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■用語の定義 

指定管理者 

制度 

・公の施設の管理・運営を、民間事業者等に包括的に代行させるこ

とができる制度。 

Park-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建設・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。 

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、同法第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、子供遊び場、キャンプ場 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建設する、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。Park-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・広告塔等の施設。 

公募設置等 

指針 

・Park-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、公園管理者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、Park-PFI に応募する民間 

事業者等が公募対象公園施設の設置又は管理に関して公園管理 

者に提出する計画。 

設置等予定者 ・公園管理者の審査及び評価により、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設 

置等予定者。 
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館林市サイクリングターミナル指定管理者募集要項及び(仮称)南側公園用地公募設置等指針 

 

第１章 事業の概要について 

１ 事業概要 

 館林市では、令和３年度に「館林市つつじが岡公園再整備基本計画」を策定しました。整

備計画の一つとして、館林市サイクリングターミナル（以下「ターミナル」という。）を宿泊

施設として再開し、（仮称）南側公園用地との一体的な運営により観光拠点の形成を目指しま

す。ターミナルの設置目的を効果的に達成するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項及び、ターミナル条例（平成４年館林市条例第２５条）第８条の規定

に基づき、指定管理者を募集します。また、ターミナルと南側にある公園用地との一体的な

活用を図るため、都市公園法（昭和３１年法律第７９号。以下「法」という。）第５条の２の

規定に基づき、（仮称）南側公園用地に公募設置管理制度（Park-PFI）を導入します。公園及

び地域の価値・魅力を高める「公募対象公園施設」（次表のうち公募対象公園施設に該当する

もの=水色網掛け）を設置及び管理運営する事業者を公募します。ターミナルと（仮称）南側

公園用地の公募対象公園施設を同一事業者による管理運営とします。 

 

 

【施設管理区域図】 
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また、併せて、公園利用者の利便性向上のため、「特定公園施設(=上記一覧の水色網掛け有

りのものと無しのものを含む全て)」を建設及び市へ無償で譲渡していただきます。 

本事業で実施する業務は次のとおりとし、建設には計画・設計から工事までを含むものと

します。 

⑴ ターミナル 

・指定管理者制度による管理運営業務 

⑵ （仮称）南側公園用地 

・公募設置管理制度（Park-PFI）による公募対象公園施設の設置及び管理運営業務 

・公募設置管理制度（Park-PFI）による特定公園施設の建設（建設後市へ無償で譲渡） 

 

２ 対象土地・建物の情報 

⑴ ターミナル 

  ア 土地の情報 

所在地 館林市花山町２９１６番地４ほか 

土地面積 ８，９６５㎡ 

区域区分 市街化区域 

用途地域 

 

建蔽率 

容積率 

高さ制限 

第一種低層住居専用地域（令和６年度早期に、第二種住居地域に

変更予定） 

４０%（６０％）     ※（ ）内は第二種住居地域の数字 

８０%（２００％） 

１０ｍ（なし） 

その他の規制 城沼風致地区（建蔽率４０％、高さ制限１５ｍ ほか） 

 



3 

 

イ 建物の情報 

現在の建物（レストラン、浴室を含む）は建築審査会により審議され、平成３年に特定

行政庁により「青少年の健全育成を目的とした簡易宿所」の用途として特別に許可され

建築されました。令和６年度早期に、用途地域を第二種住居地域に変更を予定していま

す。第二種住居地域に変更後はホテルとしての営業が可能となります。 

※簡易宿所：「宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を設けてする営業のこと」 

 

 

 

 

 

※レストランと自転車倉庫の床面積は１階床面積に含みます 

※浴室関係の床面積は、２階床面積に含みます 

 

部  屋  数    ①客 室   １４室（定員２８名） 

洋室：１階 ツイン バス・トイレ付  

×６部屋（定員１２名） 

１階 ツイン バス・トイレ付 

バリアフリー対応 ×１部屋（定員 ２名） 

２階 ツイン バス・トイレ付 

×７部屋（定員１４名） 

        ②大広間   １室 ６０畳（２０畳×３部屋に分割可能） 

         食事利用（最大６０名） 宿泊（定員３０名） 

③研修室   １室 ４０畳（定員３０名） 

         食事利用（最大２０名） 宿泊（定員１０名） 

 

         宿泊収容人数６８名  

  

 ※定員数については、関係法令に基づき、市が選定事業者と協議して決定します。 

 

主要用途 簡易宿所 

許可面積 敷地面積 

建築面積 

延べ面積 

７，９４１㎡ 

１，１２３㎡ 

１，５９９㎡ 

建物名称 構造等 床面積 建築年度 

本館（宿泊棟） 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

２階建 

１階：９４５．３９㎡ 

２階：６４１．６５㎡ 

平成５年 

レストラン 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

（最大８０名） 

１２９．１７㎡ 

 

平成５年  

浴室関係 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

（男女各最大１８名） 

１０５．６０㎡ 平成５年  

自転車倉庫 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 １００．００㎡ 平成５年 



4 

 

【客室イメージ図】 

 

※客室の色調やベッド、デスクのタイプは、市が選定事業者と協議して決定します。 

 

  その他施設 ①駐車場 普通自動車約 60 台分 

 

②電気自動車用急速充電器１基 

設置年月日：平成２７年３月２日 

施工業者：大光電設株式会社 

※本充電器は令和５年３月３日から株式会社 e-Mobility Power（株式会社

イーモビリティパワー）に無償譲渡されるため、運営費用は株式会社 e-

Mobility Powerの負担となります。 

【本体】 

台  数：1台 

製 造 者：株式会社ハセテック 

型  式：ＱＣ０２－２Ｐ２Ｗ－ＥＮ 

 入力電圧：単相２線式 ＡＣ２００Ｖ±１５％ ５０/６０ＨＺ 

 入力電流：１４０Ａ 

 出力電圧：ＤＣ５００Ｖ（最大） 

 出力電流：ＤＣ６５Ａ（最大） 

 総 質 量：約３００ｋｇ 

【引込盤】 

 台  数：１台 

 製 造 者：河村電器産業株式会社 
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【カーポート】 

 台  数：１台 

 製  造：株式会社ＬＩＸＩＬ 

【案内板】 

 枚  数：２枚（本体脇・南側道路脇） 

 

 ⑵ （仮称）南側公園用地 

  ア 土地の情報 

所在地 館林市花山町２９１２番地３ほか 

面積 １１，６７４．４４㎡ 

区域区分 市街化調整区域 

用途地域 

建蔽率 

容積率 

無指定 

７０% 

２００% 

その他の規制 都市計画公園区域（令和６年度に供用開始を予定） 

建築物等を建築する際には都市計画法（昭和４３年法律第１ 

００号）第５３条の許可を要します・法第４条の制限が係る

場合があります 

城沼風致地区（建蔽率４０％、高さ制限１５ｍ ほか） 

＜注意事項＞ 

公園用地は市街化調整区域に立地していますが、公園施設（法第２条第２項）に該当する

ものであれば、設置可能です。市街化調整区域内での開発行為は、都市計画法等の関係法令

により規制されていますので、都市計画法に適合することが必要となります。 

令和５年度に市が公園基盤整備を実施し、一部に芝張工事と木造建築物（トイレ・水道設

備）の整備を予定しています。 

 本事業における建築面積は次のとおりです。 

 （仮称）南側公園用地に公募対象公園施設・特定公園施設を設置する場合の建築可能

面積 

休養施設 （仮称）南側公園用地面積内 

便益施設 約３，０００㎡ 現状の建築可能面積は３,２６９㎡。市が整備する木造建築

物の建築面積（水平投影面積）を２６９㎡以下と想定。 

 

第２章 指定管理者制度の条件等 

３ 指定管理者管理運営業務の範囲 

指定管理者制度による管理業務は、ターミナル条例第１１条に基づき、下記のとおりです。 

 ⑴ ターミナル事業の実施に関する業務 

ア 集会、研修のための施設の提供に関する業務 

イ 宿泊のための施設の提供に関する業務 
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  ウ その他ターミナルの目的を達成するため必要な業務 

 ⑵ ターミナルの利用の許可及び制限に関する業務 

  ア 利用の許可 ターミナル条例第５条に基づく許可 

イ 利用の制限 ターミナル条例第６条に基づく制限 

 ⑶ ターミナルの維持管理に関する業務 

  ア 保守管理業務 

施設を維持していくための保守点検及び修繕 

  イ 施設で保有している附帯設備、備品の維持管理と確認 

  ウ 清掃、警備、防災に関すること 

 ⑷ その他の業務 

  ア 会計関係帳簿、業務報告（毎月）等の作成及び毎月定例会に参加し市へ報告 

  イ 緊急、防犯、防災等の危機管理マニュアル等の作成及び実施体制の整備 

  ウ 個人情報保護等に必要な措置 

  エ 事業計画書・事業報告書・指定管理者評価シートの作成及び市への提出  

  オ 経理規定等（館林市財務規則に準じるもの）の作成及び経理事務 

  カ 職員に対する運営管理に必要な研修の実施 

  キ 市が実施する事業、業務への協力 

  ク レストランの運営に関する業務 

  ケ 要望苦情等対応整理簿、利用者満足度調査、管理運営の改善、日常業務の調整 

コ 市内周遊観光の案内 

サ ホームページ作成・運営、予約管理システム導入・運営 

⑸ 自主事業の開催について 

施設の設置目的に基づくもので、管理運営上の業務に支障がない範囲において、事業者 

自らの費用負担によって事業を実施することができます。ただし、その場合は事業計画書、

収支予算書を作成し、事前に市の承認が必要となります。 

 

４ 指定管理者指定期間 

 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日（５ケ年間）とします。なお、（仮称）南側公 

園用地の公募設置等計画の認定の有効期間である２０年間は、指定管理者指定期間が終了し 

た後に、次の指定管理者を公募せずに同事業者を指定管理者候補者として指名し、申請書等 

を提出していただきます。選定委員会が指定管理者候補者として選定した事業者等について 

は、地方自治法の規定に基づき、指定管理者として指定する議案を館林市議会に提案し、議 

決後に指定管理者として指定します。 

 

５ 管理の基準 

 管理の基準は、ターミナル条例第１０条及びターミナル条例施行規則第２条に基づき、下 

記のとおりです。 

⑴ 使用時間等  
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  利用者の利便性を考慮し、施設点検日を除き、原則、通年営業としてください。臨時に 

 休館する場合は、事前に市の承認が必要となります。使用時間は、計画内容に応じて、市 

と協議してください。 

 ⑵ 館林市個人情報保護条例（平成１３年３月２２日館林市条例第２号）の適用について 

 指定管理者は、ターミナル条例第１９条の規定に基づき、個人情報の保護に必要な措置 

を講じるよう努めてください。 

⑶ 館林市情報公開条例（昭和６１年１０月１日館林市条例第３３号）の適用について 

  指定管理者は、ターミナル条例第２０条の規定に基づき、情報公開を行うための必要な 

措置を講ずるものとします。 

 ⑷ 館林市環境マネジメントシステムマニュアル第４版（平成２９年３月３１日改正）の 

適用について指定管理者は、館林市環境マネジメントシステムに基づき、自然環境の保 

全のための必要な措置を講ずるものとします。 

 ⑸ 関係法令等の遵守 

  ターミナルに係る下記の法令等を遵守するものとします。 

  ア 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  イ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

  ウ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号） 

  エ 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号） 

  オ 消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

カ 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号） 

  キ 館林市サイクリングターミナル条例（平成４年館林市条例第２５号） 

  ク 館林市サイクリングターミナル条例施行規則（平成５年館林市規則第１） 

ケ 協定書 

  コ 業務仕様書 

  サ その他指定管理業務を行うにあたり遵守すべき法令等 

 ⑹ 業務の委託等 

  指定管理者は、本業務の全部を第三者に委託し、又は請負わせることはできません。た 

だし、業務の一部についてあらかじめ市長が認めた場合はこの限りではありません。 

 

６ 利用料金制度 

 指定管理者は、ターミナル条例第７条に定める使用料を、利用料金として条例に定める範

囲内で決定し、市の承認を受けた上で自らの収入として収受します。また、利用料金収入は、

本施設の管理運営に要する経費に充てるものとします。 

※過去の利用料金、宿泊利用者数、レストラン運営に関しては、２０頁に掲載「資料１～ 

４」を参照 

 

７ 指定管理料等 

 ⑴ 指定管理料の額 
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  募集にあたり、市が提示する指定管理料の５か年上限額は、５５,０００,０００円とし 

ます。これは、法人等が受託する上での目安となる上限額ですので、法人等の独自の経営 

判断による指定管理料を提示してください。なお、市が提示する指定管理料の５か年の総 

額を超えた提案をされますと選外となりますのでご注意ください。 

 ⑵ 指定管理料の支払い 

  市は、会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに、指定管理者の請求に基づ 

き支払うこととします。支払い時期や額、方法等は年度ごとに締結する協定書で定めます。 

 ⑶ 市が支払う指定管理料に含まれるもの 

  ①人件費 

  ②管理費 報償費、旅費、需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料）、役務費（電

話料、郵便料、宣伝費、手数料、保険料）、委託料（警備清掃委託料、施設保

守点検委託料）、使用料及び賃借料、負担金、公課費に係る経費等 

 ⑷ 修繕の取扱い 

  １件あたり２００,０００円以下の修繕は指定管理者の負担にて行うこととします。１ 

 件あたり２００,０００円を超える修繕は、市の負担とします。なお、指定管理者は実施し 

 た修繕の全てについて、定期的に市へ報告することとします。 

 

８ 指定期間満了以前の指定の取消し等 

次の場合、ターミナル条例施行規則第１４条第２項又は第３項の規定に基づき、市は指定 

管理者へ対し指定を取消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じることがで

きます。 

⑴ 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

  ア 「２５ 公募の実施に関する事項等」中、⑴のイのいずれかに該当したとき 

  イ 業務に際し、不正行為があったとき 

  ウ 市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき 

  エ 市が行った業務の改善勧告に正当な理由がなく応じないとき 

  オ 協定書の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき 

  カ 手形又は銀行取引停止処分がなされたとき、又は支払い停止事由が発生したとき 

  キ 差押え、仮差押え、又は仮処分を受けたとき 

  ク 破産、会社更生、民事再生、会社整理又は特別精算その他倒産等に関する法律のい

ずれかの手続きについて申立てがなされたとき 

  ケ 当該施設の管理運営に必要な事項の許認可等について、監督官庁から許認可等の取

消処分又は停止処分をうけたとき 

  コ その他、市が必要と認めるとき 

     不可抗力の発生による事故 

不可抗力（天災・テロ等の人災）が発生し、施設を市民の避難場所として使用しな 

ければならないような事情が生じた場合は、協議の上市は、指定を一時取消すこ 

とができます。 
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９ 留意事項 

⑴ 複数申請の禁止 

同一の団体等が複数の申請をすることはできません。 

⑵ 提出書類の取扱い 

 提出書類については、一切返却いたしません。 

⑶ 提出書類の著作権等 

 提出した書類の著作権は、申請者に帰属します。ただし、市は、指定管理者の選定結果 

の公表等に必要な場合には、提出書類の内容を使用できるものとします。 

 ⑷ 申請内容の変更の禁止 

提出された書類の内容を変更することは、原則として認めません。 

 ⑸ 申請に関する費用負担 

申請に関する費用は、すべて申請者の負担とします。 

 ⑹ 申請の辞退 

  申請後に辞退する場合には、辞退届（別記様式第４号）を提出していただきます。 

 

第３章 公募設置管理制度の条件等 

１０ 公募設置管理制度の公募対象公園施設 

⑴ 公募対象公園施設の設置許可面積の考え方 

公募対象公園施設の設置許可の面積については、施設の投影面積及び認定計画提出者が 

独占的に使用する範囲の面積（＝公募対象公園施設の利用者のみが使用することのでき 

る範囲の面積）の両方を含む範囲とします。公募対象公園施設利用者以外が利用可能な

周辺の園路・広場・等については、設置管理許可の対象としません。設置許可面積の決定

にあたっては、設計協議を経て、認定計画提出者から最終的な計画内容を提出いただき、

市が精査確認します。 

⑵ 公募対象公園施設の設置許可使用料（法第５条の２第２項第４号） 

認定計画提出者は、上記⑴を踏まえ、次のアとイを合わせた公募対象公園施設の設置許

可使用料を市へ支払っていただきます。（※消費税法改正に伴い使用料が改正された場合

は、改正後の金額を支払って頂きます。） 

ア 設置許可使用料 設置許可使用料単価最低額 

１５０ 円／㎡・年以上 × 公募対象公園施設の設置許可面積 

イ 売上額の一部（歩合制） 年間売上額（税抜）の１%以上 

なお、設置許可時又は設置許可更新時に当該年度分を支払っていただき、次年度以降 

は市の指定する期日までに１年分を支払っていただきます。許可日の属する年度又は許 

可終了年度で、使用期間が１年に満たない場合は、月割計算とします。また１月未満の 

取扱いについては、１月分の使用料を支払うこととし、円未満の端数が生じるときは切 

り捨てるものとします。 
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⑶ 費用負担及び役割分担 

    項 目 公募対象公園施設 特定公園施設 

 

建  設 

実施主体 認定計画提出者 認定計画提出者 

費用負担 認定計画提出者 認定計画提出者 

施設所有権 認定計画提出者 

※施設建設前に市より許可を

受ける必要あり 

市 

※施設建設後に市へ無償 

で譲渡 

 

管理運営 

実施主体 認定計画提出者  市 

財産管理 

（施設管理） 

認定計画提出者 市 

費用負担 認定計画提出者 

※認定計画に定められた 

設置許可使用料を負担 

市 

 

１１ 公募対象公園施設の設置の開始の時期（法第５条の２第２項第３号） 

公募対象公園施設の設置管理許可の申請は、実施協定締結以降とします。設置管理許可は、

営業開始前までに受けてください。設置の開始の時期は、行政財産目的外使用許可日以降と

なります。 

 

１２ 公募対象公園施設の事業期間 

公募設置等計画の認定の有効期間は、認定日から２０年間とします。なお、公募対象公園

施設の設置許可の期間は、当初１０年以内とします。認定の有効期間内であれば、１回に限

り許可の更新が可能です。その場合も更新許可の期間は１０年以内とします。なお、事業を

終了するときには、速やかに認定計画提出者は自己の負担において、公募対象公園施設の解

体・原状復旧していただきます。認定計画有効期間の終了後において、都市公園の利用者の

利便の向上に資することが認められる場合は、設置管理許可を更新することを可能とします。

管理の更新を許可する場合の許可期間は最長１０年とします。 

 

【公募対象公園施設の設置管理許可面積の関係（イメージ）】 
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１３ 公募設置管理制度事業の実施条件等 

法第５条の２第２項第１号から第１０号に掲げる事項について定めます。 

 公募対象公園施設の種類（法第５条の２第２項第１号） 

 公募対象公園施設は、法第５条の２第１項及び法施行規則第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、法施行令第五条第八項に規定する施設の

うち展望台又は集会所を対象とします。なお、都市公園は、基本的に一般公衆の自由な利用

に供される公共施設であることから、特定の利用者に限定される施設や、騒音や振動等の発

生により、他の利用者による公園利用を阻害するような施設は望ましくありません。こうし

た公園への設置が相応しくない施設及び周辺地域と調和しない施設の提案は認められません。

提案に際しては、これらを踏まえ、以下の条件を満たすものとしてください。 

 

⑴ 建設に関する基本的条件 

ア 当該公園のポテンシャルを活かし、公園利用者の利便性を向上し、公園及び地域の 

価値・魅力を高める施設を設置してください。 

イ 市が指定する公募範囲内において、当該公園に相応しい景観に配慮したデザイン・ 

素材・色彩を用いて施設を設置してください。 

ウ 公募対象公園施設について、段階的な開発・整備を行う場合、その旨をあらかじめ計 

画に記載してください。また、事業の実施状況に応じて、認定計画に変更を加えること

も可（※認定計画と事業間連携が見られないような開発・整備を行う等の大きな変更

は不可）としますが、その場合は、市と協議の上、進めることができるものとします。 

エ 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等、安全性・防犯性に 

配慮してください。 

オ 遊歩道の通行ができるよう配慮してください。また、他の利用者による公園利用を 

阻害するような施設の設置、公園への設置が相応しくない施設、周辺地域と調和しな 

い施設の設置に関する提案は認められません。 

カ インフラ（電気、上下水、ガス、通信等）の建設が必要な場合は、認定計画提出者の 

負担において行ってください。そのうち、設置管理許可を受ける範囲外における埋設

管路等については、建設後に市への譲渡が可能な場合があります。譲渡を希望する場

合は協議してください。 

キ 認定計画提出者の負担において建設するインフラを公園内の既設の管路等に接続す 

る場合、子メーターの取付け義務や使用分の電気等料金の支払い義務、公園内の工事・ 

点検に伴う一時的な使用停止への協力義務等が発生する場合があります。接続が必要 

な場合は協議してください。 

ク 建設予定地の舗装等の撤去や地盤改良が必要な場合は、認定計画提出者の負担にお

いて行ってください。 

ケ 公募対象公園施設の工事着手は、行政財産目的外使用許可を受けた後とします。 

コ 行政財産目的外使用許可を受けた範囲外で工事期間中に占用が必要な場合又は工事

着手前に調査測量等で占用が必要な場合は、事前に別途行政財産目的外使用許可を受
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けていただきます。 

サ その他、詳細の条件については、協議を経て、確認・決定するものとします。 

 

⑵ 管理運営に関する基本的条件 

ア 必要に応じて、当該公園管理者と協調し、公募対象公園施設設置箇所の管理を適切 

に行うとともに、公園利用者が利用しやすく、また、公園利用者及び地域住民の安全・ 

安心に配慮した管理運営としてください。 

イ 持続的に運営可能な事業計画としてください。なお、徐々に事業規模を拡大する等、 

段階的な運営を行う場合、その旨をあらかじめ計画に記載してください。また、事業の

実施状況に応じて、認定計画に変更を加えることも可（※認定計画と事業間連携が見

られないような完全に別事業を行う等の大きな変更は不可）としますが、その場合は、

市と協議の上、進めることができるものとします。 

ウ ホスピタリティのあるサービスを確保してください。 

エ 高齢者、子ども連れ、障がい者の方々の利用にも配慮してください。 

オ 公園利用者の利便性を考慮し、原則、通年営業としてください。また、営業時間や定

休日については、計画内容に応じて、市と協議してください。 

カ 地元事業者・生産者との連携及び市産品の使用について、可能な限り実施してくだ

さい。 

キ アルコール販売、火の扱いについては、市と協議してください。 

ク 円滑な管理運営が可能な従業員の配置体制及び連絡体制としてください。また、地 

震・火災等災害時・夜間閉鎖時の危機管理に対応した管理運営が可能な従業員の配置 

体制及び連絡体制としていただくとともに、当該公園管理者及び周辺施設等と連携す

る体制について検討してください。 

ケ 大規模イベント等で著しく周辺が混雑する場合など、都合により、一時的に営業時 

間の短縮を指示する場合があります。 

コ 以下の事業の管理運営については、禁止とします。 

・政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者が対象等なることが予想され 

る普及宣伝活動等 

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に該当する業 

・ 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等 

・ 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為 

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する団体（以

下、「暴力団」という。）及びその利益となる活動を行う者の活動等 

・ 上記の他、公園利用と関連性が低く、妥当と判断できない事業 

サ 公募対象公園施設利用者によって生じる廃棄物等の回収等については、認定計画提 

 出者が相応の負担を負うものとします。（ただし、当該公園管理者と協議の上、廃棄方

法を検討することも可とします。） 

シ 営業時間中の荷捌き等について、公園内に車両を進入させる際には、事前に公園管 
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 理者と協議してください。ただし、公園利用者の安全及び公園施設の維持管理に支障 

が生じないよう配慮してください。 

ス 原則として、認定計画提出者は設置許可期間（更新後の期間も含む。）が満了するま 

でに、認定計画提出者の責任及び負担において、公募対象公園施設部分を撤去し、更地

にして返還していただきます。ただし、都市公園の利用者の利便の向上に資すること

が認められる場合は、設置管理許可を更新することを可能とします。管理の更新を許

可する場合の許可期間は最長１０年とします。また、市が認める場合に限り公募対象

公園施設を市に譲渡できるものとします。 

セ 日別の利用者数や月別の売上額、ワークショップ等の公園貢献活動報告などを記載

した事業報告書を定期的に提出していただきます。 

ソ 公園が賑わうイベント時などにおいて、公募対象公園施設の営業以外にも、公園利

用者の利便に資する活動を提案してください。必須ではありませんが、提案した場合

は、実施効果、具体性及び実現性等を考慮し、加点対象とします。ただし、実施にあた

っては、事前に、当該公園管理者と協議をし、館林市公園条例に基づく使用料を負担し

ていただきます。令和５年１月時点の行為許可使用料の一例は次のとおりです。（※消

費税法改正に伴い使用料が改正された場合は、改正後の金額を支払って頂きます。） 

 

公募対象行為の種類 行為許可使用料 販売する場合 1㎡あたり 20 円／日 

 

タ 定期的なワークショップの開催や地域の清掃活動など、公園及び地域との協働や連

携を促進する活動をしてください。市民のための施設として地域貢献に取り組んでく

ださい。 

チ 事業撤退等に至ると想定されるリスクと対応方針について、検討してください。 

ツ その他、詳細の条件については、協議を経て、確認・決定するものとします。 

 

１４ 公募設置等計画の認定 

市は、設置等予定者を決定し、その結果を通知した後、設置等予定者が提出した公募設置

等計画を認定し、これ以降、設置等予定者は認定計画提出者になります。認定に当たっては、

選定委員会での意見等を踏まえ、必要に応じて市と設置等予定者との調整により、設置等予

定者が提出した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、公募設置等計画が認定された場合でも、提出された計画の内容全てが必ず実

施できることを担保するものではありません。認定後、設計協議を進める中で、関係者等と

の協議が調わなかった場合などは、計画内容を変更していただく場合があります。 

 

１５ 認定公募設置等計画の変更 

公募設置等計画の認定後、各種調査、関係者調整等を実施したうえで、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は、認定計画提出者は市と協

議のうえ、認定公募設置等計画の変更の申請を行う必要があります。変更にあたっては、法
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第５条の６第２項第１号及び第２号で規定する基準に適合すると認められる場合に限り、変

更の認定を行うことができます。 

 

１６ 認定公募設置等計画の取消し 

認定計画提出者又は公募設置等計画について、事業の実施条件等に定める事項の不履行、

法令違反又は、詐欺その他不正な手段により認定を受けていたと市が認めた場合、認定公募

設置等計画及び設置許可の取消しを行うことがあります。その場合、認定計画提出者の負担

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

 

１７ 公募対象公園施設の設置許可 

認定計画提出者は、公募対象公園施設の設置の開始前までに館林市財産の使用、貸付、交

換、譲与等に関する条例に基づく行政財産目的外使用許可を受ける必要があります。また、

公募対象公園施設の営業開始前までに法第５条に基づく公園施設の設置管理許可を受ける必

要があります。行政財産目的外使用許可使用料、公園施設設置管理許可使用料を市へ支払っ

ていただきます。認定計画提出者の負担において、建設、維持管理及び運営を行っていただ

きます。また、設置管理許可期間（更新期間も含む。）終了後に公募対象公園施設の解体撤去

を行う場合には、解体撤去の開始前までに占用許可を受けていただきます。事業を終了する

ときには、速やかに認定計画提出者は自己の負担において、公募対象公園施設の解体・原状

復旧していただきます。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、市は、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。ただし、認定計画有効期間の終了後において、都市公園の利用者の利便の

向上に資することが認められる場合は、設置管理許可を更新することを可能とします。管理

の更新を許可する場合の許可期間は最長１０年とします。各許可に基づく使用料は、市が発

行する納入通知書により支払っていただきます。 

 

１８ 特定公園施設の建設に関する事項（法第５条の２第２項第５号） 

⑴ 「第１章 １事業概要」及び以下を参照頂き、いずれかの特定公園施設の整備をお願い

します。 

ア 公募対象公園施設と一体となって都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与する 

内容としてください。 

イ 利用者の安全・安心に配慮した設計としてください。 

ウ 維持管理が容易なものとしてください。 

エ 特定公園施設に対して、認定計画提出者による設置であることを表示してください。 

⑵ 特定公園施設の建設に要する費用は、認定計画提出者が全額負担することとし、公園

施設から見込まれる収益等により賄ってください。 

⑶ 特定公園施設の設置箇所は、認定計画提出者が設置許可を受けて使用する部分の外と
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してください。 

⑷ 特定公園施設の建設は、実施協定締結後に設計協議を経て、認定計画提出者から最終

的な計画内容を提出いただき、市が精査確認し、その後、着工するものとします。全ての

工事を完了した後、市の完了検査を受けていただきます。 

⑸ 市への引渡し日は、完了検査合格後となりますので、引渡し日までは認定計画提出者

にて現地の管理をしてください。 

 

１９ 利便増進施設の設置に関する事項（法第５条の２第２項第６号） 

本指針では提案を求めません。 

 

２０ 都市公園の環境の維持及び向上を図るための措置に関する事項（法第５条の２第２項

第７号） 

⑴ 関係法令の遵守及び利用者の安全性・利便性を考慮した管理運営 

都市公園法、市公園条例、群馬県屋外広告物条例、群馬県景観条例及びその他各種関係

法令等を遵守し、公園利用者・地域住民の安全・安心及び公園利用者の利便性を考慮した

管理運営を行ってください。また、管理運営に際しては、定期的に当該公園管理者との連

絡・意見交換・協議の場を設け、また連携し、公園の魅力・価値向上に努めてください。 

⑵ 暴力団等の施設利用における措置 

本施設が暴力団等の活動に利用されることにより、当該暴力団等の利益になると認めら

れるとの疑義がある場合は、市の担当部署を通じ、利益になる利用であるかどうかを群馬

県警察に対し、照会します。その結果、利益になる利用であるとの回答又は通報があった

場合には、原則として認定計画提出者に対し、公募設置等計画の認定の取消し及び各許可

可の取消しを行います。また、市は、それに伴う営業補償や公募対象公園施設の解体・現状

復旧に必要な費用の負担をしないものとします。 

 

２１ 認定の有効期間（法第５条の２第２項第８号） 

公募設置等計画の認定の有効期間は、認定日から２０年間とします。なお、公募対象公園

施設の設置管理許可の期間は当初１０年以内とし、認定の有効期間内に更なる許可申請があ

った場合、認定の有効期間内の事業終了までの間（解体撤去作業の期間を含む）、原則として

１回の更新許可を与えることとします。営業を終了するときは、速やかに認定計画提出者は

自己の負担において、公募対象公園施設の用地を原状回復していただきます。 

 

２２ 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、法第 

５条の８に基づき、市の承認により別の民間事業者に事業を承継するか、認定計画提出者の

負担により公募対象公園施設を撤去し、更地にして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、市は、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。 
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２３ その他の条件 

⑴ 施設の施工にあたり、市と円滑な協議が可能な管理体制としてください。 

⑵ 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。 

⑶ 工事中の騒音、振動等については、周辺に配慮してください。 

⑷ 設計段階、施工段階においては、関係者と綿密に調整を行ってください。また、本事業

に関連して、事業区域内において、市以外の者がその他の工事を行う場合がありますので、

その場合は同様に調整を行ってください。 

⑸ 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、確認申請等の必要な手

続き期間も考慮したスケジュール管理をしてください。 

⑹ 工事に伴い、公園の形質に影響があった場合は、認定計画提出者の負担により、施工

前の状態に復旧してください。 

⑺ 認定計画提出者は本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはなりません。

認定計画提出者は、本事業の一部を第三者に委託する場合は、事前に書面をもって市へ申

請し、承諾を得なければなりません。また、市の承諾を得て、本事業の一部を第三者に委

託する場合、認定計画提出者の責任において、当該委託先に基本協定書の規定を遵守させ

てください。 

⑻ 認定計画提出者は、本事業に係る一切の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、

又は担保に供することはできません。また、整備完了後の公募対象公園施設について抵当

権その他の権利を設定し、第三者に譲渡もしくは移転等し、又は担保に供することはでき

ません。ただし、法第５条の８に規定する権原の取得については、事前に書面により市に

申請し、市の承諾を得た場合はこの限りではありません。 

⑼ 認定計画提出者は、事業区域の敷地について、いかなる権利も主張できません。 また、

事業区域の敷地を構成団体以外の第三者に占有させる等、市の権利を侵害し、又は侵害す

る恐れのある一切の行為をしてはなりません。 

⑽ 原状回復の義務について、下記のとおり定めます。 

ア 公募対象公園施設について、認定計画提出者は、事業期間内に（設置管理許可等を 

取り消し又は更新しない場合、認定計画提出者が事業を途中で中止する場合を含む）、 

事業区域を速やかに原状回復するとともに、市の立会いのもとで市に返還していただ

きます。ただし、市が次期事業者を選定し、認定計画提出者と次期事業者との間で、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、市が事前に同意した場合は、この限りではありません。なお、施設等設

置工事中の解約、事業中止に関しての用地の原状回復の取り扱いについては、別途協

議により決定することとします。 

イ 本事業における原状回復とは、原則として、認定計画提出者が設置した公募対象公 

園施設（地下構造物も含む）を解体・撤去し、更地として整地することをいいます。た

だし、市の財産となる特定公園施設については、原状回復の対象となりません。 

ウ 認定計画提出者は原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手までに設計内容等
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の必要書類を書面により市に提出し、承諾を得てください。 

エ 認定計画提出者は原状回復工事の設計完了時に、上記書面の内容が事業条件等に適

合しているか否かについて、市の承諾を得てください。事業者は市の承諾後に原状回

復工事に着手することができます。なお、市が事業条件等の内容を満たしていないと

判断した場合は、認定計画提出者に対し、設計内容の修正を求めることができること

とします。 

オ 認定計画提出者が原状回復を行わない場合は、市は、認定計画提出者に代わり原状

回復工事を行い、その費用を認定計画提出者へ請求できるものとします。 

カ 都市公園法、館林市公園条例及びその他各種関係法令等を遵守してください。事業 

の実施にあたり、必要な許認可の取得や手続きについては、認定計画提出者の負担に  

より実施してください。 

 

２４ リスク分担等 

ア リスク分担 

公募対象公園施設の建設・管理運営における主なリスクについては、次の表の負担分と

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、市と認定計画提出者が協議のうえ、負担者を決定するものとします。 

 

リスクの種類 内 容 負担者 

市 認定計画 

提出者 

法令変更 

 

認定計画提出者が行う建設・管理運営業務に影響のあ

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・維持修繕・運営において第三

者に損害を与えた場合 

    〇 

物価 設置等予定者決定後のインフレ、デフレ     〇 

金利 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 ※１       

公募対象公園施設               〇 

特定公園施設 

（建設に係る事項） 

  協議事項 

資金調達 必要な資金確保     〇 

事業の中止・ 

延期 

市の責任による中止・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 申請費用の負担    〇 

引継コスト 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 
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運営費の増大 

 

市の責による運営費の増大  〇  

市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    〇 

債務不履行 

 

市の協定内容の不履行  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 市が要求する業務要求水準の不適合に関するもの    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 

大規模イベント時等、市の指示による一時的な営業時

間の短縮等に伴う運営リスク ※２ 

 〇 

※１・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。 

・公募対象公園施設が復旧困難な被害を受けた場合、市は、認定計画提出者に対して当

該施設等に関する業務の停止を命じることがあります。 

・業務の一部又は全部の停止を命じた場合であっても、市は認定計画提出者の運営する

公募対象公園施設の休業補償は行いません。 

※２・業務の一部又は全部の停止を命じた場合であっても、市は認定計画提出者の運営する

公募対象公園施設の休業補償は行いません。 

 

イ 損害賠償責任 

認定計画提出者は、公募対象公園施設の建設・管理運営にあたり、認定計画提出者の故意 

又は過失により、市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、市又

は第三者に賠償するものとします。また、市は、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求償することができるものとします。 

 

ウ その他 

認定公募設置等計画の実施については、応募法人又は代表構成団体が当該業務を遂行する 

責務を負うこととします。公募対象公園施設の管理運営については、応募法人又は構成団体

が実施することとします。 

 

第４章 公募・選定等に関すること  

２５ 公募の実施に関する事項等 

⑴ 公募への参加資格等 

ア 応募者の資格 
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応募者は法人又は法人のグループに限り、それぞれ次の条件を満たす必要があります。 

① 法人の場合 

・応募登録をしていること。 

・本店所在地が日本国内であること。 

② 法人のグループの場合 

・応募時に共同事業体等を結成し（以下共同事業体等を構成する法人を個別に又は 

総称して「構成団体」という。）、代表構成団体を定めること。 

・応募登録をしていること。 

・全構成団体について、本店所在地が日本国内であること。 

  イ 応募者の制限 

   次の項目のいずれかに該当する者は、応募することができません。法人のグループの 

構成団体にもなれません。また、いずれかに該当するにもかかわらず、後日それが明ら 

かになった場合、指定管理者の指定の取り消し及び公募設置等計画の認定の取消し、及 

び設置許可の取消しを行います。市はそれに伴う営業補償や公募対象公園施設の解体・ 

現状復旧に必要な費用は負担しません。 

① 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 

② 当該法人の設立根拠法に規定する解散又は清算の手続きに入っている法人 

③ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に基づき、 

 市の入札に参加出来ない団体等 

   ④ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により、市、又は他の自治体から指定 

管理者に係る業務の全部又は一部を取消され、その取消しの日から２年（他の自治） 

体の場合は１年）を経過しない事業者・団体等又は当該業務の全部又は一部を停止 

され、停止期間満了の日から１年（他の自治体の場合は６ケ月）を経過しない団体 

等 

⑤ 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、地方自治法第９２条の２、第 

１４２条（同条を準用する場合を含む）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触す 

ることとなる団体等（いわゆる兼業禁止規定を準用）。ただし、同法の規定で対象外

とされる出資団体（１/２以上）に準じ、市の外郭団体や地域団体などの団体につい

ては、設立目的や活動の公共性・公益性を踏まえた上で、兼業禁止の例外として、指

定管理者に指定することができることとします。 

⑥ 暴力団員（暴力団員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７ 

７号第２条に規定するもの）が役員就任や経営関与等を行っている法人 

⑦ 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 

   ⑧ 法人税、消費税及び地方消費税、館林市税を滞納している団体等 

  ウ 応募条件 

①  応募する法人（以下「応募法人」という。）は、他の応募する法人のグループ（以 
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下「応募グループという。」）の構成団体となることはできません。 

②  構成団体は、複数の応募グループの構成団体となることはできません。 

エ 応募グループ構成団体の変更 

応募グループの場合、代表構成団体の変更は認めません。代表構成団体以外の構成団 

体については、公募設置等計画の提出前であれば、変更を認めます。その場合、市は必 

要に応じて応募者に書類の再提出等を求めることがあります。 

⑵ 応募手続 

ア 公募資料の公表 

指定管理者募集要項及び公募設置等指針、提出様式等は、市ホームページに掲載しま 

す。掲載期間中、掲載資料が一部変更になる場合があります。その場合、掲載資料を差 

し替えた旨を市ホームページに記載します。以下の表の後日配布資料については、希望

者への個別配布とするため、希望する場合は所定の時期に事務局へ申し出てください。

ただし、個別配布資料については、本公募設置等計画の作成又は実施にかかる用途以外

には使用しないでください。なお、必要に応じて、応募登録申込者へ直接電子メール等に

より別途資料を配布する場合があります。 

 

【掲載ＵＲＬ】https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s061/jigyousya/020/20221118104700.html 

 

【掲載資料】次の表のとおり 

事業手法    資料等 備考     配布方法 

 

 

 

 

 

共通資料様式 

館林市サイクリングターミ

ナル指定管理者募集要項及

び（仮称）南側公園用地公募

設置等指針 

  

 

 

ＨＰ掲載又は 

市つつじのまち観光課 応募予定者説明会参加申込

書 

様式１ 

応募登録申込書 様式２ 

質問書 様式３ 

応募辞退届 様式４ 

誓約書 様式５ 

委任状 様式６ 

役員名簿 様式７ 

財務状況表 様式８ 

 

 

 

 

指定管理者 

指定申請書 様式９  

ＨＰ掲載又は 

市つつじのまち観光課 

事業計画書 様式１０ 

収支予算書 様式１１ 

レストランの運営方法 様式１２ 

指定申請辞退届 様式１３ 
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制度 利用料金一覧表 資料１  

 

 

ＨＰ掲載又は 

市つつじのまち観光課 

 

 

収支比較表 資料２ 

利用者数比較表 資料３ 

レストランメニュー 資料４ 

施設平面図 資料５ 

写真一覧 資料６ 

指定管理業務仕様書 資料７ 

公募設置管理

制度 

(Park-PFI) 

公募設置等計画等 様式１４～

２０ 

ＨＰ掲載又は 

市つつじのまち観光課 

基本協定書(案) 資料８ 後日配布（希望制） 

 

 

２６ スケジュール ※スケジュールが変更になる場合があります。 

事項 日程 

募集開始 令和 4年 12月 27 日（火） 

質問の受付 令和 4年 12月 27 日（火）～令和 5年 1月 20 日（金） 

応募予定者説明会 令和 5年 1月 13 日（金）  午前 10時から  

応募登録期間 令和 5年 1月 16 日（月）～令和 5年 2月 9日（木） 

応募書類の受付 令和 5年 2月 13 日（月）～令和 5年 3月 1日（水）17 時 

応募者プレゼンテーション 令和 5年 3月 23 日（木） 

評価・選定 令和 5年 3月下旬 

指定管理者指定の議案提出 令和 5年 6月 

ターミナル改修工事 

（仮称）南側公園用地基盤整備工事 

（仮称）南側公園用地公募対象公園施

設と特定公園施設の整備工事 

 

令和 5年度 

ターミナル営業開始 令和 6年度早期 

（仮称）南側公園用地の特定公園施設

を市へ無償譲渡 

 

（仮称）南側公園用地の公募対象公園

施設営業開始 

 

令和 6年度 

    

 

 

 

 



22 

 

【整備スケジュール】 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

２７ 応募予定者説明会（現地説明会） 

 主に事業概要や公募条件等について説明を行うために、事前説明会を開催します。説明会

の中では、質疑の時間を設ける予定としています。１法人につき３名まで出席できることと

します。事前説明会に参加される場合は、事前に申込みが必要ですので、事前説明会参加申

込書（様式１）に必要事項を記入のうえ、次の申込期限までに事務局へ電子メールにより提

出してください。また、必ず電話による受信確認をしてください。当日は、市ホームページ

に掲載している資料一式を印刷のうえ、持参してください。 

【申込期限】令和５年１月１０日（火）までに、つつじのまち観光課へ  

【開催日時】令和５年１月１３日（金）午前１０時から 

【開催場所】館林市サイクリングターミナル（予定） 

 

２８ 応募登録 

本事業に参加する場合は、必ず応募登録をしてください。応募登録は、法人又は法人グル

ープに限ります。個人での応募登録はできません。法人グループで公募設置等計画の提出を

予定されている場合は、代表構成団体が応募登録を行ってください。なお、受付前に限り、

応募グループの構成団体を変更することは可能です。応募登録は、応募登録申込書（様式２）

に必要事項を記入のうえ、下記の応募登録期間内に事務局へ電子メールにより提出してくだ

さい。また、必ず電話による受信確認をしてください。 

【応募登録期間】令和５年１月１６日（月）～令和５年２月９日（木） 

 

２９ 質問及び質問に対する回答 

 公募資料に対する質問は、質問書（様式３）に質問事項を記入のうえ、下記の受付期間内

に事務局へ電子メールにより提出してください。また、必ず電話による受信確認をしてくだ

さい。原則、電話での質問は受け付けません。質問に対する回答は、下記の回答期限までに

市ホームページに掲載します。また、事前説明会で、参加者から出された質問とその回答に

令和４年度 令和５年度 令和６年度

対象 実施主体 実施内容 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

事業者募集期間

12月27日～3月1日

事業者選定・協定書締結

指定管理者の議決・指定

建築工事

選定事業者 ターミナル運営 

造成工事

行政財産目的外使用許可

選定事業者
公募対象公園施設・

特定公園施設整備

市
公募対象公園施設

設置管理許可

選定事業者
公募対象公園施設運営

※令和26年3月頃まで運営

市

市

市

全体

南側公園用地

ターミナル
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ついても掲載をする予定です。回答については、回答期限までに複数回に分けて掲載する場

合があります。 

【受付期間】令和４年１２月２７日（火）～令和５年１月２０日（金） 

【回答期限】令和５年２月３日（金） 

 

３０ 応募辞退 

応募登録後に参加を辞退する場合は、応募辞退届（様式４）に必要事項を記入の上、電子

メールにより提出してください。また、必ず電話による受信確認をしてください。 

 

３１ 応募書類の提出 

応募登録をされた事業者は、各様式に必要事項を記入の上、次の内容に従い提出してく 

ださい。※郵送可 

【提 出 物】後述の「提出書類一覧」に記載する紙資料及び電子データ 

【受付期間】令和５年２月１３日（月）～令和５年３月１日（水）１７時 

【提出方法】提出窓口へ持参（職員に手渡し）又は郵送（必着） 

※郵便事故について、市は責任を負いません。 

 

３２ 提出書類作成上の注意点 

⑴ 一般事項 

・指定管理者制度及び公募設置管理制度の両方に提案することが条件となりますので、どち 

らか１制度にのみ提案することは認めません。 

・指定管理者制度の事業計画書、公募設置管理制度の公募設置等計画の一部を「運営計画」

として公表します。 

・１応募者につき１提案とします。 

・提出書類の言語は日本語とし、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、かつ本公募設置等指針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うえで、提出書類を作成してください。 

・提出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。 

・提出書類の提出後の変更は認めません。 

・必要に応じて、提出書類一覧に記載以外の書類の提出を求める場合があります。 

・提出書類については、Ａ４縦型パイプ式ファイル（左２点綴じ）に綴じ込み、目次、頁数及 

びインデックスを付け、分かりやすさ、見やすさに配慮してください。 

・綴じ込みの順番は「３３ 提出書類一覧」に合わせてください。その他資料のある場合は、

巻末に添付してください。 

・Ａ４縦型パイプ式ファイルの背表紙には、「館林市サイクリングターミナル指定管理者指

定申請書及び（仮称）南側公園用地公募設置等計画」、応募者名及び正副の別について、縦

書きで記載してください（テープラベル等でも可）。 

⑵ 誓約書、応募制限関連書類及び応募資格関連書類 
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・Ａ４判縦、白黒片面印刷として提出してください。 

⑶ 公募設置等計画（様式１４～２０） 

・Ａ４判縦、片面印刷、左２点綴じとし、頁数を付して提出してください。書体は MS 明 

朝、10.5 ポイントを標準としてください。ただし、イメージパース及び各図面、投資・ 

収支計画については、Ａ３折込としてください。 

・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、スケッチ等を適宜使用してください。 

⑷ 電子データ 

・提出書類一式を電子データ化したものを CD-R 又は DVD-Rにて１部提出してください。 

・データは PDF 形式とし、原則として文字は画像化されたものではなく、テキスト情報を含

むものとしてください。 

・法人登記事項証明書等、テキスト情報を含むことが困難なものについては、画像化された  

 もので構いません。 

・全ての電子データについて、提出前に、最新のウイルス定義ファイルに更新し、ウイルス

チェックをしてください。 

 

３３ 提出書類 

提出書類 様式 提出部数 

正 副 

１ 誓約書等 

⑴ 誓約書 様式５ １ １５ 

⑵ 委任状 様式６ １ １５ 

２ 応募制限関連書類 

⑴ 定款又は寄附行為の写し  １ １５ 

⑵ 法人登記事項証明書及び印鑑証明  １ １５ 

⑶ 役員名簿 様式７ １ １５ 

⑷過去２年間の法人税、代表者の法人税、本店所在地の法人都道

府市民税及び法人市町村民税、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 

※新設法人等決算を迎えていない法人は不要 

 

 １ １５ 

⑸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３年間）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 １５ 
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※公益法人等の場合は、これらに準ずる財務諸表 

※新設法人等決算を迎えていない法人は不要 

 

⑹事業報告書・事業計画書等（直近３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 

※新設法人等決算を迎えていない法人は不要 

 １ １５ 

⑺財務状況表（直近３年間） 

※新設法人等決算を迎えていない法人は不要 

様式８ １ １５ 

提出書類 様式 提出部数 

正 副 

３ 指定管理者制度 

⑴指定申請書 様式９ １ １５ 

⑵事業計画書 様式 10 １ １５ 

⑶収支予算書 様式 11 １ １５ 

⑷レストランの運営方法 様式 12 １ １５ 

４ 公募設置等計画 

⑴事業の概要 

①事業の実施方針（事業コンセプト等） 

②事業実施体制 

③施設の配置計画（公園計画イメージパース等） 

④スケジュール 

様式 14 

様式 15 

１ １５ 

⑵公募対象公園施設の建設計画 

①施設の概要 

②施設の施工計画 

③イメージパース（施設外観、内観パース）、各階平面図、立面図、

断面図、求積図等 

様式 16 １ １５ 

⑶特定公園施設の建設計画 

①施設（建設）の概要 

②施設（建設）の施工計画 

③イメージパース、平面図、断面図、求積図等 

様式 17 １ １５ 

⑷公募対象公園施設の管理運営計画 様式 18 １ １５ 

⑸各公園施設における投資計画及び収支計画 

①公募対象公園施設及び特定公園施設の投資計画 

②公募対象公園施設の収支計画 

様式 19 １ １５ 

⑹公募対象公園施設の設置許可使用料の提案額 様式 20 １ １５ 
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３４  プレゼンテーション資料 

・公募書類を提出された者は、プレゼンテーション用の資料のデータを以下のとおり提出し

てください。また、電子データについては、事前にウイルスチェックをしてください。 

【提出資料】プレゼンテーション時発表資料（パワーポイント形式で Just Focus 4 と互換性

を有するもの）を CD-R 又は DVD-R にて２部提出 

※指定管理者指定申請書及び公募設置等計画で記載されている以外の内容は使用できませ

ん。 

【提出期限】令和５年３月１６日（木） 

【提出方法】提出窓口へ持参（職員に手渡し）又は郵送（期日までに必着） 

※郵便事故について、市は責任を負いません。 

 

３５ 評価、選定、運営事業者等の決定 

⑴ 評価の基準 

提案書等の審査は、市による事前審査を行った後、複数の委員で構成する選定委員会が

行います。選定委員会では、評価基準に沿って評価を行います。 

⑵ 審査方法 

指定管理者の選定基準は、ターミナル条例第９条第３号及び第４号に基づき、指定管理 

者選定委員会の意見並びに「選定基準及び配点表」に基づき、審査を行います。公募設置等

指針の設置等予定者候補の評価は、事前審査として、市が法第５条の４第１項に基づき、

全ての公募設置等計画の審査を行い、本審査として、事前審査を通過した計画について法

第５条の４第２項に基づき評価を行います。 

「３５ ⑼ 選定基準及び配点表」に基づき審査を行い、指定管理者候補者及び設置等予

定者候補を選定します。 

⑶ 事前審査 

指定管理者指定申請書が募集要項に照らし適切なものであること、公募設置等計画が公 

募設置等指針に照らし適切なものであること、公募対象公園施設の設置が法第５条第２項 

各号のいずれかに該当するものであること、提出した者が不正又は不誠実な行為をするお 

それが明らかな者でないことを審査します。 

市による審査の結果、これらの条件を満たしていないと考えられる場合、事務局の意見 

を付して、選定委員会へ送付します。選定委員会ではこれらの条件について審査をし、満

たしていると認められる指定管理者指定申請書及び公募設置等計画について事前審査を通

過とします。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、記載誤りとし、添付資料漏れ、記載漏れ、計算誤

り、余事記載等の内容への影響が軽微なもので、事務局の修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、提案書の一部差し替え又は正誤表による修正を認めま

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。 

⑷ 本審査 

指定管理者指定申請書及び公募設置等計画について、評価基準に従って評価を行います。 
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また、応募者によるプレゼンテーションを行い、ヒアリングを実施します。プレゼンテー

ション及びヒアリングには、１応募者につき３名まで出席できることとします。詳細な日

時や場所等については、事務局から連絡します。また、指定管理者指定申請書や公募設置

等計画等について、不明な点等がある場合は、応募者に対して、回答を求めることがあり

ます。 

なお、応募者が多数あった場合は、プレゼンテーションに先立ち、提出された書類のみ

で審査を行い、あらかじめ５者程度を選定する場合があります。その場合、選定外となっ

た応募者に対しては、事務局から通知します。 

⑸ 選定委員会の委員等への接触の禁止等 

応募法人又は法人のグループの全ての構成団体について、指定管理者候補者及び設置等

予定者の決定までに、選定委員会の委員、本事業に従事する市職員に対して、本事業提案

について接触することは禁止します。接触の事実が認められた場合は、失格となります。

また、指定管理者募集要項及び公募設置等指針公表日から予定者決定通知日まで、提案内

容や審査内容等に関する問い合わせにはお答えできません。 

⑹ 指定管理者候補者及び設置等予定者候補の選定 

選定委員会は、提案事業者の中から指定管理者候補者及び設置等予定者候補となる１事

業者を選定します。応募事業者が３つ以上ある場合は、第２順位の候補者も併せて選定し

ます。該当者なしとする場合もあります。選定後、選定委員会は選定結果の内容を市に答

申します。 

⑺ 指定管理者及び設置等予定者の決定 

指定管理者候補者として選定した事業者等については、地方自治法の規定に基づき、指

定管理者として指定する議案を令和５年６月館林市議会に提案し、議決後に指定管理者と

して指定します。指定にあたっては、ターミナル条例施行規則第１４条の規定に基づき、

文書で通知します。 

また、選定委員会の答申を受けて市は設置等予定者を決定します。 

⑻ 結果の通知 

決定結果は速やかに全ての応募者に対して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、決定結果については、市ホームページへの掲載等により、 

 次の内容を公表する予定です。 

・選定委員会の開催日時及び選定委員 

・指定管理者及び設置等予定者として決定された法人の名称 

・指定管理者及び設置等予定者の提案の概要 

・各応募者の総得点及び評価項目ごとの得点内訳 
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 ⑼ 選定基準及び配点表 

指定管理者制度選定基準及び配点表 

評価項目 評価の視点 配点 

申請者の経営基盤及び運営実績 

財務諸表等による経営分析 

１５ 

類似施設等の運営実績 

管理運営の基本方針 

申請理由（応募者の姿勢） 

１５ 施設運営に対する考え方 

指定期間内における達成目標 

効率的な管理運営方針 

管理経費縮減の考え方 

２０ 
外部委託等の考え方 

管理運営に対する組織体制 

組織体制（役職・職務内容・職員数・配置体制） 

１５ 管理業務に係る情報の公開体制 

人材育成への対策 

サービス向上への方針 

具体的な取組み内容 

３０ 利用者からのクレーム等への対応方法 

利用者の意見・要望等の把握及び対応方法 

その他管理運営への取組 

安全管理への取組み 

２５ 

個人情報の保護体制の確立 

広報・誘客への取組み 

他団体との連携への取組み 

自主事業計画 

収支予算書 

収支計画書の適正さ 

３０ 

効率的な収支予算書であるか 

合計                     １５０ 
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公募設置管理制度選定基準及び配点表 

 評価項目           評価の視点 配点 

事業の実施 

方針 

第１章事業概要の内容に則し、当該公園にふさわしい提案であるか 

公園利用者の利便性を向上し、また、公園及び地域の価値・魅力を高め

る提案であるか 

 

２０ 

 

事業の実施 

体制 

 

長期にわたる事業を実施するために、十分に実行力を備えた業務実施

体制を構えているか 

（実績がある場合）事業責任者の提案事業又は同種の事業に携わった

実績は十分か 

（実績がある場合）環境配慮の取組を実施しているか 

   

 

２０ 

 

 

公募対象公園 

施設の建設 

計画 

 

当該公園のポテンシャルを活かし、公園利用者の利便性を向上し、公園

及び地域の価値・魅力を高める計画であるか 

当該公園に相応しい景観に配慮したデザイン・素材・色彩を用いる計画

であるか 

安全性・防犯性への配慮 

遊歩道の通行への配慮 

公募予定範囲内に現存する歴史的価値のある資産、希少・重要な動植物

等を保全する計画であるか 

 

 

 

３０ 

 

 

公募対象公園

施設の管理運

営計画 

 

「事業の実施方針」に寄与する計画であるか 

利用者及び地域住民の安全安心に配慮した計画であるか 

持続的に運営可能な計画であるか 

ホスピタリティのある計画であるか 

公園及び地域との協働や連携を促進する計画であるか 

地元事業者・生産者との連携及び市産品の使用についての配慮 

災害・事故発生時や夜間閉場時の危機管理に対応した施設・管理体制 

施設利用者のアクセス、誘導について提案がされているか 

事業撤退等に至ると想定されるリスクと対応方針が検討されているか 

 

 

 

４５ 

特定公園施設

の建設計画 

公募対象公園施設と一体となって都市公園の利用者の利便の一層の向

上に寄与する内容であるか 

利用者の安全・安心に配慮した設計であるか 

 

１０ 

事業計画 持続的な資金計画及び収支計画となっているか １０ 

 

 

価額提案 

 

 

・公募対象公園施設の設置許可使用料の提案額 

① 設置許可使用料 ７．５点 × 提示額－下限額（１５０円） 

                 最高額－下限額（１５０円） 

② 売上額の一部  ７．５点  × 提示歩合－下限歩合（１％） 

 （歩合制）            最高歩合－下限歩合（１％） 

 

 

１５ 

合計                                          １５０ 
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３６ 契約の締結等 

市と指定管理者及び認定計画提出者の間で、次の契約手続き等を行います。 

⑴ 指定管理者制度 

 ア 基本協定 

指定管理者に選定された団体等は、市と協議の上、基本協定を締結します。また、協定書

に定めがない事項が発生した場合には、改めて協議することとします。 

 イ 年度協定 

  指定管理者に選定された団体等は、詳細について市と協議の上、年度ごとに協定を締結 

します。 

⑵ 公募設置管理制度  

ア 基本協定 

認定計画提出者は、市が認定した公募設置等計画に基づき、市と協議のうえ、本事業の

実施に関する基本的事項を定めた基本協定を締結します。 

イ 実施協定 

基本協定の締結後、市と認定計画提出者との間で本事業の実施に向けた細目協議を行い、

事業内容の詳細について定めた実施協定を締結します。 

 ウ 特定公園施設譲渡契約等 

  特定公園施設の建設に係る工事については、市と認定計画提出者が「特定公園施設譲渡

契約」を締結し、事業者の負担において施工していただき、建設完了後、市へ譲渡してい

ただきます。譲渡については、公募対象公園施設の供用開始までに完了させてください。

また、特定公園施設の建設に伴い工事エリアを占用する場合、行政財産目的外使用許可を

受けるものとします。 

 

３７  問合せ先 

  館林市経済部つつじのまち観光課 

  担当者：清水・八木 

  〒３７４－０００５ 群馬市館林市花山町３１８１ 

  電話 ０２７６－７２－６７１８ 

  E-mail tsutsuji@city.tatebayashi.gunma.jp 

受付時間帯：土曜、日曜、祝日、年末年始(12 月 29日から 1月 3日まで)を除く午前９時

から正午及び午後１時から午後５時 

  

mailto:tsutsuji@city.tatebayashi.gunma.jp

