
新都心公園ほか那覇市内公園への
⺠間活⼒導⼊に向けたサウンディング型市場調査

那覇市公園管理課
平成31年3月12日（火）

事前説明会
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■本日の説明会の内容

１.サウンディング調査の背景
２.サウンディング調査の内容
３.先進事例
４.市の公園紹介
５.よくあるご質問
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１．サウンディング調査の背景

市勢
市の公園管理の状況
市の公園管理の課題



市域面積：39.57㎢（H28.10.1豊⾒城市と按分）
人口 ：322,578人（H30.10.31住⺠基本台帳統計）
人口密度：8,152.1人/ ㎢

都市公園面積：183.82ha（ H30.10.31現在）
1人当たりの公園面積：5.70㎡（全国平均：10.3㎡ H27年度）
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■市勢



街 区：131
近 隣：19
地 区：3
総 合：5
緑 地：6
その他：8
合 計：172

○公園管理課では、市内の172の公園および緑地の維持管理を行っている。

←国道330号線

県道221号線
国道331号線→

○供用開始（市管理）

○管理範囲外
首里城公園(国)
奥武山公園(県)
海軍壕公園(県)
港湾緑地(港湾)



・概要：市内の都市公園および緑地等
の維持管理（清掃等）を行い、
利用しやすい公園づくりを行う。

・財源：一般財源（事業費：約160,000千円）
・内容：トイレの清掃（毎日1回以上）

公園内の清掃・修繕
草刈（月１回・夏場は２回程度）
軽微な植栽管理等

固定班：172公園を26班（3～5名）
移動班（数名）、修繕班（数名）等

①都市公園維持管理(公園清掃等)業務委託
通称：シルバー委託

H30.10時点
②自治会委託 16自治会19箇所 清掃・草刈
③公園愛護会 82公園133団体 花壇の管理
④企業ボランティア 57公園63団体 清掃等

⑤指定管理者制度の導入公園
・波の上ビーチ（旭ヶ丘公園）
・緑化センター（新都心公園）
・松山公園文化交流施設（福州園･ｸﾆﾝﾀﾞﾃﾗｽ等）

■市の公園管理の現状
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■市の公園管理の課題
○草刈や清掃などの日常管理が ←人手不⾜
⾏き届いていない部分がある

○遊具等施設の更新が追い付かない ←財政難
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市⺠の要望

公園面積

公園の管理費

H7

⺠間の⼒を借りないと、公園の維持管理が成り⽴たない･･･
⺠間に公園管理を⼀緒に担ってほしい
公⺠連携 が不可⽋！

市の管理

公園は
増えたのに

管理費は
変わらず

修繕費への
補助⾦は厳しい

維持管理が
⾏き届かない

市⺠の苦情･要望
は増えるばかり

■現在の公園管理の悪循環
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公園という⽴地を
活かし新たな事業展開

収益をあげる

収益の⼀部を
公園の維持管理や
運営に充てる

市に使⽤料
を支払う

お客さんが
増える

使⽤料収⼊
が増える

管理費が減る

お客さん＝
公園利⽤者への
サービスが向上

苦情が減る
エリアの価値
が上がる

まちに住みたい人
が増える

税収が上がる
（住⺠税）

（固定資産税）

企業の
イメージアップ

公園が良くなる

⺠間のメリット等

公園のメリット等市⺠の満⾜度
が上がる

■目指す好循環のイメージ
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市には、土地＝公園 はあるけど、
お⾦と人が足りない

⺠間に公園を使って還元してほしい
でも、公共空間の場は守らないといけない

⺠間は、新たなビジネスチャンス
公園という公共空間を特定の事業者が使える・稼げる

還元って何？
お⾦⇒公園施設の設置（ベンチ・トイレ）とか、

メンテナンスに回すとか…
人⇒施設まわりの掃除とか、マルシェの開催とか…
公園であることの意義・・・

公園利⽤者へ何かしらのサービス向上が無いといけない

市

⺠間
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２．サウンディング調査の内容
サウンディング調査とは
サウンディング調査の目的
提案できる内容
調査の対象者/対象公園/スケジュール
事業の検討/⾒通し
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■サウンディング調査とは
１事業者あたり１時間を目安に「対話」=「意⾒交換」実施します。

提案内容についてご説明
↓

意⾒交換
【内容の目安】

○事業の展開について
○期待される効果について
○事業実施の条件や課題について

⺠間事業者

市の担当者

※１ 提案内容を説明できる資料があれば、ご持参ください（５部）
※２ パソコンの持込やプロジェクターの利⽤も可能です
※３ 特に資料の準備が無くても結構です。お話のみでも構いません
※４ 詳細な計画が無くても、事業の大まかなイメージだけでも構いません

市のメリット ：公募前に、⺠間の意向を把握して、意⾒をきくことができる
⺠間のメリット：⾃⾝の参⼊したい分野をアピールして、公募条件に反映させ

る可能性が広がる
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■サウンディング調査の目的
公園や地域が抱える課題があります。 ⺠間事業者の事業展開に加えて、これらの

課題を何かしら解決できる+α の部分についても、ご提案ください。
⺠間事業者のアイディアをお聞きしたうえで、条件を整理し、より良い公園の整

備・管理・運営⽅法の事業化を図ることを目的としています。

公園・まちの課題 × ⺠間の事業+α のご提案
サウンディング

テラス席のあるカフェ
がしたい！周囲の草刈
とお掃除は任せて！

ハーブや野菜を育て
たい。みんなとのお
しゃべりも楽しみ。
で き た 野 菜 は マ ル
シェでふるまうの！

スポーツ施設を建てて、
収益をジョギングコース
のメンテナンスに還元！

自然体験ができるプ
ログラムを組んでみ
たい。期間限定BBQ
やキャンプも！コミュニティづくり

子供や高齢者の活動場所

公園の草刈･清掃が
追い付かない…

公園施設の
老朽化

健康づくり
運動不足の解消

×

防災意識の啓発

緑を増やす
自然に親しむ
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■サウンディングで提案できる内容
①「都市公園法に定められている施設」を新たにつくる提案

第２条（公園施設）※公園利⽤者へのサービス提供が大前提です！
便益施設：飲⾷店、売店（コンビニや自動販売機もこれに含まれます）など
運動施設：運動施設に附属する観覧席、更⾐室、運動⽤具倉庫、シャワーなど

第７条（占⽤物）
※公園利⽤に著しい⽀障を及ぼさず、必要やむを得ないもの
※かつ、合理的な土地利⽤の促進を図るため特に必要であると認められるもの

保育所その他の社会福祉施設で政令で定めるもの

②既存の公園施設を管理運営していく提案

③イベントやキッチンカーなど、継続的に公園利⽤する提案
※建ぺい率の制限

建てられる建築物の建築面積の上限は、公園敷地に対して原則２％
手法によっては、上乗せの規定があります。
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■サウンディング調査の対象者
市内公園の整備や管理・運営に関⼼のある

⺠間事業者･ＮＰＯ法人等またはそれらのグループ
※業種・業態を問いません ※個人の⽅は対象になりません

■サウンディング調査の対象公園
市内すべての公園を調査対象とする。ただし市管理以外の公園は除く。
複数の公園にまたがる提案や、公園を特定しない提案についても対象

※市では⺠間活⼒導⼊の可能性が高い公園として、新都心公園を想定
しており、事業着手を先⾏する予定です。
ただし、他の公園で、実現性・有効性の高い事業があれば、
内容を勘案しながら進めていきます。
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サウンディングに参加される⽅は、
↓

３月26日（火）17時までに
【様式３】エントリーシートを提出

↓
その後、市より日程調整の連絡をし

ます。場所と時間をお知らせ
↓

４月９日（火）と１０日（水）
にサウンディング調査＝対話を実施

※提案書の添付は、必要ありません。

■サウンディング調査のスケジュール
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■事業の検討
サウンディングの結果をもとに、公募に向けて、事業化を図ります。
ご提案のすべてを採⽤するわけではありませんが、どの公園でのどのような内容

が公園の魅⼒向上に効果的か、検討していきます。

⺠間事業者の公募

公園づくりのあり方を検討
公募の条件整理サウンディングの結果

事業化
どの公園の、どの範囲、どの場所がよいか？

どのような業務内容がよいか？
施設を建てるか？既存施設の活⽤にするか？

期間はどれくらい？使⽤料はいくら？
公募では何を求めるか？・・・

※提案者が必ずしも事業の実施者となるわけではありません。
※対話へ参加しなかった事業者でも、公募への参加は可能です。
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■事業の⾒通し
新たな⺠間活⼒を活かした事業は、対話の内容を参考に事業内容を決定

するため、詳細は未定です。

公募設置管理制度（Park-PFI）や指定管理者制度の公募であれば、
手続きや庁内調整にさらに時間を要します。

事業化の例
・○○公園での、飲食店の設置管理

・△△公園と▽▽公園での、スポーツ施設の運営管理業務

・□□地域の公園での、年間を通じた定期開催イベント

・××公園での施設予約・使用料徴収を含む日常管理全般の指定管理業務

・▼▼公園での、園路広場整備とネーミングライツ
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３．先進事例
南池袋公園（東京都豊島区）
駒沢オリンピック公園（東京都世田谷区）



■公園利活⽤の事例
○カフェの建物は、豊島区が設置
○地元の人々が関わる公園運営者
「南池袋公園をよくする会」がクレームや

イベントをフィルターにかけ、区に提言
○カフェの売上の一部を地域貢献費として

公園の運営に使える仕組み
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南池袋公園



○公園管理を⾏う(公財)東京都公園協会が
“防災備品の配備”や“災害時の施設運営”
を条件に⺠間事業者を公募

○売上の一部を防災機能向上や
公園の魅⼒アップに還元

○テラスでヨガイベントや
ファーマーズマーケットを開催
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駒沢オリンピック公園
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４．市の公園紹介
新都⼼公園（総合公園）
緑ヶ丘公園（地区公園）
希望ヶ丘公園（近隣公園）
美栄橋公園（街区公園）
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■新都⼼公園
公園種別：総合公園
供⽤開始：平成13年
供⽤開始面積：1.22ha
未供⽤面積：0.58ha

・４つのゾーンで構成 中央広場/水のみち/花のみち/沖縄の杜
・防災公園（広域避難場所）
・運動施設の利⽤者が多い

テニスコート/人工芝の多目的広場(ｻｯｶｰｺｰﾄ）/ジョギングコース
・大原っぱでは、大きなイベントも開催
・H31に「沖縄の杜」ゾーン整備完了予定
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・管理棟Bに空きスペースがあり、有効活⽤が課題

２F シャワー室
洗濯室

１F 事務室･休憩室
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■緑ヶ丘公園
公園種別：地区公園
供⽤開始：昭和59年
供⽤開始面積：1.8ha
未供⽤面積：3.6ha
・国際通りの裏に⽴地
・グッドデザイン賞のトイレ
・城グスクデザインの広場
・未整備ゾーンには

沖縄特有のお墓が残る
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■希望ヶ丘公園
公園種別：近隣公園
供⽤開始：昭和55年
供⽤開始面積：0.76ha
未供⽤面積：0.32ha
・国際通りと平和通りの間に⽴地
・丘の地形を残し、高低差がある
・緑陰静かな公園
・ねこスポット
・桜坂劇場が年に１回

マルシェを開催
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■美栄橋公園
公園種別：街区公園
供⽤開始：昭和45年
供⽤開始面積：730㎡
・モノレール県庁前駅前に⽴地
・オフィス街に囲まれた小さな公園
・木陰は多いが、ベンチが少ない
・フェンス沿いの違法駐輪が多い
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５．よくあるご質問
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Q１.どんな提案ができるの？
「新しく施設を建てる提案」
「既存の施設を管理運営する提案」
「継続的なイベント等の企画に関する提案」などが考えられます。

市としては、⺠間の事業に加えて、公園への何かしらの還元策を、合わせて
ご提案いただきたいと考えています。

☞P.13、14

Q２.どんな施設や規模でもいいの？
施設の⽤途は、都市公園法などの関係規定に適合することが前提となります。
施設の規模についても、都市公園法で定められた2％という建ぺい率の制限があ

ります。小さな公園では、かなり厳しい制約となります。ただし、活⽤する制度に
よっては10％の上乗せ規定もあります。

ご提案を検討中の公園で、詳しい内容が知りたい場合は、個別にお問い合わせく
ださい。

☞P.14
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Q３.市はお⾦を出すの？
基本的には、市の持ち出し＝⽀出がないような事業を構築したいと考えています。

ただし、現在の市の⽀出額に照らし合わせて、必要な経費であれば検討します。
☞P.17

Q４.公募内容や対象公園はもう決まっているの？
まだ白紙の状態です。サウンディングの結果を受けて、公園や対象とする施設の

範囲や内容を決めていきます。
新都心公園の可能性が高いと考えていますが、他の公園での良い事業が考えられ

れば、優先順位をつけて、着手していきます。
☞P.17

Q５.提案した内容は、どうなるの？
事業化への検討に活⽤します。ご提案の内容が必ずしも実現するものではござい

ません。
サウンディングの結果を公表する際には、事前に公表内容の確認をし、企業のノ

ウハウに係る内容が流出しないよう、留意します。
☞P.17、実施要領P.5
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Q６.⺠間がサウンディングに参加するメリットは？
公募に先⽴って、市が考えている内容を情報収集することができます。
参⼊したい事業内容について、条件などを公募に反映させる可能性が広がります。

☞P.12

Q７.⺠間が公園で事業を⾏うメリットは？
これまで⺠間事業の進出があまり無かった公園という場所で、新たな事業展開が

できます。公園の質が向上すれば、企業のイメージアップにつながります。
☞P.9、10

Q８.個人での対話参加はできないのですか？
事業を公募する際には、事業者が対象となるため、個人での参加はご遠慮いただ

いております。ただし、個人事業者は対象となります。
☞P.15
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公園の持つ⼒
○⾃然に親しむ ○防災の拠点
○健康づくり ○レクリエーション
○地域の活動拠点 ○まちのにぎわい



〜ご清聴ありがとうございました〜

公園での
豊かな時間
をつくる
公園をもっと元気にしたい！
『公園で過ごす時間がもっと豊かになるように…』
そんなパブリックマインドを持つ⺠間事業者と
いっしょに公園づくりをしていきたい。
ご提案お待ちしています。


