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Ⅰ

調査実施要領

１．調査実施の背景と目的
江東区の豊洲では、築地から移転する豊洲新市場（仮称）開場と同時期（平成 28 年 11
月予定）には新たに外周緑地（仮称）の供用が開始され、平成 29 年度には豊洲４号公園（仮
称）が開園する予定である。
これら公園等に合わせて、既に開園している豊洲公園、豊洲六丁目公園及び豊洲六丁目
第二公園の公園等（以下、「豊洲埠頭内公園等」という。）を、江東区と民間事業者（以下、
「管理運営事業者」という。
）とが協働し、官民連携による管理運営を行うことで、民間活
力や優れたアイデアにより、管理運営費の削減を図るとともに魅力ある公園等の実現を目
指している。
本調査は、上記について、『人々が集い・賑わう・話題性のある』水辺公園として、官民
連携による公園経営の手法について検討することを目的とする。
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２．業務内容
（１）官民連携による事業スキームの検討
ア

事業モデルの検討
事業スキームを調査し、最適な事業モデルを検討する。検討にあたっては、手法（混

合型コンセッション、エリアマネジメント、指定管理者等）
、分割形式（エリア、業務）
、
期間など、複数のスキームを想定し行う。

イ

維持管理費用及び運営権対価の算出
公園等を維持管理することで見込まれる費用と公園等を運営することにより見込まれ

る対価等を算出し、区と管理運営事業者間の収益・支出を検討する。

ウ

管理範囲及び運営範囲の検討
管理運営事業者が実施する維持管理及び運営業務の範囲を検討するとともに、民間活

力を最大限発揮するための条例改正案等の作成等を検討する。

エ

責任範囲の検討
東京都、区及び管理運営事業者の業務分担、リスク分担等について検討する。

（２）管理運営事業者選定に向けた整理
ア

管理運営事業者との契約事項の整理、民間提案制度の検討
事業スキームの検討により得られた成果から管理運営事業者との契約事項の整理及び

民間提案制度の検討を行う。

イ

詳細スケジュールの検討
事業実施までの詳細スケジュールを作成する。
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３．業務内容と報告書との対応関係
業務内容と本報告書との対応関係は、以下のとおりとする。

図表 1 業務内容と報告書の目次の対応関係
業務内容

報告書の目次

（１）官民連携による事業スキームの検討

Ⅰ 調査実施要領
•

ア 事業モデルの検討

本調査の背景と目的を整理するとともに、報告書の構成等を説
明する。

Ⅱ 事業スキームの検討
•

イ 維持管理費用及び運営権対価の算出

豊洲埠頭内公園等に係る各種法規制を整理するとともに、導
入が期待される事業手法の整理を行う。

Ⅲ マーケットサウンディング
•

ウ 管理範囲及び運営範囲の検討

事業実施条件の検討を行うため、関係する民間事業者に対し、
意見等を聴取する。

Ⅳ 事業実施条件の検討
エ 責任範囲の検討

•

（２）管理運営事業者選定に向けた整理

各種法規制、マーケットサウンディングを踏まえ、事業スキーム、
事業範囲（管理範囲、運営範囲、責任範囲）、リスク分担のあり
方、契約の構成、民間提案の導入方法等を検討する。

Ⅴ 概算事業費及び財政負担軽減効果
•

ア 管理運営事業者との契約事項の整理、民
間提案制度の検討

Ⅳの結果を踏まえ、事業実施における維持管理費と収益事業
実施にあたって事業者が支払いうる対価の水準を検討し、官
民連携手法導入にあたっての財政負担削減効果を検討する。

Ⅵ 今後のスケジュール等
•

イ 詳細スケジュールの検討
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次年度以降のスケジュールを検討するとともに、解決、検討す
べき課題等の整理を行う。

Ⅱ

事業スキームの検討

１．事業の概要

（１）事業対象地
江東区豊洲は、都心から４km 程度の位置にあり、東京湾に面した埋立地で周囲を水
域に囲まれた地域となっている。
本事業の事業対象地である豊洲埠頭内公園等は、江東区豊洲に位置しており、豊洲二
丁目に位置する区立豊洲公園に加え、豊洲五丁目の一部及び豊洲六丁目に位置する各区
立公園及び水際緑地を合わせた対象面積およそ 21ha の公園等である。

図表 2 江東区豊洲の位置

現在、豊洲公園、豊洲六丁目公園、豊洲六丁目第二公園、Ｋ通路及び L 通路、豊洲五
丁目新防潮堤上部はすでに供用されている。水際緑地については東京都港湾局及び中央
卸売市場が整備を行い、豊洲埠頭突端に位置する豊洲４号公園（仮称）については、東
京都都市整備局が豊洲土地区画整理事業の施行者として整備を行う。
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豊洲４号公園（仮称）は、平成 29 年度より江東区が所有し管理運営を行う。東京都港
湾局及び東京都中央卸売市場が所有する緑地等については、東京都と江東区間での契約
等により、江東区が管理運営を行う予定である。
なお、３・８街区の宅地内緑地及び水陸両用バス用スロープについては、東京都から
江東区に譲渡される方向で調整中である。

図表 3 豊洲埠頭内公園等の配置図

図表 4 豊洲埠頭内公園等の所有者及び管理者
名

称

所有者
（予定を含む）

管理者
（予定を含む）

整備時期
（予定を含む）

公園等
①

豊洲公園

江東区

江東区

供用済

②

豊洲六丁目公園

江東区

江東区

供用済

③

豊洲六丁目第二公園

江東区

江東区

供用済

④

豊洲４号公園（仮称）

江東区

江東区

平成 29 年度当初供用開始予定

江東区

供用済

江東区

供用済

江東区

供用済

緑地等
東京都
（港湾局）
東京都
（港湾局）
東京都
（港湾局）

⑤

Ｋ通路

⑥

豊洲五丁目新防潮堤上部

⑦

Ｌ通路

⑧

水際緑地 海岸保全施設用地部分
（１・２・３・４・８街区）

東京都
（港湾局）

水際緑地 宅地内緑地部分
（３・８街区）
水際緑地 海岸保全施設用地部分
（５・６・７街区）
水際緑地 宅地内緑地部分
（５・６・７街区）
水陸両用バス用スロープ
浮桟橋（整備検討中）

東京都
（港湾局）
東京都
（中央卸売市場）
東京都
（中央卸売市場）
東京都
（港湾局）

⑨
⑩
⑪
⑫

江東区
江東区
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平成 27 年度当初供用開始予定（１・３街区）
豊洲新市場（仮称）と同時期に供用開始予定（２・４・
８街区）
平成 27 年度当初供用開始予定（３街区）
豊洲新市場（仮称）と同時期に供用開始予定（８街区）

江東区

豊洲新市場（仮称）と同時期に供用開始予定

江東区

豊洲新市場（仮称）と同時期に供用開始予定

江東区

平成 29 年度当初供用開始予定
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（２）周辺地域の開発等の状況
江東区豊洲は、元々は大規模な工業地であったが、現在、まちづくり事業や民間開発
等により、住宅、商業、業務、教育等の施設や、開発に伴い必要となる道路、公園等の
公共施設が整備され、大規模な土地利用転換がまさに行われている地区である。
豊洲一～三丁目では、造船所跡地を含む大規模な土地利用転換を見込み、平成 13 年
10 月に「豊洲１～３丁目地区まちづくり方針（東京都策定）」が策定され、まちづくり
が進められてきた。豊洲二・三丁目地区では、平成 14 年６月に「豊洲二・三丁目地区地
区計画（東京都決定）」が都市計画決定され、豊洲二丁目土地区画整理事業や住宅市街地
総合整備事業等が施行された。
豊洲公園については、豊洲二丁目土地区画整理事業により施行されている。また、豊
洲公園に隣接する豊洲二・三丁目地区２街区では、豊洲二丁目駅前地区市街地再開発事
業により、江東区の豊洲シビックセンターを含めた開発が行われている。
豊洲五丁目の一部及び豊洲六丁目全域（豊洲埠頭）では、昭和 63 年 3 月に「豊洲・
晴海開発基本方針」が、平成２年６月には「豊洲・晴海開発整備計画」が策定され、ま
ちづくりが進められている。豊洲埠頭では、平成５年７月に「豊洲地区地区計画」が都
市計画決定され、豊洲土地区画整理事業が施行されている。
豊洲六丁目公園、豊洲六丁目第二公園は、豊洲土地区画整理事業により施行されてお
り、豊洲４号公園（仮称）が施行中である。
豊洲地区１街区では、昭和大学江東豊洲病院が開院しており、江東区の豊洲西小学校
が平成 27 年４月に開校予定である。
豊洲地区２街区では、フットサルコート、バーベキュー、住宅展示場、商業施設等の
暫定利用が進められている。
豊洲地区３街区では、コンピューターセンター、大規模集合住宅等の整備が進められ
ており、今後、学校、商業施設・認可保育園等の整備が予定されている。
豊洲地区４街区では、地域冷暖房施設の整備が進められている。
豊洲地区５・６・７街区では、東京都中央卸売市場によって平成 28 年 11 月上旬開場
に向け豊洲新市場（仮称）の整備が進められている。
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図表 5 事業対象地の状況
食を中心とした商業施設
「千客万来施設」
（市場と同時期予定）

フットサルコートMIFA
football Park

MAGIC BEACH
（ショッピングモール、各種
イベント開催スペース）

シアターチームスマイル
／豊洲PIT

スマートハウジング
豊洲まちなみ公園
（住宅展示場及び駐車場施設）

WILD MAGIC
バーベキューを中心とした都市型
アウトドアイベントスペース
がすてな～に
ガスの科学館

豊洲新市場（仮称）
水産仲卸売場棟
（平成28年11月開場予定）

地域冷暖房施設
（予定 ）

芝浦工業大学中学高等学校
（予定）

管理施設棟

豊洲新市場（仮称）
水産仲卸売場棟
（平成28年11月開場予定）

豊洲新市場（仮称）
青果棟

商業施設・認可保育園
（予定）

（平成28年11月開場予定）

共同住宅（予定）
テプコ豊洲ビル

共同住宅（予定）

新豊洲キューブ
（コンピューターセンター）

共同住宅（予定）
認定こども園（予定）

また、豊洲埠頭では「豊洲グリーン・エコアイランド構想（江東区策定）」等の計画が
位置付けられている。豊洲グリーン・エコアイランド構想は、豊洲五丁目の一部及び豊
洲六丁目を対象に官民が連携・協働して、環境に最大限配慮したまちづくりの実現を目
指すため、概ね 15 年後の姿を展望する計画として平成 23 年に策定された。本計画は、
平成 25 年の改定にあたって、「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく法定計画
（低炭素まちづくり計画）として位置づけられている。

図表 6 上位計画等

出所：豊洲グリーン・エコアイランド構想
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（３）関連調査
平成 24 年度には、江東区と地方自治研究機構によって豊洲埠頭内公園を対象とした公
園管理に係るＰＰＰのあり方を検討する共同研究を行い、平成 25 年３月「ＰＰＰによる
公園管理・運営に関する調査研究」として報告書をまとめている。
当該共同研究においては、外部有識者を含む調査研究委員会を設立し、豊洲埠頭内公園
を対象に、法・規制等や先進事例、収支構造及び民間事業者の意向の確認（マーケットサ
ウンディング）等を行った。上記報告書では、調査研究委員会からの意見を踏まえ、今後、
豊洲埠頭内公園等の管理運営手法の検討を進める上での４つの留意事項が示されている。
・現時点では不確定要素が多く、それを前提としたマーケットサウンディングであること
を勘案して、今後とも、民間事業者の意向把握を要所で把握しつつ進める必要がある。
・その一環として、透明かつ公式の意向調査（民間提案制度）の実施も検討する必要があ
る。その際、民間の責任ある提案を促すために、事業実施に対する何らかのインセンテ
ィブを付与することが望ましい。
・民間からの要望に関しては、国や東京都との調整事項も含まれることから、区として必
要と認める事項に関しては主体的に国や都と調整を行うことが必要である。
・ＰＰＰ手法に関しては、何らかの制約を設けることなく幅広く検討を続けるものとする。
また提案募集にあたっては、手法の提案も受け付けることが妥当と考えられる。
出所：江東区・地方自治研究機構「ＰＰＰによる公園管理・運営に関する調査研究」
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（４）官民連携事業のポテンシャル
豊洲埠頭内公園等の管理運営にあたり官民連携事業のポテンシャルとして、以下の５つ
の項目が想定される。
本調査では、法制度、事業手法等の整理、マーケットサウンディングを実施し、以下の
５つのポテンシャルの実現可能性を評価するとともに、実現に向けた方策を検討する。

図表 7 豊洲埠頭内公園等における官民連携事業のポテンシャル
項目

具体的な内容

収益施設等の整備

ž 豊洲埠頭内公園等の都市公園及び水際緑地に、管理運営事業者の
提案に基づく収益施設等の整備を行わせ、当該収益施設の利益の
一部を維持管理費用に充当させる取組みを推進する。
ž 豊洲公園、豊洲六丁目公園、豊洲六丁目第二公園、豊洲４号公園
（仮称）の４都市公園については、にぎわいの創出、来園者の増
加に資する取組みを実施するため、管理運営事業者の提案に基づ
く施設の改築・改修を可能とする。

園内イベント、撮影等
の実施に係る公園等
の開放

ž 豊洲埠頭内公園等全体において、商用目的を含む園内イベントや
撮影等での活発な利用を促し、豊洲埠頭内公園等全体のにぎわい
を創出する。
ž 管理運営事業者に対し、第三者が行う豊洲埠頭内公園等における
イベント（商用目的を含む）や撮影等に係る許可権限（及び当該
許可に係る使用料の収受）を付与し、イベント実施の促進を図る。

エリアマネジメント
を活用した管理運営

ž 豊洲埠頭内の地権者等と連携し、グレードの高い都市公園等の整
備及び管理運営を推進する。
ž 新住民等によるボランティア活動の推進に伴う管理運営への関
与が期待される。

水域アクティビティ
の推進

ž 整備が予定されている豊洲六丁目第二公園の水陸両用バス用ス
ロープ等の利用を促進することで、水域アクティビティの推進を
図る。
ž 管理運営事業者による水上レストラン、桟橋の設置等が期待され
る。
ž 水際緑地に整備予定のステップベンチを観客席として活用した
水域イベントを行う。

民間提案の活用

ž 管理運営事業者の公募・選定に先駆けて、広く民間からのアイデ
ア等を募集し、当該アイデアの実現を前提とした公募条件等を検
討する。
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２．関連法令等の概要
（１）関連する法令等の概要
本件に関連する法令等として以下が挙げられる。
豊洲埠頭内公園等は、港湾、海岸及び都市公園といった公共施設に該当することから、
当該公共施設に係る公物管理法の制限を受ける。
図表 8 関係法令等一覧
法律概要

ポイント

港湾法関連

ž 港湾施設の公物管理法
ž 特に留意すべき点として、以下の
ž 港湾管理者、港湾施設、港湾区域
ポイントが挙げられる
等の定義が規定されるとともに、 Ø 水域占用関連
港湾区域における各種制限等に
Ø 港湾隣接地域における制限
ついて規定されている
Ø 港湾区域及び港湾隣接地域に
おける収益を目的とした事業
の実施について

海岸法関連

ž 海岸保全施設の公物管理法
ž 海岸管理者、海岸保全施設、海岸
保全区域等の定義が規定される
とともに、海岸保全区域における
各種制限等について規定されて
いる

都市公園法関連

ž 都市公園の公物管理法
ž 特に留意すべき点として、以下の
ž 管理者、公園施設等に係る規定
ポイントが挙げられる
と、公園施設の設置、管理運営、 Ø 公園に設置することのできる
占用等の各種制限について規定
施設
されている
Ø 管理者以外の公園施設の設置
及び管理
Ø 設置管理許可制度と指定管理
者制度の違い
Ø 行為の制限に係る許可

その他

ž その他、関連法令等として、以下
の条例等が挙げられる。
Ø 行政財産の貸付等に係る規定
Ø 中央卸売市場に係る制限
Ø 屋外における飲食物等の提供
に係る規定
Ø 屋外広告物に係る制限
Ø 豊洲地区地区計画
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ž 特に留意すべき点として、以下の
ポイントが挙げられる
Ø 海岸保全区域における占用
Ø 海岸保全区域における収益を
目的とした事業の実施につい
て

－

（２）港湾法関連
港湾法は、港湾区域（公有水面）と港湾に隣接する区域（港湾隣接地域）を保全するた
めの法律として位置づけられている。
豊洲埠頭内公園等においては、豊洲埠頭周囲の埋立法線から一定の幅員が港湾隣接地域
として指定されており、港湾法及び関連する条例等の適用を受ける。
また、港湾法において港湾区域である公有水面の水域占用の許可は、地方公共団体によ
る自治事務と位置づけられており、国の関与である港湾法上の許可基準は最低限にとどめ
ている。したがって、具体的な運用は港湾管理者（東京都の港湾の場合には東京都が港湾
管理者となる）の判断に委ねられている点に特徴がある。

①

水域占用関連

水域占用とは、港湾区域内において、港湾管理者が指定する区域において一定の行為を
行う者に対し、港湾管理者が与える行政処分である。
港湾法では、港湾区域内の水域について占用を行う場合、港湾管理者の許可を得なけれ
ばならないとされる。また、港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与え港湾計画の遂行
を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可を
してはならない（港湾法第 37 条）とされる。
東京都の水域占用許可基準によれば、東京港港湾区域内における水域占用許可は、以下
に示すとおり、背後地の所有者等による業務の用に供する場合、公共目的を有する場合に
おいて背後地の所有者等から同意を得ている場合にのみ認められる。
東京港港湾区域における水域占用許可基準
ž

ž

ž
ž

ž
ž

第３（抜粋）

東京港港湾区域に接する土地の所有者又は用益権者（以下「背後地の所有者等」とい
う。）がその地先水面を利用して港湾荷役業務を行うため 必要があると認められると
き。
背後地の所有者等が海上運送法（昭和二十申年法律第首八十七号）第二十一条の規定
に基づく旅客不定期航路事業の許可を得たとき又は同許可を得る見込みが確実である
とき。
背後地の所有者等がその地先水面を前各号に掲げる業務以外の業務の用に供する場
合であって、特に必要があると認められるとき。
国、地方公共団体又は企益事業者が、橋梁、架空管、架空線、ずい道、埋没管、地中
線、航路標識、係船浮標その他これらに類するものを設置するため必要があると認め
られるとき。
工事等のため一時的に水域を使用する場合であって、特に必要があると認められると
き。
前各号に掲げる他、公共目的を有し、又は近傍の許可を受けた水域の占用の目的を達
成する等のため特に必要があると認められる場合であって、背後地の所有者等がある
場合は原則としてその同意を得ているとき。

12

ただし、下記に該当するときは、水域占用許可を行ってはならないとされる。

東京港港湾区域における水域占用許可基準
ž
ž
ž
ž
ž

第３（抜粋）

港湾の管理運営に支障となるおそれがあるとき。
港湾計画に違背し、又はその遂行の支障となるおそれがあるとき。
港湾環境を悪化させるおそれがあるとき。
護岸等に悪影響を与えるおそれがあるとき。
前各号に掲げるほか、著しく公益に反すると認められるとき。
また、東京港港湾区域における水域占用許可基準によれば、水域占用許可の占用期間は

３年以内とし、これを更新する場合も同様とする（東京港港湾区域における水域占用許可
基準

第４）ほか、イベントの実施等に係る水域の一時的な占用にあたっては、イベント

の性格が営利目的ではなく、住民参加が目的であること、都や区の後援を受けることが必
要となる（国土交通省「水際施設の一体整備ガイドライン」）。
東京都には、上記一般的な水面占用に係る許可基準に加え、東京都の規制緩和メニュー
である「運河ルネサンス」がある。
「運河ルネサンス」とは、地元が主体となって設置する協議会（東京都への登録が必要）
が、水域を積極的に活用した「運河ルネサンス計画」を策定し、当該計画を推進するため
の地区として、東京都が「運河ルネサンス推進地区」を指定するという制度である。「運
河ルネサンス」の枠組みにおいて、水域占用許可に係る規制緩和（民間による収益事業に
よる水域占用許可が可能等）が認められる。
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図表 9 運河ルネサンスの枠組み

出所：東京都港湾局ホームページより転載

②

港湾隣接地域における制限

港湾法では、港湾管理者が指定する護岸等の水際線から 20 メートル以内の地域におい
て行う構築物の建設又は改築については、港湾管理者の許可が必要とされる。（港湾法第
37 条第１項第４号、港湾法施行令）
なお、上記許可が必要となる載荷重に係る制限について、東京都告示では 1 ㎡あたり
0.5 トンと規定されている。
（東京都告示：港湾法施行令に基づくその建設又は投棄につい
て許可を必要とする構築物又は廃物の指定）
したがって、豊洲埠頭内公園等の水際緑地について 0.5 トン/㎡以上の構築物等を整備す
るためには、東京都による許可が必要となる。

③

港湾区域及び水際線隣接地域における収益を目的とした事業の実施について
東京都の「東京港港湾区域における水域占用許可基準」においては、港湾区域における

水域占用許可には、公共目的を有していることが原則となることから、営利目的における
水面の占用については基本的に認められない。
また、イベントの実施を目的とした一時的な水域占用についても、上述のとおり、営利
14

目的ではなく、住民参加が目的であること、都や区の後援を受けることが条件となってい
ることから、営利目的による水域イベントの実施は基本的に認められないものと考えられ
る。（水際施設の一体整備ガイドライン）
一方、水面ではなく、港湾隣接地域における収益を目的とした事業の実施については、
港湾法に係る関連法規において特段の定めがない。したがって、港湾隣接地域である水際
緑地における営利事業にあたっては、港湾法関連の関連法規ではなく、東京都の公有財産
に係る一般的な規則に則って運用が行われるものと考えられる。
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（３）海岸法関連
海岸法は、都道府県により指定される海岸保全区域について、堤防、護岸等の海岸保全
施設の建設により、津波、高潮等の被害から海岸を防護するための法律として制定されて
いる。海岸法において、海岸保全区域の管理を行う者として、海岸管理者が設置されるこ
とになっており、東京都における海岸については、東京都が海岸管理者と位置づけられて
いる。
豊洲埠頭では、護岸部全体が、海岸法に基づく海岸保全区域に位置づけられており、海
岸法の適用を受ける。

①

海岸保全区域における占用
海岸法によれば、「都道府県知事は、海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護す

るため海岸保全施設の設置その他第二章に規定する管理を行う必要があると認めるとき
は、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる」（海
岸法第３条第１項）とされる。また、海岸法においては、海岸保全区域は、水際線から 50m
以内と定義されている。（海岸法第３条第３項）
なお、国又は地方公共団体が所有している海岸の土地内において、工作物を設けて海岸
保全区域を占用しようとするときは、海岸管理者の許可を受けなければならない（海岸法
第 7 条第 1 項）とされる。また、海岸保全区域内の土地内において施設の新設または改築
のために占用するときには、海岸管理者の許可を受けなければならない（海岸法第８条第
１項第２号）とされる。
したがって、海岸法の規定により、海岸保全区域内における工作物、施設の新設、改築
にあたっては、海岸管理者による東京都の許可が必要となる。

②

海岸保全区域における収益を目的とした事業の実施について
海岸保全区域における営利を目的とした事業について、海岸法に係る関連法規において

特段の定めがない。したがって、海岸保全区域である水際緑地における営利事業にあたっ
ては、海岸法関連の関連法規ではなく、東京都の公有財産に係る一般的な規則に則って運
用が行われるものと考えられる。
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（４）都市公園法関連
都市公園法は、国または地方公共団体が整備を行う都市公園について、当該都市公園の
設置または管理に関する基準等を定めている法律である。
豊洲埠頭内公園等においては、既存の都市公園及び新設の都市公園である豊洲公園、豊
洲六丁目公園、豊洲六丁目第二公園、豊洲４号公園（仮称）に加え、水際緑地等、東京都
より所有権の移転または協定の締結に基づき、新たに管理を行う緑地等についても、都市
公園として条例化し、管理運営を行うことを予定している。

① 公園に設置することのできる施設
都市公園の公園施設として整備することのできる施設は、都市公園法第２条第２項及び
都市公園法施行令第５条に列挙されている。

ž
ž
ž
ž

ž

ž

ž

ž

ž

園路及び広場
【修景施設】植栽、芝生、花壇、いけがき、日陰たな、噴水、水流、池、滝、つき山、
彫像、灯籠、石組、飛石その他これらに類するもの
【休養施設】休憩所、ベンチ、野外卓、ピクニック場、キャンプ場その他これらに類
するもの
【遊戯施設】ぶらんこ、滑り台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、砂場、徒渉池、
舟遊場、魚釣場、メリーゴーラウンド、遊戯用電車、野外ダンス場その他これらに類
するもの
【運動施設】野球場（専らプロ野球チームの用に供されるものを除く。）、陸上競技場、
サッカー場（専らプロサッカーチームの用に供されるものを除く。）、ラグビー場、テ
ニスコート、バスケットボール場、バレーボール場、ゴルフ場、ゲートボール場、水
泳プール、温水利用型健康運動施設、ボート場、スケート場、スキー場、相撲場、弓
場、乗馬場、鉄棒、つり輪、リハビリテーション用運動施設その他これらに類するも
の及びこれらに附属する観覧席、更衣所、控室、運動用具倉庫、シャワーその他これ
らに類する工作物
【教養施設】植物園、温室、分区園、動物園、動物舎、水族館、自然生態園、野鳥観
察所、動植物の保護繁殖施設、野外劇場、野外音楽堂、図書館、陳列館、天体又は気
象観測施設、体験学習施設、記念碑その他これらに類するもの 、古墳、城跡、旧宅そ
の他の遺跡及びこれらを復原したもので歴史上又は学術上価値の高いもの
【便益施設】売店、飲食店（料理店、カフェ、バー、キャバレーその他これらに類す
るものを除く。）、宿泊施設、駐車場、園内移動用施設及び便所並びに荷物預り所、時
計台、水飲み場、手洗場その他これらに類するもの
【管理施設】門、柵、管理事務所、詰所、倉庫、車庫、材料置場、苗畑、掲示板、標
識、照明施設、ごみ処理場（廃棄物の再生利用のための施設を含む。以下同じ。）
、く
ず箱、水道、井戸、暗渠、水門、雨水貯留施設、水質浄化施設、護岸、擁壁、発電施
設（環境への負荷の低減に資するものとして国土交通省令で定めるものに限る）その
他これらに類するもの
【その他】展望台及び集会所並びに食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄
倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの
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また、都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積は、原則として 100 分の
２以内とし、個別の都市公園条例等にて定められる割合を超えることができない。ただし、
以下に示す用途等の場合には、基準の特例が認められる。（都市公園法第４条、都市公園
法施行令第６条）

ž
ž

ž
ž

休養施設、運動施設、教養施設、備蓄倉庫等に該当する場合 ⇒100 分の 10
文化財保護法に規定される歴史上、学術上価値の高い建築物、景観法上に規定される
景観重要建造物、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に規定される
歴史的風致形成建造物、 ⇒100 分の 20
屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場、その他開放性を有する建築物 ⇒100 分の
10
３月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物 ⇒100 分の 20
ただし、平成 23 年度に改正された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律」、いわゆる地域主権改革一括法に基づき、
公共施設や公物の設置管理基準の一部について、地方公共団体への条例に委任されること
となり、上記、都市公園の公園施設に係る建築面積の規制の緩和が認められることとなっ
た。
上記都市公園関連条例の改正の事例として、以下のとおり、京都市による規模に応じた
公園施設の建築面積の緩和に係る取組みがある。

京都市都市公園条例（抜粋）
(公園施設の設置基準)
第１条の３ 法第４条第１項本文に規定する条例で定める割合は、100 分の２（5,000
平方メートル以上の敷地面積を有する都市公園にあっては、100 分の４）とする。
２ 法第４条第１項ただし書きに規定する条例に定める範囲は、令第６条第２項から第
５項までに定める範囲とする。
② 管理者以外の公園施設の設置及び管理
都市公園法において、都市公園の設置または管理は、地方公共団体が設置する都市公園
にあっては地方公共団体が行うとされる。（都市公園法第２条の２、第２条の３）
ただし、「当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認
められるもの」または、「当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市
公園の機能の増進に資すると認められるもの」については、管理者が許可を行うことで、
地方公共団体以外の者による公園施設の設置または管理を行わせることが可能となる（以
下、設置に係る許可を「設置許可」、管理に係る許可を「管理許可」という。）。
（都市公園
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法第５条第２項）
なお、「当該管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められ
るもの」とは、一般的に営利行為を伴うもの、又は専門的な経営・運営ノウハウを必要と
するもの等が該当し、「当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公
園の機能の増進に資すると認められること」とは、地域住民団体による公園施設の設置又
は管理や、当該スポーツ競技の愛好団体が管理する場合、レストランを管理する民間事業
者がレストラン前の広場等を一体的に管理の上オープンカフェとして利用する場合等が
該当する。（都市公園法運用指針第２版）
上記許可の条件は 10 年が上限となっており、更新する場合にも 10 年が上限となる。
（都
市公園法第５条第３項）
また、上記設置管理許可に基づき、設置または管理される施設の入場料等や物品等の販
売価格等については、社会通念上適正なものか確認するとともに、必要に応じ指導等を行
うことが望ましいとされている。（都市公園法運用指針第２版）

③ 設置管理許可制度と指定管理者制度の違い
指定管理者制度を活用することにより、管理許可を要することなく、都市公園全体又は
区域の一部の管理を行わせることが可能となる。
一方、設置許可または管理許可を受けたものについては、指定管理者制度によることな
く公園施設の設置または管理を行うことができることから、指定管理者制度に係る条例に
基づくことなく、自らの収入として料金収受すること等ができる。（国土交通省通知「指
定管理者制度による都市公園の管理について」
）
したがって、指定管理者に指定された者は、都市公園法に基づく管理許可を重畳的に受
ける必要はなく、また、管理許可を受ける者が、地方自治法に基づく指定管理者の指定を
重畳的に受ける必要はない。
ただし、指定管理者が新たに収益施設等を設置する場合においては、当該設置に係る設
置許可を得る必要がある。
なお、指定管理者に指定された者は、都市公園法に規定された事務以外の事務（行為の
許可、自らの収入とする利用料金の収受及び事実行為（自らの収入としない利用料金の収
受、清掃、巡回等）等）であることから、指定管理者に指定を受けたとしても、都市公園
法に規定された公権力の行使（設置管理許可、占用許可、監督処分等）を行うことはでき
ないとされる。（国土交通省通知「指定管理者制度による都市公園の管理について」）

19

④ 占用許可
都市公園においては、都市公園法第２条第２項及び都市公園法施行令第５条に列挙され
ている公園施設以外の施設は原則として設けることができないが、公衆の利用に著しい支
障を及ぼさないこと、必要やむを得ないと認められる限りにおいては、公園施設に該当し
ない物件であっても管理者から占用許可を得ることで、当該物件を設けることができる。
ただし、占用許可を得ることのできる占用物件は、都市公園法第７条及び都市公園法施
行令第 12 条に限定列挙されている。

ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž

ž

電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
標識
食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設
で国土交通省令で定めるもの
環境への負荷の低減に資する発電施設で国土交通省令で定めるもの
防火用貯水槽で地下に設けられるもの
蓄電池で地下に設けられるもの
国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設で
地下に設けられるもの
橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの
索道及び鋼索鉄道
警察署の派出所及びこれに附属する物件
天体、気象又は土地観測施設
工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設
土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場
都市再開発法 （昭和四十四年法律第三十八号）による市街地再開発事業に関する都市計
画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号 に規定す
る施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設（国土交通省令
で定めるものを除く。）又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平
成九年法律第四十九号）による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた
施行区域内の建築物（当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに
限る。）に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住すること
となるものを一時収容するため必要な施設（国土交通省令で定めるものを除く。）
都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条
例で定める仮設の物件又は施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定
める仮設の物件又は施設
なお、都市公園法、都市公園法施行令に限定列挙された占用物件以外にも、地方公共団
体が条例で定めることにより、占用物件に追加することができる。ただし、都市公園法運
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用指針（第２番）によれば、上記追加することのできる占用許可については、都市公園法
施行令に規定されていた以下の「仮設占用物件」の規定を参考とすることとされている。

仮設占用物件の要件
ž
ž
ž
ž

占用期間は６ヶ月以内であること
占用することができる都市公園は 0.5ha 以上の敷地面積を有するものであること。
占用の場所は都市公園の広場内であること。
建築面積の総計はその広場の敷地面積の 100 分の 30 を超えないこと
⑤ 行為の制限に係る許可
指定管理者に行わせる管理の範囲については、都市公園法において定められている事務
以外の事務の範囲内で、地方公共団体の条例において定めることによって決定することが
できる。そのため、国土交通省通知「指定管理者制度による都市公園の管理について」に
よれば、都市公園法に具体的に定められていない行為の制限に係る許可に係る権限につい
ては、条例に定めることで指定管理者が代行することが可能となる。
都市公園法及び施行令には、国が設置を行う場合の都市公園において、行為の許可が必
要となる行為について以下のとおり列挙されている。
（都市公園法第 12 条第１項、都市公
園法施行令第 19 条）
地方公共団体が設置を行う都市公園については、行為の許可が必要となる行為について、
具体的に条例に定める必要がある。

ž
ž
ž
ž

物品を販売し、又は頒布すること
競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を
独占して利用すること
募金、署名運動その他これらに類する行為をすること
ロケーションをすること

行為の制限に該当する行為は、個別の地方公共団体の条例によって規定されることにな
るが、「行為の許可等の公権力の行使に係る事務を行わせることについては、国民の権利
義務の制限になることにかんがみ、慎重に判断を行うこと」との通知がある点に留意が必
要である。（国土交通省通知「指定管理者制度による都市公園の管理について」）
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（５）その他関連法規
① 行政財産の貸付等に係る規定
地方公共団体が管理を行う財産は、原則として行政財産（公用又は公共用に供し、又は
供することと決定した財産）、普通財産（行政財産以外の一切の財産）の別に分類して管
理を行うとされる。（地方自治法第 238 条第４項）
地方公共団体が管理を行う財産のうち、行政財産については、原則として貸付け等の私
権を設定することができない。ただし、第三者が堅固な建物の当該行政財産である土地の
供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるもの所有する場合においては、
当該行政財産を貸付けることが認められるとともに、用途または目的を妨げない限度にお
いて使用を許可することができる。 （第 238 条の４第１項、地方自治法第 238 条第２項
第１号、第７項）
なお、東京都公有財産規則によれば、行政財産の使用は、地方公共団体において、公用
又は公共用に供するため使用するときに許可される（東京都公有財産規則第 29 条）。また、
当該許可にあたっては、地方公共団体において使用料の減免が認められる（東京都行政財
産使用料条例第５条）
。
ただし、建物若しくは堅固な工作物の敷地として土地の使用を許可することは、原則と
して行うべきものではないとされ、使用許可は原則として１年以内とすること等が規定さ
れている。（東京都公有財産規則第 30 条）
豊洲埠頭内公園等の水際緑地（中央卸売市場所有部分及び港湾局所有部分のうち海岸保
全施設用地部分）は、東京都が所有する行政財産として位置づけられることから、上記の
とおり、行政財産の使用に係る規定に遵守する必要がある。

② 中央卸売市場に係る制限
卸売市場法によれば「卸売市場」とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場で
あつて、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮資料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を
設けて継続して開場されるものをいう。
（卸売市場法第２条第２項）
上記に加え、中央卸売市場を撮影する場合には、撮影を行う主体により、場長あてに撮
影許可等に係る企画書、図面、誓約書を含む申請を提出し、許可を得る必要がある。
なお、映画、テレビドラマ、ＣＭ、カタログ等の商業用撮影を行う場合は、撮影許可を
得た上で、許諾料を納付する必要がある。（東京都中央卸売市場撮影許可取扱要綱）
したがって、豊洲埠頭内公園等のうち、中央卸売市場の区域にある水際緑地では、中央
卸売市場部分における飲食または物販物の提供について、上記、卸売市場法等に抵触しな
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いように留意する必要があるとともに、撮影を行うにあたっては、撮影許可を得なければ
ならない。

③ 屋外における飲食物等の提供に係る規定
屋外における飲食物等の提供にあたっては、「食品衛生法と食品製造業等取締条例」に
基づく飲食店営業及び喫茶店営業許可による屋外客席の設置、自動車、屋台等引き車によ
る移動販売及び行商による販売に分類される。
飲食店及び喫茶店における屋外客席の設置にあたっては、飲食店及び喫茶店営業に係る
許可を受けた者であることを前提に、屋内客席に隣接して屋外客席が設置されていること、
屋外客席数が屋内客席数を越えない範囲であること、一定の区画を行っていること（植
物・植栽、ポール付ロープ、デッキ等）、サラダバー、バイキング、フリードリンクコー
ナー等の食品の陳列設備や調理設備又は焼き台等の客の調理設備を設けていないこと等
を前提として、設置が認められる。（東京都

飲食店営業及び喫茶店営業の屋外客席に関

する要綱）
自動車による移動販売にあたっては、飲食店営業、喫茶店営業に係る許可を受けたもの
であることを前提に、生ものを提供しないこと、営業車内での調理加工は、小分け、盛り
付け、加熱処理等の簡単なものに限ること等を遵守する必要がある。（自動車による食品
営業に係る営業許可等の取扱要綱）
屋台等の引車により随時移動して客に飲食させる形態については、飲食店営業、菓子製
造業に係る許可を受けたものであることを前提に、生もの、米飯類、生クリームを扱わな
いこと、その場での製造、加工、調理は、工程の簡易なもので、加熱処理が行われるもの
であることの条件が付されている。また、上記２条件を満たし、飲食店営業においては、
おでん、焼とり、焼貝、いか焼き、たこ焼き、お好み焼き、ラーメン、焼きそばの１品目
に限るものとし、菓子製造業では、今川焼、焼もちのうち１品目に限るとされる。（移動
営業（引車）取扱要綱）
行商については、食品の調理加工を行わないことを前提に、当該行商に届出を行った者
が実施できるものとされる。（食品製造業等取締条例）
また、イベント開催時等における臨時的な飲食物の提供にあたっては、営利を主目的と
する行事においては、通常の許可が必要となり、地方公共団体が所管する公共目的を有す
る行事である場合には、臨時営業許可等が必要となる。
豊洲埠頭内公園等において飲食物を提供する場合には、屋外における飲食物等の提供に
該当することから、上記に係る各種規定を遵守しなければならない。
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④ 屋外広告物に係る制限
東京都の屋外広告物条例第６条では、屋外広告物の掲示に係る禁止区域が定められてお
り、第７号において「公共団体の管理する公園」においては、屋外広告物を掲示すること
が制限されている。
豊洲埠頭内公園等は、都市公園として位置づけられる予定であることから、豊洲埠頭内
公園等全体が屋外広告物の禁止区域に該当する。

東京都屋外広告物条例（抜粋）
(禁止区域)
第６条 次に掲げる地域又は場所に、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならな
い。
１ 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第８条第１項第１号の規定により定められた第一
種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種
中高層住居専用地域並びに同項第 12 号の規定により定められた都市緑地法(昭和 48 年法
律第 72 号)第 12 条の規定による特別緑地保全地区。ただし、知事の指定する区域を除く。
２ 都市計画法第８条第１項第６号の規定により定められた景観地区のうち知事の指定す
る区域、景観法(平成 16 年法律第 110 号)第 74 条第１項の規定により指定された準景観
地区であつて同法第 75 条第１項に規定する条例により規制を受ける地域のうち知事の指
定する区域、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 16 年法律第 111
号)第一条の規定による改正前の都市計画法第８条第１項第６号の規定により定められた
美観地区(以下「旧美観地区」という。)及び都市計画法第８条第１項第７号の規定により
定められた風致地区。ただし、旧美観地区及び風致地区にあつては、知事の指定する区
域を除く。
３ 森林法(昭和 26 年法律第 249 号)第 25 条第１項第 11 号の規定により保安林として指定
された森林のある地域
４ 文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)第 217 条又は第 78 条第１項の規定により指定
された建造物及びその周囲で知事の定める範囲内にある地域並びに同法第 109 条第１項
若しくは第２項又は第 110 条第１項の規定により指定され、又は仮指定された地域並び
に指定され、又は仮指定されたもの及びその周囲で知事の定める範囲内にある地域
５ 歴史的又は都市美的価値を有する建造物及びその周囲並びに文化財庭園など歴史的価
値の高い施設の周辺地域で知事の定める範囲内にある地域
６ 古墳、墓地、火葬場及び葬儀場並びに社寺、仏堂及び教会の境域
７ 国又は公共団体の管理する公園、緑地、運動場、動物園、植物園、河川、堤防敷地及
び橋台敷地
８ 自然公園法(昭和 32 年法律第 161 号)第 20 条第１項の規定により指定された国立公園
及び国定公園の特別地域並びに同法第 73 条第１項の規定により指定された東京都立自然
公園の特別地域
９ 学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館等の建造物の敷地及び官公署の敷地
10 道路、鉄道及び軌道の路線用地。ただし、第８条第２号に掲げる地域を除く。
11 前号の路線用地に接続する地域で、知事の定める範囲内にあるもの。ただし、第８条
第２号に掲げる地域を除く。
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⑤ 豊洲地区地区計画
江東区豊洲五丁目の一部及び豊洲六丁目全域では、「豊洲地区地区計画」が策定されて
おり、当該地区計画により、壁面後退や容積率等の建築物等に関する事項、土地利用及び
公共施設等の整備に係る事項などが定められている。
水際緑地のうち宅地内緑地部分については、地区計画において、公園及びその他公共空
地（水際緑地）部分に該当する（豊洲地区地区計画においては、本報告書でいう水際緑地
のうち宅地内緑地の一部又は全部を「水際緑地」に位置付けている）。また、水際緑地の
宅地内緑地部分については、豊洲地区地区計画により壁面線の位置の制限がされており、
その壁面線の後退範囲内においては、「歩行者デッキ、階段、スロープなどの円滑な交通
ネットワークの形成に資する建築物等の部分及び公共公益施設等」を除く施設等の建築は
認められていない。
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（６）各種規制等の整理
以上、豊洲埠頭内公園等における各種規制等の制限をまとめると、下図のとおりに整理
される。

図表 10 豊洲埠頭内公園等における各種制度の整理
水際から20m以内
• 水際線から20ｍ以内の地域において、載荷重が港
湾管理者が指定する重量（0.5t/m2）を超える構築物
の建設を行う際には港湾管理者の許可を得なけれ
ばならない（港湾法第37条、施行令第14条）

海岸保全区域
水域50m以内

陸域50m以内

都施設、
民間施設等

• 海岸保全区域を占用または以下の行為（土石の採取、施設等の新設又は改築等、土地
の掘削、盛土、切土等）をする場合には、管理者の許可を受けなければならない（海岸
法第7条、第8条）
• その際、当該構築物等が海岸保全施設の機能を阻害してはならない。
• 構築物等の荷重により海岸保全施設に悪影響を与えないか、高波等により構築物等が
流されることにより、海岸保全施設を破損しないか、海岸保全施設を補修する際に構築
物を移動できるか等を検証する必要がある

護岸（港湾施設）

卸売市場区域

港湾区域（水面占用）

※ 卸売市場の区域に限る
• 卸売市場内の撮影については、場長による撮影許可が必要となる（東京都
中央卸売市場撮影許可取扱要綱第３条）

都市公園区域、東京都の行政財産

• 水域の占用を行う際には、港湾管理者の許可を得
なければならない（港湾法第37条）
• 水域占用による占用許可は原則として3年以内とす
る（東京港港湾区域における水域許可基準第5）
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３．事業手法の整理

（１）関連する事業手法の概要
豊洲埠頭内公園等管理運営事業における管理運営事業者が実施する主な業務として、以
下の５つの業務が想定される。
図表 11 豊洲埠頭内公園等における主な管理運営業務
管理運営業務

業務の概要

園内の維持管理

ž 豊洲埠頭内公園等における植栽管理、除草作業、清掃、警備、
小破修繕等を行う業務

園内イベントの許可

ž 豊洲埠頭内公園等においてイベントの実施を希望する者に対
し、許可等を行う業務

利用料金施設の運営

ž 豊洲六丁目第二公園の水陸両用バス用スロープ等、利用料金
を収受して運営を行う業務

公園施設の更新等

ž 豊洲埠頭内公園等の各公園施設の改修・更新を行う業務

収益施設の設置

ž 豊洲埠頭内公園等において、収益施設の整備を行い、当該収
益施設の管理運営を行う業務
ž 特に豊洲４号公園（仮称）において、収益施設の設置・運営
に係る余地あり

上記管理運営業務について、導入することが想定される事業手法として、管理運営手法
として３つの手法が、公園施設の整備手法として設置許可が想定される。また、下記事業
手法とは別にＰＦＩの手続きの導入に係る特例措置の意義等について検討を行う。
図表 12 本事業に関連する事業手法
管理運営手法
公共施設等運営権

民間事業者
の業務範囲

手法概要

ポイント

施設整備手法

指定管理者制度

業務委託

公園施設の設置許可

園内の維持管理

園内の維持管理

園内の維持管理

園内の維持管理

園内イベントの許可※1

園内イベントの許可

園内イベントの許可

園内イベントの許可

公園施設の運営

公園施設の運営

公園施設の運営

公園施設の運営

収益施設の整備等

収益施設の整備等

収益施設の整備等

収益施設の整備等

• 豊洲埠頭内公園の区所有 • 指定管理者に指定すること • 豊洲埠頭内公園の維持管 • 豊洲埠頭内公園において、
施設に対し、公共施設等を で、豊洲埠頭内公園全体の 理を実施させる
収益施設等の設置を実施さ
設定し、運営権者に公園施 維持管理を行うとともに、利
せる
設の管理運営を実施させる 用料金施設の運営を実施さ
せる
•
•
•
•
•

業務範囲
他制度とのすみわけ
条例の規定内容
運営権の対価
事業期間

• 業務範囲
• 条例の規定内容
• 事業期間

－

• 業務範囲
• 使用料
• 事業期間

※1 運営権について園内イベント等の行為の制限に係る許可が行えるかについては、国土交通省から正式な見解が示されていない。
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（２）公共施設等運営権
① 基本スキーム
公共施設等運営権は、平成 23 年のＰＦＩ法改正によって創設されたＰＦＩ法に基づき
民間事業者等に設定されるみなし物権である。公共施設等に運営権が設定された際には、
内閣府に搭載された公共施設等運営権登録簿に登録されることになる。上記登録簿の登録
は登記に代わるものとされる。
公共施設等運営権の設定を受けた民間事業者は、都市公園の利用料金施設を利用する利
用者から利用料金を収受し、公園の管理運営を行う。一方、都市公園の管理者は、運営権
の設定対価を受け取る。なお、ＰＦＩ法において、「公共施設等運営権者は、利用料金を
自らの収入として収受するものとする」
（ＰＦＩ法第 23 条第１項）との規定があり、利用
料金の収受のない公共施設等には、公共施設等運営権は設定できない点に留意が必要であ
る。また、運営権事業は利用料金の収受等による独立採算事業を対象とするが、一部管理
者からの負担のある混合型の事業も対象とすることが可能である。
なお、公共施設等運営権は、公益上やむを得ない必要が生じたときに、運営権の取消し、
停止という手続きが定められている（ＰＦＩ法第 29 条）ものの、運営権の取消し、停止
にあたっては、当該取消し、停止に係る聴聞を行う他、損失を受けた運営権者に対して、
損失を補償しなければならないとされる。（ＰＦＩ法第 30 条）
公共施設等運営権は、管理者等が所有権を保持していることが要件となることから（Ｐ
ＦＩ法第２条第６号）、東京都が施設を所有し、管理協定等によって江東区が維持管理を
行う一部の公園施設等については、運営権の設定対象とはならず、別途業務委託等となる
点に留意が必要である。
図表 13 公共施設等運営権のスキーム
運営権の登録

スロープ・浮桟橋
利用者

内閣府
登録簿

維持管理費の一部支払い

協定等

東京都
（一部施設所有者）

利用料金等の
支払い

運営権対価の支払い

江東区
（施設管理者）

運営権者

運営権実施契約の締結
運営権

所有
利用料金
施設

公園施設

一部公園施設

管理運営・更新投資

（豊洲・六丁目・六丁目第
二・豊洲四号）

（水際緑地、宅地内緑地）

運営権に対する
登録簿への登録

都市公園と
して 管理
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融資等

金融機関等

② 業務範囲
公共施設等運営権において認められる業務範囲は下図のとおりであり、新たな公共施設
等の新設・増設、既存の公共施設等の全面除却を伴う再整備については、運営権の業務範
囲として認められない。したがって、公共施設等運営権の範囲においては、豊洲埠頭内公
園等における収益施設等、新たな公園施設の整備は認められず、別途都市公園法上の設置
許可を得る必要がある。
ただし運営権事業において、公共施設等における全ての資本的支出が認められないので
はなく、既存施設の拡張、増改築を含む一定の資本的支出を行うことができるとされる。

図表 14 公共施設等運営権に含まれる業務範囲
運営権事業の範囲において、新たな
公共施設等の増設を行うことはでき
ない

新たな施設の整備・増設、
既存施設の拡張・増改築

事業範囲

建設
（新設）

既存施設の補修

更新

維持管理

（全面除却及
び再整備）

（拡張・増改築を含む）
運営権の事業範囲

会計処理

資本的支出
（使用可能期間の延長・価格の増加）

修繕費

出所：内閣府「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン」より作成

③ 他制度とのすみわけ
総務省「公共施設等運営権導入手続き調査研究」によれば、公共施設等運営権と指定管
理者制度はいずれも公の施設における利用料金等を収受する権利を与えられることから、
両方の制度を重畳的に設定または指定する必要はないとされている。
ただし、指定管理者のみに認められる許可等に係る権限（たとえば都市公園における行
為の許可等）については、公共施設等運営権が設定されたのみでは運営権者に認められる
ものではなく、公共施設等運営権に加え、指定管理者を重畳的に設定または指定する必要
がある。
なお、運営権者が有料公園施設等の管理を行う際に、別途、都市公園法上の管理許可を
受ける必要があるかについて、国土交通省より正式な見解は示されておらず、今後、国土
交通省による見解が待たれるところである。
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④ 条例の規定内容
総務省「公共施設等運営権導入手続き調査研究」によれば、運営権制度の導入にあたっ
て条例に規定すべき内容としては、下表のとおりで、指定管理者制度の場合と同様である。
なお、運営権者が収受できる利用料金は、実施方針や条例等において定められる各種条
件（上限、変更方法等）の範囲内において、運営権者が自由に定めることができる点に特
徴がある。ただし、利用料金の決定にあたっては、公共施設等の管理者に対し、事前に届
出を行う必要がある。

図表 15 条例等の規定内容
項目

規定内容

選定の手続き

ž 申請の方法や選定基準等

公共施設等運営権等の
基準

ž 休館日や開館時間等業務運営の基本的事項

業務の範囲

ž 運営権者に行わせようとする業務（たとえば、管理者が行っ
てきた全業務を運営権者に行わせるのか、あるいは一部のみ
か等）

利用料金に関する事項

ž 利用料金の基本的枠組み（上限等）

その他

ž 議会の承認を経ずに運営権の移転許可を行う場合は、その旨

出所：総務省「公共施設等運営権導入手続き調査研究」

⑤ 運営権の対価
ＰＦＩ法第 20 条では、公共施設等の管理者は、運営権者に対し、当該建設、製造また
は改修に要した費用に相当する金額の全部または一部を徴収することができると規定さ
れている。
ただし、上記費用の徴収は、上記公共施設等の整備等に要した費用に限定されるもので
はなく、合理的な手法として、収益還元的に求められることが望ましいとされる。具体的
には、運営権者が将来得られる利益を基本とし、各事業のリスクや優位性等を勘案し、運
営権等の割引等による影響を勘案し、事業価値を算出した上で、当該事業価値から、物品
等の購入等、初期調達に係る費用を控除した額によって求められることになる。
なお、収益還元による算出の結果、運営権対価の価値がゼロ、またはマイナスとなる場
合などの場合には、運営権対価を徴収しないとすることもありうるとされる。（公共施設
等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン）

30

図表 16 運営権対価の算出イメージ
1年目

初期費用

将来キャッシュフロー（事業期間）
2年目
3年目
…

事業価値

CF
CF

N年目

CF
CF

1/ 1
1/ 1

運営権対価

1/ 1
1/ 1

事業価値から初期費用を減じた額を事
業対価として位置づける

キャッシュフローを割り引いて事業価値を算定

割引率として、事業リスクや優位性等を勘案し、
投資家が期待する利回りを設定

⑥ 事業期間
公共施設等運営権については、法律等により、特段の期間の上限等が設けられていない。

31

（３）指定管理者制度

① 基本スキーム
指定管理者制度は、地方自治法に基づき指定される行政処分で、条例に定められた公の
施設について、指定管理者に広く管理運営を行わせるためのスキームである。
指定管理者制度は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができると
ともに、当該利用料金以外にも施設の維持管理費として、公園管理者から指定管理料を収
受することができる。
また、都市公園では、条例に定めることで、指定管理者に対し、イベントの実施や撮影
等に係る許可を第三者に与える「行為の許可」に係る権限を付与することができる点に特
徴がある。

図表 17 基本スキーム
利用者

管理協定等

東京都
（一部施設所有者）

イベント開催主体

利用料金等の
支払い
指定管理料の支払い

江東区
（施設管理者）

指定管理者の指定

使用料

事業者
行為許可

所有
利用料金
施設

公園施設

一部公園施設

（豊洲・六丁目・六丁目第
二・豊洲四号）

（水際緑地、宅地内緑地）

公園施設の管理運営

都市公園と
して 管理
公園施設の管理運営

② 業務範囲
指定管理者に認められる業務範囲は下図のとおりである、指定管理者の指定を受けた者
は、維持管理に加え、利用料金施設の修繕費部分に係る業務のみ行うことが可能であり、
資本的支出に係る業務を行わないことが一般的である。
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図表 18 業務範囲
新たな施設の整備・増設
既存施設の拡張・増改築、

事業範囲

建設
（新設）

既存施設の補修

更新

維持管理

（全面除却及
び再整備）

（拡張・増改築を含む）
指定管理者制
度の業務範囲

会計処理

資本的支出
（使用可能期間の延長・価格の増加）

修繕費

③ 条例の規定内容
指定管理者制度の導入にあたって条例に規定すべき内容は、下表のとおりである。

ž
ž
ž
ž

指定の手続き（申請の方法、選定基準等）
管理の基準（休館日、開館時間、使用制限の要件等の基本条件、個人情報の取り扱い
等）
業務の範囲（使用の許可まで含めるか等）
利用料金制の採用の有無

出所：総務省「公共施設等運営権導入手続き調査研究」

なお、前述のとおり、国土交通省通知によれば、指定管理者は行為の制限に係る許可を
行うことが認められるとされる。その場合には、行為の許可に係る事務を指定管理者の業
務範囲とする旨条例に定めることで、指定管理者は行為の許可に係る事務を実施すること
ができる。
指定管理者に行為の許可を認めるに係る場合の、条例における規定方法の例は以下のと
おりである。

さいたま市都市公園条例（抜粋）
（行為の制限)
第２条 都市公園（別表第２に掲げる都市公園及び市長が別に定める都市公園をいう。
以下同じ。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなけ
ればならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真、映画又はテレビジョン撮影をすること。
(3) 興行をすること。
(4) 競技会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催し（以下「競技会等」と
いう。)を行うため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 花火、キャンプファイヤー等を行うため火気を使用すること。
(6) 一時的に広告（競技会等を行う期間に限り表示する広告で、当該広告が容易に撤
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去できるものに限る。)を表示すること。
（中略）
(指定管理者による管理)
第 29 条 市長は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の２第３項の規定によ
り、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。)
に、都市公園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
（中略）
２

市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせるこ
とができる。
(1) 第２条第１項の規定により、同項各号に掲げる行為の許可若しくは許可に係る事
項の変更の許可をすること若しくは同条第２項の規定により、許可に条件を付する
こと又は同条第３項の規定により、都市公園の管理上支障があると認めるときに、
許可をしないこと。

（後略）

新潟市都市公園条例（抜粋）
第２条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、知事の許可
を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一
部を独占して利用すること。
(3) 新潟県立鳥屋野潟公園で行われる競技会、集会、展示会その他これらに類する催
しのための駐車場として当該公園の駐車場を独占して利用すること。
(4) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(5) ロケーション又は業として写真の撮影をすること。
(6) 新潟県立鳥屋野潟公園新潟スタジアム又は野球場内に広告物を表示すること。
（中略）
(指定管理者が行う業務)
第 15 条の４ 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は、次の表に掲げる業務（法
第５条第１項の規定により設置又は管理の許可を受けた公園施設に係るものを除
く。)を行うものとする。
区分
１ 新潟県立鳥屋 (1)
野潟公園
(2)
(3)
(4)
務
(5)

業務
都市公園の運営に関する業務
第２条に規定する行為の許可に関する業務
第５条に規定する利用の禁止又は制限に関する業務
第５条の２に規定する有料公園施設の使用の許可に関する業
第８条第１項に規定する許可の取消し、効力の停止又は条件の
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変更に関する業務(第 2 号及び第 4 号に規定する許可に係るものに
限る。)
(6) 都市公園の維持管理に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者に行わせることが適当
な業務として知事が定める業務
（後略）

④ 事業期間
指定管理者の指定期間の上限について、地方自治法上においては特段の制限が定められ
ていないものの、江東区の公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条に
おいて、特別の事情（ＰＦＩにより施設建設を行い指定管理者となる場合など）がない限
り５年とする旨が規定されている。
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（４）業務委託
業務委託契約は、業務委託契約等を締結し、都市公園における維持管理を事業者に任せ
る手法である。
業務委託契約の場合、利用料金施設または収益施設から得られる利用料金を事業者自ら
収受することはできない（徴収の事務のみは可）。
また、原則として単年度委託が前提となる点にも留意が必要である。

図表 19 基本スキーム
管理協定等

東京都
（一部施設所有者）

業務委託費の支払い

江東区
（施設管理者）

業務委託契約の締結

所有

公園施設

一部公園施設

（豊洲・六丁目・六丁目第
二・豊洲四号）

（水際緑地、宅地内緑地）
都市公園と
して 管理

公園施設の維持管理
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公園施設の維持管理

事業者

（５）設置許可

① 基本スキーム
公園施設の設置許可は、都市公園法に基づき、管理者が許可を行うことにより公園管理
者以外の者が公園施設を設置することができるようにする行政処分の一種である。
設置許可を受けた事業者は、公園施設の設置を行い、設置した公園施設部分の土地の使
用料を管理者に対して支払い、独立採算にて管理運営を行うことができる。許可期間は更
新することが可能であるが、期間終了後には、更地にて返還することが一般的である。
豊洲埠頭内公園等のうち、東京都が所有する水際緑地については、都市公園法に基づき、
江東区が管理者として設置許可を与えることができるか、東京都と江東区との間の協定等
において、あらかじめ整理を行っておく必要があると想定される。
また、設置許可は行政処分として位置づけられ、地方自治法上の行政資産の使用許可と
同等の行為であると解釈される場合には、公用若しくは公共用に供するため必要を生じた
ときには取り消しが可能（地方自治法第 238 条の４第９号）であり、また、上記取消しに
係る補償等は行われないものと解される。

図表 20 設置許可のスキーム
利用者

管理協定等

東京都
（一部施設所有者）

利用料金等の
支払い

使用料の支払い

江東区
（施設管理者）

事業者

設置許可
収益施設

所有
公園施設の整備・
所有・管理運営

公園施設

一部公園施設

（豊洲・六丁目・六丁目第
二・豊洲四号）

（水際緑地、宅地内緑地）
都市公園と
して 管理

② 業務範囲
設置許可において認められる業務範囲は下図のとおりであり、設置許可を受けた者は、
新たな収益施設の新設・増設を行い、当該施設の管理を行うことが可能である。
ただし、施設の設置に関して許可が与えられたものであるため、当該施設の全面除却及
び再整備を行うことは認められない。
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図表 21 設置許可に含まれる業務範囲
新たな施設の整備・増設
既存施設の拡張・増改築、

事業範囲

既存施設の補修

更新

建設

維持管理

（全面除却及
び再整備）

（新設）

（拡張・増改築を含む）
設置許可の業務範囲

資本的支出

会計処理

（使用可能期間の延長・価格の増加）

修繕費

③ 使用料
設置許可により設置した公園施設部分の土地の使用料は、条例に定める必要がある。江
東区立都市公園の使用料は、以下のとおり各公園において一律に定められている。

図表 22 江東区立都市公園の使用料
名称

単位

金額

江東区立深川公園

１平方メートルにつき１月

900円

江東区立豊洲三丁目公園

１平方メートルにつき１月

1,125円

江東区立東陽公園

１平方メートルにつき１月

1,325円

江東区立亀戸駅前公園

１平方メートルにつき１月

2,050円

江東区立旧中川水辺公園

１平方メートルにつき１月

650円

江東区立若洲公園

１平方メートルにつき１月

337円

出所：江東区「都市公園条例施行規則」

ただし、他都市においては、使用料を一律にせず、また上限を高く設定することで、使
用料に係る公募プロポーザル等による競争性を担保するための条例上の手当てを施して
いる地方公共団体もある。
例えば、名古屋市においては、設置管理許可や占用許可により民間事業者に使用料の多
寡を提案させるケースでは、下記のとおり、通常の使用料に 45 を乗じた額を上限とし、
当該使用料の上限を高く設定する工夫が用いられている。
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名古屋市都市公園条例（抜粋）
(使用料)
第 12 条 法第５条第１項、法第６条第１項、第４条第１項若しくは同条第３項の許可を
受けた者又は有料公園若しくは有料公園施設を利用しようとする者は、別表第２に
掲げる額又は同表に掲げる額の範囲内において市長が定める額の使用料を納入しな
ければならない。
（中略）
別表第２ 使用料
区分

１
合

公園施設を設ける場

使用料の額
１平方メートル１年につき 21,000 円以内
１平方メートル１月につき 5,400 円以内
１平方メートル１日につき 2,400 円以内
ただし、公募の方法により公園施設を設ける場合は、こ
の表に定める額に 45 を乗じて得た額以内の額とする。

④ 事業期間
上述のとおり、都市公園法上、管理許可の上限は 10 年となるが、更新についても 10 年
を上限に認められることから、あらかじめ更新を前提とした事業期間の設定が行われてい
る事例もある。
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（６）ＰＦＩ（Priva
teFinan
ceIniti
ative）
ＰＦＩは、特別な事業手法として位置づけられるものではなく、各事業手法を組み合わ
せ、民間資金と民間ノウハウを活用し、複数業務を複数年度にわたって実施する場合に活
用される事業者選定の手続きである。また、ＰＦＩの手続きに基づく特定事業の実施にあ
たっては、行政財産の貸付等に係る特例措置が設けられている。

① 選定手続き
ＰＦＩは、ＰＦＩ法に基づき特定事業として定められた事業について、以下に示す事業
者の選定を行う手続きを定めたもので、下記手続きにより選定された特定事業の実施にあ
たっては、ＰＦＩ法に規定される各種特例措置を受けることができる。
なお、公共施設等運営権に基づく運営事業についても、ＰＦＩ法に則った手続きにて事
業者の選定が行われる必要がある。
下記手続きのうち、民間提案制度については、公共施設等の管理者に対し、特定事業の
実施に係る実施方針を定めることを民間事業者側から提案する制度であり、ＰＦＩ法に独
自の制度である。

図表 23 ＰＦＩ法に基づく手続き
実施方針の
策定の見通し
（第15条）

実施方針
の公表
（第5条）

特定事業の
選定
（第7条）

入札公告、
募集要項
（第8条）

• 実施方針の公
表に先駆け 、
当該年度の実
施方針の策定
の見通しに関
する事項を公
表する

• 入札公告、公
募に先駆け 、
法律に定めら
れた事項を具
体的に 定め、
公表する

• PFI事業として
実施する場合
の客観的評価
【 特定 事業選
定 時 VFM
（ Value For
Money ） と 定
性的効 果等】
を公表する

• 特定事業を実
施する民間事
業者を公募の
方法等に より
選定する

技術提案
（第10条）
• 事業者の選定
にあたって は、
特定事業に関
する技術又は
工夫について
の提案を求め、
適切な審査及
び評価を行う

客観的な
評価
（第8条）
• 民間事業者の
選定に当たっ
ての客観的な
評 価を 行い 、
そ の 結果 【 落
札 時VFM等 】
を公表する

民間提案制度（第6条）

技術提案制度（第10条第3項）

• 民間事業者は、公共施設等の管理者
等に対し、特定事業の実施方針を定め
ることを提案することが可能
• 民間事業者が特定事業の効果及び効
率性に係る評価の結果等を示す必要
あり

• 技術提案については、公共工事の品質確保の促進に
関する法律に基づき、多様な入札及び契約の方法を選
択できる
Ø 段階的選抜方式
Ø 技術提案の改善
Ø 技術提案の審査及び価格等の交渉による方式
Ø 高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定
価格
Ø 地域における社会資本の維持管理に資する方式

議会の議決
（第12条）
• 選定された民
間事業者との
契 約（ 事業 契
約または運営
権 実施契約 ）
の締結にあ
たっ ては、議
会の議決を経
る必要がある

選定事業の
実施
（第14条）
• 事業者は、契
約 （ 事業 契約
または運営権
実 施 契約 ） に
基 づ き 、選 定
事業を実施す
る

② 行政財産の貸付等に係る特例措置
ＰＦＩ法上に基づく「特定事業」として選定された事業に係る主な特例措置として、選
定事業者に対する行政財産の貸付けに関する緩和措置が挙げられる。
具体的には、公共施設等の整備等にあたって、行政財産（土地、建物等）を選定事業者
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に対して長期にわたって貸付けることが可能である他、選定事業者が整備等を行う特定民
間施設（選定事業に係る公共施設等の部分以外の施設）に係る行政財産の貸付についても、
同様に選定事業者に長期にわたって貸付けることが可能となった。
また、上記のうち、選定事業に供する行政財産の貸付けにあたっては、当該行政資産の
貸付に係る対価として、無償又は時価より低い額にて選定事業者に貸付けることが可能と
なった。

図表 24 ＰＦＩ法における行政財産の貸付に係る特例
特定事業

公共施設等

特定民間施設

行政財産

行政財産

• 選定事業者に貸付を行うことが可能
• 行政財産の貸付にあたって、無償または時価より低い対価で選定
事業者に貸付けることが可能

③ ＰＦＩ手続きの簡易化
平成 26 年６月に内閣府より公表された「地方公共団体向けサービス購入型ＰＦＩ事業
実施手続き 簡易化マニュアル」では、民間事業者から提供されたサービスに対して、地
方公共団体が対価を支払うサービス購入型事業であって、過去のＰＦＩ事業において同種
事業の実績が数多く存在する事業のうち、「施設整備業務の比重の大きい事業」「維持管
理・運営業務の内容が定型的な事業」を対象に、ＰＦＩ事業における手続きの簡易化にな
る方策が示されている。
本事業においては、管理運営事業者に収益事業を実施させるため、純粋なサービス購入
事業ではないが、豊洲埠頭内公園等の都市公園の維持管理という観点からは、
「維持管理・
運営業務の内容が定型的な事業」といえることから、ＰＦＩ事業として実施する場合には、
簡易化の手続きを参考にすることも想定される。
ただし、簡易化マニュアルについては、ＰＦＩ法の法定手続き以前の基本構想、基本計
画、導入可能性調査における検討の効率化や、各種法定手続き間のリードタイムを短縮す
る考え方等が整理されており、ＰＦＩ法に規定される法定手続きを省略するものではない
点に留意が必要である。以下に、「地方公共団体向けサービス購入型ＰＦＩ事業実施手続
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き

簡易化マニュアル」に記載された手続き簡易化の方法を示す。
図表 25 ＰＦＩ事業者選定手続きに係る簡易化の方策
実施方針策定の
見通し、実施方針
の公表

事業者
選定手続き

簡易化の
方策

• 実施方針の公表に
先駆け、当該年度の
実 施 方針 の 策定 の
見通しに関する事項
を公表する。
• 入札公告、公募に先
駆け、実施方針とし
て、法律に定められ
た事項を具体的に定
め、公表する。
• 実施方針公表前の
市場調査や過去のＰ
ＦＩ事業における同種
事業の前例を踏まえ
た実施方針を策定す
ることにより、質問回
答を省略し、意見の
受け付けのみとする
ことで差し支えない。

特定事業の選定
• PFI 事 業 と し て 実 施
する場合の客観的
評価である特定事業
選 定 時 VFM （ Value
For Money） を 公 表
する。

入札公告または
募集要項の公表
• 特定事業を実施する
民間事業者を公募
の方法等により選定
する。

入札または提案
書提出の提出、提
案審査の実施

落札者、または優
先交渉権者の決
定

• 事業者の選定にあ
たっては、特定事業
に関する技術又は工
夫についての提案を
求め、外部有識者等
にて構成される審査
委員会等による適切
な審査及び評価を行
う。

• 開札 及 び 審 査 結 果
から 、 事 業 者と し て
落札 者 及び 優 先 交
渉権者を決定する。

• VFMの算出にあたっ
ては、過去のPFI事
業のVFMの実績や
過去の同種事業にお
ける建設単価や削減
率の実績値等を用い
た算出したVFMを用
い、客観的な評価を
行うことを判断するこ
とが可能。
• 特定事業の選定と入札公告または公募プロポー
ザルを同時に行うことも可能。

• 手続き期間の短縮及び事務負担の削減を図る観点から、事業の内容等に応じて、審査委員会にお
ける審議事項を民間事業者の選定に関することに絞込み、開催回数を最小限にとどめることが想
定される。
• 具体的には、2～4回程度に縮減することが可能。

出所：内閣府「地方公共団体向けサービス購入型ＰＦＩ事業実施手続き 簡易化マニュアル」より作成
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（７）事業手法等のまとめ
各事業手法等について、豊洲埠頭内公園等の管理運営事業の実施に係るメリット、デメ
リットを整理すると以下のとおりとなる。

図表 26 事業手法のメリット・デメリット
手法のメリット

手法のデメリット

公共施設等
運営権

ž 民間事業者が行う業務範囲が広く、維
持管理に加え、更新投資等、資本的支
出に係る業務を含めることが可能
ž 運営権に価値がある場合には、運営権
対価を徴収することが可能であり、収
益還元法などを活用した柔軟な運営
権対価の設定が可能
ž 民間提案制度等、ＰＦＩ法に特有の制
度を活用することができる
ž 長期にわたる事業期間を設定するこ
とが可能

ž 利用料金施設等の収入が中心となる
事業を前提とする手法であるが、本事
業において、利用料金徴収施設の規模
が非常に小さい
ž 運営権の範囲において、施設の更新は
可能であるが、もともと更新ニーズが
少ない施設であり、更新投資等が業務
範囲に含まれることに対するメリッ
トが少ない
ž 民間事業者に収益施設の整備、管理運
営等を実施させるには、別途設置許可
等を与える必要がある
ž 東京都が保有する施設について、運営
権を設定できない
ž 選定手続きが煩雑

指定管理者
制度

ž 簡便に手法を導入することができる
ž 利用料金施設の利用料金を指定管理
者自らの収入とすることが可能
ž 園内の行為許可を業務範囲とするこ
とが可能

ž 民間事業者に収益施設の整備をさせ
るには、別途設置許可を与える必要が
ある
ž 江東区の条例においては、指定期間が
原則５年と短い

業務委託

ž 特段の手法上のメリットはないが、一
般的には価格競争となり、民間事業者
の選定手続きが最も簡便

ž 民間事業者の資金、ノウハウ等の活用
が困難

設置許可

ž 民間事業者に園地の一部を使用させ、 ž 手法の導入が、収益施設の整備に限定
収益施設を整備、管理運営を実施させ
される
ることが可能
ž 許可にあたっての使用料の設定につ
いて柔軟性が低い
ž 初期コストがかかる施設を設置させ
る場合には、許可の更新が前提となる

ＰＦＩ

ž 行政財産の貸付にあたって、市場価格
より低い価格または無償とすること
が可能
ž 民間提案制度等、ＰＦＩ法に特有の制
度を活用することが可能
ž 簡易化された手続きを採用すること
により、円滑に民間事業者を選定する
ことが可能

管理運営手法

事業手法

施設整備手法
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ž 選定手続きが煩雑

Ⅲ

マーケットサウンディング

１．マーケットサウンディングの目的と実施要領

（１）目的
一昨年度「ＰＰＰによる公園管理・運営に関する調査研究」において実施したマーケッ
トサウンディングにおいては、関連する民間事業者に対し、豊洲埠頭内公園等のポテンシ
ャルを確認するとともに、各ゾーンの施設整備に係る要望、管理運営に係る提案等を受け
付け、ゾーンごとの豊洲埠頭内公園等の管理運営に係る方向性を示した。
本年度のマーケットサウンディングでは、上記方向性を前提とし、特に豊洲埠頭地区に
関連のある民間事業者等を中心に、本事業に係る具体的な参入意向を確認するとともに、
事業参入にあたって望ましい事業スキーム、事業者選定のあり方、事業者選定のタイミン
グ等を明らかにすることを目的とした。
また、都市公園の植栽管理、清掃、警備等に係る管理水準や維持管理業務への参入意向
等を確認するため、都市公園等の指定管理者の指定等を受ける維持管理業務に係る造園業
者、プロパティマネジメント事業者の意見を収集した。

（２）実施要領
マーケットサウンディングの実施手順は、以下のとおりである。

図表 27 マーケットサウンディングの実施フロー
アンケートの実施

アンケート対象者に、以下に
示す設問を確認
・管理運営への参画意欲
・管理運営上の懸念点
・事業実施にあたっての各
種工夫に係る意見
・コンソーシアムの組成
（以下は、造園業者等のみ）
・維持管理業務の管理水準
・懸念点

アンケートのとりまとめ、
ヒアリング実施候補選定

ヒアリングの実施

ヒアリングのとりまとめ

回答を一覧表にてとりまとめ、
整理・分析を実施

アンケート回答内容を掘り
下げて聴取

ヒアリング結果を一覧表に
てとりまとめ、整理・分析を
実施

参画意欲の高い回答者、特
筆すべき回答を行った回答
者を抽出

造園業者に対しては、維持
管理係る見積等の徴収を
依頼
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参考見積結果を維持管理
費用の算定に活用

２．アンケートの実施と結果

（１）アンケート実施要領
平成 26 年 10 月下旬頃より、本事業の概要を示す「事業概要案」を添付のうえ、電子メ
ールによりアンケート用紙を配布し、11 月中下旬までに概ね回収した。なお、アンケート
実施と時を同じくする 11 月中旬に江東区主催による本事業に関する一般向けの説明会を
開催し、同説明会場でもアンケート用紙を配布した。同説明会での配布先を含めたアンケ
ート回答の受領先は計 18 者であり、回答者の属性は以下のとおりである。

図表 28 アンケート回答者について
アンケート回答者の属性区分
豊洲埠頭地区に
関連のある主体
（1
1
者）

地権者、開発事業者（8
者）
イベント等関連事業者（3
者）

造園業者、プロパティマネジメント業者 （4
者）
その他事業者（3
者）

（２）アンケート結果の概要
アンケート回答者による各アンケート項目の結果の概要は以下のとおりである。

① 事業への参入意向及び事業の発注形態について
参入意欲を有さない若しくは特段の参入意欲のない回答は３者で、その他の回答者から
は何らかのかたちで本事業への参入意欲を有する旨の回答を得た。意向の濃淡や重複もあ
るものの、回答者は概ね、包括的な業務に参入意欲のある回答者、一部施設の管理運営や
イベント実施に特に参入意欲を有する回答者、回答時点での参入意欲はないものの今後の
条件次第で参入可能性のある回答者の３パターンに分類された。
事業化の形態については、基本的に管理運営事業者への包括的な業務発注形態が望まし
いという意見が大勢であった。

② 個別ゾーン、業務について
豊洲公園及び新設予定の豊洲４号公園（仮称）における収益事業については、多くの期
待が寄せられているほか、水面占用を積極的に活用した収益事業の実施に係る要望が多く
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寄せられた。また、豊洲六丁目第二公園の水陸両用バス用スロープについては、管理運営
に参入したいというプレーヤーはほとんどいなかったものの、当該ゾーンの可能性につい
ては、多くのプレーヤーから言及された。

③ 民間提案制度について
出来る限り早期段階での民間提案制度の導入が好ましいとの意見が大多数であった。

④ 維持管理水準
水辺に近接するという立地特性における土壌・塩害の問題、各種施設と近接している点
など、エリア毎の特殊事情はあるものの、維持管理については、概ね一般的な都市公園と
同様の水準であるとの声が多く聞かれた。ただし、イベントの開催や収益施設の整備・運
営等に係る警備については、24 時間のカメラ警備が必要となる可能性も指摘された。

（３）個別結果概要
アンケートに添付した「事業概要書（案）」において、埠頭の各エリアを「ゾーン①～
⑦」と規定している。各ゾーンの位置とゾーンのイメージは下図のとおりである。

図表 29 各ゾーンの位置とゾーンのイメージ
施設全体

•
•
•
•

豊洲埠頭内公園等全体を活用したイベントの開催
園内全体における飲食、物販等の提供
エリアマネジメント活動の提供
水面を活用したレクリエーション、アミューズメント等、各種アクティビティの創出
・安心・安全の緑地管理
・イベント等による活用によるにぎわいの
創出

• 後背地と一体となった親水緑地の活用
• 水域の積極的活用

• 豊洲公園のにぎわいを活かした集客
イベント等の実施、イベント招致、イベ
ント実施手続き・管理、物販・飲食の
提供等

ゾーン

①

ゾーン

⑤

ゾーン 市場の屋上庭園、千客万来施設、

夜景 や眺望 を 活 か
した 目的性 の高 い
施設 の整備等 が見
込まれるゾーン

⑥

市場と外周緑地とのアクセス路な
ど が整 備され るにぎ わいの ある
ゾーン

ゾーン

⑦

現在、暫定的な土地利用として、さまざまなアクティビティ
での利活用が進められているが、将来的には、住宅、商
業、業務の複合的なスマートシティの形成が進められる
ゾーン

ゾーン

豊洲駅に隣接し、
豊洲埠頭エリアの
エントランスとなる
にぎわいゾーン

東電堀を活用した
水 域のア クティ ビ

される
② ティが期待
ゾーン
ゾーン

④

市場の機能が中心となるゾーン

ゾーン

③

• 夜景 や眺 望 を活 か した 収
益施設等 の整備 、収 益事
業の実施

• 安心・安全の緑地管理
• イベント等による活用によるにぎわい
の創出

分譲 住宅を中 心
とした居住ゾーン

• スロープ等を 活用した利用料金
施設の管理運営

• 住民関連イベントの実施、管理運営
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以下は、アンケートの個別質問毎のアンケート回答内容の概要である。

① 各ゾーンの方向性について

Ø

施設全体について
ž 「事業概要書（案）」に示されたゾーンごとの概要について、回答者は概ね相違はな
いとの回答がほとんどであった。主な追加要望として、以下のような回答があった。
ž ランニングやウォーキングといった水域以外のアクティビティの創出。
ž エリアマネジメント、エリアプロデュース、民間開発・市場・千客万来施設との連携、
住民のコミュニティ活動等。
ž 回遊性を高めるモビリティデザインの仕組み。
ž 公園等ゾーン全体が、従来の他のエリアとは差別化されたイベントオリエンテッドな
施設強化を打ち出す。
ž 地域全体をバリアフリーに。

Ø

ゾーン①豊洲公園周辺
ž 「豊洲駅に隣接する、もっとも利活用ポテンシャルの高い施設」であり、周辺商業施
設や住宅等の賑わいを活かし、収益施設（飲食・物販）の整備、収益事業の実施、イ
ベント開催等が見込まれるゾーンであるとの回答が多かった。
ž その一方で、「豊洲埠頭の玄関であり、豊洲地区全体の中心」 、「既に周辺住民の祭
典の拠点的になっている」との周辺住民等への配慮の必要性に関する回答もあった。
ž 隣接地区での大型トラックの駐車や、イベント開催時の駐車場の確保、危険行為（球
技等）の抑制等に関する回答もあった。

Ø

ゾーン②豊洲六丁目第二公園周辺
ž 「現状ではまださびしい風景」であるとの意見があったが、「非常に期待性の高い公
園の位置づけ」であり、豊洲埠頭内に「親水性を追求した公園がないので最も記載内
容が充実していてもよい」等、浮桟橋について高い期待ありとの回答があった。
ž ただし、「利用施設が限られた用途の方だけのメリットにならないこと」、「地域住民
等が日常的にマリンスポーツを楽しめるような環境整備」等、多様な利用者が見込ま
れる施設とする必要があるとの回答もあった。
ž そのほか、
「水際緑地への水域アクティビティを促進させる施設・連携した施設」
、
「水
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際まで一般開放される」など、マリンスポーツ以外にも「集いの場として活躍する設
え」等、単純に舟揚所だけでなく、陸地部分への展開が期待される等の回答もあった。

Ø

ゾーン③豊洲六丁目３街区付近
ž 住民の利用がメインとなることから、「住民コミュニティ活動を促進させる施設の整
備、収益施設の整備」、「居住者やオフィスワーカーに憩いや安らぎを提供する施設」
等が見込まれるとの回答があった。
ž また「マンション居住者が気軽に参加でき、かつ、居住者以外の参加が望めるイベン
ト企画」、地域イベントの開催、収益事業の実施との回答もあった。

Ø

ゾーン④豊洲六丁目５、７街区付近
ž 市場との共同イベントの実施余地があるとの意見もある一方、「イベント性の高い位
置とはあまり感じない」との回答もあった。
ž 「倉庫感を払拭する緑のバッファー」、「市場と外周緑地のアクセス路の整備」「水際
の積極的活用」「水に親しめるエリアの設置」との回答もあった。

Ø

ゾーン⑤豊洲４号公園（仮称）周辺
ž 「都内の親水エリアの中でも屈指の立地特性を備える」、豊洲埠頭内で最も良いロケ
ーション等、ポテンシャルの高いエリアであるとの回答が多かった。
ž その一方で、
「距離が相当あり、ここまで行く意味がないのでは活かせない」ため、
「豊
洲、台場間の水上バスなども停泊でき、途中下車での食事なども想定した新たな名所」
とする必要があるとの回答もあった。親水性の向上については、「水域の積極活用」、
「親水公園的な整備」との回答もあった。
ž また、「公園にしてしまうと、夜間などは人が集いづらい」との回答もあった。

Ø

ゾーン⑥豊洲六丁目６街区付近
ž 市場、千客万来施設との連携に対する期待に係る回答が多かった。
ž また、水上バス桟橋等の設置や舟運の就航等、水上アクセスへの期待に係る回答があ
った。
ž ただし、
「下船後の利便性がなければ利用者離れ」が発生することから、
「雨除け・日
よけのあるスロープ」
「千客万来施設との動線確保」が重要であり、
「待合所、発券所、
公共トイレ等が必要」であるとの回答があった。
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ž また、桟橋を設置すれば、「千客万来施設の防災桟橋として活用も可能」との回答も
あった。

Ø

ゾーン⑦豊洲六丁目２、４街区付近
ž 「ゾーン全体において最大のイベント活用ポテンシャルをもつエリアとして、現在供
用中のものを含め、多様な事業者や団体に対するイベント利用勧奨をさらに一層強化
すべき」であり、「常設施設並の堅牢大規模仮設施設（テント等）の設置」が期待さ
れるとの回答があった。
ž その他では、
「街区内の計画次第」との回答があった他、
「後背地とも連携したイベン
ト等による賑わいの創出」「住民関連イベントの実施、管理運営」との回答があった
のみに留まる。

② 管理運営に期待する点

Ø

施設全体
ž 概ね「各ゾーンの方向性について」と同様の回答であった。

Ø

ゾーン①豊洲公園周辺
ž 概ね「各ゾーンの方向性について」と同様の回答であった。
ž その他集客イベントとして、「アウトドアの特性を活かし、健康やスポーツをテーマ
とした各種展示会から、食／国際交流をはじめとする広範なファミリー向けイベント
まで多様に開催可能」との回答があった。
ž その一方で、「更なる豊洲埠頭居住者のコミュニティの核となる運営」との意見もあ
った。

Ø

ゾーン②豊洲六丁目第二公園周辺
ž 概ね「各ゾーンの方向性について」と同様の回答であった。

Ø

ゾーン③豊洲六丁目３街区付近
ž 概ね「各ゾーンの方向性について」と同様の回答であった。
ž 具体的には、「豊洲六丁目公園は住民の憩いの場として、また、インターチェンジや
市場の喧騒を緩和する空間として維持整備されてほしい」との回答があった。
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Ø

ゾーン④豊洲六丁目５、７街区付近
ž 市場の機能との連携やすみわけ等に関する回答があった。

Ø

ゾーン⑤豊洲４号公園（仮称）周辺
ž 埠頭の目玉となる施設の運営、名所たるべき整備」、
「視覚的にも物理的にも水とつな
がる施設環境整備を期待」との回答があった。

Ø

ゾーン⑥豊洲六丁目６街区付近
ž 概ね「各ゾーンの方向性について」と同様の回答であった。
ž 具体的には、
「（市場）屋上庭園や千客万来施設と一体的に連携したイベントキャンペ
ーンの開催」「これまでにない新たな水辺イベントや親水サービスなどが実施可能」
との回答があった。
ž その他、「水上バスの運営に必要な券売機等の施設」「トイレや待合施設」「軽食や飲
料を販売できる施設」との回答があった。

Ø

ゾーン⑦豊洲六丁目２、４街区付近
ž 概ね「各ゾーンの方向性について」と同様の回答であった。

③ 管理運営の懸念点

Ø

施設全体
ž 「東京都や江東区による横断的な取組みと支援」が必要であること、「各種条例上の
許可等のとりやすさ」
、「インフラの整備」との回答があった。
ž その他「一部居住者のみしか利用しない整備」、
「混雑、渋滞、騒音、ごみ等の環境悪
化要因」等の懸念点も示された。

Ø

ゾーン①豊洲公園周辺
ž 「収益施設等の公園施設・工作物の設置可否」、
「春海橋公園との一体的利用のし易さ」
といった点に加え、
「利用意欲を高める公園使用料の低減」
「イベントインフラ整備（水
道、トイレ、搬出入車両入口等）の充実強化」との回答があった。
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Ø

ゾーン②豊洲六丁目第二公園周辺
ž 「収益施設等の公園施設・工作物の設置可否」や「駐車場の確保」との回答があった。
ž また、
「一部の方しか使えない水際の運営」となることに対する懸念、
「交通結節点に
なった場合の陸側の交通安全確保」も示された。

Ø

ゾーン③豊洲六丁目３街区付近
ž 「収益施設等の公園施設・工作物の設置可否」に加え、「住宅・学校エリアへの外来
者の侵入や不法駐車、街宣車」等への懸念が示された。

Ø

ゾーン④豊洲六丁目５、７街区付近
ž 安心安全の確保に関する懸念が示された。
ž また、「市場側の協力体制」「イベントインフラの充実強化」について回答があった。

Ø

ゾーン⑤豊洲４号公園（仮称）周辺
ž 安心安全の確保に関する懸念が示された。
ž 「アクセス性の確保」
、
「海運との一体的な検討が望ましい」等、アクセス面の懸念が
示された。

Ø

ゾーン⑥豊洲六丁目６街区付近
ž 安心安全の確保に関する懸念が示された。
ž 市場との一体性に関する懸念が示されるとともに、「イベントインフラの充実強化」
について回答があった。
ž また、桟橋設置には、「都市計画施設の「市場」に必要な施設に指定される必要」が
あるとの懸念が示された。

Ø

ゾーン⑦豊洲六丁目２、４街区付近
ž 安心安全の確保に関する懸念が示された。
ž 「イベントインフラの充実強化」について回答があった。
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④ 官民業務分担について

Ø

東京都の業務分担
ž 水面占用許可に係る積極的な運用が期待されるとの回答があった。
ž 水際緑地に対するトイレ、休憩所、歩道等の施設が整備されることが期待されるとの
回答があった。

Ø

江東区の業務分担
ž 区の許可についての前向きな対応に加え、
「条例・規則の改正」
「区画整理事業では整
備しきれない公園施設の整備」
「占用許可条件の緩和・見直し」
「エリアマネジメント
に係るステークホルダーを集めた場の設置・運営」との回答があった。
ž また、「許可権限が東京都にあるものについて管理運営事業者と協力し、実現に向け
た努力を期待する」との回答があった。
ž 開催の区内告知、街区全体の警備、民間施設の仮設許可等については、区が行う業務
範囲とするべきとの回答があった。
ž 加えて区は、「訪日外国人を含む観光客の受け入れや情報によるホスピタリティの提
供、豊洲エリアのＰＲ、コミュニケーションマネジメントをトータルに取組みを行う」
「コミュニケーションマネジメントセンター業務」を担うべきとの回答があった。

Ø

民間事業者の業務分担
ž 東京都、江東区、地域住民、桟橋の利用者間等、各種調整が前提となった基本的な枠
組みが必要との回答が多数あった。
ž 「既存公園における有料公園施設等の設置」
「水際緑地の表層の改築・改修等」
「住民
コミュニティ活動の形成・促進支援」に加え、「公園及び地区全体の魅力・価値向上
に資する取組み」、
「公園施設の利用促進や話題醸成に係る広報ＰＲ活動の推進」、
「利
用者へのサービス施設（飲食）
」といった業務の追加を求めるとの回答があった。
ž その他、「管理運営母体を官民一体で先ず構築し、その母体による運営」をするとの
回答があった。
ž また、
「住民、民間イベント窓口業務」
「開催イベントの周辺告知」
「公園の改築改修」
は民間事業者の業務ではないと考えるとの回答もあった。
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⑤ 参入意向・前提条件について

Ø

都市公園内の日常的な維持管理（清掃、植栽管理、小破修繕警備等）
ž 「（全ての業務を）包括的に行うことで、公園及び地区全体の魅力・価値向上が実現
する」、
「運営管理で一体であること」等、ゾーン及び業務が包括的であることを前提
に参入の意欲が高まるとの回答が目立った。

Ø

利用料金施設の管理運営（豊洲六丁目第二公園付近水陸両用バス用スロープ等）
ž 「民間の意向を反映した利用料金設定」が必要であるとの回答があった。
ž また、前提条件として、
「水面イベントの実施」
「災害時のレスキューステーションと
しての利用」
「施設の整備」との回答があった。

Ø

収益施設等の設置（飲食・物販店舗等）
ž 使用料等の設定や事業性によるとの回答が多かった。
ž 具体的な活用イメージとして、スーパーマーケットと連携した飲食物販施設やサービ
ス、イベントの実施・運営が実現可能との回答があった他、豊洲公園のみに整備意向
があるとの回答も見受けられた。
ž また、スポーツ施設などの住民イベントを活性化させる施設、仮使用等の短期運営、
経済条件が折り合うことを前提に可能性はあるとの回答もあった。

Ø

豊洲４号公園（仮称）における有料公園施設の設置
ž 使用料等の設定条件や事業採算性によるとの回答が多かった。

Ø

既存都市公園（豊洲公園、豊洲六丁目公園、豊洲六丁目第二公園等）の改築・改修
ž 「財産区分の明確化」
「改築・改修手続きの簡素化」等の回答があった。

Ø

水面を利用した構築物の設置、イベントの開催
ž 「収益を見込める可能性はある」、「集客力や話題性に優れたイベントを実現できる」
との回答のほか、具体的に「水上バス桟橋」「水上レストラン・カフェ」との回答も
あった。
ž 水面占用等に係る都と調整が必要との回答があった他、「仮設建築物での一時的ニー
ズが高い」との回答があった。
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Ø

イベント開催や撮影等に係る許可権限の確保（主催者に許可を与え使用料を徴収）
ž 豊洲公園のみについて、或いは水上バス船内、桟橋、待合所付近のみ等、各回答主体
がそれぞれ意欲を有する施設はばらつきが見られた。
ž 条例の改正等各種規制等の緩和についての要望も聞かれた。

Ø

イベント開催や撮影等の実施（自らが主催者となりイベント等を実施）
ž 複数企業が参入意欲を表明し、前提条件については、概ね上記「許可権限の確保」の
ケースと同様の回答であった。

Ø

園内における物品や飲食物の提供
ž 複数企業が参入意欲を表明し、前提条件については、概ね、「収益施設等の設置（飲
食・物販店舗等）」と同様の回答であった。

Ø

自主イベント等の開催
ž 複数企業が参入意欲を表明し、理由及び前提条件は概ね、「イベント開催や撮影等の
実施（自らが主催者となりをイベント等を実施）」と同様の回答であった。

⑥ 官民連携の取組みに係るポテンシャルについて

Ø

収益施設等の整備
ž 「民間事業者の取組み方次第で収益性ありと考える」 、
「公園および地区全体の魅力･
価値向上につながる」と、ポジティブな回答があるとともに、「今後の新規計画に合
わせて柔軟に一体的な姿に可変させて整備されるのであれば非常に望ましい」との回
答もあった。
ž ただし、「民間の意向を反映した適切な使用料設定」、「公共で整備した施設を民間で
活用と、整備計画から民間が参入で違いがあり」等、条件次第で大きく状況が変わる
との回答があった。

Ø

園内イベント、撮影等の実施に係る公園等の開放
ž 「公園および地区全体の魅力･価値向上につながる」、「市場完成後に露出度の高い運
営に繋がる運営に期待が持てる」とのポジティブな回答がある一方、「現在では未知
数」との回答もあった。
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ž ただし、実施にあたっては、
「江東区立都市公園条例の抜本的改正」
「占用許可基準の
緩和と柔軟な適用」
「民間の意向を反映した適切な使用料･占用料等の設定」、
「各種許
可等の柔軟な適用」「対象事業者や団体に対する利用勧奨プロモートが不可欠」との
意見もあった。
ž また、「イベント実施にあたってのゴミ放置や騒音・違法駐車の管理徹底や深夜のた
まり場にならないようにしてほしい」との意見もあった。

Ø

エリアマネジメントを活用した管理運営
ž 「豊洲地区のエリアマネジメントは、これから具体化される段階であるため、公園管
理運営を通じて持続可能なエリアマネジメントを実現する視点･姿勢が必要」、「開発
が一部の街区で進み、護岸整備部との部分的な一体感が出始めている」「もう少し具
体に民間の計画が進んだ際の改修・改築の範囲や制限、方法などがあれば提案も増え
るのではないか」等、今後の取組みが期待される旨の回答があった。

Ø

水面アクティビティの推進
ž 水面を活用したアクティビティのみならず、桟橋等の設置による水上アクセスの向上
に対する集客力への期待、水上レストランなどへの期待に対する回答があった。
ž ただし、水面占用に係る都との調整に対する区からの協力が欠かせないとの回答があ
った他、「現在では未知数」との意見もあった。

Ø

民間提案の活用
ž 「民間提案の活用」については、概ねポジティブな回答が得られた。
ž 提案の手続きについては、「官民の「対話」を通じて導き出し、公募要項や条件等に
反映できる仕組みが望ましい」
、
「開発計画（設計、施工）の段階で、民間提案（参入、
施設活用のしやすさ）の導入」等、できるだけ早い段階における官民の対話の必要性
に係る回答があった。
ž また、「各種業務範囲をある程度包括して受けるような運営」、「活用にあたっての採
択の基準をしっかりさせる」
「委員の人選をしっかり行った協議会などをつくる」等、
責任をもって実施できる仕組みづくりに係る回答もあった。
ž その他、「民間提案への参加事業者のみが、管理運営事業者公募に応募できるように
する」、
「随意契約とする」など、民間提案に対するインセンティブ付与のあり方につ
いても回答があった。
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Ø

その他、貴社にて想定されるポテンシャル
ž 「持続的なエリア価値の維持･
向上と地域経営課題の解決」
「陳腐化しない持続的なエ
リア価値･不動産価値の維持･向上を図る」「新住民間あるいは住民･オフィスワーカ
ー･市場関係者間の公園等を介したコミュニティ形成･醸成」、
「豊洲一体のランニング
コース」等の回答があった。

⑦ 事業者選定についての意見

Ø

包括管理運営
ž 「最も望ましいと考える」、
「想定リスクによるが、民間事業者の裁量が大きく取組み
検討はしやすい」、
「施設や公園環境のハード面と、そこで展開されるイベントを含む
ソフト面との一体的管理運営ノウハウを保有する事業者の選定が望ましい」、
「地区全
体の包括的な管理運営を行う事業者が存在するのは望ましい」といった回答が多く、
包括的な運営が望ましいとの回答が多かった。
ž その一方で、「ソフト面の運用ノウハウに欠けるハード中心の事業者の選定は、かえ
って魅力的ハードを宝の持ち腐れに変えてしまいかねない懸念がある」、
「豊洲埠頭地
区全体の開発が見えない現段階で、包括的な管理運営事業者を選定するのは困難」と
の回答もあった。

Ø

ゾーン別、公園別の管理運営
ž 「管理運営水準のバラつきや連携不足の恐れ等から、公園全体ひいては豊洲地区全体
の魅力が十分に発揮されないことが懸念される」、
「事業者間での一体感が保てるかは
疑問」「競争原理も期待できるが非効率になりやすい」等、ネガティブな回答があっ
た。
ž 一方、「各担当事業者の相互連絡会議の定期開催等を通じて、公園利用の趣旨や目的
の不断の共有化を図る」ことで、連携不足等のデメリットを回避し、「ゾーンごとの
特性を最大限に活用する」ことができるとの回答もあった。

Ø

業務別の管理運営
ž 「与えられた業務以上の公園全体の魅力を高めるために必要な活動･連携を積極的に
行わない事業者が出ることが懸念される」、
「個別事業だけでの収益構造が作れるのか
疑問」「ばらばらな事業者の作る施設のデザインや運用の調整をどのようにとるのか
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懸念」、
「それらをとりまとめ、相互に連携させるための統括的管理運営事業者の存在
が不可欠」、
「全体を統括管理することが必要」等、概ねネガティブな回答が多かった。

Ø

段階的な管理運営
ž 「段階的な管理運営は、まちの成熟度に合わせて、事業者の能力･
実績を高めながら、
業務範囲や民間にできることを拡大することが可能なので、区にとっては取組みやす
い」、「行き当たりばったり感はあるが現実的」との回答があった。
ž 一方で、
「拡大するタイミングとその判断基準が難しい」
「拡大前後の契約期間をどう
取り扱うか等の整理を予め行っておく必要がある」との回答もあった。

⑧ コンソーシアム等の組成及びスケジュール等について

Ø

コンソーシアムの組成について
ž 大勢はコンソーシアムを組んで参入するとの回答であった。

Ø

スケジュールについて
ž 予定されているスケジュールとおりに事業が進められることを求める回答があった
一方、収益施設やイベント運営等については、市場の開業に合わせることが望ましい
との意見もあった。

Ø

その他自由回答
ž 主な追加要望として、以下のような回答があった。
ž 適切な契約期間と契約期間終了後の事業継続が期待できる条件設定が必要。
ž 道路占用許可の特例制度（都市再生特別措置法）、道路占用許可基準の緩和（国家戦
略特区）の活用による道路空間の積極的活用
ž 豊洲埠頭内公園等ゾーン全体を、豊洲市場を中核に、グローバル規模のマーケットイ
ベント会場と位置づけ、飲食物販施設の整備拡充と併せ、独自のテーマ性をそなえた
多様な展示会や見本市（マリンスポーツ関連／食／物産関連／健康関連等）など、イ
ベントを多角的に展開

⑨ 管理水準に係る意見
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Ø

植栽管理、除草作業、清掃、小破修繕について
ž 基本的には一般的な都市公園と同等を想定との声が複数聞かれた。また、以下の懸念
点についても言及があった。
ü 土壌の問題から、樹木管理に必要以上の負担が発生
ü 水場への影響から、除草剤使用不可となる可能性
ü 他施設との連携
ü 混雑時の防犯対策
ü 対象範囲の塩害等への対策

Ø

警備水準について
ž イベント開催、利用集客を勘案して、商業施設同等を想定する必要がある場合には、
24 時間のモニター監視が必要との意見があった。
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３．ヒアリングの実施と結果

（１）ヒアリング実施要領
アンケート回答において、何らかの業務等に参入意向が見られた企業の中から、聴取先
の属性にばらつきが出るように企業を下図のとおり抽出し、アンケート回答内容の理由等
を確認した。併せて、各企業からの意見・質問を受付け、回答することで、区と民間事業
者との間の意思疎通を図ること、また、参入にあたっての障害や規制緩和の必要性等につ
いても意見を確認すべく、11 月下旬~12 月中旬にかけて、江東区の直接面談方式による聞
き取り調査を実施した。
図表 30 ヒアリングの回答者
ヒアリング実施先の属性区分
豊洲埠頭地区に
関連のある主体
（6
者）

地権者、開発事業者（4
者）
イベント等関連事業者（2
者）

造園業者、プロパティマネジメント業者

（2
者）

その他事業者（1
者）

（２）ヒアリング結果の概要
① 事業への参入意向
全てのエリアに参入意向のあると回答した者は４者、特定のエリアに参入意向があると
回答した者は４者であった。全てのエリアに参入意向のある者は、各エリアの業務を統括
的にまとめる業務での参入を希望しており、特定エリア、特定の事業への参入を希望する
事業者と、組み合わせて事業化する方法を模索する必要がある。

Ø

全エリアに参入意向あり
ž 収益施設の整備・運営にあたっては、コンソーシアムメンバーにお願いすることにも
なろうかと思うが、あらゆる場所にてポテンシャルがある。
ž 全てのエリア、あらゆる業務において参入検討意向あり。現時点では具体的なイメー
ジはないが既存公園の改修・改築も検討したい。
ž 幅広い業務について参入意欲あり。単純に維持管理だけということになると厳しく、
包括的な業務となることが参入の必須条件。
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ž 幅広い業務について参入意向あり。業務を統括するマネジメントポジションとしての
立ち位置から参入したい。
Ø

特定のエリアに参入意向あり
ž 豊洲公園の管理運営に関し参入意向あり。豊洲公園以外については、収益が見込める
可能性が現時点では低い。市場以外の街区に整備される施設が不明な中で管理の議論
を先行させるのは困難。
ž 千客万来施設に隣接する６街区部分にのみ参入意欲あり。宅地内緑地に観光バスの待
機所を整備するとともに、水上バス運行のための桟橋、カフェを伴った発券所等の収
益施設の整備を行いたい。
ž 豊洲六丁目第二公園の水陸両用バス用スロープや、カヌー等の利用促進のための桟橋
の設置に伴う管理等の業務に参入意欲あり。上記に加え、陸上部分の物品のレンタル
やカフェ等の収益施設のテナント管理等は、自社で実施しうる。ただし、自らが資金
を投入して施設等の整備を行うことは困難。
ž ６街区における桟橋の設置・運営、海上からのアクセスに参入意欲あり。その他、海
上と連携する収益施設等の運営についても参入意欲あり。

② 具体的な事業内容（収益施設整備関連）
豊洲４号公園（仮称）については、単体での収益施設の設置可能性が高いとの回答があ
ったが、具体的な事業内容については、まだ未検討であるとの回答が目立った。その他、
豊洲公園における収益施設の可能性、桟橋設置等に伴う背面での飲食利用等の収益施設の
整備可能性があるとの回答もあった。その一方で、収益事業についての需要について慎重
な回答もあった。

Ø

豊洲４号公園（仮称）付近
ž 豊洲４号公園（仮称）での飲食施設がもっとも検討余地があるのではないか。一般的
なカフェテラスのようなものあるが、より特徴的な施設を打ち出していくのかは今後
の検討。
ž 最も可能性があるのが豊洲４号公園（仮称）。夜に集客させるような収益施設を設け
ることが考えられる。ただし、収益施設を即作るのか、事業開始 3 年後から作るのか
はケースバイケースである。開始当初に施設整備をコミットさせることは参入を困難
にさせる恐れがある。スケルトン仕立てにして、テナントや建物用途を柔軟に変更し
うるような施設にすることも一案。
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ž 豊洲４号公園（仮称）においては、眺望（夜景）を活かした集客施設（飲食・物販）
が考えられる。

Ø

その他
ž 豊洲公園については、潜在的ニーズは多々あると思う。
ž 豊洲六丁目第二公園の浮桟橋付近に収益施設が整備されるのが好ましい。ただし、施
設を自社で整備して、独立採算にて運営することは難しい。区側で簡易な工作物等の
設置許可が適切に得られることを望む。
ž ６街区付近に自社にて桟橋を設置することができるのであれば、当該桟橋に付随して
水際に向いたオープンカフェ・テラス等の整備について検討の余地はある。
ž 各種収益事業に需要があるのか、現時点ではわからない。故に投資リスクも判然とし
ない為、収益事業をあてに管理費の支払いを下げられると苦しい。
ž 収益施設の利用料金設定については、指定管理料のような原則固定的なものではなく、
簡易な手続きで民間の裁量で自由に料金を変更できるような事業条件としてほしい。
ž 収益施設の料金等の設定については、できる限り民間に委ねられるような仕組みとし
てほしい。
ž 全体としては恒常的に収益事業を実施したいと考えている。但し、適切なコンソーシ
アムを組成するのが前提。

③ 具体的な事業内容（イベント関連）
イベントについては、収益イベント、スポーツイベント、地域活動のためのイベント等、
各種実施が期待されるとの回答が多かった。ただし、イベントの実施によって、公園の維
持管理費を縮減するだけの収益を見込むことは困難との回答があった。
事業者に対し、行為許可の権限を委譲することについては、概ね好意的な意見が多かっ
た。その際、許可の範囲や基準については、行政側よりあらかじめ提示されることが望ま
しいとの意見がある一方、当該基準等について、事業者側の意向を踏まえ、できる限り自
由にしてほしいとの意見もあった。

Ø

イベントの内容
ž 豊洲公園については既に開発が終わって賑わっているという理解であり、埠頭の他の
施設とは別のフェーズにある認識。イベントの成立可能性も有る。
ž ６街区に整備が行われる市場専用の桟橋について、当該桟橋をステージとしたイベン
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ト等の実施が見込まれる。民間への開放を願いたい。６街区以外のエリアについては、
イベント開催等への参入意向はないが、豊洲公園では、地元の商店街と連携したイベ
ントの実施というものはありうるかもしれない。
ž 収益イベントのみならず、地元の人を集めてのスポーツであるとか、イベント等の地
域活動的な取組みをすることも考えられる。いずれにせよ、基本的には市場や周辺店
舗等とコラボレーションを組んでいかないと難しいのではないか。マラソン大会やス
タンプラリー等も一案。ただし、参加費が取れて、付随して物販収益を想定するのは
なかなか難しい。収支とんとん位かとは思う。

Ø

必要な権限・規制緩和について
ž 行為許可については、現状の行為許可と占用許可の対象を見直したうえで、民間側に
権限を委譲してほしい。
ž イベント許可に関する権限については、無いよりはあった方が好ましい。但し、許可
の範囲や基準が、行政側から提示される必要があると考える。
ž イベントをやりたいと思っても都市公園となると広告も出来ず難しいのではないか。
民間による柔軟な事業展開が出来るように条例等を緩和されるのは良いと思う。
ž 行為許可については、ここでイベントをやりたいという業者が沢山あれば事業者側に
権限が委譲される必要があると思う。ただし、手間がかかるだけで赤字になるようで
あれば必要ない。
ž 行為許可については、事業者側に委譲してほしい。運用についても、事業者側の意向
を踏まえ、できるだけ自由にしてほしい。

④ 具体的な事業内容（水際関連）
豊洲六丁目第二公園の水陸両用バス用スロープは、独立採算化が困難で、管理にあたっ
ては区からの一部支出必要との回答であった。一方、６街区付近に整備が希望されている
桟橋については、陸地のチケット売り場や収益施設を含め、民間が所有・整備の上、独立
採算事業として実施しうるとの回答があった。ただし、東京都との交渉によれば、桟橋設
置に係る水面占用許可、陸地部分における占用許可の取得が困難であり、事業の参入に至
らない可能性があるとの回答があった。
その他、規制緩和については、イベント開催時における一定期間まとめての許可申請の
可否について希望する回答があった。
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Ø

具体的な事業内容
ž 水面利用については、豊洲埠頭全ての場所で様々なポテンシャルがある。特に東電堀
は水面も穏やかであり、様々な収益事業の可能性がある。自社で独立採算で実施する
のは難しいが、水際に収益施設や桟橋が整備されるのが好ましい。
ž 豊洲六丁目第二公園に限定した運営であれば、マリンスポーツ体験等の管理のみでは
収益ビジネスとして独立採算的に実施することは困難で、行政によるなんらかの管理
運営費の負担が必要。
ž 豊洲六丁目６街区において、海上からのアクセスを可能にしたいと考えている。
ž 船上でのイベントを実施する際、一部陸地部分でのイベントの利用も想定される。
ž ６街区以外の立地では、市場や千客万来との連続性がないので難しいと考える。また、
千客万来と市場がオープンする時と同時で無ければ意味が無いと思う。遅れると他の
商流・集客ルートが出来上がってしまう為、参入価値が著しく落ちる。

Ø

必要な権限・規制緩和について
ž 水面占用について、運河ルネサンスの手続きでは、事業者公募段階で事業化が担保さ
れないので、港湾局と区が事前に調整しておくことが必要である。
ž 水域イベントを実施する際の港湾局等への「行事許可」について、年間スケジュール
が一回で許可される等、柔軟な運用がなされるよう都の間で協議されたい。マリンス
ポーツを推進できるのであれば東電堀のみならず、周辺河川部分についても利用でき
ることが好ましい。
ž 桟橋を整備し、仮に複数事業者が運航する場合、海上運送法等により安全に利用する
ための調整役（管制塔）を適切な主体に実施させる必要がある。
ž 海上からのアクセスが採用されるのであれば、陸地部分に千客万来施設までの雨除け
やスロープ、チケット売り場が必要（利便性のある導線確保）となるが、市場区域に
整備は難しいと聞いている。
ž 水面占用許可は必須と考える。ただし、水面占用を活用して硬い建物を建てるという
ことではなく、デッキを海に向かって作るとかが想定される。

⑤ 具体的な事業内容（その他）
その他具体的な事業内容としては、以下の回答があった。
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Ø

具体的な事業内容
ž 埠頭全体について、徒歩で回るには距離があるので、自転車或いはパークトレインと
いった移動手段（モビリティ）を整えることも考えられる。全体管理の一手段として
考えたい。民間側で投資することが前提となるが、具体的な業務は適切な業者に委託
することとなる。
ž オリンピックを見据える意味でも、水面に限らずスポーツアクティビティを創出でき
るエリアとしたいと考える。
ž 千客万来施設を成功させるためには、豊洲埠頭全体で人を集めるというコンセプトで
ないとダメ。周辺地区が一体となって仕掛けていく必要がある。そのためには、たと
えば水上バスの設置等、水際側に各種仕掛けが必要となる。また、千客万来施設と水
際緑地との間に、市場専用の通路が確保され、一般客等を排除するゲートができると
聞いている。そうすると、千客万来施設と水際をさえぎってしまうことになるので、
千客万来施設～環状２号線の道路沿～水際緑地にかけて賑わいを連動させる動線が
必須となる。そうしないとなかなか人の流れが生まれない。
ž 千客万来施設には観光バスの乗降スペースのみ確保されているところであり、待機所
がない状況にある。現在、観光バスの待機所を豊洲新市場（仮称）部分の宅地内緑地
に設けられればと希望している。
ž 現在、橋の上からつりをやっている人等を多数見るが、水際緑地部分においてつりや
バーベキュー等を実施することもありうるのではないか。
ž 豊洲埠頭下部における中州において、潮干狩りができるのではないかという話になっ
ている。浅瀬を作って潮干狩りのできるスペースを確保するというのも面白い。
ž 豊洲六丁目第二公園や豊洲４号公園（仮称）には、採用されるアクティビティの形態
によっては駐車場が整備された方がよいと考えられる（100 台くらい）。
ž 新豊洲駅で人が降りて、市場に立寄ってからそのまま帰るというエリアになってしま
うと厳しい。水際を囲って花壇を整備するとか、遊歩道を一周整備するとか、行政側
で人の流れを作り出すものがないと難しい。シーズン毎のイベント、例えばイルミネ
ーション、ドッグラン等の事業が考えられる。車で来る人の為の駐車場の整備も必要
と思う。
ž 既設公園の改築も検討したいが、基本的には商業施設や市場などが周囲にあるので、
収益施設等のハコモノの整備をするイメージはない。その代わりタワーマンションが
あるので、住民向けソフトサービスの提供で収益を上げたい。
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⑥ 規制緩和について
規制緩和等に係る要望について、以下のような回答があった。
Ø

規制緩和に係る要望
ž 基本的には権限委譲をできるだけ進めて頂きたいとは考えているが、権限委譲を受け
ることによる責任も発生するので、コンテンツの中身やリスク分担、リスクリターン
について、選定プロセスの中で行政側と協議できるような柔軟な仕組みにして頂きた
い。
ž 各種許可（設置・占用等）が柔軟に認められるような条件として欲しい。各種許可に
ついては、民間に許可が与えられる為の条件について、公募にあたってきちんと整理
されることが望ましい。
ž 設置許可については、運営開始後、段階的に施設を設置していくことも考えられるの
で、区担当者によって許可の出易さが異なることがないような仕組みが望ましい。
ž 都立春海橋公園（都立）の一部（豊洲公園隣接部分）との一体の管理運営ができるよ
うにすべきである。
ž 既に漁業権を持っている事業者がいる場合、水域活用に障害が出る可能性があるため、
当該関係者と調整がしうるように行政側での支援や配慮をお願いしたい。
ž 利用料金設定については条例で上限額が設定されるかと思う。上限額が民間の経営目
線に合うものにして欲しい。金額変更は議会議決になってしまうと手続きが大変なの
で、最初の設定値が重要と考える。また、提供するサービス水準やグレード感を十分
に斟酌したうえで必要な料金の柔軟性というものを確保できる建付けが望ましい。
ž 江東区みどりの条例等により、埠頭にて確保する緑地の大部分を宅地内緑地で確保し
ていると聞いている。このままだと、宅地内緑地にて何もできないということになっ
てしまわないか。何らかの緩和が必要であると考えられる。
ž その他、各種収益施設やイベントの実施にあたっては、インフラ整備（光水熱・下水
等）が必要。６街区の場合、市場から引っ張ってくることは可能であるか。
ž 現在道路に構造物を配置することは難しいようであるが、歩道がだだっ広い中で、コ
ミュニティサイクル等いろいろな工夫が必要であるように思う。
ž 発注側における許認可権者がバラバラ（都や区）だと管理するほうも事業者も円滑な
業務が遂行しにくくなり、住民の為にもならないと思う。
ž 管理者（許可権限者）が都と区で乱立してくる状況だと、民間としては手続き面もわ
かりづらく事業がやりづらい。
ž エリア全体における事業マネジメントを行うには、地権者と既存の事業者と連携が不
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可欠である為、行政側に当該調整のご支援をお願いしたい。
ž 都市公園法上の設置管理許可による施設の面積要件は２％と決められているので、そ
の中でどこまでの収益施設が建てられるのか判然としない。また、立体公園制度を用
い、屋上とか建物の中とか立体公園のようなものも考えられると思う。

⑦ 維持管理水準について
維持管理水準については、概ね通常の都市公園と同等程度であるとの回答であった。た
だし、植栽管理については、一般の都市公園よりも高水準の庭園レベルの管理水準が必要
ではないかとの回答があった。
警備については、全体での有人警備、カメラ警備は必要でないものの、一部要所でのカ
メラ警備の必要性があるとの回答があった。

Ø

維持管理水準について
ž 個別のゾーン毎に細部は異なるものの、全体としては特に植栽管理については、高水
準が好ましいのではないか。豊洲埠頭は開発エリアとしてポテンシャルも高いと思う
ので、一般開放公園水準ではなく、庭園レベルの管理水準が望ましいのではないか。
ž 除草、清掃、小破修繕等は、行政が通常の積算に用いる単価水準で特に違和感はない。
ただし、警備に関しては、周辺を海に囲まれているという立地条件、外国人も多く出
入りが発生すると想定される点を勘案すると、相応の水準で実施する必要があると思
われる。
ž 維持管理については、まず植生がどういう水準なのかわからない。海辺に近いので有
る程度は決まってくるとは思うが、芝生を一面にひくとかであるとそれなりに費用が
かかってくる。一般的な植栽とかであれば他と特段変わらないとは思う。
ž 警備について、市場は 24 時間稼動すると思われる為、要所で何かしらのセキュリテ
ィが必要と思う。カメラ警備については、カメラの性能にもよるが、リースしたとし
て 100 万円/月はかからない程度だと思う。公園全体だと 1,000 万円/月という水準も
考えられるが、そこまでは不要かと考える。「監視カメラ作動中」と設置することで
防犯への意識付けをすることが重要と思う。
ž 24 時間開放を考えた場合、一般に管理コストは上がると思う。但し、夜中に騒音が
発生して苦情が発生したら元も子もないので、節度を保っての利用が前提となる。埠
頭は円周緑地となっているが管理の方法は特段他の公園と変わらないように思われ
る。
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ž 江東区の植栽管理は素晴らしいと思っている。ただ同じ水準での事業を自前でやった
場合、投資回収が可能なイメージがまだ無い。今後精査をする必要がある。

⑧ 民間提案制度について
民間提案制度の実施については、概ね好意的な回答を得た。ただし、自由な提案募集、
具体的な事業者の提案募集ということについては実施が困難であり、ある程度区のほうで
条件等を規定の上、コンテンツ別の募集や規制緩和のためのアイデア募集ということが望
ましいとの意見が聞かれた。
また、個別の優秀な提案を行った者が事業参入できるような募集形態や、具体的な提案
募集ということになれば、提案を行った者に対するインセンティブが必要であるとの回答
もあった。

Ø

民間提案制度に係る要望
ž 既に公園整備が進んできてしまっているので、これからイチから民間にアイデア募集
をするのがやや現実的ではない。必要となる規制緩和や事業条件という観点からは、
各収益事業の実施主体を取り込んでいかないと難しいような気がする。いきなり事業
者提案をするのではなく、コンテンツのアイデア募集をインセンティブ付与を前提に
すると良いのではないか。
ž 滋賀県が導入した「課題解決型公募手法」のようなことは考えられるのではなかろう
か。募集要項の段階から民間の意見を取り込んだ案件の作りこみは一案。いずれにし
ても、提案者に対するインセンティブは不可欠。
ž 最終的には審査基準で判断されることになるので、管理コストの低減や金額に最も主
眼を置かれた基準になってしまうと、インセンティブ等の加点があってもあまり意味
がない。エリア全体の価値向上といった視点が審査基準にしっかりと入るべき。
ž 事業条件をフリーとして募集すると、行政も事業者選定の軸が定まらず難しいのでは
ないか。有る程度の事業条件は事前に行政側で決めた方がよい。選定プロセスの公平
性や透明性も大事である。
ž 提案を自由に募集するという建付けとした場合、当該提案者が実行可能であるかを評
価するのが非常に難しいような気がする。どちらかといえば対話という形で事業者を
選定していくことになるのではないか。提案して当該提案が募集要項にそのまま書か
れるということであれば、提案への参入意欲は低い。提案を募集するということであ
れば、採択した提案者と随意契約するなどインセンティブが必要。
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ž 案件の内容次第だが難しい問題と思う。元より零細企業であり、ＰＦＩ事業等に参入
できる程の体力のある会社ではないと認識している。
ž 落札者が提案内容のあらゆる面で優れた提案をしているわけではないと思う。公平性
の観点等、実際の運用は非常に難しいとは思うが。落札できなかった企業でも優れた
提案をしていた企業が、事業参入しうるような募集形態は考えられないか。
ž 民間提案制度はあった方が好ましい。ただ現時点で自社のノウハウをどこまでオープ
ンにするかは難しい問題と思う。エリアの構想が固まってきた段階で、非公開の競争
的対話のようなものをやらせてくれるとありがたい。もっとも、規制緩和を発表した
時点で大体やろうとしていることは一般にばれてしまうと思う。
ž 民間がアイデアを出しても募集要項で世間に周知され、結果として他事業者に当該ア
イデアを持っていかれるのは困る。規制緩和を行政側の方で予め進めておく為の意見
出しであれば、積極的に提言したい。時期的には来年度実施ということでも違和感な
い。

⑨ エリアマネジメントについて
エリアマネジメントと公園の管理運営については、特段の具体的なイメージは示されな
かった。

Ø

エリアマネジメントについて
ž 公園管理のみならず、エリアマネジメントを視野に入れてステークホルダーが集まっ
て継続的に協議する場が必要と考える。地域住民との協議会の場のようなものが組織
され、区や都（港湾局･市場）にも同席してもらうイメージである。行政にも当該観
点からの利害調整に関する支援等も検討頂きたい。エリアマネジメントの事務局をど
こが担うか ということは今後の検討課題。
ž エリアマネジメントの定義は難しい。オフィスと住宅だけでなく商業も揃っており、
複合的要素があるのは豊洲エリアの強みであるが、同時にエリアマネジメントの弱み
にもなるとも言える。地域と一体になって一つの目的に進むということは素晴らしい
が、日本では成功事例が無い。住民から 500 円/月徴収して何かできるか。非常に難
しい。地域住民がお金を払う仕組みでないと単なるビジネスと変わらないといえ、永
続的なスキームとは言えない。
ž 町全体が魅力を持つには地域と連携した統括機能を有するマネジメントが有用。市場
と千客万来施設、地権者等を含め、全体の「パークマネジメント」から将来的には「エ
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リアマネジメント」に昇華させたい。
ž ＢＩＤ（Business Improvement District）制度を用いて維持管理費を削減すること
も考えられるが地権者に対してコストを要求できるか否か。検討はしたい。

⑩ 事業者選定の方法、事業期間、スケジュールについて
事業期間としては、イニシャルコストが発生すれば概ね 15～20 年程度は必要、管理だ
けであれば、５年程度との回答が多かった。事業開始は、豊洲新市場（仮称）及び千客万
来施設がオープンする時期に合わせるほうが良いという回答と、現行のとおり、すべての
公園が供用開始するタイミングが良いという回答とあった。

Ø

事業者選定方法
ž 個別のエリア毎に業務発注がなされた方が手は上げやすいが、一体管理として出され
ても検討はできる。埠頭全体の発展にどちらがよいかは一長一短があるので今はなん
とも言えない。
ž ６街区に参入意欲があるので、基本的にはエリアごとに事業者を選定してほしいが、
別々にやって連携するためには、各事業者を統括してまとめる主体が必要だと思う。
基本的には区がその役割を担うべきであるが、民間とすることもあるように思う。

Ø

事業期間
ž 収益施設を民間側で建てることになると投資回収が発生するので長ければ長いほう
が好ましい。適切なタイミング契約の更新ができるような内容が民間にとってはやり
やすい。
ž 人員の確保という観点からは３年では短く、５年程度は最低でも運営できることが好
ましい。一方、赤字になってしまうことも懸念されるので、適宜指定管理料等を見直
せる契約条件とすることが好ましい。
ž 新たに民間の提案を受付けて何某かの施設整備をするという事業内容になるのであ
れば、事業期間は 10 年では短いと思う。
ž 指定管理だと５年程度、初期投資がある場合、５年毎の運営収益の見直し条項付等で
トータル 15 年での事業は検討しうる。ＰＦＩで造成からやるのであれば、最低 2 年
は助走期間が必要。
ž 指定管理になってしまうと基本的に５年未満なので投資が必要なことはできない。投
資を伴う事業を行うには 10～20 年は必要。
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Ø

スケジュール
ž 予定とおり進捗することを期待。ただし、半年～１年程度の前倒しということであれ
ば、市場のオープンのタイミングと合わせても良いかもしれない。
ž せっかくであれば、千客万来施設や市場供用開始のタイミングと同時に運営が始まる
のがよい。
ž 千客万来と市場がオープンする時と同時で無ければ意味が無いので、海上からのアク
セスのための桟橋の設計、製作、就航関係の調整と併せて準備に約 1年はかかること
を考えれば、もうスタートしないと間に合わないと考えられる。
（除く陸上整備）
ž 事業開始時期は早いに越したことがない。市場の開場と同時に開始されることが望ま
しい。
ž ＰＦＩで必要となる運営まで計画するのであれば２年は最低期間だと思う。ＪＶやＳ
ＰＣの組成も必要。調査、企画までいれると２年でも短いぐらい必要。
ž 時期としては、豊洲新市場（仮称）の開場直後くらいのタイミングで事業開始される
のが好ましいと思う。人の賑わい方がある程度見えるタイミングであればよい。
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Ⅳ

事業実施条件の検討

１．官民連携事業のポテンシャルに係る評価
上記、法制度、事業手法及びマーケットサウンディングの結果を受け、豊洲埠頭内公園
等における官民連携のポテンシャルに係る評価を示すと以下のとおりとなる。
豊洲埠頭は、現在発展段階にあるため、エリアマネジメントの活用については、時期尚
早であると考えられるが、その他のポテンシャルについては、工夫次第で、豊洲埠頭内公
園等の管理運営事業において発揮可能であると考えられる。

図表 31 官民連携事業のポテンシャルに係る評価
ポテンシャル

評価

収益施設等の整備

ž 荷重制限のある水際緑地、豊洲新市場（仮称）部分の宅地内緑地
では、東京都との調整が必要となるため、収益施設の整備はやや
困難
ž マーケットサウンディングの結果によれば、豊洲４号公園（仮称）
での収益施設の成立可能性はあり
ž ただし、豊洲埠頭は発展段階にあり、収益施設の具体的な用途は
流動的

園内イベント、撮影
等の実施に係る公園
等の開放

ž 豊洲埠頭内公園等を江東区が都市公園として位置づけることで、
イベントの実施に係る手続きが円滑になる可能性あり
ž 地域住民を対象としたイベント、営利を目的としたイベント、水
域と連動したイベント等の実施余地はあり
ž ただし、一部のイベントを除き、利益を見込むイベントの実施は
困難との意見もあり

エリアマネジメント
を活用した管理運営

ž 豊洲埠頭は発展段階にあるため、現状ではエリアマネジメントの
具体的なイメージが立てられず、導入は時期尚早

水域アクティビティ
の推進

ž 水域の活用については、東京都からの許可等が必須
ž 水上レストラン、桟橋の整備などに一定のニーズあり
ž 水域を活用したスポーツ、イベント等のアクティビティについて
もニーズは高いが、利益を見込むことは困難

民間提案の活用

ž 民間事業者からの意欲的な提案を引き出すためには、公募に先駆
けて、各種法規制等について事前に調整しておく必要があり
ž そのための民間提案を事前に確認しておく必要あり
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２．事業実施条件

（１）業務内容等に係る条件

① 管理運営事業者の業務範囲について
以上の検討結果を踏まえ、管理運営事業者の業務範囲を整理すると、以下のとおりに整
理される。
図表 32 管理運営事業者の業務範囲
業務内容

業務概要等

維持管理業務

ž 豊洲埠頭内公園等全体について、植栽、清掃、除草、小破修繕及び警
備（一部カメラ監視を含む）を行う
ž 都市公園の管理水準は、一般的な都市公園相当の水準を見込む
ž 維持管理費用については、区にて予定価格を積算の上、当該予定価格
以内で、維持管理業務の費用に対する各種収益事業からの利益補填を
勘案した価格提案を求める

収益施設整備・
運営

ž 豊洲４号公園（仮称）の収益施設の整備・運営、自動販売機の設置を
想定する
ž 収益施設は、独立採算を前提とする
ž 使用料については、無償または低廉化し、収益施設の利益は可能な限
り維持管理費用に充当させる
ž 用途については、最低限の条件とする（現状においては、公序良俗に
反するもの、迷惑施設、騒音施設等以外は可とする）
ž 事業期間途中における用途の変更、新たな設置許可等の承諾及び使用
料の見直し等、柔軟に条件の変更が可能な契約条項とする

利用料金施設の
運営（水陸両用
バス用スロー
プ、駐車場）

ž 水陸両用バス用スロープ、駐車場については、利用料金施設として、
条例に利用料金を規定する
ž 管理運営事業者は条例に定められた利用料金の範囲内において、利用
料金を収受し、施設の運営を行う。
ž 利用料金施設については、独立採算を前提とする

イベント等

ž 管理運営事業者に都市公園法上の行為の許可の権限を与え、豊洲埠頭
内公園等においてイベント等の実施を希望する第三者に対し、イベン
ト等の実施を行う許可を与えることができるものとする
ž イベント実施にあたって、管理運営事業者は、事前に定められた使用
料の範囲内において使用料を収受することができる
ž 管理運営事業者自らイベントを実施することも可能

その他

ž その他収益事業の実施可否については、今後実施を予定する民間提案
等の中で精査・検討を行う
ž 特に東京都との協議が必要となる提案（水面占用許可、行事占用許可、
屋外広告物条例関連、中央卸売市場条例関連）について事前の協議が
必要となる
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② 事業手法について
豊洲埠頭内公園等の管理運営事業において想定される業務範囲全てに対応する事業手
法はなく、複数の手法を組合せて活用する必要がある。
前述のとおり、豊洲埠頭内公園等は、利用料金施設の規模が小さいこと、事業期間にわ
たる更新投資のニーズが少ないこと、東京都が所有する施設が含まれること等の理由から、
公共施設等運営権の活用余地は小さく、指定管理者制度と設置許可を組み合わせて活用す
ることが最も適しているものと考えられる。
ただし、宅地内緑地の一部については、市場としての位置づけがなされており、江東区
の都市公園として条例化することが困難である場合には、宅地内緑地の一部については、
その他の方法を検討することも必要となる。
事業期間の長期化、管理許可に係る使用料の低廉化、無償化に取り組む場合には、事業
化にあたって、合わせてＰＦＩ法の適用を検討することも想定される。

図表 33 事業手法等の導入可能性
管理運営手法

施設整備手法

指定管理者制度

業務委託

×
×
○
×
○
×

○
△
○
×
○
○

○
○
○
×
×
×

公園施設の設置許可

×
×
×
○
×
×

• 区が所有権をもたない • 公の施設に位置づける
施設であるため、運営
ことができれば指定可 • 導入可能
権の設定は困難
能

• 公園施設の設置に係
る許可であるため不可

• 都市施設として「市場」
• 区が所有権をもたない
市場用地（宅地
に位置づけられており、
施設であるため、運営
• 導入可能
区の公の施設として位
内緑地）
権の設定は困難
置づけられるか不明

• 公園施設の設置に係
る許可であるため不可

水際緑地

維持管理業務

公共施設等運営権

区所有地

収益施設整備・運営

• 導入可能（ただし、利
用料金を収受する施設 • 導入可能
はなし）

• 公園施設の設置に係
る許可であるため不可

• 新たな公園施設の整
• 新たな公園施設の整
• 新たな公園施設の整
備等にあたっては、運
備等にあたっては、運
備等にあたっては、運 • 導入可能（ただし都市
営権のみならず、設置
営権のみならず、設置
営権のみならず、設置
公園のみ適用可能）
許可が必要
許可が必要
許可が必要

利用料金施設の運営
（スロープ・浮桟橋、４ • 導入可能
号公園駐車場）
イベント等

• 導入可能

• 運営権のみでは、イベ
ントを実施させるため
の行為許可の権限は
付与できない

• 導入可能

ＰＦＩ

事業期間の長
期化、使用料
の低減や無償
化が必要とな
る 場合 に積 極
的に活用しうる

• 利用料金を自らの収入
• 公園施設の設置に係
として収受することはで
る許可であるため不可
きない

• 条例に定めれば、行為 • イベントを実施させるた
• 公園施設の設置に係
の許可の権原を付与
めの行為許可の権限
る許可であるため不可
することが可能
は付与できない

③ 事業期間について
江東区においては、指定管理者制度の指定期間が原則５年となっているが、マーケット
サウンディングの結果によれば、設置許可によって整備する収益施設については、20 年
程度の長期の事業期間を確保しなければ、初期費用の回収は困難であるとの回答が多かっ
た。
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また、既存の官民連携事業において、民間事業者に都市公園内に有料公園施設等を設置
させる既存の事業については、事業期間が 10～30 年となっており、設置許可の更新を前
提とした事業期間が設定されている状況にある。
また、事業期間が設置許可期間の上限として設定されている「（仮称）長井海の手公園
整備等事業」においても、公園施設の設置に係る費用が事業期間内で回収しきれず、事業
期間終了後、ＰＦＩ事業者が市に公園施設を有償譲渡するという規定となっている。
上記から、マーケットサウンディング及び既存事例等を参考にすれば、設置許可により、
民間事業者に公園施設を整備させる場合、事業期間を 20 年程度とすることは適当である
ものと考えられる。

事業名

図表 34 民間事業者が公園施設の設置を行う事業
管理者
事業概要

運営期間

海洋総合文化ゾ 神奈川県 ž 神奈川県立湘南海岸公園の海洋総合文化ゾーンにおいて、
ーン体験学習施
公園施設として水族館（ＢＯＴ※１施設）及び体験学習施設
設等特定事業
（ＢＴＯ※２施設）を整備、運営維持管理を行う事業

30年

（仮称）長井海 横須賀市 ž 農業体験等を行うための都市公園を整備、運営させる事業
の手公園整備等
ž 青空市場、レストラン、売店、ビジターセンター、加工房・
事業
加工体験棟、陶芸体験棟、駐車場等についてはＢＯＴ※１
施設として整備を行い、その他園路等の公園施設について
は、ＢＴＯ※２施設として整備、運営維持管理を行う事業
ž 事業期間終了後、市はＰＦＩ事業者に対価を支払い、ＢＯ
Ｔ※１施設を取得する

10年

道立噴火湾パノ
ラマパークビジ
ターセンター等
整備運営事業

25年

北海道

道立噴火湾パノラマパーク内の公園施設（管理事務所、多
目的体育館、体験学習室、情報展示・休憩スペース、駐車
場、エントランス広場：以上、ＢＴＯ※２施設、物販スペー
ス、オートキャンプ場等:
以上、ＢＯＴ※１施設）について、
整備、運営維持管理を行う事業

東 山 動 植 物 園 名古屋市 ž 名古屋市東山動植物園の園内に民間事業者に設置許可を
営業施設整備事
与えて、飲食・物販のための営業施設の整備を行わせる事
業（第Ⅰ期、第
業
Ⅱ期）

20年

京都水族館整備
事業

京都市

ž 京都市梅小路公園の一角に民間事業者に設置許可を与え
て、水族館の整備を行わせる事業

30年

大阪城公園パー
クマネジメント
事業

大阪市

ž 大阪城公園及び公園施設を一体的に管理運営する指定管
理者を募集する事業
ž 魅力向上事業として、既存施設の活用に加え、設置許可に
よる新たな施設の設置運営を行わせる事業

20年

※1：ＢＯＴとは、Buil
d-Op
erat
e-Tr
ansf
erの略で、事業期間にわたって事業者が所有権を持つ形式を
指す
※2：ＢＴＯとは、Buil
d-Tr
ansf
er-O
pera
teの略で、施設竣工後、所有権を管理者に移転し、運営させ
る形式を指す
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④ 東京都、江東区及び管理運営事業者の役割分担
管理運営事業実施にあたっての、東京都、江東区及び管理運営事業者の役割分担は以下
のとおりである。
東京都は港湾管理者、海岸管理者、市場管理者として位置づけられ、各公物管理法に規
定される各種公権力の行使に関しての権限を持つとともに、災害発生時においては、管理
者または一部施設の所有者として応急対応、復旧等を行う。
江東区は、都市公園として位置づけられる豊洲埠頭内公園等の管理者として位置づけら
れ、都市公園法に規定される各種公権力の行使に関しての権限を持つとともに、災害発生
時には、都市公園の管理者または施設の所有者として、東京都とともに、応急対応、復旧
等を行う。
管理運営事業者は、指定管理者または設置許可等を受ける主体として位置づけられ、江
東区との契約等に基づく各種事業を実施する。災害発生時には、指定管理者として東京都、
江東区の応急対応等に対し、協力を行う。
図表 35 東京都、江東区及び管理運営事業者の役割分担
東京都（港湾管理者・海岸管理者・市場開設者）
・港湾計画の策定
・災害発生時の応急対応（江東区と役割分担については協議）
・災害発生後の復旧（江東区と役割分担については協議）
・海岸保全施設部分（港湾局所有部分）の施設の改修・更新投資
・水面の占用許可
・水際線から 20m以内の 0.5t
/㎡以上の荷重の工作物の設置に係る占用許可
・海岸保全区域における施設の新設、改築等に係る占用許可
・市場撮影許可
↕ 管理に係る協定等
江東区（豊洲埠頭内公園等の管理者）
・豊洲埠頭内公園等の管理（管理運営事業者で行う管理以外の管理）
・豊洲埠頭内公園等（江東区所有部分）の改修・更新投資（東京都と役割分担について
は協議）
・災害発生時の応急対応（東京都と役割分担については協議）
・災害発生後の復旧（東京都と役割分担については協議）
・豊洲埠頭内公園等に設置する施設の設置許可及び管理許可、占用許可
・都市公園法に基づく監督処分（許可の取り消し、停止、原状回復の指示等）
↕ 管理運営に係る契約等
管理運営事業者
・都市公園内の日常的な維持管理（植栽管理、除草作業、清掃、警備、小破修繕等）
・利用料金施設の管理運営（水陸両用バス用スロープ、駐車場等）
・収益施設の設置（飲食・物販店舗等）
・物件を設けないイベント開催や撮影等に係る許可
・自主イベント等の開催
・その他事業（園内における物品や飲食物の提供）
・災害発生時の協力等
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（２）事業スキームに係る条件

① 事業実施体制
豊洲埠頭内公園等の管理運営事業では、複数の事業が同時並行的に実施されることから、
全てのエリア、事業を包括的に実施する事業主体を募集することを基本とする。
したがって、管理運営者の公募にあたっては、複数の構成員で構成されるコンソーシア
ムとして募集を行う。コンソーシアムの構成員のうち、各構成員をとりまとめ、本事業に
係る調整、協議等を代表する「統括マネジメント企業」、都市公園の維持管理等を代表す
る「維持管理企業」の参入を必須要件とし、それ以外の構成員の参入は任意とする。
事業実施にあたっては、コンソーシアムによるＳＰＣ（Special Purpose Company；特
別目的会社）またはＪＶ（Joint Venture：共同事業体）の設立を条件とし、江東区との
間の契約を一本化する。ＳＰＣまたはＪＶへの出資義務については、「統括マネジメント
企業」のみを必須とし、その他構成企業等による出資は任意とする。
また、本事業の管理運営事業を実施する上では、東京都との調整、協議が発生する局面
が多くなることから、東京都、江東区及び管理運営事業者との間で、事業実施にあたって
の各種調整、協議の方法、考え方を規定した三者間協定等が締結されることが望ましい。
図表 36 事業実施体制について

東京都

管理協定の締結

江東区
許可

都・区・事業者の
三者間協定の締結等

契約等の締結

利用申請

民間コンソーシアム
出資（任意）

スロープ・
浮桟橋利用者

管理運営事業者

イベント実施申請

許可

イベント主催者

SPC または JV
維持管理
業務委託

出資・
役務等提供

出資

役務等提供

統括
マネジメント企業
調整等

調整等
調整等

維持管理企業

構成企業（任意）
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協力企業（任意）

① 管理運営事業者公募の方法
管理運営事業者の公募にあたっては、複数の構成員で構成されるコンソーシアムとして
募集する。募集にあたっては、公募プロポーザル等、技術提案を評価する方法にて管理運
営事業者の選定を行い、技術（具体的な提案内容）と価格（市が支払う指定管理料等の支
出総額）の総合評価で評価を行うことが望ましい。
ただし、豊洲埠頭内公園等の管理運営事業について、上記コンソーシアムでの参入を義
務付けた場合、個別のエリア、事業にのみ参入したい民間事業者について、当該事業者の
コンテンツが秀でたものであっても、コンソーシアムが組成できない場合、または選定さ
れなかったコンソーシアムの構成員であった場合には、管理運営事業への参入ができなく
なってしまうということが懸念される。
したがって、管理運営事業を包括的に実施するコンソーシアムに加え、個別コンテンツ
を募集し、事業の実施段階において、個別コンテンツの実施主体の参入を許容するような
仕組み等の導入も想定される。

② 契約について
江東区と管理運営事業者との間で締結する事業契約等の構造は、以下のとおりとするこ
とが考えられる。
豊洲埠頭内公園等の管理運営事業に関しては、基本協定にて事業に係る全ての取り決め
を行う。上記基本協定に従い、設置許可の申請及び許可、指定管理者の指定等がなされ、
毎年度の指定管理協定によって、指定管理業務及び指定管理料が決定される。
東京都が所有する豊洲新市場（仮称）部分の宅地内緑地について、指定管理業務の対象
外となる場合には、別途当該敷地部分についてのみ、その他の方法を検討することも想定
される。
図表 37 契約の構造

基本協定

設置許可申請書

•
•
•
•
•
•
•
•

事業全体に係ること
事業者に係ること
指定管理協定の締結に関すること
業務委託契約の締結に関すること
設置許可の手続きに係ること
行為許可の手続きに係ること
違約金
モニタリングの方法 等

業務委託契約書

指定管理協定

• 市場用地に係る維持管理の委託（毎年度締結）

• 指定管理者の指定に関する年度協定（毎年度締結）
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③ 支払いスキーム
指定管理者制度と設置許可制度を活用した場合、支払いスキームは、都市公園の維持管
理業務に関し、江東区から管理運営事業者に支払われる指定管理料と、収益施設等の設置
に関し管理運営事業者が江東区に支払う設置許可の使用料、その他管理運営事業者が実施
する各種収益事業（利用料金施設、イベント等、その他）に係る事業対価によって構成さ
れる。

Ø 指定管理料
都市公園の維持管理業務に係る指定管理料であるが、上記は都市公園の運営維持管理に
係る費用として積算ベースで決定し、予定価格を定め、当該予定価格に対する指定管理料
を提案させることが望ましいと考えられる。
事業期間が長期にわたる場合には、定期的（たとえば５年ごと）に指定管理料を見直す
仕組み等を検討する必要がある。

Ø 都市公園の使用料
使用料として江東区が収受した場合、豊洲埠頭内公園等の財源とはならずに一般財源化
してしまい、使用料を都市公園の維持管理の財源または魅力度向上の取組みに活用できな
い点に留意が必要である。
そこで、設置許可の使用料自体を無償化または低廉化するとともに、使用料相当分を上
記指定管理料と相殺させることで、指定管理料の縮減を図ることが望ましいと考えられる。
なお、当初想定を超える売上げ等を計上した場合の使用料相当分については、次年度以
降、前年度の売上げと連動した使用料相当分の算出の仕組みなどを検討する必要がある。

Ø 各種収益事業に係る事業対価
設置許可以外の各種収益事業によって得られる収益に対する事業対価についても、設置
許可に伴う土地の使用料と同様、事業対価相当分を指定管理料から相殺する形とすること
が望ましいと考えられる。
なお、事業対価相当分の算出の方法としては、公募時点において、売上げに対する一定
割合を事業対価相当分とする旨提案させ、次年度以降は、前年度の売上げに連動した事業
対価相当分の算出の仕組みを検討する必要がある。
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図表 38 支払いスキームのイメージ
維持管理業務

収益施設整備・運営

その他収益事業

事業対価相当（売上連動）

使用料相当
（売上連動分）

予定価格については、積算し
て算出する。事業期間が長期
にわたる場合には定期的に維
持管理費用の見直しを行う

実際の指
定管理料

指定管理料

指定管理料（提案ベース）

指定管理料（予定価格ベース）

使用料相当（固定分）

当初年度については、公募時点の提案額を、次年度以降は、
前年度の売上げに応じ、当初公募時点で提案を行った売上
げ連動の比率等を踏まえ算出する

④ リスク分担
リスク分担に係る考え方は以下のとおりである。
本事業は、収益施設の利益の一部を豊洲埠頭内公園等の維持管理費用に充当するスキー
ムとしていることから、需要変動に係る事業継続リスクが非常に高い点に特徴がある。
各種収益事業については、保守的な見積を行うとともに、収益事業の収益と連動した指
定管理料の設定方法を検討するなど、リスクヘッジのための支払いメカニズムを検討して
おく必要がある。

図表 39 リスク分担の考え方
リスク区分

想定される
リスク

リスク分担の考え方

共通リスク

契約関連

ž 契約手続きに
係る追加費用
の発生

ž 帰責によるが、一般的には双方分担とするこ
とが一般的

制度関連

ž 法令、税制、許
認 可 等 の 新
設・変更

ž 本事業に直接関係する法律の新設・変更は江
東区が、それ以外は管理運営事業者負担とす
ることが一般的
ž 税制については、収益関係税（法人税等）以
外については、江東区の負担とすることが一
般的

社会的責任

ž 第三者賠償等

ž 帰責によることが一般的
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経済環境変化

ž 物価変動、金利
変動等

ž 物価変動については、物価スライド条項を規
定することが一般的
ž 今回の資金調達は独立採算施設に限定される
ものと想定されるため、金利変動リスクは管
理運営事業者が負担することが一般的

不可抗力

ž 災害等

ž 都市公園については江東区の負担、収益施設
については管理運営事業者負担とすることが
一般的
ž ＰＦＩ事業の場合には、公共施設部分に民間
事業者による一部保険の加入等の余地もある
が、指定管理者の場合には加入しないケース
が一般的

設計・施工

ž 設計変更、工事
遅延等

ž 管理運営事業者が整備する独立採算の収益施
設であることから、基本的には管理運営者負
担とすることが一般的

維持管理

ž 維持管理費の
増加等
ž ごみの不法投
棄等の問題
ž 不法占拠

ž 基本的には管理運営事業者が負担することに
なるが、要求水準の変更による等、江東区に
よる明らかな帰責が認められる場合には、江
東区の負担とすることも想定される
ž ごみの不法投棄については、江東区へ速やか
に報告した上で、一時対応として管理運営事
業者が実施することが適当である
ž ただし、不法投棄に伴う処理費用について、
管理運営事業者による施設の運営管理状況に
帰責が認められない場合には、江東区が負担
することが望ましい
ž 不法占拠に対する対応については、江東区へ
速やかに報告した上で、一時対応としての注
意喚起等については、管理運営事業者が実施
することが可能であるが、撤去等については、
江東区が行うことが望ましい

運営

ž 需要変動等

ž 基本的には管理運営事業者が負担する
ž ただし、収益事業の需要変動に伴い、都市公
園の維持管理が賄えなくなった場合に備え、
指定管理料の決定にあたって、収益事業の収
益連動のメカニズムを導入する等、リスクヘ
ッジ方策をあらかじめ検討しておく必要があ
る

契約終了時

ž 現状復旧、性能
保持等

ž 基本的には管理運営事業者が負担する
ž 契約終了時における管理運営事業者が設置し
た公園施設等の扱いについては、現状復旧を
原則とし、江東区が承諾した限りにおいて、
江東区または次期管理運営事業者が無償にて
譲り受けできるような契約内容としておくこ
とが望ましい
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ž 現状復旧等が必要となる場合には、解体費用
の積立てを義務付ける等の条件を検討する必
要がある
⑤ 本事業における民間提案制度の活用方針
豊洲埠頭内公園等にて民間提案を求めることを想定する場合、ＰＦＩ法に基づく民間提
案制度として実施するのではなく、主に規制緩和要望に係る事前の調整を目的に、アイデ
アの募集を行うことが適当であるものと考えられる。
なお、アイデアの募集にあたっては、実際の公募段階のように、事業対象地全体の提案
を求めるケース（提案Ａ）に加え、個別のゾーンや事業の提案を求めるケース（提案Ｂ）
の２つの区分で募集を行い、幅広い民間提案を求めることを基本とする。また、提案主体
は、コンソーシアム、個別企業いずれも可とすることを基本とする。
また、アイデア募集のための準備として、江東区において、豊洲埠頭内公園等において
想定される各種規制・制限等を事前に開示の上、提案にあたって必要となる規制緩和や手
続き簡素化等の要望を受付け、公募までの期間において、江東区において事前に関係諸官
庁との調整等を行っておくといった手続きが考えられる。
アイデアの提案を行った民間事業者の提案内容については非公開とすることが原則と
なるが、例えば、提案者名を公表することにより、優良なアイデアを持つ提案者同士によ
るコンソーシアム形成の動きを活発化させることも期待される。
なお、規制緩和要望として、最も多くの調整が必要となる東京都については、アイデア
募集に係る規制緩和または手続きの簡素化等に付いての協力を得られるよう当該民間提
案募集に先駆け、関係各課と事前に調整を行っておくなどの準備を十分に整えておくこと
が望ましい。可能であれば、東京都の関係各課に対し、当該民間提案に係る事務局への関
与や評価委員等への就任等についても検討されうる。
マーケットサウンディングにおいては、民間提案に伴う実際の公募時点でのインセンテ
ィブの付与が強く求められたところであるが、本事業における民間提案の募集は、規制緩
和や手続き簡素化等に係る要望という趣旨の強いものであることから、民間提案それ自体
が民間事業者の参加インセンティブにつながるものと考えられる。
具体的なインセンティブについては、次年度以降、民間提案を実施する段階において、
必要なインセンティブ方策を検討する。
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図表 40 民間提案におけるインセンティブのあり方比較
メリット
デメリット
インセンティブ
を付与しない

ž シンプルな公募が可能となる
ž 提案募集に参加しない民間事業
者においても、公募段階におい
ても、新たに参入が見込まれる
可能性がある

ž 民間提案において、具体的な提
案が見込まれない可能性がある

提案募集の段階
において江東区
が優秀提案を推
薦する

ž 優秀提案を行った民間事業者に
よる公募段階におけるコンソー
シアムへの参入促進が期待でき
る

ž 優秀提案の内容が他の民間事業
者に流出する可能性がある

優秀な民間提案
を行った提案者
に対して、実際
の公募段階にお
いて得点化する

ž 民間提案において、具体的かつ
優秀な提案が期待できる
ž 与える得点を小さくすること
で、民間提案を行わなかった事
業者による公募段階での参加意
欲を高めることが可能である

ž 公募が複雑化する
ž 民間提案段階において、公募段
階でのコンソーシアムによる参
入が見込まれる必要がある
ž 与える得点を大きくした場合に
は、民間提案を行わなかった民
間事業者が公募段階で参入が見
込まれにくくなる

民間提案に参加
した民間事業者
のみが後の公募
に参加できる

ž 本事業に参加したい民間事業者
は、民間提案に必ず参加するこ
とになる

ž 民間提案を行わなかった民間事
業者が公募段階で参入できなく
なる
ž 参加を要件とすることが条件と
なった場合には、民間提案段階
でのノウハウ流出を避けるた
め、月並みな提案が出てくる可
能性がある
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（３）条例改正の必要性

① 豊洲埠頭内公園等の都市公園としての位置づけについて
現在、都市公園として位置づけられている３つの都市公園と今後供用が開始される豊洲
４号公園（仮称）、都から委譲・移管を受ける緑地等を都市公園として設置するため、条
例化する必要がある。
また、都市公園を設置する際、豊洲埠頭内公園等全体をひとつの公園として位置づけ、
条例化するか、個別の公園として位置づけ、条例化するかという問題がある。
豊洲埠頭内公園等を一体の都市公園として位置づけた場合、都市公園の敷地面積が広く
なり、都市公園法に定められた公園施設の建蔽率を一箇所にまとめて確保することができ
る。その場合、建蔽率の制限は豊洲埠頭内公園等全体の面積の２％となるため、豊洲埠頭
内公園等に新たに公園施設を設置する際、建築面積を広く確保することができる。

② 公園施設の建蔽率に係る規制緩和
都市公園法に定められた公園施設の建蔽率について、地域主権改革一括法に基づく規制
緩和を導入し、都市公園条例に定めることで建蔽率の規制を緩和することが可能である。
規制緩和にあたっては、都市公園の敷地面積要件や公園施設の用途に応じ、異なる建蔽
率の制限を付すことが可能である。

③ 新たな有料公園施設の設置および有料施設の使用料関連
豊洲六丁目第二公園に設置される水陸両用バス用スロープを新たな有料公園施設とし
て位置づける場合、条例上に施設の名称等と当該有料施設の使用料を規定しなくてはなら
ない。

④ 設置許可に伴う土地の使用料
豊洲埠頭内公園等の設置許可に係る使用料水準を条例に定めなくてはならない。なお、
管理運営事業者の公募を行い、上記使用料を競争に付す場合には、使用料等の上限等を引
き上げる等の規定について、あらかじめ条例に示しておく必要がある。また、管理運営事
業においては、使用料を無償とし、使用料分を指定管理料等の維持管理費の一部に充当さ
せる際には、使用料についての無償化が可能であるような条例上の規定（使用料の上限を
定め、その価格以下とする等）も必要となる。
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Ⅴ

概算事業費及び財政負担縮減効果

以上の整理を踏まえ、豊洲埠頭内公園等の管理運営事業の概算事業費について、維持管
理費及び民間収益事業の試算を行うとともに、これによる江東区の財政負担削減効果を試
算した。
管理運営事業の事業期間については、民間ヒアリングでの意見や官民連携事業における
事業期間等を踏まえ 20 年と設定した。
１．維持管理費の試算
豊洲埠頭内公園等は海辺に近接する立地条件にあること、現在は開発途上にあるものの
将来的に人の賑わいが相応に見込まれる点等を勘案し、近傍のお台場・青海エリア等の海
上公園における維持管理レベルと同程度以上の水準が求められると想定した。当該エリア
における凡その維持管理費及び民間ヒアリング等を踏まえ、民間事業者への委託を行った
場合における維持管理費を試算した。
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２．収益事業等の試算
マーケットサウンディングにおける民間事業者からのヒアリング結果を踏まえ、現時点
で収益化が見込まれる事業について、事業ごとの採算性を試算した。
想定される大まかな事業区分及び内容並びに試算の大まかな前提条件は以下のとおり。
図表 41 試算において想定した民間収益事業の区分と業務内容
事業区分
収益施設の整備・運営（豊
洲４号公園（仮称））
利用料金施設の運営（水陸
両用バス用スロープ、駐車
場）
イベント等

想定される業務内容
施設の建設維持管理運営を想定。運営内容は、標準的な売
店・飲食店とした。また、自動販売機の設置を想定した。
各利用料金施設の管理運営（料金収受を含む）にかかる一切
を業務範囲と想定した。
埠頭公園全体若しくは豊洲公園におけるイベント実施に際
した使用料の収受を想定した。

① 収益施設の整備・運営（豊洲４号公園（仮称）
）
公園内において建設しうる規模の建築物を、現在想定される建設コストで建設するもの
とした。建設にかかる一切の諸費用を含め、必要資金は管理運営事業者が金融機関からの
借入等を含めて自ら調達するものと想定し、返済原資は管理運営事業全体における収益と
想定した。売店・飲食店の運営については、同種事業を営む黒字企業における標準的な原
価率等を用いて、一般的な利益水準の収益事業とした。
自動販売機については、街区ごとに１台の設置を想定し、売上に連動する収益について
は保守的に勘案しないものとし、江東区の設置許可に伴う土地の使用料相当のみを管理運
営事業者の収益として試算した。

② 水陸両用バス用スロープ、駐車場
水陸両用バス用スロープにかかる利用料金収入の金額規模については、江東区内で同種
事業が営まれている旧中川・川の駅における実績等を参考に見積もった。なお、当該スロ
ープにかかる維持管理費は、豊洲埠頭内公園等全般の維持管理業務内に含まれるものとし
た。
駐車場については、豊洲近辺におけるコインパーキングでの駐車料金の時間単価及び一
般的なコインパーキング事業の収益率を参考に若干の補正を行い、保守的に試算した。

③ イベント等
現在の豊洲公園において江東区が収受している年間占用料を元に、当該占用料と同水準
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を管理運営事業者の収入として設定した。
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３．財政負担削減効果の試算

前記の前提条件を元に各事業の試算を行い、管理運営事業者が享受し得る事業全体とし
ての収益額を試算したところ、相応の利益が得られることが想定された。
そこで、豊洲埠頭内公園等の管理運営業務について、管理運営事業者の適正な利潤を見
込んだ上で、収益還元手法により支払い可能な負担金の水準を試算し、当該金額を江東区
が支払う維持管理費の減額可能金額とした。かかる算出方法に基いた維持管理費に対する
江東区の財政負担軽減効果として、以下のとおり試算した。

想定財政削減割合

22～30％程度

なお、現時点で想定されえない管理運営事業者の更なる創意工夫等が発揮されることに
より、上記水準に留まらない財政負担の削減効果が得られることが期待される。
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Ⅵ

今後のスケジュール等

１．今後のスケジュールについて
豊洲埠頭内公園等の各施設の供用スケジュールは以下のとおりである。
豊洲公園、豊洲六丁目公園、豊洲六丁目第二公園及び水際緑地の一部（Ｋ通路、Ｌ通路、
豊洲五丁目新防潮堤上部）が現在すでに供用済みである。また、平成 27 年度中に、水際緑
地（１・３街区）は供用開始する予定である。加えて、東京都豊洲新市場（仮称）が開場
する平成 28 年 11 月上旬には、残りの水際緑地が供用開始する。その後、平成 29 年度中に、
区画整理事業の一環として整備が進む豊洲４号公園（仮称）及び水陸両用バス用スロープ
等が供用開始する。
豊洲埠頭内公園等管理運営事業は、本年度の管理運営手法の検討を踏まえ、次年度はす
でに供用開始済みの施設等につき、委託業務として発注を行いながら、民間提案制度の提
案を募集し、関係各諸官庁との調整を進めつつ、実施方針や契約書案の作成等、管理運営
事業者の公募・選定の準備を進める必要がある。
平成 28 年度には、管理運営事業者の募集、選定を進め、東京都豊洲新市場（仮称）の開
場の前後において、管理運営事業者による豊洲埠頭内公園等の管理運営を開始する。

図表 42 施設の供用開始のタイミングと管理運営事業のスケジュールについて
豊洲新市場の開場
（平成28年度11月予定）

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

豊洲公園
豊洲六丁目公園

供用中
豊洲六丁目第二公園
水際緑地（K/L通路、
防潮堤上部）

供用開始予定

水際緑地（１・３街区）
水際緑地（１・３街区以
外）

供用開始予定

水陸両用バス用スロー
プ・浮桟橋

供用開始予定
供用開始予定

豊洲4号公園（仮称）

豊洲埠頭内公園等
管理運営事業の
実施内容（案）

供用開始部分の維持管理の実施（委託業務等）
管理運営手法の検討

民間提案等の募集
事業者選定条件の確定
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管理運営事業者の
公募・選定

管理運営事業者による
管理運営の開始

２．事業実施にあたっての課題・留意点の整理
次年度以降の事業の実施にあたっては、以下の課題について検討及び留意する必要があ
る。

（１）民間提案の導入手続きの詳細検討
本事業は、豊洲埠頭内公園等の維持管理費の削減と魅力の向上を目指すため、収益事業
の実施やにぎわい創出等の各種取組みに対し、可能な限り民間ノウハウを活用することが
期待される。
しかしながら、豊洲埠頭内公園等においては、各種法令等に基づく規制が多く、また、
規制を管轄する主体が多様であることから、公募に先駆け民間提案を受付けて、民間の提
案に基づく適法性の確認や規制緩和の余地、各種手続きの簡素化について公募の準備を行
うことは、有用な取組みであると考えられる。
ただし、民間提案の実施方法にあたっては、以下の３点について整理が必要である。

① 検討・調整対象とする提案の峻別
民間提案にあたっては、広く民間事業者から提案を募集することが望ましいが、全ての
提案に係る関係諸官庁との調整について対応することは、スケジュール的に困難である可
能性が高い。
そこで、提案者の参入意欲や提案内容の実現可能性等を総合的に評価し、提案内容に優
劣をつけて、関係諸官庁と協議を行うといった方法が想定される。また、公募までの間に
関係諸官庁との調整が困難である提案についても、管理運営事業者選定後も引き続き、江
東区と管理運営事業者との間で一体となって取り組んでいくことを前提に、公募時の提案
内容とすることを可能とするといった工夫が必要となる。

② 関係諸官庁を巻き込んだ受け皿の確立
上述のとおり、豊洲埠頭内公園等においては、各種法令等に基づく規制が多く、民間の
提案に基づく適法性の確認や規制緩和の余地、各種手続きの簡素化について、江東区のみ
で判断することが困難なケースが多い。したがって、民間提案に基づく各種調整、協議等
の円滑な取組みを進めるためには、江東区単独で民間提案を行うのではなく、東京都等の
関係諸官庁と一体となった民間提案の受け皿を設置し、行政区分の垣根を越えた取組みを
進めていく必要がある。
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③ 提案者へのインセンティブのあり方
民間提案に基づく規制緩和の取組みそのものが、民間提案の参加へのインセンティブに
なるものと考えられる。しかしながら、マーケットサウンディングにおいては、インセン
ティブの導入に係る意見が多く聞かれたところである。
したがって、具体的なインセンティブについては、次年度以降、民間提案を実施する段
階において、必要なインセンティブ方策を検討する。

（２）成長・発展するＰＰＰを実現するための具体的な契約条件等のあり方
豊洲埠頭は開発の途上にあるため、今後の豊洲埠頭の発展・成長に応じ、豊洲埠頭内公
園等のＰＰＰのあり方も発展・成長していかねばらない。そのためには、管理運営事業者
の選定にあたって長期にわたる事業実施内容を確定してしまうのではなく、事業段階に応
じ、事業内容の変更を許容するような柔軟な契約条件等としておく必要がある。
具体的には、江東区が最低限実施するべきと定めた事業以外の提案内容については、事
業の実施内容、実施スケジュールについて、事業期間の中で江東区と管理運営事業者との
間で協議のするものとし、また、当初公募時点において提案されていなかった事業につい
ても、都度協議の上で管理運営事業者に実施させるなどを契約条件にすることが想定され
る。
また、契約期間についても、長期（20 年程度）とすることを前提とするが、都市公園
の維持管理業務の費用については、一定期間ごとに市場価格を調査し、それに応じて対価
を調整する「ベンチマーキング」の手法、または、一定の期間ごとにＳＰＣが維持管理業
務のみ入札等にかけるいわゆる「マーケットテスティング」の手法などを取り入れ、長期
にわたる維持管理業務の価格の客観性、妥当性を確保していく必要がある。

（３）管理運営事業者のリスクコントロールの困難性
豊洲埠頭内公園等の管理運営事業は、維持管理業務に係る指定管理料をベースに、管理
運営事業者が実施する収益事業の収益の一部を指定管理料に充当する支払いスキームを
想定している。
上記支払いスキームにおいては、指定管理料が、管理運営事業者が実施する収益事業の
需要変動リスクに大きく引きずられ、収益事業の状況次第で、江東区が支払う指定管理料
が大きく変動する可能性があり、最悪の事態においては、管理運営事業者の撤退が見込ま
れるところである。
そこで、江東区が行う債務負担行為としては、管理運営事業者が行う維持管理業務の費
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用と収益施設の設置に伴う土地の使用料の固定費分の相殺分を限度として見込んでおき、
収益事業の上振れ分については、都度指定管理協定等の毎年の協議の中で決定していくこ
とが望ましい。
また、管理運営事業者の撤退にあたって、維持管理業務が滞ることを防ぐため、契約の
解除にあたっても、都市公園の維持管理業務を行う者については、次の管理運営事業者の
選定が行われるまでは、引き続き業務を継続させることのできる旨、契約上で規定できる
ことが望ましい。
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豊洲埠頭内公園等管理運営事業に係る調査

報

告

書

平成 27 年２月

江東区

