
鵠沼海浜公園
Park-PFI活用に係る

マーケットサウンディング調査
事前説明会

藤沢市 都市整備部 公園課
２０２０年（令和２年）２月１７日



○公募設置管理制度（Park-PFI）について
制度の概要の説明

○鵠沼海浜公園の概要
現状の鵠沼海浜公園の概要の説明

○マーケットサウンディング調査の進め方について
調査の進め方、要領の説明

○質疑応答

○その他

※終了：午後３時３０分を予定

本日の進行内容 １



公募設置管理制度（Park-PFI：P-PFI）とは

〇都市公園において、飲食店、売店等の公園施設（公募対象公園施設）の設置または管
理を行う民間事業者を、公募により選定する手続き。

〇事業者が設置する施設から得られる収益を公園整備に還元することを条件に、事業者
には都市公園法の特例措置がインセンティブとして適用される。
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P-PFIの特例措置

①設置管理許可の特例
設置管理許可期間を１０年→最長２０年で設定することが可能。
（→上限は１０年のままだが、P-PFIでは＋１０年を保証）

②建蔽率の特例
公募対象公園施設の建蔽率を、１２％を参酌して条例で定めることが可能。

③占用物件の特例
自転車駐車場、看板及び広告塔が占用物件として設置可能。
（→通常の占用物件は電柱など法第７条に規定しているもののみ）

→施設への投資を回収しやすく、長期的な観点からの設置が可能となります。

→これまで便益施設の建蔽率は２％でしたが、１２％となることで、より規

模の大きい施設の設置が可能となり、様々なコンテンツの導入の可能性
が広がります。

→地域住民の利便の増進、還元、事業者の収益向上につなげることが可
能となります。
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現行の民間活用スキーム Park-PFI（新制度）

収益
施設

民間が一体的に整備民間が整備

公園管理者が整備

都市公園 都市公園

収益施設
（カフェ、
レストラン等

 民間施設の収益の公共還元が不十分
 民間施設の収益も活用した公園整備

 許可期間の延伸（20年）等により、民間の参
入、優良投資を促進

 設計から運営まで一括で行うことによる事業の
効率化

⇒質の高いサービスを効率的に提供

 設置・管理許可期間の上限10年が民間
の参入、優良投資の支障

 施設ごとに公園管理者、民間事業者が
設計、建設、管理運営を行い、非効率

⇒厳しい財政状況下での持続的な公
園整備

⇒公園利用者の満足度向上

これまでの設置管理許可との違い

収益を活用
して整備
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P-PFI活用のメリット

①公園利用者のメリット
・飲食施設の充実など利用者向けサービスが充実する。
・老朽化し、質が低下した施設の更新が進むことで、公園の利便性、快適性、安全性が高
まる。

②民間事業者のメリット
・規模の大きな施設が設置可能となるとともに、設置できる期間も長期になることから、
長期的視野での投資、経営が可能となる。
・緑豊かな空間を活用して自らが設置する収益施設に合った広場等を一体的にデ
ザイン、整備することで、収益の向上にもつながる質の高い空間を創出できる。

③公園管理者のメリット
・民間資金を活用することで、公園整備、管理にかかる財政負担が軽減される。
・民間の創意工夫も取り入れた整備、管理により、公園のサービスレベルが向上する。
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藤沢市の概要

・人口 434,769人（2020.1.1現在）
・世帯数 191,178世帯（〃）
・市域面積 69.56ｋ㎡
・南北距離 12.00ｋｍ
・周囲 39.72ｋｍ
・海岸線延長 5.25ｋｍ

・隣接市町 6市1町

・主要幹線道路
国道１号線、１３４号線、４６７号線
県道４３号線（藤沢厚木線）
県道４５号線（丸子中山茅ケ崎線）

・鉄道
東海道本線、小田急江ノ島線、相鉄いずみ
野線、横浜市営地下鉄１号線、江ノ島電鉄
線、湘南モノレール

・市の木 クロマツ
・市の花 フジ
・市の鳥 力ワセミ

寒川町

茅ケ崎市

鎌倉市

横浜市

海老名市

大和市

藤沢駅
辻堂駅

湘南台駅

江ノ島駅（※）

（※）片瀬江ノ島駅
湘南江の島駅

綾瀬市

鵠沼海浜公園
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●平成３１年４月１日現在における都市公園整備状況

種別 箇所 面積（ｈａ）

都市計画公園 １９８ ３３９．７６

開 設済公園 １６９ １８９．１４

都市計画外公園
（開発行為に伴う提供公園等）

１４５ ３７．３０

種別 箇所 面積

全体整備状況 ３１４ ２２６．４３ｈａ

※面積については、ｈａ表示としているため、実
数値と一致しません。

【引地川親水公園】 【二番構公園】

藤沢市の公園 ７



鵠沼海浜公園の概要（周辺図）

神奈川県立
湘南海岸公園

引地川

境川

新江ノ島水族館

国道１３４号線

相模湾

最寄り駅：鵠沼海岸駅（小田急江ノ島線）
約８００ｍ（徒歩約１１分）

鵠沼海岸駅

片瀬江ノ島駅

公園の概要
◆名 称 鵠沼海浜公園
◆所在地 鵠沼海岸四丁目５２１８番１
◆公園種別 広域公園
◆供用開始 昭和３６年４月１日
◆供用面積 １６，６９０．６９㎡

８



鵠沼海浜公園の概要

臨時駐車場

国道１３４号線

９



鵠沼海浜公園の概要 10



ストリートリンクエリア（約１，６００㎡）

センターエリア（約１，７００㎡）

鵠沼海浜公園の概要

BMXセクションなど
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ロードサイドエリア（約１３０㎡）

鵠沼海浜公園の概要

ビギナーズエリア（約３００㎡）

ミニランプエリア（約４００㎡）
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鵠沼海浜公園の概要
コンビプール（約１，０００㎡）

駐車場（約４，０００㎡（臨時駐車場含む）） 臨時駐車場

13



鵠沼海浜公園の概要

本館（約４００㎡）

14



鵠沼海浜公園の概要

別館（約１５０㎡） 外周その他
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イベント時の様子

鵠沼海浜公園の概要 16



鵠沼海浜公園の歴史

昭和１１年 神奈川県が「鵠沼プール」として設置
昭和１３年 藤沢町に移管され、「藤沢町営鵠沼プール」として運営開始。
昭和１５年 市政施行に伴い、「藤沢市営鵠沼プール」となる。
昭和３３年 ９月 「狩野川台風」により大きな被害を受ける。
昭和３４年 ４月 鵠沼海浜公園を都市計画事業として認可
昭和３６年 ４月 都市公園として供用開始
昭和３６年 ７月 プールガーデンとしてオープン

（小田急電鉄（株）に設置管理許可）
平成１２年 ９月 プールガーデン営業終了
平成１３年 ７月 鵠沼海浜公園スケートパークとして運営開始
平成３０年１１月 コンビプール完成

（S34伊勢湾台風）

（S36第二室戸台風）
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鵠沼海浜公園の概要（資料別紙６の抜粋）

公園の概要
◆名 称 鵠沼海浜公園
◆所在地 鵠沼海岸四丁目５２１８番１
◆公園種別 広域公園
◆供用開始 １９６１年（昭和３６年）４月１日
◆供用面積 １６，６９０．６９㎡
◆法規制等
・市街化調整区域
・９・６・１湘南海岸公園（広域公園）
・４湘南海岸風致地区（昭和３１年１月２７日）
・景観重要公共施設（藤沢市景観計画：湘南海岸周辺区域・鵠沼海浜公園）

◆主な施設
〇鵠沼海浜公園スケートパーク
・本館、別館、トイレ、駐車場１３３台（うち臨時５６台）、コンビプール他遊戯施設 他
・取扱競技（遊戯）
スケートボード、インラインスケート、BMX（バイシクルモトクロス）

◆既存施設について
・公園内における本館、別館、トイレ、柵等の管理施設は藤沢市の所有です。
・コンビプール、各セクション、駐車場施設については設置管理者の所有です。
・インフラ設備については、老朽化が激しく、施設更新の際は全てやり替えが必要な状況です。

18



鵠沼海浜公園の概要（資料別紙６の抜粋）
２・管理運営方法
都市公園法第５条による設置管理許可
◆相手方 （株）湘南なぎさパーク
◆現許可期間 ２０１８年（平成３０年）４月１日～２０２１年（令和 ３年）３月３１日（３か年）
◆許可面積 １５，０２２．４１㎡（全体面積から、サイクリングロード、外側緑地帯などを控除した面積）

◆営業時間等（２０２０年（令和２年）１月現在） ◆利用客数の推移

３・その他
①下水道施設について

浸水被害が度々発生する鵠沼地区の浸水被害を軽減する目的で、鵠沼海浜公園内に下水道
施設を設置する計画があります。（下水道法事業認可 平成１３年３月２７日）
しかしながら、総合的な浸水対策計画の策定に伴う下水道事業計画の見直し途上であること
から、下水道事業の変更計画が明確になった時点で調整を行うこととしております。

要領（５）※３、別紙１０の区域Ｃの用途を限定する区域につながります。

４月～８月 ９：３０～１８：３０ 大人
９月、１０月、３月 ９：００～１７：３０ 小中学生
１１月～２月 ９：００～１７：００ 未就学児

４月～６月の平日 ８：３０～１８：３０ １５時以降
９月～３月の平日 ８：３０～１７：３０ ４月～６月、
４月～６月の土日祝 ６：００～１８：３０ ９月の土日祝
７月～８月 ６：００～１８：３０ ７月～８月 ２，１００円 ５００円
９月～３月の土日祝 ６：００～１７：３０ その他 １，１００円 ５００円

全日１回

１，０００円
駐車場

月曜休（祝日の場合は翌日、夏休みは除く）
料金

４００円
１００円
無料

年中無休
料金

１，６００円

営業時間

営業時間

スケート
パーク
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鵠沼海浜公園改修事業Ｐａｒｋ－ＰＦＩ活用の流れ

従前のプールガーデンの施設を活用している

老朽化が激しく、施設の閉鎖等も発生している

開園から約２０年が経過し、施設の知名度、浸透度
が高まっている。

コンビプールの開設や、スケートボードなどがオリン
ピックの正式種目に採用されるなど、公園施設への
注目度が高まっている。

現在の公園の魅力を維持しつつ、より多くの人たちに利用され、周辺地域
の賑わいや魅力の向上にも資する、より魅力的な公園にしていきたい。

ハード面 ソフト面

大規模改修を行う費用の捻出を
行政だけで行うのは困難

魅力的な立地にあるにもかかわらず、全域が有料
施設であることで、周辺の施設を利用する方々と切
り離された空間となっている。

民間事業者のノウハウを取り入れ、さらなる魅力の向上や公園利用者の利便性
の向上を図るため、公募設置管理制度（Ｐａｒｋ－ＰＦＩ）を活用する。

施設の改修を検討

20



マーケットサウンディング調査の実施について

鵠沼海浜公園の改修事業にＰａｒｋ－ＰＦＩを活用する。

民間活力を導入できるほどの魅力のある公園、立地であるか、市場に参加意向があるか、
どのような意見や提案があるかなどの情報収集を行いたい。

事業に対する様々なアイデア、事業者の意向や公園への評価・期待などの幅広い意見を
集め、公募における条件整理に役立てることを目的に、マーケットサウンディング調査を実
施する。

調査の流れ
提案の内容を書面にて提出していただきます。その後、市において書面の内容を確認の
うえ、提案内容について個別ヒアリングを実施します。

応募対象者

P-PFIを活用した事業主体として、参画意欲のある民間事業者又はそのグループとします。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、本調査の応募対象者として認めないこととします。
・会社更生法、民事再生法等に基づき更生又は再生手続きをしている法人
・納付すべき国税及び地方税を完納していない法人
・藤沢市暴力団排除条例第２条第２号に定める暴力団
・同条例第２条第５号に定める暴力団経営支配法人等
・その他、本調査に参加することが適当でないと市が認めるもの

21



鵠沼海浜公園マーケットサウンディング工程表（案）

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日
月
祝

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木
金
祝

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 ４月 以降

事前説明会

２．１７（月）

質問の受付

２．７（金）～２．２１（金）

参加申込みの受付

２．２５（火）～３．５（木）

提案の受付

２．２８（金）～３．１２（木）

個別ヒアリングの日程調整

３．１３（金）～３．１７（火）

個別ヒアリングの実施

３．１９（木）～３．２５（水）

調査結果概要の公表

４月～

（調査結果のまとめ期間）

●

２月 ３月 ４月

１５日（１０日）

１４日（１０日）

１０日（８日）

（回答作成；随時）

５日（３日）

７日（４日）

各受付の締め切りは、当該日の午後５時までです。

スケジュール

参加申込締切
３月５日（木）午後５時

提案提出締切
３月１２日（木）午後５時
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マーケットサウンディング調査への参加について（参加申込）

本調査への参加を希望する場合は、「別紙３（参加申込書）」に必要事項を記入し、電子
メールにより提出してください。

参加申込受付期間

２０２０年（令和２年）２月２５日（火曜日）～３月 ５日（木曜日）午後５時まで

□　　午前 □　　午後 □　　何時でもよい

□　　午前 □　　午後 □　　何時でもよい

□　　午前 □　　午後 □　　何時でもよい

□　　午前 □　　午後 □　　何時でもよい

※午前は１０時から、午後は１時３０分、もしくは３時３０分からを予定しています。

時間割日程

３月１９日（木曜日）

３月２３日（月曜日）

３月２４日（火曜日）

３月２５日（水曜日）

※日程についてはご記入頂いた希望日時をもとに調整させていただき、電子メールにてご連絡しま
す。ご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。

（別紙３抜粋）
ヒアリングの希望日時について□欄にチェックしてください。３か所以上チェック願います。
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提案の提出について

本調査の提案について「別紙４（提案書）」に必要事項を記入し、電子メールにより提出し
てください。なお、提案書には必要事項の記入のほか、「提案の内容」を「添付資料のとお
り」として、任意様式にて提出をお願いします。ただし、用紙はA4サイズとしてください。

提案受付期間

２０２０年（令和２年）２月２８日（金曜日）～３月１２日（木曜日）午後５時まで

提案A：
公募対象公園施設を、おおむね区域Aの範

囲に配置し、その他の区域はスケートパー
クの現況の施設を活用する提案

提案B：
公園全体（区域B）を再構築する提案

「□」にチェック願います。 □　提案A □　提案B

添付資料

※以下にリストを番号・名称の順に記載してください。（例：①配置図）

項目

提案の種別

提案の名称

提案のコンセプト

提案の内容 添付資料のとおり

内容

（別紙４抜粋）
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公園区域（事業区域）

0ｍ 20ｍ 40ｍ

（コンビプール）

区域A

提案Ａの区域について

区域A ：現況建築物（本館、別館）がある区域
（提案Aにおける公募対象公園施設設置区域）

提案A：公募対象公園施設を、おおむね区域Aの範囲に配置し、
その他の区域はスケートパークの現況の施設を活用する提案
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公園区域（事業区域）

0ｍ 20ｍ 40ｍ

（コンビプール）

区域C区域B

提案Ｂの区域について

区域B ：提案Bにおける区域（公園区域と同域）

区域C ：提案Bにおいて施設の用途を限定する区域

将来下水道施設建設の計画があるため、駐車場、広場、簡易構造物等の設置に
用途を限定し、建築物及び主要な施設の設置は行わない区域

提案B：公園全体（区域B）を再構築する提案
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提案の内容（要領Ｐ５～）

提案いただく内容は、「本公園の目指す姿」を踏まえ、主に次の項目について可能な限り
記載願います。

①公募対象公園施設、特定公園施設の種類・規模・内容

【提案Ａ】における条件
最低限提案に反映していただく施設
〇公募対象公園施設：飲食店、売店などの便益施設
〇特定公園施設 ：運動施設（スケートパーク）の運営に必要となる管理事務所スペース、トイレ、

更衣室、公募対象公園施設を核とした園路広場（出入口を含む）

→老朽化した本館、別館の更新に主眼をおいていること、現在の機能を確保する必要があるため。

〇スケートパークの運営を合わせて行うことについての検討（任意）

→区域Ａの提案を選択した場合は、スケートパークの運営は現状のとおりとした提案を想定していま
すが、公募対象施設の運営に合わせて、スケートパークの運営を行う意向やアイデアがあれば、記
載ください。

２．本公園の目指す姿

本公園は他とは異なる施設や魅力的な立地であることにより、これまでも多くの方々に利用されてき
ました。しかし、有料施設であることで、周辺の施設を利用する方々とは切り離された空間となってお
り、施設の老朽化により景観を損なう状況にもなっています。

これらの状況を改善し、スケートパークという現在の公園の魅力を維持しつつ、より多くの人たちに利
用され、周辺地域の賑わいや魅力の向上にも資する、より魅力的な公園を目指していきたいと考えて
います。

→次からの条件以外に大きな制約はありませんので、さまざまな提案をお願いします。
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提案の内容（要領Ｐ５～）

【提案Ｂ】における条件
前述の【提案Ａ】における条件に、次の条件を加えています。
〇公募対象公園施設と特定公園施設の別を明記

→全域での提案であるため、すべての施設を対象施設とすることが可能であることから、区分けを
明記してください。例えば、便益施設のほか、スケートパークの運営についても行うことを前提に、
すべての施設を公募対象公園施設とした提案や、スケートパークと便益施設を公募対象公園施
設、園路広場などは特定公園施設とする、などの提案など。

①公募対象公園施設、特定公園施設の種類・規模・内容（つづき）

〇現在のスケートパークとしての機能は同等程度確保してください。

→全域を対象に提案していただくにあたり、施設の再配置が発生することと思いますが、現在の
スケートパークの機能は同等程度確保していただきますようお願いします。
（整形にするなどして、利便性が高まるのであれば、面積が減ることは問題ありません。）

〇コンビプールは存地としてください。

→平成３０年に新設した固定施設であり、スケートパークのメイン施設であることから、存地する
こととしております。

〇現在は全域が有料施設となっております。地域還元への一環として、無料開放区域を設定できる
か検討願います（任意）。

→提案Ａにもかかわることですが、公園の目指す姿「より多くの人たちに利用され、周辺地域の賑
わいや魅力の向上」に資することにつながるような提案を検討願います。
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②施設構成、土地利用、配置イメージなど（説明に必要なもの）

→配置図やイメージパース、断面図など、説明に必要な資料を作成願います。

③期待できる効果（利用者、地域、観光客など）

→提案内容が利用者の増加や地域の活性化などに対してどのようにつながるかなどを記載願います。

④事業スケジュール（工事期間、その間のスケートパーク営業の考え方など）

→提案内容を実現するまでにかかる期間、その間に現在のスケートパークの営業が可能か、もしく
は営業をしながら工事を行う場合はどの程度かかるかなどについて記載願います。

⑤収支に関する事項（投資回収等を考慮した場合に必要となる事業期間、施設整備費や管理運営費
などの事業規模、負担可能な使用料など）

→提案の内容は最低何年の許可期間が必要か、どの程度の事業規模となるのか、初期投資を行う
かわりに負担可能な使用料は減じているなど、財政的な側面からの考え方を記載願います。

⑦提案に対して行政に負担を求める場合の内容

→営業時間の想定（施設ごとかなども）、施設は直営とするのか、駐車場の運営方法などの考え方を
記載願います。

⑥運営形態に関する事項（営業時間、管理運営方法、駐車場についての考え方など）

→提案内容について、収益の充当も踏まえた上で、事業を成り立たせるため、行政に負担を求める
場合の施設の範囲などについて考えを記載願います。

⑧配慮事項（防災（特に津波）、地域還元、周辺住民対策など）

→提案内容で防災に配慮した点や地域、周辺住民に配慮した点などを記載願います。

許可使用料の最低限度額は８０円/㎡/月、許可期間は最長２０年を想定しています。

提案の内容（要領Ｐ５～） 29



・実現可能な提案としてください。

→公園としての機能を超えるような提案や、近隣住民の迷惑施設となるような提案、維持管理が困
難な施設の導入や、過度に行政の財政負担が大きい提案は受け付けません。

【その他】

・都市公園法、建築基準法等の関連法令を遵守してください。

→法令違反となるような施設の提案はしないでください。

・建物を建築するにあたっては、周辺住民に対して景観への配慮を行ってください。
（現建物（本館、別館）の位置や階層から大きく逸脱しないような配慮など）

→公園は地域と共存することで運営が成り立ちます。改修を行うことは、周辺の環境を変える恐れ
があることを念頭に、周辺住民へ配慮した提案をお願いします。

・サイクリングロードについては、位置の変更は可能ですが、国道の歩道へ接続するなど、機能は確
保してください。

→茅ヶ崎方面から続くサイクリングロードは、鵠沼橋に向かって敷地内を占用しています。緩やか
に国道の歩道へ接続することなど、位置の変更は提案が可能ですが、廃止はできません。

提案の内容（要領Ｐ５～）

提案内容については、複数パターンの提案も大歓迎です。
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個別ヒアリングの実施・その他

個別ヒアリング日程調整
申込時にご記入いただいた希望日時をもとにヒアリング日時を連絡させていただきます。

個別ヒアリングの日程調整期間
２０２０年（令和２年）３月１３日（金曜日）～３月１７日（火曜日）

個別ヒアリングの実施
個別ヒアリング期間
２０２０年（令和２年）３月１９日（木曜日）～３月２５日（水曜日）

開催場所 ：藤沢市役所分庁舎６階６－１会議室

・申込数によっては日程を追加したうえで、調整させていただきます。
・ヒアリング時間は３０分～１時間程度を予定しております。
・ヒアリングの参加人数は５人以内としてください。
（グループでの応募の場合でも合計で５人以内としてください）
・ヒアリング時、提出いただいた資料及び補足等で提出いただける資料を計５部ご持参ください。

参加の辞退
参加を辞退する場合は、「別紙５（辞退届）」に必要事項を記入していただき、電子メールにより提
出してください。

実施結果の概要公表
本調査の実施結果については、参加事業者の名称やアイデア及びノウハウの保護に配慮したうえ
で、とりまとめ次第、市のホームページにて概要を公表します。

公表時期 ：２０２０年（令和２年）４月（予定）
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留意事項

（１）参加実績の取扱い
・本調査への参加の有無は、本事業の事業者公募において、何ら制約を与えるものではありません。
・本調査への参加実績は、本事業の事業者公募における加点評価等の対象とはしません。

（２）サウンディング調査手続きの非公開・非公表
・今回のサウンディング調査に際し、ノウハウ等の流出を懸念する事業者に配慮して、提案を行った
事業者の名称、提案書は原則として非公開・非公表とします。ただし、申込数及び提案数などにつ
いては集約をしたうえで情報を公表することを想定しています。また、藤沢市情報公開条例に基づ
く情報公開請求があった場合には、条例に定める範囲内において公開する場合があります。

（３）費用負担
・本調査への参加に要する費用は、全て応募者の負担とします。

（４）関連調査への協力
・本調査終了後も必要に応じて追加ヒアリング（文書照会を含む）やアンケート、参考見積への対応
をお願いすることがあります。その際はご協力をお願いします。

（５）その他
・本件に関し、鵠沼海浜公園スケートパークへの問い合わせは行わないでください。
・市及び事業者ともに、対話での発言はその時点での想定によるものとし、提案いただいた事業の
実施等について、何ら約束するものではありません。
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今後の予定

本調査をもとに、P-PFIを活用するための公募条件を整理し、鵠沼海浜公園の改修事業を
進めていきます。
※令和２年度上半期中に指針の公表、参加受付を開始し、
下半期中に設置等予定者の選定を行いたいと考えています。

お願い

質問、提出等は電子メールでお願いしておりますが、メール送付時は、次のとおりとしていただきます
よう、よろしくお願いいたします。

メールタイトルについて
要 領 【鵠沼海浜公園 参加申込】

お願い 【鵠沼海浜公園 参加申込】〇〇株式会社

たくさんの素晴らしい提案をお待ちしております。
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