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中野四季の森公園の管理・運営に係るサウンディング型市場調査 実施要領

１．調査名称

中野四季の森公園の管理・運営に係るサウンディング型市場調査

２．調査対象

名 称 ：中野四季の森公園

所在地 ：中野区中野四丁目１２番、１３番

敷地面積：２０，７８０．４８㎡

３．調査の目的等

（１）サウンディング型市場調査の背景と目的

中野四季の森公園は、広域避難場所の中心となる防災公園として平成２４年４月に南

側が整備され、その後、防災機能の拡充に加え、誰もがいつでも憩える空間、四季折々

のイベントでにぎわう交流空間として、平成２９年４月に北側が拡張整備されました。

中野区を代表する大規模公園となった本公園は、立地環境やアクセス性の観点からも、

オープンスペースとの連続性を持つ、にぎわいの創出拠点や緑の空間として多彩な活用

の展開を期待されています。

一方で、整備以降の維持管理は区が行っておりますが、芝生をはじめとする維持管理

費の縮減が課題となっています。また、公園を活用したイベントは民間事業者の主催が

多くを占め、空間活用や賑わいの創出に向けた取り組みが受動的であり、公共施設を十

分に有効活用出来ているとは言えません。

このような現状の中、本公園の東側隣接地では、２０２４年度の竣工を目指し、新区

役所の整備が進められています。整備に伴い、公園に接する新区役所の敷地西側には、「集

いの広場」の整備により、一体的な空間が創出される予定です。

これらのことから、本公園の持つポテンシャルを活かし、地域特性に応じた集客力の

ある企画展開と円滑な管理運営を行い、かつ区の厳しい財政状況を踏まえ、維持管理費

の低減に寄与できるマネジメントを実施するには、民間活力の導入による多様な手法の

展開も視野に入れた検討・検証が必要と考えています。

このため、事業の計画段階で幅広くアイデアを募集し、意見や助言等を伺う「サウン

ディング型市場調査」（以下、「サウンディング」という。）を実施します。
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（２）サウンディングにより期待される効果

①検討の早い段階で、民間事業者による多様な公園運営の可能性を調査することで、運営

手法について幅広い検討が可能になります。

②地域の状況や行政課題を提示して対話をすることで、課題の解決に向け、民間事業者の

ノウハウやアイデアを活かした運営手法の検討が可能になります。

③事業者の参加意向を把握し、事業者がより参加しやすい公募条件を設定できます。

４．基本的な情報

（１）公園の情報

中野４－１３（芝生エリア） 中野４－１２（イベントエリア）

供用開始 平成２４年４月１日 平成２９年４月１日

面積 １５，０００．１７㎡ ５，７８０．３１㎡

整備の考え

方、コンセ

プト

①日常時にも災害時にも、常に様々な

人々にとって「心の拠り所」となる場

所の実現を図る。

②オープンスペースの基幹空間となる

都市公園と公共空地は、特に中野の顔

として相応しいにぎわいと環境が調

和した空間を目指す。

③道路・公園と事業者が整備する公共空

地等が機能分担しながら、連続的な空

間となるように計画する。

（平成２１年４月２３日建設委員会「警

察大学校等跡地地区（仮称）中央部防災

公園基本計画等（案）について」より）

①災害時の広域避難・災害救援活動

の拠点空間

②だれもがいつでも、ふれあい・憩

える空間

③四季折々のイベントでにぎわう交

流空間

④だれもが手軽に体を動かせる空間

⑤都市空間のみどりを演出する環境

調和空間

⑥隣接地区施設と連携した空間

（平成２７年１２月２日建設委員会

「中野四季の森公園拡張整備基本設

計（案）について」より）

主な施設内

容（建築物

については

建築面積を

記載）

○管理棟（２１７．５６㎡／鉄骨造（一

部鉄筋コンクリート造））（注）

・多目的スペース

・トイレ（男・女・誰でもトイレ）

・防災倉庫（災害用発電機、仮設トイ

レ等）

○一般施設

・園路（透水性舗装）

・芝生（多目的広場）

・水景施設（池、流れ、噴水）

○防災施設

・防災井戸

・マンホールトイレ ２７基

○一般施設

・広場（インターロッキング舗装）

・草地広場

・誰でもトイレ（５．５２㎡／鉄筋

コンクリート造）

・モニュメント

○防災施設

・マンホールトイレ ７基

〇自転車地下駐車場（１２５．３５㎡

※占用物件であり、今後も区が管理

するため参考情報とします）

・１，５００台収容

定期利用：１，３００台

１回利用：２００台（１００円）
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（注）現状の管理棟用途は「休憩所・公衆トイレ」であり、常駐機能を有していません。用

途地域の制限（別紙参照）から、新たに事務所機能を持たせる場合、建築基準法第 48条に基

づく特例許可（建築審査会の承認）を得る必要があります。

主な植栽
スダジイ、サクラ、イチョウ、ケヤキな

ど
クスノキ、ヤマモモ、ケヤキなど

主な維持管

理内容およ

び実績

・芝生管理（約７，０００㎡）、植栽管理（約１５０本）、病害虫防除等

・園内・トイレの清掃、除草等

・水景施設（約４５０㎡）の清掃、水質管理・保守点検、利用管理

・自転車利用警告・指導

・巡回警備（夜間含む）

維持管理費 約８７，０００千円（２０１９年度実績）

占用実績

■平成３０年度

■平成３１年度

（参考）中野区立公園条例に基づく占用料

写真撮影 １，６７５円／１回・１時間以内につき

ロケーション １４，６２５円／１回・１時間以内につき

占用料 ３９円／㎡・１日

集客イベント ２０件（うち、公共機関等の利用による占用料免除１０件）

占用料等：約４，７００千円

撮影 １９件

集客イベント １３件（うち、公共機関等の利用による占用料免除５件）

占用料等：約７，５００千円

撮影 １１件
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【中野四季の森公園 位置図】

公園名や所在地等は、下記 HPより閲覧出来ます。
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/504000/d005285.html

中野四季の森公園

（中野４－１２、１３）

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/504000/d005285.html
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５．民間参画の基本的な考え方（民間活力への期待）

（１）公園のポテンシャルを活かした、多様な事業収入による維持管理費の低減

（２）活発な企画展開による、公園の賑わい創出と地域の活性化

（３）専任管理による、利用者ニーズに応じた柔軟な公園利用の実現

６．サウンディングでの対話内容

（１）提案の視点

「４．基本的な情報」「５．民間参画の基本的な考え方」及び別紙の詳細条件等を踏まえ、

民間事業者の皆さまの視点から「本公園で何ができるか」「どういった条件ならできるか」

をお考えいただき、自由な発想でご提案ください。

※提案にあたっては、他の事業での経験や事例等に基づき、できる限り具体的かつ実現

性の高いものとしてください。

（２）提案項目

可能な範囲で下記の各項目を盛り込んだ提案として下さい。ただし、①、②、④、⑤

は必須項目となります。

※複数項目にまたがる内容の場合は、エントリーシート（p.12）において、項目欄を
まとめるか、脚注の記載等により相互に参照できるようにしてください。

①民間参画による事業手法・スキーム【必須項目】

・民間参画の趣旨を踏まえた、本公園の市場性や参入メリット

・指定管理者制度や、その他の制度活用も含め、考えられる公園の管理・運営方法

※「対象となる施設・業務の範囲」「投資規模」「官民の役割分担」「スケジュール・

事業期間」等のスキームについて、可能な範囲でご提案ください。

②公園のポテンシャルを活かした企画運営【必須項目】

・中野四季の森公園を中心とする賑わいの創出や地域の活性化、事業収益に資する公

園の企画運営等のアイデア

※臨時的なイベントのみの提案については本調査の対象外とします。

※「コンセプト」「規模・ターゲット」「人（担い手）」「公園の使用範囲」「近隣住民

や一般利用者、地域社会への配慮」等の想定について、可能な範囲でご提案くだ

さい。

維持管理

・質の高い公園運営

・地域特性に応じたプロデュース
空間運営

・芝生をはじめとする

維持管理費の低減

利用満足度
・専任管理による迅速な対応

・ニーズに応じた柔軟な対応

にぎわいの創出・

更なる魅力向上

・集客力の増加

・地域の愛着の向上

・事業者収入の増加
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③新たな施設整備の有無等

・（①、②の実施に伴い新たな施設整備等が必要と考える場合）スケジュール、必要経

費、配置イメージ、官民の負担区分等の概略

※建築物の場合は、諸室諸元（概略で結構です）も可能な範囲でご提案ください。

④維持管理費の縮減および区の財政負担軽減策【必須項目】

・持続的な公園管理運営や、区の財政負担軽減に資する方策（公園施設の効果的、効

率的な維持管理によるコスト縮減や、②の企画展開等で想定される収益の還元等）

※導入し得る専門技術やノウハウ、年間収支想定等のほか、③で施設整備について

提案された場合は、ライフサイクルコスト縮減の考え方についても、可能な範囲

でお聞かせください。

⑤周辺地権者等との連携や地域貢献に関する取組み【必須項目】

・中野四季の都市（まち）全体の魅力や安全性、快適性の向上、新区役所との一体的

な空間活用など、周辺地権者等との相互協力や連携、地域貢献等に資する取り組み

⑥課題（懸念事項・要望事項等）

・事業実施における課題や懸念事項、区への要望事項等

※規制緩和（条例等）についても提案は可能ですが、別紙の詳細条件等を超えた提

案の場合は、サウンディング時にご説明頂きます。

⑦周辺公園との一体的な管理運営の方策

・中野四季の森公園と周辺の中野区立公園を一体的に管理運営することの可能性や条

件、対象範囲等に関する意見や提案

⑧自由提案・自由意見

７．参加条件

（１）参加事業者

①サウンディングに参加することができる事業者は、公園、公園施設、その他の公共空

間の管理運営実績を有し、公園運営の意向を有する法人又は法人のグループとします。

（実績はエントリーシートにて示すこと。グループの場合は、それを構成する各社と

も上記の条件を満たす必要があります。）

②グループで応募する場合は、主たる役割を担う代表１社を選定してください。

③参加表明時には、参加者（社）の構成員すべてを明らかにし、各々の役割分担を明確

にしてください。

④サウンディングに参加する場合は、事前説明会（p.8）に必ずご出席ください。

（２）参加者の資格

参加者の資格要件は、次のとおりとします。なお、グループの場合は、グループとし

てこれらの要件を満たす必要があります。

①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。
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②中野区暴力団排除条例(平成２４年６月２２日条例第２７号)第２条第１号第１項か
ら第４項に該当しない者であること。

８．サウンディングの実施について

（１）サウンディングの流れ

実施要領等を中野区ホームページにて公表し、参加事業者を募集します。

（１）サウンディングの実施要領等の公表（基本的な情報やサウンディングの流れ等を提示）

実施要領等を中野区ホームページにて公表し、参加事業者の募集を開始します。

（２）質問受付・回答

実施要領等に関する質問を下記の期間、連絡先Ｅメールにて受け付けます。送信にあ

たり、件名は【サウンディング型市場調査 質問】としてください。

令和２年 １２月１１日（金） 実施要領等について公表

（区ホームページにて）

令和３年 １月１５日（金） 事前説明会の開催

令和３年 ２月 ３日（水） サウンディングの参加申込期限

（エントリーシートの提出期限）

令和３年 ２月 ８日（月） 実施日時及び場所の通知

（予定）

令和３年 ２月１６日（火） サウンディングの実施

～３月 ８日（月）（予定）

結果のとりまとめおよび結果概要の公表

結果を踏まえた方向性の検討

令和２年 １２月２５日（金） 事前説明会の参加申込期限

質問受付期間①
１２月２５日（金）

まで

質問受付期間②

１月１５日（金）から

２０日（水）まで
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【質問受付期間】

① 令和２年１２月１１日（金）から１２月２５日（金）まで

② 令和３年 １月１５日（金）から１月２０日（水）まで

回答は①②ともに、質問者に対して随時、メールで個別に返信を行うとともに、事前

説明会での紹介（①のみ）および中野区ホームページ上への掲載（①②共、令和３年１

月下旬頃予定）を行います。なお、質問者については非公表とし、事前説明会およびホ

ームページにおいては、同様の質問に対してまとめて回答を掲載する予定です。

（３）事前説明会の開催

サウンディングの実施内容等について、サウンディングへの参加を希望（検討を含む）

する事業者向けの事前説明会を実施します。希望する方は事前にお申し込みください。

なお、現地説明会は予定しておりません。

【事前説明会】（位置図や注意事項等は p.11）
日時：令和３年１月１５日（金） １０：００

会場：新井区民活動センター

内容：中野四季の森公園に関するスライド説明、質疑応答等

※事前説明会への参加は事前申込制とします。事前説明会への参加を希望する方は、

下記期限までに参加希望の旨を連絡先Ｅメールアドレスに送付してください。

※送信にあたり、件名は【サウンディング事前説明会 参加申込】とし、下記事項を

メール本文または添付ファイルでお知らせください。

(ア) 法人名（グループの場合は代表１法人をお決めいただき、構成法人名をお書きく
ださい）

(イ) 連絡先となる方の氏名及び役職
(ウ) 連絡先となるＥメールアドレス及び電話番号
(エ) 当日参加希望人数（p.11 注意事項②をご一読ください）

【事前説明会参加申込期限】

日時：令和２年１２月２５日（金）まで

※期限を過ぎた申込はお断りする場合がありますのでご了承ください。

※サウンディングに参加を希望される場合は、必ず事前説明会にご出席ください。な

お、グループでサウンディングに参加される場合は、事前説明会については代表１

法人のみの出席をもって、サウンディングの参加条件を満たすものとします。
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（４）サウンディングの参加申込（エントリーシートの提出）

サウンディングに参加を希望する場合は、次項の受付期間内にエントリーシート（p.12
参照）に必要事項を記入して、連絡先Ｅメールアドレスに送付してください。送信にあ

たり、件名は【サウンディング型市場調査 参加申込】としてください。

※セキュリティの都合上、添付書類によりメール容量が１０MBを超える場合は、そ
の旨をメールで一度ご連絡ください。折り返し、添付書類のアップロード先を返信

させて頂きます。

【サウンディング参加申込受付期間】

令和３年２月３日（水）まで

※期限を過ぎた申込はお断りする場合がありますのでご了承ください。

【サウンディング実施期間（予定）】 ※会場：中野区役所会議室

開催期間：令和３年２月１６日（火）～３月８日（月）

日時および時間枠：下記○印のとおり

【エントリーシートの記入について】

エントリーシートには、参加希望日時を第４希望まで記入してください。（※応募が

後半に集中することが想定されますので、第１～第３タームそれぞれに少なくとも１

つの希望を入れてください。）また、サウンディングに出席する人数は１グループにつ

き、３名以内としてください。

「■提案概要」については、書き切れない場合、複数枚コピーするなどしてお使い

ください。また、「６．（２）提案項目」に示した各項目ごとに内容をご記入ください。

（複数の項目で重複する内容がある場合は、項目欄をまとめるか、脚注の記載等によ

り相互に参照出来るようご配慮ください）

※調査目的から逸脱していると考えられる提案については、書面での調査のみとさ

せていただく場合があります。

ターム 日時
① ９：００～

１０：００

②１０：３０～

１１：３０

③１３：３０～

１４：３０

④１５：００～

１６：００

第１

ﾀｰﾑ

２月１６日（火） ○ ○

２月２２日（月） ○ ○ ○

２月２４日（水） ○ ○ ○

第２

ﾀｰﾑ

２月２５日（木） ○ ○ ○ ○

２月２６日（金） ○ ○ ○

３月 １日（月） ○ ○ ○ ○

第３

ﾀｰﾑ

３月 ３日（水） ○ ○ ○

３月 ５日（金） ○ ○ ○ ○

３月 ８日（月） ○ ○ ○ ○
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（５）実施日時及び場所等の通知

調整の上、令和３年２月８日（月）を目処に、実施日時及び場所を連絡します。都合

により希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

（６）サウンディングの実施

参加事業者毎に、１グループ６０分程対話を実施します。説明用の資料がある場合は、

区提出分として計７部を当日にご持参願います。

※会場の都合があるため、スライドの上映はご遠慮ください。

※入退場、資料配付等を含めて６０分となります。

９．留意事項

（１）参加事業者の扱い

サウンディングは、参加事業者の提案及びノウハウの保護のため事業者毎に非公開で

個別に行います。当該地に関する事業者公募が実施された場合、サウンディングへの参

加実績が優位性を持つものではありません。

（２）サウンディング参加に係る費用

サウンディング参加に係る費用（書類作成費、説明会及び対話参加経費、通信費等）

は参加事業者の負担とします。ご了承ください。

（３）追加対話への協力

必要に応じて追加対話（文書照会含む）を行うことがあります。その際はご協力をお

願いします。

（４）実施結果の公表

サウンディングの実施結果については、概要を中野区ホームページで公表します。公

表にあたっては、事業者ノウハウの保護等を考慮し、事前に参加事業者に内容の確認を

行います。また、参加事業者（法人）の名称は公表しません。

１０．連絡先

住所 〒１６４－８５０１

中野区中野４－８－１（８階８番窓口）

中野区都市基盤部公園緑地課

公園マネジメント係 野中、兼重

電話 ０３－３２２８－８８４９

メール koen@city.tokyo-nakano.lg.jp
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【事前説明会 会場位置図・注意事項等】

＜日時＞令和３年１月１５日（金） ９：３０受付 １０：００開始（１時間程度を予定）

＜会場＞新井区民活動センター 多目的室

＜住所＞中野区新井３－１１－４

＜直通電話＞０３－３３８９－１４１１

＜注意事項＞

①会場にはスリッパの用意がありません。床が大変冷えますので、上履きをご持参くだ

さい。（土足厳禁です）

②新型コロナウイルス感染症対策のため、施設の利用は定員（推奨利用人数）の概ね２

分の１となっております。客席に一定の間隔を空け、定員を４０名程度とさせて頂く

予定です。定員を超える応募があった場合、当日参加人数について調整させていただ

く場合がありますのでご了承ください。また、下記についてご一読いただき、対策に

ご協力をお願いいたします。

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/403200/d028832.html
※当日は、マスクの着用をお願い致します。

※会場入り口で検温にご協力頂きます。

＜位置図＞
アクセス

・中野駅北口から徒歩１５分

・西武新宿線 「沼袋」駅から徒歩１０分沼袋駅

新井薬師前駅

中野駅

新井区民活動

センター

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/403200/d028832.html
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中野四季の森公園サウンディング型市場調査エントリーシート

■法人名（グループの場合は代表法人名および構成法人名）

■法人所在地

■公園や公共空間等の管理運営実績（グループの場合は代表法人および構成法人各々について記載）

■対話の代表

者（担当者）

氏名 所属法人名 部署

E-mail

TEL

■対話の希望日時

希望日および時間枠：下記の表中に、第１希望（「１」）～第４希望（「４）」を記入してください。

※応募が後半に集中することが想定されますので、第１～第３タームそれぞれに少なくとも１つの

希望を入れてください。

※所要時間は、入退場、資料配付等を含め、１グループ６０分とします。

■対話参加予定者（１グループにつき３名以内としてください。）

所属法人名 氏名 部署 役職

ターム 日時
① ９：００～

１０：００

②１０：３０～

１１：３０

③１３：３０～

１４：３０

④１５：００～

１６：００

第１

ﾀｰﾑ

２月１６日（火）

２月２２日（月）

２月２４日（水）

第２

ﾀｰﾑ

２月２５日（木）

２月２６日（金）

３月 １日（月）

第３

ﾀｰﾑ

３月 ３日（水）

３月 ５日（金）

３月 ８日（月）



13

■提案概要（該当項目ごとに記入。それ以外は空欄としてください）

①民間参画による事業手法・スキーム【必須項目】

・民間参画の趣旨を踏まえた、本公園の市場性や参入メリット等
・指定管理者制度や、その他の制度活用も含め、考えられる公園の管理・運営方法

②公園のポテンシャルを活かした企画運営【必須項目】

・中野四季の森公園を中心とする賑わいの創出や地域の活性化、事業収益に資する公園の企画運営等のアイデア

③新たな施設整備の有無等

・（①、②の実施に伴い新たな施設整備等が必要と考える場合）スケジュール、必要経費、配置イメージ、官民の
負担区分等の概略

④維持管理費の縮減および区の財政負担軽減策【必須項目】

・持続的な公園管理運営や、区の財政負担軽減に資する方策（公園施設の効果的、効率的な維持管理によるコスト
縮減や、②の企画展開等で想定される収益の還元等）

⑤周辺地権者等との連携や地域貢献に関する取組み【必須項目】

・中野四季の都市（まち）全体の魅力や安全性、快適性の向上、新区役所との一体的な空間活用など、周辺地権者
等との相互協力や連携、地域貢献等に資する取り組み

⑥課題（懸念事項・要望事項等）

・事業実施における課題や懸念事項、区への要望事項等

⑦周辺公園との一体的な管理運営の方策

・中野四季の森公園と周辺の中野区立公園を一体的に管理運営することの可能性や条件、対象範囲等に関する意見
や提案

⑧自由提案・自由意見


