づき、地方公共

団体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、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。 

公募設置等予定者 審査・評価により、最も適切であると認められた公募設置等計画及び指定

管理業務計画を提出した者。 

認定計画提出者 公園管理者が、都市公園法第 5条の 5の規定に基づき認定した公募設置等

計画を提出した者 

整備運営事業者 洞峰公園整備運営事業において、公募設置等計画の認定及び指定管理の議

決を受け、P-PFI 及び指定管理の事業を実施する者 

設置許可 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

公園施設を設置及び管理することについて、公園管理者が与える許可。 

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内

の公園施設を管理することについて、公園管理者が与える許可。 

行為許可 都市公園条例（昭和32 年茨城県条例第26号）第3条第1項の規定により、都

市公園において禁止されている行為の解除について、公園管理者が与える

許可。 
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第Ⅰ章 共通事項 

 

１．事業の概要 

（１）事業の名称 

  この事業の名称は「洞峰公園整備運営事業」（以下「本事業」という。）とします。 

 

（２）洞峰公園の概要 

  洞峰公園は、研究学園都市にふさわしい総合公園として、自然樹林や洞峰沼を活かしつつ、

スポーツや様々なレクリエーション活動が楽しめるオープンスペースとして整備されてい

ます。また、太陽熱を利用した屋内温水プールを始め、テニスコート、多目的フィールド、

野球場、フィールドアスレチックなどのスポーツ施設、水鳥を鑑賞できる洞峰沼の散策路等

があり、都市のオアシスとして広く利用されています。 

  また、災害時には、指定緊急避難場所（広域避難地）の機能を有する都市公園に位置付け

されています。 

 

項 目 内 容 

名   称 洞峰公園（総合公園） 

所 在 地 つくば市二の宮 2丁目 20外 

敷地面積 20.0ｈａ 

開園年月日 昭和 55 年 7 月 1 日   

休 園 日 

 

駐車場以外の有料施設  

毎月第１水曜日（祝日の場合は翌週の水曜日）及び 12/31～1/1 

主な施設 

                  

         

         

         

     

屋内温水プール（50m×9コース） 

テニスコート（６面、夜間照明完備） 

体育館（バスケット、バレー、卓球、バドミントン等に使用可） 

多目的フィールド（天然芝、サッカーコートに使用可） 

野球場（軟式野球、ソフトボールに使用可） 

筑波新都市記念館（展示ホール、会議室、カフェ） 

有料駐車場（２箇所：北 160 台、南 172 台）      外 

都市計画等 

による制限 

第一種中高層住居専用地域 

第一種文教地区、第一種高度地区 
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（３）事業の目的 

  本事業では、洞峰公園全域を公募設置管理制度（以下「P-PFI」という。）と指定管理者制

度を併用して同一事業者において一括して管理運営することにより、効果的、効率的に本公

園の魅力創出につなげるとともに、利用者サービスの向上を図ることはもとより、民間事業

者の活力とアイディアの活用や地域と連携することで、洞峰公園を「研究学園都市にふさわ

しい総合公園として、自然樹林や洞峰沼を活かしつつ、スポーツや様々なレクリエーション

が楽しめる拠点」とすることを目的とします。 

    また、P-PFI、指定管理者制度を用いて民間資金を活用することで、公園整備・管理に係る

茨城県の財政負担が軽減されることも期待します。 

 

（４）事業概要 

 １）事業内容 

  本公園では、都市公園法の P-PFI 制度を用いて、飲食・売店等の収益施設（以下「公募対

象公園施設」という。）と園路及び広場等の公園施設（以下「特定公園施設」という。）の整

備・運営を行っていただくともに、残る区域に指定管理者制度を導入し、維持管理・運営を

行っていただきます。 

  本事業にて実施する業務は以下のとおりとし、整備には計画・設計から工事までを含むも

のとします。 

 

 公募設置管理制度（P-PFI） 

①公募対象公園施設（必須提案） 

公園利用者のための休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設等の整備運営 

②特定公園施設（必須提案） 

公募対象公園施設と一体的に利用する園路、広場等の整備運営、駐車場の拡張整備等 

③利便増進施設（任意提案） 

自転車駐輪場、広告塔、看板等の整備運営 

 

 指定管理者制度 

④指定管理業務（必須提案） 

指定管理者制度による公園区域（P-PFI 区域を除く）の管理運営 

⑤自主事業（必須提案） 

・指定管理の魅力向上や利用促進、公園利用者のサービス向上、その他施設の機能増進や活

性化につながる事業 

・公園全域を活用した魅力向上に資する催事の企画運営、広報、演出等 

 

  P-PFI の①～③業務及び指定管理者制度の⑤自主事業に指定管理料を充てることはできま

せん。 
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経理事務にあたっては、P-PFI 事業及び指定管理事業等に係る収支報告を行っていただき

ますが、それぞれの事業ごとの報告に加えて、本事業全体として報告を行っていただきます。 

   

 ２）事業イメージ 

 

 

３）公募区域 

  対象区域は、別添Ⅰ-１「事業区域図」に示します。 

 

  ＜提案に関する留意事項＞ 

 ・新設する公募対象公園施設及び特定公園施設は、公園の利活用状況を踏まえた上で、適

切な場所や規模を考慮して提案してください。 

  ・環境への配慮から、洞峰沼周辺の水際や公園外周の緩衝帯樹林は保全に留意してくださ

い。 

・筑波新都市記念館など意匠権のある既存施設の改変には留意してください。 

 

４）期待する効果 

①事業実施にあたり P-PFI を導入することで、公募対象公園施設等の収益還元により、特定

公園施設の整備と管理運営に要する費用に充てるとともに、指定管理業務に係る茨城県の

負担額が軽減されることを期待します。 

 

 

①公募対象公園施設

整備運営事業者の負担に

よる整備・管理運営

（公園施設設置許可）

新規

収益施設 整備・管理運営費

に収益を還元

洞峰公園

④指定管理対象施設

県からの指定管理料と

整備運営事業の収益還元による

P-PFI区域外の管理運営

（指定管理者の指定）

⑤自主事業対象施設

・整備運営事業者負担による整備・管理運営

（自主事業・公園施設設置管理許可）

・催事の企画運営、広報、演出等（行為許可等）

園路・広場・植栽等

駐輪場

広告看板等

駐車場等

既存施設（新都市記念館、

体育館、ﾌﾟｰﾙ、ﾃﾆｽｺｰﾄ等）、

自販機等

※概念図であり各施設の配置等を特定するものではありません

②特定公園施設

整備運営事業者及び県負担による整備、

整備運営事業者による管理運営

（公園施設譲渡契約・公園施設管理許可

又は指定管理者の指定）

③利便増進施設

整備運営事業者の負担

による整備・管理運営

（占用許可の特例）

園路・広場

植栽等

Ⅰ－ 
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②広場及び体育館等スポーツ施設と収益施設の管理運営を同一事業者による一元化を図る

ことにより、広場の有効活用として地域活性化や健康増進、また、スポーツ振興に寄与す

る事業展開や公園全体を活用したプログラムなどを行うことができ、公園の活用方法が広

がります。 さらに、一体的な管理運営による賑わいの創出が公園内に留まらず周辺地域

の活性化につながることが期待できます。 

 

５）費用負担及び役割分担 

 

 

 

 

 

【Park-PFI及び指定管理者制度】

①
公募対象
公園施設

③
利便増進

施設

④
指定管理

業務

⑤
自主事業

　 新規
　 収益施設

駐輪場
広告・看板等

公園全域
(P-PFI区域

を除く)

既存施設
(P-PFI区域

を除く)

実施主体 ―
整備運営
事業者

費用負担
整備運営
事業者

整備運営
事業者

―
整備運営
事業者

位置付け等

整備運営事業
者が公園施設
設置許可を受
けて整備

整備運営事業
者が都市公園
占用許可を受
けて整備

―

整備運営事業
者が公園施設
設置許可を受
けて必要に応
じて設置又は
整備

実施主体

費用負担 茨城県
整備運営
事業者

位置付け等

整備運営事業
者が公園施設
設置許可を受
けて管理運営

整備運営事業
者が都市公園
占用許可を受
けて管理運営

指定管理
業務

整備運営事業
者が公園施設
設置許可又は
管理許可を受
けて管理運営

項　目

整
備
（

※

設
計

含
む
）

対象施設

整備運営事業者

②
特定公園

施設

整備運営事業者
と茨城県

公園施設譲渡契約により整備運
営事業者が整備したものを茨城
県へ譲渡
工事中は都市公園占用許可

指定管理者制度Park-PFI

園路・広場・植栽
駐車場、既存施設等

整備運営事業者が公園施設
管理許可を受けて管理運営

又は指定管理業務

管
理
運
営

整備運営事業者

整備運営事業者
整備運営事業者

又は茨城県
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６）事業期間（認定の有効期間等） 

①公募設置等計画の認定の有効期間は、原則、令和 4年 4月から令和 24 年 3 月末日までの 20

年間とし、設計、工事及び事業終了前の公募対象公園施設の解体・原状復旧の要する期間を

含みます。 

  公募対象公園施設及び利便増進施設の設置許可期間は、認定の有効期間内で工事着手時か

ら令和 14 年 3 月末までの約 10 年とし、整備運営事業者から更新の申請があった場合には、

最長 10 年の更新許可を行います。 

②特定公園施設は占用許可を受けて整備し、茨城県に譲渡した後、管理施設以外の公園施設に

ついては認定の期間内において管理許可を受け、事業者の負担で管理運営を行います。 

③指定管理対象施設における指定管理者の指定期間は 10 年とします。令和 4 年 4 月から令和

14 年 3 月末日までの指定管理は、整備運営事業者を指定管理者に指定します。令和 14 年 4

月から令和 24 年 3 月末日までの指定管理は、整備運営事業者を非公募で審査し、茨城県議

会の議決を経て、指定管理者の指定を行う予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3.12 R4.4 R14.4 R24.3

工事 原状回復

特定公園施設
の占用許可

特定公園施設の管理許可

整備

基本協定期間

基
本
協
定
の
締
結

公募設置等計画の認定有効期間（20年）

公募対象公園施設の設置許可（10年） 公募対象公園施設の設置許可（10年）

供用期間
協議・設計

協議・引継
指定管理対象施設の管理

（10年） （10年）

特定公園施設の管理許可（10年）

管理期間
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２．公募の実施に関する事項等 

（１）スケジュール 

公募及び認定のスケジュールは以下のように予定しています。※都合により変更となる場合

があります。 

 

事業者募集に関する公表 令和 3年 8月 5日(木)～令和 3年 9月 30 日(木) 

質問書受付 令和 3年 8月 5日(木)～令和 3年 9月 3日(金) 

現地見学会・ WEB 説明会参加申込期限 令和 3年 8月 17 日(火) 

現地見学会・ WEB 説明会 令和 3年 8月 20 日(金) 

質問書回答期限 令和 3年 9月 17 日(火) 

整備運営事業提案書の受付 令和 3年 9月 27 日(月)～令和 3年 9月 30 日(木) 

第一次審査(書面) 令和 3年 10 月上旬 

第二次審査・選定委員会(プレゼン) 令和 3年 10 月下旬 25 日(月)予定 

選定結果の通知 令和 3年 11 月上旬 

県議会による指定管理者指定の議決 令和 3年 12 月 県議会 

指定管理者の指定 令和 3年 12 月下旬 

P-PFI 公募設置等計画の認定 令和 3年 12 月下旬 

P-PFI 基本協定の締結 令和 3年 12 月下旬 

指定管理対象施設の業務引継ぎ 令和 4年 1月～3月 

P-PFI 実施協定の締結 令和 4年 3月下旬 

指定管理者基本協定の締結 令和 4年 4月 1日(金) 

公募対象公園施設の設置許可 

特定公園施設の管理許可 

令和 4年 4月以降 

 

（２）公募への参加資格 

 ①応募者の資格 

  ア 応募者は法人（以下「応募法人」という。）又は複数の法人によるグループ（以下「応

募グループ」という。）に限ります。 

  イ グループで応募する場合は、応募時に共同事業体を結成し（以下、共同事業体を構成

する法人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 応募法人又は応募グループを構成する代表法人及び構成法人（以下「応募法人等」と

いう。）は、直近決算において債務超過でないこととします。 

エ 応募法人は、他の応募グループの構成法人になることはできません。 

オ 構成法人は、同時に複数の応募グループの構成法人になることはできません。 
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 ②応募の制限 

  次の項目のいずれかに該当する法人は、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（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また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、公募設置等予定者決定通知日までの間に、茨城県から指名停止措置を

受けている法人 

オ 最近の 2年間において、法人税、本店所在地の法人市町村税、固定資産税、消費税及

び地方消費税の滞納のある法人（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法人 

a．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、暴力団員等による不

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 2 項に規定する暴

力団排除措置の対象である法人。（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。） 

b．応募の日以前において、暴力団員等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 2 項に規定する暴力団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 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実績や登録に係る事項 

 ア 応募法人等のうち、少なくとも１者は、茨城県内に拠点となる事務所（緊急時に迅速

かつ適切な対応がとれる体制を有すること）を置き、洞峰公園を安全円滑に管理運営す

ることのできる安定した経営基盤と執行体制を有すること。 

 イ 応募法人等のうち、少なくとも１者は、本事業において提案する公募対象公園施設の

施設業態と同様の施設の運営実績を有すること。 

ウ 指定管理業務に当たる応募法人等のうち、少なくとも 1 者 は、都市公園又は都市公

園と類似した施設について、管理運営実績を有すること。  

 

 ④応募グループの構成法人の変更 

   応募グループの場合、代表法人及び構成法人の変更は原則として認めません。ただし、

代表法人以外の構成法人については、業務遂行上支障がないと茨城県が判断した場合に限

り、変更を認めることがあります。その場合、茨城県は必要に応じ、整備運営事業者に書

類の再提出等を求めることがあります。 
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（３）応募手続き 

 １）募集資料の公表 

   令和 3年 8月 5日(木)から茨城県土木部都市局都市整備課のホームページにおいて公表

し、ダウンロードできます。 

https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/doboku/kogai/index.html 

また、同課において、令和 3年 9月 30 日(木)まで募集資料を配布します。 

 

 ２）現地見学会・ WEB 説明会 

   公募への参加希望者を対象に、現地見学会・説明会を以下のとおり開催します。  

①開催日等 

開催日：令和 3年 8月 20 日（金）（予定） 

時  間：13:30 開始（13:15 受付開始） 9:00～15:00 

場  所：洞峰公園内 筑波新都市記念館（つくば市二の宮 2丁目） オンライン 

②参加方法 

・参加を希望する場合には、様式１「現地見学会等への申込書」に必要事項を記入し、参

加申し込みをしてください。  

・参加申し込みは、「６．事務局」のＥメール宛にメールに添付して送付してください。  

・提出の際のメールの件名は【洞峰公園見学会参加申込】としてください。 

申込期限：令和 3年 8月 17 日（火）17時まで 

提出書類：様式１ 現地見学会等への申込書 

 ③その他 

・説明会の参加人数は、１グループ 3名以内としてください。 

・会議室での説明後、公園内での現地見学会を予定しています。 

・説明会会場での資料等の配布は予定しておりません。 

・説明会への参加は、公募への参加に対する必須条件ではありません。 

  ・車でお越しいただく場合は、駐車場(有料)がありますのでご利用ください。 

  ・マスクの着用や参加人数の制限など、新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力くださ

い。 

 

３）募集要項等に対する質問の受付及び回答 

・本募集要項の内容に関して質問がある場合には、様式２「質問書」に必要事項を記入し、

「６．事務局」のＥメール宛に送付してください。 

・提出の際のメールの件名は【洞峰公園公募質問】としてください。 

・質問への回答は茨城県のホームページにおいて公表します。 

受付期間：令和 3年 8月 5日（木）～ 令和 3年 9月 3日（金）17 時まで 

提出書類：様式２ 質問書 
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 ４）整備運営事業提案書等の受付 

 事業提案書は、以下の注意事項及び応募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場合は受理しません。 

使用様式：「提出書類一覧」の通り（指定のない場合は任意様式） 

受付期間：令和 3年 9月 27 日(月)～令和 3年 9月 30 日(木) 17 時まで 

受付場所：茨城県土木部都市局都市整備課（水戸市笠原町 978 番 6 本庁舎 20階） 

提出方法：原則、簡易書留による郵送とします。（最終日必着） 

 

＜整備運営事業提案書等作成の注意事項＞ 

・関係法令及び条例を遵守し、かつ募集資料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事業提案書類を作成してください。 

・5(2)、5(5)については、提出日において発行から 1ヶ月以内のものとします。 

・5(6)、5(9)については、応募法人等の設立から3年以上経過していない場合は、設立年

度から直近までのものとします。 

・応募グループでの応募の場合、5については構成法人ごとに提出してください。 

・事業提案内容については、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。 

・提出書類は、A4 版縦方向、横書き、左綴じを原則とします。ページ番号を付し、インデ

ックスを付けた上で提出してください。 

・様式Ⅱ-②については A4 版で 15枚程度、様式Ⅲ-②については A4 版で 10枚程度を上限

としてください。 

・提出書類一式を電子データ（PDF）化したものを CD-ROM 又は DVD-ROM にて１部提出して

ください。 
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【提出書類一覧】 

提出書類 様式 提出部数 

正 副 

１ 団体概要書（グループ応募にあっては、代表法人及び 

構成法人のすべてについて提出） 

様式Ⅰ-① 1 部 1 部 

２ 共同事業体構成書（グループ応募の場合） 様式Ⅰ-② 1 部 1 部 

３ 欠格事項に該当しない旨の誓約書（グループ応募にあっ

ては、代表法人及び構成法人のすべてについて提出） 

様式Ⅰ-③ 1 部 1 部 

４ 委任状（グループ応募の場合） 様式Ⅰ-④ 1 部 1 部 

５ 応募制限関連書類（グループ応募にあっては、代表法

人及び構成法人のすべてについて提出） 

   

(1)定款、寄付与行為又はこれらに類する書類 様式自由 1 部 1 部 

(2)法人の登記簿謄本又は登記事項証明書及び印鑑証明 各種証明書 1 部 1 部 

(3)法人の設立趣旨、活動内容、組織、運営及び事務所

の所在等に関する事項の概要がわかる書類（各法人

作成の外部向けパンフレット等でも可） 

様式自由 1 部 1 部 

(4)役員名簿 様式Ⅰ-⑤ 1 部 1 部 

(5)過去 2年間の納税証明書の写し（法人税、法人都道

府県税、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。 

法人の場合…法人の「納税証明書その 3の 3」(法 人

税、消費税及び地方消費税） 

各種証明書 1 部 1 部 

(6)直近 3事業年度分の財務諸表 

 「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」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 

関係法令に定

める様式 

1 部 1 部 

(7)財務状況表（直近 3年） 様式Ⅰ-⑥ 1 部 1 部 

(8)今期（現事業年度）の事業計画書 関係法令に定

める様式 

1 部 1 部 

(9)直近３事業年度分の事業報告書 

※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。 

関係法令に定

める様式 

1 部 1 部 
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６ 公募設置等計画 表紙 様式Ⅱ-① 1 部 1 部 

(1) 全体計画 

  ①事業の実施方針 

  ②事業の実施体制 

  ③事業スケジュール 

様式Ⅱ-② 1 部 1 部 

(2) 整備・管理運営計画 

①公募対象公園施設の整備計画 

 ②特定公園施設の整備計画 

 ③施設の管理運営計画 

(3) 収支計画 

①資金調達計画及び事業収支計画 

②公募対象公園施設の許可使用料の提案額 

③特定公園施設の整備に係る提案額 

 

様式Ⅱ-③ 

様式Ⅱ-④ 

 

1 部 

 

1 部 

７ 指定管理者指定申請書 様式Ⅲ-① 1 部 1 部 

指定管理者事業計画書    

(1)維持管理方針 

①質の高いサービスの提供 

②公園の維持管理計画 

③県民の平等利用の確保 

様式Ⅲ-② 1 部 1 部 

(2)管理運営体制・地域連携 

 ①業務に必要な知識及び管理運営能力 

 ②人員の配置計画及び災害時・緊急時の体制 

③地域住民や関係団体との連携 

④要望・苦情への対応方法 

(3)収支計画 

 ①収支計画の妥当性 

 ②指定管理料の提案 

 ③利用促進計画（自主事業） 

様式Ⅲ-②③ 1 部 1 部 

(4)自主事業計画 

①自主事業計画書 

②自主事業収支計画書 

③飲食店運営計画書 

④売店等設置計画書 

 

様式Ⅲ-④ 

様式Ⅲ-⑤ 

様式Ⅲ-⑥ 

様式Ⅲ-⑦ 

 

1 部 

 

 

1 部 
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３．選定及び指定に関する事項 

（１）審査方法等 

１）選定委員会 

   茨城県は公募設置等計画及び指定管理事業計画の審査にあたり、公園マネジメント、財

務、行政の有識者等で構成される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公募設置等計画等について、別表Ⅰ-１「選定 

基準」の評価項目、内容に基づき審査を行い、最優秀提案及び次点提案を選定します。 

 

２）P-PFI に係る設置等予定者及び指定管理者の候補者（以下「候補者」という。）を、

「選定基準」に基づき、選定委員会において応募書類の審査及びプレゼンテーション・

面接審査により総合的に評価・選定します。 

 

３）審査の流れ 

以下の手順に従って審査します。 

①第一次審査（書面） 

   提出されたすべての公募設置等計画等について、法第５条の４第１項に基づき、以下の

点について審査します。なお、以下の審査の内容を満たさない場合は失格となります。 

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 

公募設置等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 募集資料等に照らし適切なものであることの審査 

募集資料に照らし、公募設置等計画等が適切なものであることを審査します。審査の内

容は以下のとおりです。 

なお、審査の結果、これらの条件を満たしていないと認められる場合、事務局の意見を

付して、選定委員会へ送付いたします。 

・公募設置等計画が、募集資料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 

・認定期間中の建設・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 

・提案額等が募集資料の上限額や下限額などの条件を満たしていること 

 

   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事務

局が認めたものについては、誤字誤りとして、添付資料漏れ、記載漏れ、計算誤り、余事

記載など内容への影響が軽微なもので、事務局の補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、提案書の一部を差し替え又は正誤表による修正を求めます。た

だし、事務局が定めた期限内に再提出することが条件となりますので、期限までに補正要

求を応じない者の公募設置計画等については、事務局の意見を付して、選定委員会へ送付

します。 
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②第二次審査（プレゼンテーション、質疑応答） 

   第一次審査を通過した提案について、「洞峰公園整備運営事業者選定委員会」（以下「選

定委員会」という。）において、「選定基準」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。なお、応募者が多

数の場合は、プレゼンテーション対象者を数社程度に絞ることがあります。 

 

（２）選定結果の通知等 

選定委員会における審査結果については、応募団体（グループによる応募の場合は、グ

ループの代表団体）すべてに、令和3年11月上旬を目途に文書で通知します。また、選定・

不選定を問わずグループ名、団体名（代表団体・構成団体）及び採点については審査結果

として、茨城県ホームページ等で公表します。 

 

（３）選定後の手順 

①指定管理者の指定等 

公募設置等予定者の決定後に、茨城県議会（令和3年12月を予定）に指定管理者の指定

の議案を提出し、議決を経て指定管理者の指定を行い、その旨を公告します。 

②指定管理対象施設の業務引継ぎ 

指定管理開始日からの管理運営が円滑に開始できるよう、指定管理者としての指定を

受けた段階から、必要な引継ぎを行うこととします。引継ぎに要する費用は、すべて指

定管理者の負担とします。また、現に当該施設で就労している者については、必要に応

じてその雇用の継続に配慮してください。 

③公募設置等計画の認定（P-PFI） 

本事業はP-PFIと指定管理者制度を併用して同一事業者において一括管理することとし

ているため、公募設置等予定者を指定管理者とする茨城県議会の議決がなされた後に、

公募設置等計画を認定し、これ以降、整備運営事業者となります。 

④協定の締結等（P-PFI） 

 ア 基本協定 

整備運営事業者は、公募設置等計画に基づき、茨城県と協議の上、本事業を実施する

ための包括的な役割分担等について定めた「基本協定」を締結します。 

 イ 実施協定 

基本協定を締結後、茨城県と認定計画提出者との間で本事業の実施に向けた協議を行

い、事業内容の詳細について定めた「実施協定」を締結します。 

⑤指定管理者基本協定の締結 

指定管理者の指定を受けた整備運営事業者は、茨城県と協議の上、本公園の管理業務

に関する協定を締結します。協定には、指定期間内における基本的な事項について定め

る「基本協定」と、年度ごとに変更が予定される事項について定める「年度協定」があ

ります。 
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⑥ネーミングライツについて 

   本公園では、公園施設にネーミングライツの導入を計画しています。ネーミングライ

ツとは、公共施設等に企業名や商品名等を冠した通称名を命名する権利を企業等に与

え、その対価として命名権者からネーミングライツ料をいただき、施設の維持管理のた

めの財源確保を図るものです。 

   導入にあたっては、本公募により選定された整備運営事業者を命名権者として、導入

施設やネーミングライツ料の協議を予定しています。 

 

４．その他 

 ①応募に関して必要となる一切の費用は、応募法人等の負担とします。 

 ②提出された書類の内容を変更することはできません。 

 ③事業提案書等の提出は、1応募法人（1応募グループ）1提案のみとします。 

 ④応募書類は理由の如何を問わず返却しません。 

 ⑤必要に応じて、追加の書類の提出を求めることがあります。 

 ⑥応募法人等の提出する書類の著作権はそれぞれ作成した応募法人等に帰属します。な

お、応募書類は、茨城県情報公開条例の対象となるほか、指定管理者の指定に係る茨城

県議会での審議等必要な場合において、応募書類の全部又は一部を茨城県が無償で使用

できるものとします。 

 ⑦提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づい

て保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材 料、施工方法、維持管

理方法・運営等を使用した責任は、応募法人等が負うものとします。 

 ⑧応募書類は欠格事項等の有無を確認するため、照会に使用する場合があります。 

 ⑨書類提出後に応募を辞退する場合は、辞退届(様式任意)を提出してください。 

 ⑩本事業の管理業務に当たり、指定管理者が法人税や事業所税等の納税義務を負う場合が

ありますので、課税業務を所管する税務官公署に確認の上、関係税法等を遵守してくだ

さい。なお、管理運営に伴う租税の負担が生じた場合は、指定管理者が負担することと

なります。 

 

５．事務局 

担 当：  茨城県土木部都市局 都市整備課 公園緑地担当 

住 所：  〒310-8555 水戸市笠原町 978 番 6 

電 話：  029-301-4655 

ＦＡＸ：  029-301-4669 

Ｅメール： koen@pref.ibaraki.lg.jp  
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第Ⅱ章 公募設置管理制度 

 公募設置等指針 

 

１．事業概要 

（１）事業内容 

  本事業にてP-PFI事業者が実施する業務は、下記のとおり、運動施設や飲食・売店等の便

益施設等の公募対象公園施設を設置及び管理運営するとともに、特定公園施設等の整備及

び管理運営を行っていただきます。  

事業協定期間には、設計・工事及び事業終了前の公募対象公園施設等の原状回復に要す

る期間を含むものとします。 

  

１） 公募対象公園施設の設置及び管理運営業務（必須提案） 

公園利用者のための飲食等の便益施設、休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設の整

備及び管理運営 

 

２）特定公園施設の設置及び管理運営業務（必須提案） 

 ①公園利用者のための駐車場の新設・改修・拡張（必須提案） 

②公募対象公園施設と一体的に利用する園路、広場等の整備及び管理運営 

③公園利用者の利便性向上に資する施設の整備及び管理運営 

 

３）利便増進施設の占用及び管理運営業務（任意提案） 

自転車駐輪場、看板・広告塔（公募対象公園施設の看板等を除く）の整備及び管理運営 

 

（２）提案対象区域 

  

  対象区域は、別添Ⅰ-１「事業区域図」に示します。 

 

  ＜提案に関する留意事項＞ 

 ・新設する公募対象公園施設及び特定公園施設は、公園の利活用状況を踏まえた上で、適

切な場所や規模を考慮して提案してください。 

  ・環境への配慮から、洞峰沼周辺の水際や公園外周の緩衝帯樹林は保全に留意してくださ

い。 

・筑波新都市記念館など意匠権のある既存施設の改変には留意してください。 
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２．公募対象公園施設の設置・管理に関する事項 

（１）公募対象公園施設に期待すること 

   新設する公募対象公園施設については、多様な人が集い賑わいの場とするための施設の

提案を期待します。 

周辺地域の文化的・景観的な資源を活用するとともに、本公園の広大な水辺と緑のロ

ケーションにふさわしい収益施設を提案してください。 

 

（２）公募対象公園施設の種類 

設置可能な公募対象公園施設の種類は、都市公園法第 5条の 2第 1 項及び都市公園法施

行規則（昭和 31 年建設省令第 30 号）第 3 条の 3 に規定されている休養施設、遊戯施設、

運動施設、教養施設、便益施設等に該当するものとします。 

 

【参考：公園施設及び公募対象公園施設一覧】 

 

※ 「都市公園の質の向上に向けた Park-PFI 活用ガイドライン」（国土交通省都市局 公園緑地・景観課）より一部引用 

 

（３）公募対象公園施設の条件等 

＜ユニバーサルデザイン＞ 

・高齢者や子ども連れ、障がい者の方々に加え、外国人などだれもが利用できるインクル

ーシブな遊具等を取り入れるなどユニバーサルデザインに配慮してください。なお、「茨

城県人にやさしいまちづくり条例（平成 8 年 3 月 28 日 茨城県条例第 10 号）」、「高齢

者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき移動等円滑化のために特

定公園施設の設置に関する基準を定める条例（平成 27 年 12 月 27 日 茨城県条例第 82

号）」等に基づいた計画としてください。 
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＜防災・防犯＞ 

・洞峰公園は、災害時の指定緊急避難場所（広域避難地）とされています。事業提案する

際には当該地域の防災体制との連携をとってください。 

・本公園は 24時間開放されているため、公園の安全性に配慮した提案としてください。 

＜法令等＞  

・施設の設計・整備にあたっては、関係法令等を遵守し、関係機関等への申請・届け出や

検査など、必要な手続きを遅滞なく行ってください。 

・手続きの詳細については、県に事前相談の上、各担当部署に確認・協議してください。 

①都市公園法（茨城県都市整備課） 

・設置できる施設：休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設など（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に該当する施設） 

・建築面積：建蔽率 2％以内，休憩，教養施設は 10%以内 

  ※なお、茨城県都市公園条例の改正を予定しており、県議会の議決を経て、公募対象公

園施設の上限が 10％上乗せされます。 

【全体面積：200,000 ㎡，既存建物の合計面積：7,511 ㎡（3.7％）】 

②建築基準法，つくば市建築基準条例等（つくば市建築指導課、都市計画課） 

・建蔽率、容積率、高さ制限、接道規定が適用となります。 

 ・用途地域が「第 1 種中高層住居専用地域」に該当するため、店舗等の用途で床面積が 500

㎡を超えるもの又は３階以上の部分を店舗等の用途に供する建築物は建築できません。 

※店舗等の用途で床面積が 500 ㎡を超える建築物等を建築する場合は、同法第 48 条の

規定のただし書きに基づく許可が必要となりますので、県に事前相談の上、つくば市

に確認・協議してください。 

 ③つくば市文教地区建築制限条例、つくば市建築物の敷地制限条例（つくば市建築指導課） 

・「第 1 種文教地区」に該当するため、店舗等の用途で床面積の合計が 150 ㎡を超える建

築物は建築できません。 

※店舗等の用途で床面積が 150 ㎡を超える建築物を建築する場合は、同条例第 4 条の 2

項に基づく許可が必要となりますので、県に事前相談の上、つくば市に確認・協議して

ください。 

・敷地制限条例区域内であるため，最低敷地面積が 165 ㎡と定められています。 

④都市計画法（つくば市都市計画課） 

・「第 1種高度地区」の制限により、高さ 18ｍを超える建築物は建築できません。 

・都市計画施設の区域内であるため、建築物の建築をする場合は、都市計画法第 53 条の

建築許可が必要となりますので、県に事前相談の上、つくば市に確認・協議してくださ

い。 

⑤つくば市景観条例（つくば市都市計画課） 

・延べ面積 1,000 ㎡、高さ 20ｍを超える建築物、高さ 15ｍ（擁壁 5ｍ）を超える工作物、

開発の面積が 10,000 ㎡を超える開発行為については、行為の着手 30 日前までに届出が

必要となります。  
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 ⑥つくば市幹線道路の沿道の景観形成に関する指導要綱（つくば市都市計画課） 

  ・景観条例の届出が必要となるもののうち、幹線道路（片側２車線以上の道路）に面する

建築物（延べ面積が 1,000 ㎡を超えるものに限る。）の新築、増築、改築又は移転につい

ては、行為の着手 60 日前、かつ、建築確認申請前までに協議書の提出が必要となりま

す。 

⑦つくば市屋外広告物条例（つくば市都市計画課） 

・洞峰公園は、都市公園法に規定する都市公園であり、禁止地域となるため、屋外広告物

を表示することはできません。広告物の表示については、県に事前相談の上、つくば市

に確認・協議してください。 

⑧ライフライン（ガス・上下水道・電気等） 

・施設に必要なインフラ（ガス，上下水道等）は、認定計画提出者の負担にて整備してく

ださい。原則として特定公園施設とは独立して設けるものとしますが、やむを得ない場

合には、県と協議のうえ、特定公園施設のインフラに接続できるものとします。その場

合は、小メータ等を設置し使用料を区分できるようにする必要があります。 

・電気設備については、県が設置したキュービクルから受電してください。なお、既存の

容量に余力がありませんので、キュービクルの増設が必要となります。増設後は、小メ

ータ等を設置し使用料を区分できるようにするものとし、管理許可範囲で県の支払いが

生じないよう配慮願います。 

・インフラ整備に伴い新たな引き込み等を行うにあたっては、各インフラ管理者と協議を

行い、負担金等や占用料が必要となる場合には、各インフラ管理者へ引き込み等に要す

る費用を認定計画提出者で負担してください。 

・公園内のインフラ整備に伴う各インフラの占用料については、「茨城県都市公園条例」に

基づき負担してください。 

＜その他＞ 

・一般公衆の自由で快適な利用に供される区間や、地域との連携を促すような空間を、公

募対象公園施設の中や周囲に設けてください。 

・設置許可を受けたときから許可を終えるまで、「茨城県都市公園条例」及び本事業実施協

定に基づく使用料が発生します。 

 

（４）公募対象公園施設の設計・工事について 

①施設のデザイン、高さ、配置、屋外広告物等は、景観や周辺環境との調和に配慮するとと

もに、統一感のあるデザインとなるよう計画してください。また、設置にあたっては、県

と協議の上、施設等の設計・整備を行うこととします。 

②インクルーシブな遊戯施設を設置する場合は、「都市公園における遊具の安全確保に関す

る 指針（改訂第２版）」（国土交通省）を踏まえ、「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-

S:2014)」(一般社団法人日本公園施設業協会）を遵守した計画としてください。また、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、公園の安全性に配慮

してください。 
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③室外機、設備機器、自動販売機等を設置する場合は、周囲との調和・安全対策に配慮して

ください。 

④荷捌きスペースやゴミ集積スペースを確保する場合は、施設内及び公募対象公園施設の区

域内に整備し、衛生面に配慮した整備内容としてください。 

⑤公募対象公園施設の設置場所に既存の公園施設がある場合は、認定計画提出者の負担にお

いて、移設撤去等を行ってください。移設等の方法については、県と協議を行うものとし

ますが、園内移設を基本とします。 

⑥上下水道、ガス、電気等のインフラ設備については、認定計画提出者の負担において整備

することとします。各インフラ管理者と協議が必要な場合は、認定計画提出者にて協議を

行うものとします。 

⑦公園施設設置許可を受けるときは、使用料が発生します。使用料は認定計画提出者が提案

した使用料を県に支払うものとします。 

⑧営業を終了する場合や許可期間が満了する際は、認定計画提出者の責任及び負担において

原状回復することを基本とします。ただし、回復内容については、県と協議し、決定する

ものとします。 

⑨屋外に表示又は設置している既存の案内サイン（園内案内図）について、県と協議の上、

認定計画提出者の負担において板面表示を公募対象公園施設及び特定公園施設等整備後

のものに更新してください。 

⑩認定計画提出者は、公募対象公園施設の設計図書、工事工程表を県に提出し、内容につい

て承認を得る必要があります。なお、設計の内容が提案内容と相違する場合には、修正を

求めます。 

⑪提案内容の変更は原則できませんが、やむを得ない理由により、提案内容を変更する必要

が生じた場合は、県と協議の上、提案趣旨を逸脱しない範囲で変更できるものとします。 

⑫新設（既存施設を改修する場合も含む。）する公募対象公園施設の設計にあたっては、認定

計画提出者は、都市公園技術標準解説書等各種の技術基準を参考に設計を行ってください。

設計図書の内容が県の要求水準に満たないと県が判断した場合は、県が認定計画提出者に

対し、認定計画提出者の責任及び費用において修正を求めます。 

⑬認定計画提出者は、工事着手前に、必要書類を添付し、公園施設設置許可申請及び公園施

設設置許可区域外を占用する場合は、公園占用許可申請を行い、公園管理者の許可を得る

必要があります。その際、工事現場の施工管理等を行う工事責任者を設置し、県に書面で

報告してください。また、工事用に占用許可を受けるにあたっては、茨城県都市公園条例

に基づく占用料が発生します。 

⑭工事において、公園利用者に対する安全確保が不十分と判断される場合は、県が認定計画

提出者に対し、認定計画提出者の負担において是正を求めます。 

⑮認定計画提出者は、施設が設計図書に従い整備されていることを確認する完成検査を実施

してください。 

⑯認定計画提出者は、工事完了及び完成検査終了後、県へ完成届を提出し、県の完了検査を

受ける必要があります。整備状況が設計図書の内容と逸脱している場合は、県が認定計画

提出者に対し、認定計画提出者の責任及び費用において是正を求めます。 
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（５）公募対象公園施設の管理運営について 

①公園利用者が利用しやすく、安全・安心に配慮した管理運営とし、持続的に運営可能な事

業計画を提案してください。 

②大きな音、振動、過度な照明等は行わないなど周辺環境に配慮してください。 

③高齢者や子ども連れ、障がい者及び要介護者の方々が安全快適に利用できるよう配慮して

ください。 

④年間を通じ、地震・火災等災害発生時の危機管理にも円滑な管理運営が可能な従業員の配

置体制としてください。 

⑤公募対象公園施設の営業は、利用者の利便性を考慮し、原則通年営業とします。営業時間

は制限しません。 

⑥アルコール類は、施設内での販売は可能としますが、自動販売機による販売は認めません。 

⑦施設の運営に必要なインフラ（電気、ガス、上下水道等）の使用料は、認定計画提出者負

担とします。また、各種設備（受電用キュービクル含む）等の保守点検についても認定計

画提出者が負担するものとします。 

⑧公募対象公園施設の修繕については、すべて認定計画提出者の負担とします。 

⑨収支などの運営状況等について定期的に県に報告し、県が提出を求めた場合は速やかに提

出してください。 

⑩施設の維持管理及び火災保険や建物保険等の加入、各種保守点検について適切に実施して

ください。 

⑪公募対象公園施設の業種や業態、入店するテナント等の運営内容については、県と協議の

上、承認を得る必要があります。 

 

（６）公募対象公園施設の設置の開始時期 

公募対象公園施設の設置許可は、実施協定締結後の令和 4 年 4 月以降となる予定です。

具体的な設置工事開始時期、供用開始時期は、県と協議の上、決定するものとします。 

 

（７）公募対象公園施設の公園設置使用料の最低額 

認定計画提出者は、設置する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

設置許可使用料単価を乗じた額（公園使用料）及び、公募対象公園施設の売上のうち自ら

提案した割合によって算出した額（納付額）を県に納付していただきます。 

なお、許可面積には、建築物の範囲以外に、公募対象公園施設の利用者が利用する屋外

部分の面積も含まれるものとし、許可面積の決定にあたっては、認定計画提出者からの最

終的な計画内容を精査し、県が決定するものとします。 

 

【公募対象公園施設の使用料の最低額】  

公募対象公園施設の使用料の下限 年額 2,040 円／㎡ 

※１ 提案する使用料の単価は、10円単位で提案してください。 

 ２ 公園使用料＝提案単価×許可面積、納付額＝売上×提案割合となります。 

Ⅱ－ 
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３．特定公園施設の建設・管理に関する事項 

（１）特定公園施設に期待すること 

①公園利用者のための駐車場が不足していることから、新設・改修・拡張について提案して

ください。 

②公募対象公園施設と一体的に認定計画提出者により整備する広場等の特定公園施設につ

いては、公園利用者がくつろげるような空間や利便性の向上に資する施設の整備を期待し

ます。 

③老朽化施設や園路、植栽等の改善や照明等の追加、公園利用者がくつろぐためのベンチ等

の増設についての提案も期待します。 

④その他の園地の活用として、地域活性化や健康増進、スポーツ振興を目的とした特定公園

施設を設置するときは、県と協議の上、当該施設が有料施設であっても、設置に係る公園

使用料を減免可能とします は発生しません。 

 

（２）特定公園施設の条件等 

①公募対象公園施設の周辺の園地等について、認定計画提出者の負担で清掃、植栽管理等の

日常的な維持管理を実施する園地等の範囲及び維持管理の内容について提案してくださ

い。なお、広い範囲の特定公園施設を管理していただく提案を期待します。 

②駐車場の新設・改修・拡張については、提案する公募対象公園施設の集客規模などに応じ

て拡張する駐車台数を検討の上、提案・整備してください。また、現在の駐車場は大型バ

ス等の進入路や駐車スペースが確保されていないため、これらの改修整備を合わせて行っ

てください。 

③公募対象公園施設の設置に伴う既存園路の付け替えは可能としますが、周遊性を確保した

ルートとし、既存園路と同程度の幅員等としてください。 

④混雑時の各動線（通行者と公募対象公園施設利用者等）の機能性及び安全性に配慮してく

ださい。 

⑤環境負荷低減、建設リサイクル等環境保全に配慮した提案としてください。 

 

（３）特定公園施設の設計・工事について 

① 施設のデザイン、高さ、規模、配置、屋外広告物等は、景観や周辺環境との調和に配慮す

るとともに、統一感のあるデザインとなるよう計画してください。設置にあたっては、県

と協議の上、施設等の設計・整備を行っていただきます。 

②認定計画提出者は、特定公園施設の設計図書、工事工程表を県に提出し、内容について承

諾を受ける必要があります。設計の内容が提案内容と相違する場合、修正を求めます。 

③提案内容の変更は原則できませんが、やむを得ない理由により、提案内容を変更する必要

が生じた場合は、県と協議の上、提案趣旨を逸脱しない範囲で変更できるものとします。 

④特定公園施設の設計及び工事の一部を第三者に委託又は請け負わせる場合は、事前に県の

承認を得てください。 
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⑤特定公園施設の設計にあたっては、認定計画提出者は、ユニバーサルデザインに配慮する

とともに、バリアフリーに配慮した計画としてください。また、都市公園技術標準解説書

等各種の技術基準を参考に設計を行ってください。設計図書の内容が県の要求水準に満た

ないと組合が判断した場合は、県が認定計画提出者に対し、認定計画提出者の責任及び費

用において修正を求めます。 

⑥特定公園施設の整備に伴う工事のエリアは、都市公園法第 5条及び第 6条に基づく設置管

理許可及び占用許可を受けるものとしますが、この場合の使用料については減免を可能と

します。（収益施設を除く） 

⑦認定計画提出者は、工事着手前に、必要書類を添付し、許可申請を行い、公園管理者の許

可を得る必要があります。その際、工事現場の施工管理等を行う工事責任者を配置し、県

に書面で報告してください。 

⑧工事において、公園利用者に対する安全確保が不十分と判断される場合は、県が認定計画

提出者に対し、認定計画提出者の責任及び費用において是正を求めます。 

⑨認定計画提出者は、施設が設計図書に従い整備されていることを確認する 完成検査を実

施してください。 

⑩認定計画提出者は工事完了及び完成検査終了後、県へ完成届を提出し、県は、完了検査を

実施します。検査の結果、整備状況が設計図書の内容と逸脱している場合又は、安全性が

確保されないと判断した場合は、認定計画提出者の負担において是正することとします。

完了検査により設計図書に従い整備されたことが確認できた場合において、県に引き渡す

ものとします。ただし、県との協議により、認定計画提出者が施設を所有したまま、管理

運営していただく場合があります。 

⑪インクルーシブな遊戯施設を設置する場合は、「都市公園における遊具の安全確保に関す

る指針（改訂第2版）」（国土交通省）を踏まえ、「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S:2014)」

(一般社団法人日本公園施設業協会）を遵守してください。 

 

（４）特定公園施設の整備費用について 

特定公園施設の整備に要する費用は、公募対象公園施設等から見込まれる収益及び県か

らの負担（公募対象公園施設の売上のうち自ら提案した割合によって算出した額及び認定

計画提出者の負担）により賄っていただきます。 

県が費用を負担できる工事及び負担する費用の上限額は以下のとおりとします。負担範

囲については、特定公園施設で県が譲渡を受けることを認めた施設に係る整備費用の 90％

以下とします。県が負担する額は、認定計画提出者との設計協議を経て、最終的な計画内

容とその工事費内訳の提出後、県が金額を精査した上で決定するものとしますが、できる

だけ県負担を低減する提案をしてください。 

 

①茨城県の負担で行うことのできる工事 

特定公園施設の整備及びそれに伴う既存施設の撤去・移設工事（県に無償で譲渡される

ものに限る） 

②茨城県が負担する費用の上限額 70,000 千円（消費税及び地方消費税を含む） 

Ⅱ－ 
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なお、県が負担する整備費用について、県議会にて予算可決されることが前提になって

いるとともに、「官民連携型賑わい創出事業」（社会資本整備総合交付金）を活用する予定

であるため、県から関連する工事費内訳等の資料提出を求める場合がありますので、認定

計画提出者は協力してください。  

 

（５）特定公園施設の管理運営について 

①特定公園施設として整備した施設は、整備後、県へ無償で譲渡することを基本とし、都市

公園法第 5条に基づく公園施設管理許可により認定計画提出者、または指定管理者が管理

運営することとします。ただし、県との協議により、認定計画提出者が施設を所有したま

ま管理運営していただく場合があります。 

②特定公園施設の管理運営については、認定計画提出者が公園施設管理許可を受け、管理運

営費用は公募対象公園施設の収益等により賄っていただくものとして、特定公園施設に係

る管理運営計画について提案してください。ただし、1 件の修繕等が大規模で費用が高額

となる場合も想定されることから、費用負担等については、基本協定締結後に県と協議し

て決定します。 

③特定公園施設に関する公園施設管理許可に係る公園使用料は、県と協議の上、減免可能と

します。 

④ ③特定公園施設の設置目的を達成するため、適切に維持管理を行ってください。（管理運

営基準は指定管理業務を参考としてください） 

⑤ ④既存施設（体育館、プール、テニスコート等）を特定公園施設として管理許可で管理運

営する場合、従前から実施してきたスポーツ教室等の事業については、公園利用者サービ

スとして定着しているため、事業の継続性に十分配慮してください。 

 

４．利便増進施設の占用について 

  利便増進施設の主なものは、自転車駐輪場や地域における催しに関する情報提供のための

看板・広告塔等です。地域住民の利便の増進に寄与すると認められるものについて、必要に

応じて提案・整備をしてください。 

利便増進施設を占用する場合は、占用する施設のデザイン、高さ、配置等は、 景観や周辺

環境との調和に配慮するとともに、統一感のあるデザインとなるよう計画してください。占

用にあたっては、県と協議の上、施設等の設計・整備を行っていただきます。 

利便増進施設の占用料については、茨城県都市公園条例第 11 条によります。 

 

５．魅力向上 

（１）本公園の賑わいの創出 

本公園の更なる魅力向上や賑わいの創出及び地域の活性化並びに公園利用者の利便性

の向上につなげるため、本公園のポテンシャルを活かし、イベントの開催等、本公園の活

用に関する提案を期待します。 
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（２）イベント等で得られる収益 

提案された公園施設の区域内で認定計画提出者が自らイベント等を行った場合は、得ら

れる利益は認定計画提出者の収益とします。なお、それらの金額も考慮し、公募対象公園

施設における使用料に反映することを期待します。 

提案された公募対象公園施設や特定公園施設の区域外でイベント等を行った場合は、指

定管理者が公園使用許可を行うこととなるため、得られる利益（公園使用料）は指定管理

者の収益とします。 

 

６．業務の流れ 

１）公募設置等予定者の選定 

県は、応募者が提出した公募設置等計画の審査を行い、公募設置等予定者を選定します。 

 

２）公募設置等計画の認定 

県は、公募設置等予定者の提出した公募設置等計画について、公募設置等予定者と協議

し、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、県は、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は、公募設置等予定者は認定計画提出者となります。 

認定にあたっては、選定委員会での意見等を踏まえ、必要に応じ、県と公募設置等予定

者との調整により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、認定後に公募設置等計画を変更することが原則できませんが、認定後に認定計画

提出者が各種調査や関係者調整等を実施した上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等において、県と協議の上、認定公募設置等計画

の変更の申請により、変更の認定を行うことができます。 

 

３）協定の締結 

①基本協定 

認定計画提出者と県は、協議の上、公募設置等計画に基づき、事業実施条件や認定計画

提出者の権利・義務等を定めた「基本協定」を締結します。 

基本協定の案は別添Ⅱ-１のとおりです。 

 ②実施協定 

基本協定を締結後、県と認定計画提出者との間で本事業の実施に向けた協議を行い、

事業内容の詳細について定めた「実施協定」を締結します。 

＜実施協定項目（案）＞ 

・ 事業区域、事業内容、事業期間 

・ 公募対象公園区域、特定公園施設の設置、管理運営に関する事項 

・ 施設の帰属、原状回復に関する事項 

・ 施設の供用日及び供用時間  ・ リスクの分担、事業破綻時に備えた措置 
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４）公募対象公園施設の設置、管理運営 

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管理許可により、公募対

象公園施設の整備、管理運営を行っていただきます。 

設置許可期間には、公募対象公園施設の建設に係る工事期間や事業終了前の解体・撤去

期間も含むものとし、原則として工事期間中も設置許可使用料を支払うものとします。 

認定計画提出者は、事業期間終了時までに公募対象公園施設を撤去し、更地にしていた

だきます。ただし、認定計画提出者と次期事業者の間で、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県が事前に同意した

場合は、この限りではありません。 

５）特定公園施設の設計・整備、管理運営 

特定公園施設の整備とそれに伴う既存施設の撤去・移設等に係る工事については、県と

認定計画提出者が「特定公園施設譲渡契約」を締結し、認定計画提出者において施工して

いただき、整備完了後、県へ譲渡していただきます。 

特定公園施設の譲渡後は、都市公園法第 5条に基づく公園施設設置管理許可または指定

管理者の指定により、特定公園施設の管理運営をしていただきます。 

ただし、新築・改修された駐車場については、県に譲渡後、指定管理区域として既存の

駐車場と一体で有料施設として管理運営していただきます。 

なお、特定公園施設（収益施設を除く）に関する公園施設設置管理許可に係る費用は、

全額減免可能とします。 

 

６）利便増進施設の占用、管理運営 

認定計画提出者は、提案により、都市公園法第 6条に基づく占用許可を受け、利便増進

施設を設置し、管理運営を行うことができます。 

   

７．リスクの分担 

公募対象公園施設の建設・運営管理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、又はリスク分担に定めのない内容が生じた場合

は、県と認定計画提出者が協議の上、負担額を決定するものとします。 

リスク 

の種類 
内 容 

負担者 

茨城県 
認定計画 

提出者 

法令変更 
認定計画提出者が行う建設・管理運営業に影響のある法

令等の変更 
協議事項 

第三者賠償 
認定計画提出者が工事・維持管理・運営において第三者

への損害を与えた場合 
 〇 

物価 
公募設置等予定者決定後

のインフレ、デフレ 

指定管理

対象施設  

指定管理業務 協議事項 

自主事業  〇 

上記以外  〇 
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金利 公募設置等予定者決定後の金利変動  〇 

不可抗力 

自然災害等による業務の

変更、中止、延期、臨時休

業（※） 

公募対象公園施設  〇 

特定公園施設（整備） 協議事項 

指定管理 

対象施設 

指定管理業務 協議事項 

自主事業  〇 

資金調達 必要な資金確保  〇 

事業の中止・

延期 

県の責任による中止・延期 〇  

認定計画提出者の責任による中止・延期  〇 

認定計画提出者の事業放棄・破綻  〇 

申請コスト 諸費用の負担  〇 

引継ぎコスト 施設運営の引継ぎ費用の負担  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 
県の責任による運営費の増大 〇  

県以外の要因による運営費の増大  〇 

施設の修繕等 施設、機器等の損傷 

公募対象公園施設  〇 

指定管理対象施設 

（整備後の指定管理区域内

の特定公園施設を含む） 

協議事項 

債務不履行 
県の事由による協定内容の不履行 〇  

認定計画提出者の事由による業務又は協定内容の不履行  〇 

性能リスク 県が要求する業務要求水準の不適合に関する事項  〇 

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 

運営リスク 
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に伴う運営リスク 
 〇 

※自然災害（地震・台風等）等不可抗力への対応 

・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。 

・公募対象公園施設、特定公園施設、指定管理対象施設が復旧困難な被害を受けた場合，県は

認定計画提出者に対して当該公園施設等に関する業務の停止を命じることがあります。 

・災害発生時、公園は広域避難地となるため、災害対応のために必要な場合、県は認定計画提

出者に対して業務の一部又は全部の停止を命じることがあります。 
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８．緊急時(事件事故及び災害発生時等)への対応 

  利用者の避難、誘導、安全確保、関係機関への通報等についての対応計画を作成し、緊急

事態が発生した場合には、初期消火活動、避難誘導、負傷者の救護等、迅速かつ最善の対策

をとっていただきます。 

なお、地震、台風等の影響のほか、緊急性を伴うための休園・休館が必要と県が判断した

場合には、臨時休業を指示することがあります。 

 

９．損害賠償責任について 

  認定計画提出者は、本業務の実施にあたり、認定計画提出者の故意又は過失により、県又

は第三者に損害を与えたときは、認定計画提出者がその損害を、県又は第三者に賠償するも

のとします。また、県は、認定計画提出者の故意又は過失により発生した損害について、第

三者に対して賠償を行った場合、認定計画提出者に対して、賠償した金額及びその賠償に伴

い発生した費用を請求することができます。特定公園施設内での事故に関する損害保険につ

いては認定計画提出者が加入するものとします。 

 

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、県の承認により別の民間事業者に事業を継承するか、認定計画

者の負担により公募対象公園施設を撤去し、更地に返還していただく必要があります。 

なお、認定計画提出者が公募対象公園施設の撤去・更地返還を行わない場合、県は、認定

計画提出者に代わり撤去・更地工事を行い、その費用を認定計画提出者へ請求します。 

 

11 その他 

 ①工事の施工にあたり、県と円滑な協議が可能な管理体制としてください。 

  ②工事期間中の公園利用者の安全や周辺環境に配慮した提案としてください。 

  ③認定計画提出者が設置する施設の設置許可あるいは占用許可、確認申請等の手続き期間も

考慮したスケジュール管理をしてください。 
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第Ⅲ章 指定管理者制度 

 指定管理者募集要項 

 

１．事業概要 

茨城県では、洞峰公園の管理を効果的・効率的に行うため、地方自治法（昭和 22年法律第

67 号）第 244 条の 2第 3項及び茨城県都市公園条例（昭和 32年茨城県条例第 26 号）（以下

「条例」という。）第 15条の 4の規定に基づき、洞峰公園の管理・運営に関する指定管理業

務と P-PFI業務を一体的に行う指定管理者を募集いたします。 

 

２．管理運営の基本方針 

指定管理者の創意工夫による質の高いサービスの提供を期待します。 

なお、次の各方針を遵守してください。 

各方針の詳細は、別添Ⅲ-１「洞峰公園管理運営基準」のとおりです。 

 

（１）運営管理業務の基本方針 

県民の多様なニーズに応えた平等かつ質の高いサービスの提供を図るとともに、運営

管理業務を行うものとします。 

 

（２）維持管理業務の基本方針 

公園施設及び備品を適正に管理し、利用者が常に安全で快適に利用できるように維持管

理業務を行うものとします。 

 

（３）利用促進業務の基本方針 

都市公園の賑わいの創出や利用者数の増加を図るため、魅力ある利用促進業務（以下「自

主事業」という。）を行うものとします。  

 

３．指定管理区域の概要 

（１）敷地 

   指定管理区域は、別添Ⅰ-１「事業区域図」に示す、都市公園法第 5 条による公園設置

管理許可の区域(P-PFI区域)を除く公園区域です。 

 

（２）施設 

   公園施設については、別表Ⅲ-１「公園施設一覧表（洞峰公園）」のとおりです。 
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４．指定管理者が行う業務 

指定管理者は、別添Ⅲ-１「洞峰公園管理運営基準」を遵守し、条例第 15条の 3に定める

以下の業務（以下「指定管理業務」という。）を行います。 

（１）運営管理業務 

・条例第 3条第 1項及び第 3項並びに第 7条第 3項の規定による洞峰公園の利用の許可に

関する業務 

・条例第 10 条第 1 項の規定による洞峰公園の許可の取り消し、効力の停止及び条件の変

更に関する業務 

 

（２）維持管理業務 

・洞峰公園の維持管理に関する業務 

 

（３）自主事業 

・洞峰公園の利用の促進に関する業務 

 ①スポーツ・カルチャー等教室、飲食店、売店（自販機含む）等の運営 

  ・指定管理者は自主事業を実施していただきます。幅広い年代層の方が利用できるよう利

用者情報等を収集・分析しながら、これまでの自主事業の内容を一層充実させ、施設利

用者のニーズに応える、創意工夫を凝らしたサービスの提案を求めます。 

・なお、従前から実施してきたスポーツ教室等の事業については、公園利用者サービスと

して定着しているため、自主事業の実施にあたっては継続性に十分配慮してください。 

  ・土・日曜日等の施設利用率が高い時間帯は、一般利用者との平等性に配慮してください。 

・自主事業の収益により、指定管理料など県の財政負担の軽減が図られることを期待しま

す。 

 ②催事（イベント等）の企画運営、広報、演出等 

  ・本公園の更なる魅力向上や賑わいの創出及び地域の活性化並びに公園利用者の利便性向

上につなげるため、本公園のポテンシャルを活かし、イベント開催などの本公園の活用

に関する提案を求めます。 

③その他 

・公園サポーター等との連携・協働に配慮してください。 

   公園サポーター：洞峰をあいする会、茨城県立つくば特別支援学校、CLEAN PRIDE 

  ・キャッシュレス決済や無料公衆無線LANの導入についての提案を期待します。 

 

５．管理の基準 

  条例第 15条の 7に定める管理の基準に基づき、運営することといたします。 

（１）開園日等 

茨城県都市公園管理規則（昭和 45年茨城県規則第 21号）（以下「規則」という。）第 12

条に定める洞峰公園の開園日及び開園時間を遵守してください。 

また、規則第 13 条に定める洞峰公園の有料公園施設の供用日及び供用時間を遵守して

ください。 
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ただし、知事の承認を得て日時を臨時に変更することができます。 

 

（２）利用料金の設定 

利用料金は、条例第 15 条の 8 に定める額の範囲内で、指定管理者が知事の承認を得て

決定することとします。 

 

（３）利用料金の減免 

利用者から減免申請書の提出があったときは、利用者の平等な利用に反しない範囲内に

おいて条例第 15条の 10に定める減免の事由に該当するかどうか判断し、申請者に対し速

やかに承認・不承認を通知してください。 

 

（４）関係法令等の遵守 

   地方自治法等関係法令及び条例等の規定を遵守し、適正な管理を行う必要があります。 

 

（５）平等かつ適切なサービスの提供 

   利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行う必要があります。 

 

（６）適切な施設の維持管理 

   公園施設等の維持管理を適切に行う必要があります。 

 

（７）適切な個人情報の取扱い 

指定管理者は、指定管理業務を通じて取得した個人情報について、その取扱いに十分留

意し、保護を図るために、別途、県と指定管理者が締結する基本協定（以下、「基本協定」

という。）において必要な措置を講じることとします。 

なお、正当な理由のない個人情報の漏えい等については、茨城県個人情報の保護に関す

る条例に基づく罰則が適用される場合があります。 

 

（８）事業計画書及び収支計画書の提出 

毎年度 3月末までに、次年度の事業計画書及び収支計画書について、県と調整のうえ作

成し、提出してください。 

 

（９）定期報告書及び事業報告書の提出 

四半期終了毎に定期報告書を提出してください。また、毎年度終了後に、指定管理業務

全般に係る事業実績報告書を提出してください。 

 

（10）業務の一括再委託の禁止 

指定管理者は、管理に係る業務（都市公園の利用の許可に関する業務を含む）を一括し

て第三者へ委託し、又は請け負わせることはできません。ただし、業務の一部については、

県と協議のうえ委託することができます。 
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（11）守秘義務 

指定管理者は指定管理業務を行うに当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり、

自己の利益のために使用することはできません。指定期間が終了した後も同様とします。 

 

（12）情報公開 

指定管理者は、指定管理業務を通じて作成、取得した情報について、開示や提供の申出

があった場合には、これに応えるために情報公開規程の整備や、情報提供施策の充実など

に努めることとします。 

 

（13）環境への配慮 

指定管理者は、環境関連法令を遵守して指定管理業務を実施する必要があります。 

   特に、省資源、省エネルギー推進のため、電気やガソリン、紙類等の使用量削減に向け   

  た具体的な目標を設定するなど、積極的な取り組みを行っていただきます。 

   また、廃棄物の排出抑制やグリーン購入の推進、化学物質等の適正管理、施設周辺の生 

  態系の保全等、環境に配慮した取り組みに努めることとします。 

 

（14）評価の実施 

   指定管理者は、事業報告書の作成・報告、利用者満足度調査の実施、苦情・要望等への

対応を通じ、主体的な業務改善に取り組むとともに、管理運営に関する自己評価を定期的

に実施し、県に報告することとします。 

 

（15）その他 

  管理の基準に関する細目は、別途、県と指定管理者との間で締結する基本協定で定める  

 こととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－ 



5 

 

６．リスクの分担  

  指定管理者と県のリスク分担の詳細については別途基本協定で定めますが、基本方針は下

表のとおりとします。 

  ただし、下表に定める事項に疑義のある場合、又は定めのない事項については、指定管理

者が県と協議して決めることとします。 

 

【リスク分担表】 

項 目 
負担者 

指定管理者 茨城県 

公園の管理運営（施設の利用調整，利用指導，案内，警備，苦

情対応，安全衛生管理，利用促進等） 
○  

公園施設の維持管理（植物管理，清掃，施設保守点検，光熱水

費等の支出，物品・消耗品管理等） 
○  

有料公園施設の利用許可（受付，許可，利用料金徴収業務） ○  

公園の法的管理（占用，設置及び管理の許可申請の届出等） ○ 

（受付及び送付

事務） 

○ 

個人情報の保護・管理 ○  

災害時対応 

（待機連絡体制確保，被害調査・報告，応急措置等） 
○ 

○ 

（指示等） 

災害復旧（本格復旧） ○ 

(責めに帰すべき

事由であるとき) 

○ 

県有施設の火災保険の加入  ○ 

利用者に係る保険の加入 ○  

包括的な管理責任 ○ 

（管理瑕疵） 
○ 

施設の修繕・改築等の実施 

（１）施設・設備 見積額20万円未満の修繕・改築 ○  

上記以外 指定管理者と県において協議の上

決定します。 

（２）備品 見積額20万円未満の修繕・更新 ○  

上記以外 指定管理者と県において協議の上

決定します。 

  ※上記にかかわらず，指定管理者の責めに帰すべき事由（故意・過失・怠慢等）により生じ

たものについては，指定管理者の責任（負担）となります。 
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７．利用料金収入  

（１）利用料金収入 

利用者が施設の利用のため納付した利用料金は、指定管理者の収入となります。 

なお、この利用料金の額は、条例に定める額〔別表Ⅲ-２「利用料金表（洞峰公園）」参

照〕の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、指定管理者が定めることになりま

す。なお、過去 3 か年の洞峰公園等に係る利用料金収入については、別添Ⅲ-２「洞峰公

園収入実績一覧表」を参照してください。 

 

（２）自主事業収入 

   自主事業の実施に要する経費は、指定管理者が負担し、自主事業により得た収入は指定

管理者に帰属します。 

   実施にあたっては、事前に様式Ⅲ-④「自主事業計画書」及び様式Ⅲ-⑤「収支計画書」

を提出のうえ、施設の管理経営に関する指定管理業務と自主事業は経理を区分し、自主事

業についても収支状況を定期報告してください。 

飲食店（筑波新都市記念館内等）の管理にあたっては、応募時に営業日、営業時間、提

供するサービス等を記載した様式Ⅲ-⑥「飲食店運営計画書」を提出するともに、自主事

業収入を見込んで下さい。なお、飲食店の管理時には、都市公園法第 5条の管理許可を申

請していただき、使用料を支払っていただきます。 

   売店等（自動販売機含む）の設置にあたっては、応募時に様式Ⅲ-⑦「売店等設置計画

書」を提出するとともに、自主事業収入を見込んで下さい。なお、売店等の設置時には、

都市公園法第 5条の設置許可（ケーブル等の占用物件がある場合には都市公園法第６条の

占用許可）を申請していただき、使用料を支払っていただきます。 

なお、自主事業の実施に伴う一切の責任は、指定管理者にあるものとします。 

 

８．指定管理業務に係る経費 

（１）経費に関する協議 

指定管理業務に要する経費（以下「管理費」という。）については、年度ごとに指定管理

者から提出された収支計画額を踏まえ、県と指定管理者との間で協議し、毎年度県と指定

管理者が締結する協定（以下、「年度協定」という。）において定めます。 

過去 3 か年の洞峰公園に係る管理実績については、別添Ⅲ-３「洞峰公園管理実績一覧

表」を参照してください。 
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 【指定管理業務に要する経費】 

・人件費 

  ・旅費 

  ・需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、修繕費） 

  ・役務費（通信運搬費、手数料、保険料） 

  ・委託料（植物管理費、施設管理費、清掃管理費、警備点検費） 

  ・使用料及び賃借料 

・利用促進費（自主事業、催事の企画運営・広報等） 

・租税公課費（自動車税、印紙税等） 

・一般管理費 

・その他 

 

（２）指定管理料の支払い 

県は、管理費から利用料金及びその他の収入（自主事業収入等）を差し引いた額で、提

案した金額を指定管理料（委託料）として、予算の範囲内で指定管理者に支払います。  

指定管理料の額は、過去の管理実績や今後の経費縮減を勘案し、各年度 120,000 千円 

（消費税及び地方消費税を含む）を上限とします。 

P-PFI と指定管理業務を一括して管理運営する効果や自主事業の収益等により、指定管

理料が縮減される提案を期待します。 

 

（３）指定管理料の精算 

指定管理業務を県が示した水準どおりに確実に実施する中で、利用料金収入や自主事業

収入の増加、経費の節減など指定管理者の経営努力により生み出された剰余金については、

原則として精算による返還を求めません。 

ただし、修繕・改築等の費用については、各年度の見込額を 5,500千円（消費税及び地

方消費税を含む）として毎年度精算することとし、当初の見込額に残金が生じた場合は返

還を求めます。 

また、利用料金収入や自主事業収入の減少など、指定管理者の運営に起因する不足額が

生じた場合は、原則として補填は行いません。 

P-PFI事業や自主事業にかかる経費に指定管理料を充てることはできません。 

 

９．業務の流れ 

（１）指定管理者の指定 

  条例第 15 条の 5 規定に基づき、選定基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議

決を経たうえで、指定管理者として知事が指定します。 
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（２）指定管理者との協定締結 

   指定管理者の指定（令和 3 年 12 月頃）後に、県と指定管理者は、指定管理業務の細目

等について協議のうえ、指定期間における基本的事項を定めた基本協定及び年度（4 月 1

日から翌年 3月 31日）ごとに締結する年度協定を締結します。 

   なお、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、改めて協議す  

ることとします。 

 

（３）協定書の主な内容 

 【基本協定の主な内容】 

  ①業務に関する基本的事項（施設の概要、指定管理業務、指定期間等） 

  ②遵守事項 

  ③指定管理料に関する事項 

  ④利用料金に関する事項 

  ⑤管理業務に係るリスク分担に係る事項 

  ⑥実施計画書の提出に関する事項 

  ⑦事業報告書の提出及びその他報告事項に関する事項 

  ⑧秘密の保持、個人情報の保護に関する事項 

  ⑨管理業務の継続が困難となった場合の措置等 

  ⑩指定の取消し等に関する事項 

  ⑪損害賠償に関する事項 

  ⑫施設等の引渡し、管理業務の引継ぎに関する事項 

  ⑬権利譲渡等の制限に関する事項 

  ⑭留意事項及び協議事項に関する事項 

  ⑮その他 

 

 【年度協定の主な内容】 

  ①管理業務の内容に関する事項 

  ②指定管理料の額に関する事項 

  ③その他  

 

10．モニタリング等 

（１）指定管理者によるモニタリング 

指定管理者には、管理運営に関する利用者の意見や要望を把握し、管理業務に反映させ

るため、県として求める目標や水準の達成状況及び県と協議して設定した調査項目につい

て、利用者を対象とした意見箱の設置やアンケート等による意見聴取を行っていただき、

その結果（自己評価を含む。）を集計して県に報告書を提出していただきます。 
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（２）茨城県によるモニタリング 

   県は、指定管理者から提出される報告書等により、適切に管理業務がなされているか、

また、設定された目標や調査項目が達成されているかなどについて確認を行い、その結果

指定管理者に必要な指示を行います。さらに、指定期間中において、必要に応じて随時に

管理業務の実績の確認及び評価をするためのモニタリングを行うことができるものとし、

指定管理者はこれに協力していただきます。 

 

11．指定管理者の指定の取消し等の措置について 

（１）指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続又は開始す

ることが適当でないと認められるときは、指定管理者の指定の取消し又は業務の全部若  

しくは一部の停止を命じる場合があります。 

【指定管理者の責めに帰すべき事由】 

  ①正当な理由なくして、協定の締結に応じないとき。 

  ②指定管理者が遵守すべき法令等に違反したとき。 

  ③計画書に沿った管理を怠り、管理上重大な支障が生じたとき。 

  ④指定管理者が財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないと認められるとき。 

  ⑤社会的信用を著しく損なうなど指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。 

  ⑥その他指定管理者による業務の継続が困難となったとき又はそのおそれが生じたとき。 

 

（２）指定が取り消された場合の賠償等 

   上記１５（１）指定管理者の責めに帰すべき事由により指定管理者の指定が取り消され、 

又は業務の全部若しくは一部が停止された場合、指定管理者は、県が被った損害を補償し 

なければなりません。 

 

（３）不可抗力等による場合 

   不可抗力その他県又は指定管理者の責めに帰することができない事由により、業務の継   

続性が困難となった場合、県と指定管理者は、業務継続の可否等について協議を行い、継 

続が困難と判断した場合、県が指定管理者の指定の取り消し、又は業務の全部もしくは一 

部の停止を命じることができるものとします。 

 

12．緊急時(事件事故及び災害発生時等)への対応 

  利用者の避難、誘導、安全確保、関係機関への通報等についての対応計画を作成し、緊急

事態が発生した場合には、初期消火活動、避難誘導、負傷者の救護等、迅速かつ最善の対策

をとっていただきます。 

なお、地震、台風等の影響のほか、緊急性を伴うための休園・休館が必要と県が判断した

場合には、臨時休業を指示することがあります。 
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13．指定管理業務の引き継ぎについて 

  指定期間の終了又は指定の取消しにより、次期指定管理者に指定管理業務を引き継ぐ場合

は、業務が円滑に引き継がれるよう協力していただきます。 

  また、指定管理者が自主事業として設置した施設等については、原則として原状回復のう

え返還していただきます。 

  ただし、県と協議のうえ設置した施設等のうち、原状回復すると利用者等に著しく支障が

生じる施設等については存置するものとし、次期指定管理者は前指定管理者とその使用等に

ついて十分協議し別途契約するものとし、管理運営に支障のないようにしていただくことに

なります。 

Ⅲ－ 


