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官民連携事業の推進のための地方ブロックプラットフォーム 

「サウンディング」 

案件登録様式 

 

■ 記入票    

項目 記入欄 

１．サウンディング情報  

①団体名 瀬戸市都市整備部建設課 

②事業名 菱野団地中央広場における市民・事業者等の連携による管理運営 

③本事業の現在の検討ス

テージ 

以下の中から本案件の検討ステージを選択してください。 

1.事業発案 

2.事業化検討 

3.事業者選定 

4.その他（                     ） 

 

住宅団地内の都市公園「菱野団地中央広場」をモデルとして、

官民連携による公園の管理運営手法の構築及び施設の再整備をし

たいと考えているが、導入する機能やその事業手法は具体的に決

まっておらず、助言や提案を踏まえて今後検討を進める段階。 
 

④サウンディングの目的 〇コンパクトな集約型都市構造への転換とあわせて、都市公園等

の偏りのある配置や多様化する市民ニーズに対応していくた

め、「瀬戸市緑の基本計画（令和２年３月改訂）」において都市

公園等のあり方を見直し、都市公園等の『再構築』と『管理・

運営』に関する施策を推進していくこととしている。 

〇現在、既存公園等のストック再編に向けて基礎的なデータ整理

や条件整理に着手し、公園不足地域を優先した公園の整備や統

廃合、機能の創出ならびに新たな管理・運営手法の構築に向け

た検討を進めている。 

〇そこで、現在、住宅団地の再生に取り組んでいる菱野団地内の

都市公園「菱野団地中央広場」をモデルとして、民間事業者等

との対話を通じて、市民・事業者等との連携による公園の管理

手法や再整備のアイデア、収益施設の市場性の有無等を確認し、

今後の事業化に向けた検討にあたりたい。 

 

⑤民間事業者に対する質

問事項 

〇住宅団地内の住民等で構成するエリアマネジメント団体（任意

団体）と民間事業者が連携した公園管理運営の構築についてご

提案いただきたい。 

○広場に集まる人々が休憩したり、語り合うことができる環境の

再整備に必要なサービスや施設、整備手法等についてご提案い

ただきたい。 

〇飲食や物販、体験施設等の収益施設の導入にあたって、事業ア

イデアや収益施設の市場性の有無等についてご意見をいただき
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たい。 

〇当該広場のみならず、住宅供給公社の管理地や賃貸物件（空き

店舗）、分譲物件等の周辺の既存ストックを活用したアイデアや

ご意見をいただきたい。 

〇住宅団地内の市が管理する他の公園（都市計画公園、ちびっこ

広場等）との包括的な管理運営の可能性についてご意見をいた

だきたい。 

〇官民連携による公園の管理運営方針を策定するにあたって、行

政が配慮すべきポイントや事業者が期待する支援等の観点から

ご意見をいただきたい。 

〇ご提案等については、住宅団地担当部局と共有するとともに、

今後の再整備の事業化検討に向けて参考とさせていただきま

す。また、官民連携による公園の管理運営方針の検討において

参考とさせていただきます。 

 

④対話を希望する業種 

※該当する番号に○（複数可） 

注）希望する業種の事業者の参

加を確約するものではあり

ません 

1.設計    2.建設    3.不動産     

4.金融機関    5.維持管理    6.コンサル     

7.運営（住民主体のエリアマネジメント団体と連携した管理運営

を行う視点からご意見を伺いたい） 

8.その他（          ） 

 

２．事業概要  

（１）基本情報  

①事業の種類 

※該当する番号に○（複数可） 

1.新設    2.建替え    3.改修   4.維持管理・運営 

5.その他（             ） 

 

②想定する事業の手法 

※該当する番号に○（複数可） 

1.サービス購入型   2.収益型   3.混合型 

4.公的不動産の利活用   ５.包括的民間委託 

6.指定管理者制度   ７.コンセッション 

８.その他（ 幅広く検討 ） 

 

③事業内容 

※事業の内容を簡潔にご記入

下さい 

菱野団地中央広場の管理・運営及び再整備 

・住民主体のエリアマネジメント団体や事業者等との協働による

管理体制や手法の構築 

・民間活力を導入した中央広場の再整備 

・団地内の市が管理する他の公園を含めた包括的な管理運営 

 

④現状及び課題 〇菱野団地は愛知県内でも有数の大型住宅団地として整備されま

したが、入居開始から 40 年以上が経過し、急激な人口減少、

少子高齢化の進行をはじめ、多くの課題が存在している。 

〇2018 年から住民が主体となった地域主導型交通「菱野団地 
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住民バス」の運行を開始した。 

〇2019 年 3月には福祉、子育て、まちづくり等の取組方針や具

体的なプロジェクトを示した「菱野団地再生計画」を策定し、

住民が一つにまとまり、事業者、企業や行政等の協働によるあ

らたなまちづくりに取り組むこととしている。 

〇現状、中央広場は草刈等の維持管理を指定管理者が実施してい

る。また、これまでには住民や大学生等との協働ワークショッ

プによる公園施設の一部改修や賑わい創出イベントを実施して

きた。 

〇2020 年には住民が主体となったエリアマネジメント団体（任

意団体）が発足し、住民が主体となって賑わい創出イベントや

居場所づくり等の地域課題の解決に向けた取り組みを行ってい

る。 

○現在、エリアマネジメント団体は、市や外部の専門家と連携し、

様々な取組の場となる活動拠点の検討や収益事業の取組内容の

検討を行っている。今後、中央広場の改修についても検討を進

める予定。 

〇短期的(～2022 年)には、菱野団地中央広場に多世代が交流で

きる空間を設け、誰もが利用しやすく、利用したくなる中央広

場への改修を進めることとしている。 

〇中長期的(～2029 年)には、センター地区における居住機能や

商業機能の再配置を検討し、機能強化やアクセス改善等による

センター地区の活性化を目指している。 

【別資料】「菱野団地中央広場概況資料」参照 

 

 

⑤前提条件 

※事業化にあたって事業者に

考慮してほしい事項等を簡

潔にご記入ください 

〇住民が主体となったエリアマネジメント団体との連携を前提と

した管理・運営及び再整備 

〇エリアマネジメント団体が自立可能な体制を構築できるように

市が運営支援を実施中（～2022 年）であり、エリアマネジメ

ント団体と民間事業者の連携に市も積極的に関与し、可能な範

囲で調整、バックアップを実施 

〇連携のあり方としては、住民主体のエリアマネジメント団体と

民間事業者それぞれの強みを発揮し、公園の管理・運営を収益

事業として実施することを想定 

〇中央広場の再整備に係る市の応分の費用負担を想定 

 

 

⑥事業スケジュール（予

定） 

2022 年度（予定） 

 

（２）対象地  
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①所在地（交通情報含む） 瀬戸市菱野台 1 丁目１－２ 

（名鉄バス東山線菱野団地循環「センター」下車 50ｍ） 

 

②敷地面積 計画面積 0.2ha（うち供用面積 0.2ha） 

 

③土地利用上の制約 都市公園 

近隣商業地域（建蔽率/容積率＝80/200） 

 

④所有者 瀬戸市 

 

⑤周辺施設等 1km圏内に、公益施設（市民サービスセンター）、小・中学校（４

箇所）、保育園・幼稚園（７箇所）、公立高校、医療施設、福祉施

設、商業施設等が立地 

 

⑥対象地周辺の環境 愛知県住宅供給公社により整備された住宅団地（約 173.5ha） 

名古屋市、春日井市、豊田市等へのベッドタウン 

市内でも最も高齢化が進行している地域を有する 

 

⑦その他 

(上記項目以外の情報、特徴、

留意すべきこと等） 

エリアマネジメント団体「未来の菱野団地をみんなでつくる会」

の発足（2019 年～） 

菱野団地再生計画推進協議会の設立（2019 年～） 

社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事業「住宅団地ス

トック活用型」）を活用した事業実施中（2020 年～） 

住宅団地の再生に係るハンズオン支援（内閣府）（2020 年～） 

 

（３）対象施設   

（3）-1．建物 既存 整備後（予定） 

①施設名称 ― 

 

未定 

②施設の延床面積 ― 

 

未定 

③建物の構成（構造、階数） ― 

 

未定 

④主な施設の内容、導入機

能 

広場、パーゴラ、ベンチ、花壇、

時計 

 

未定 

⑤運営状況 

(運営主体、事業手法 

等） 

指定管理者（維持管理のみ） 

 

エリアマネジメント団体及び

民間事業者（手法は未定） 
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⑥その他 

(上記項目以外の情報、 

特徴、留意すべきこと

等） 

― 

 

 

 

 

― 

（3）-2．インフラ系 

（上下水道、道路等） 
既存 整備後（予定） 

①施設名称 ― ― 

②規模、能力 等 ― ― 

③運営状況 

(運営主体、事業手法 

等） 

― ― 

④その他 

(上記項目以外の情報、 

特徴、留意すべきこと

等） 

― ― 

 

■参加予定形式 

本取組は、現地会場及び Web 会議（Zoom予定）を併用した開催を予定しています。 

相談自治体の参加予定形式 １ 現地会場で参加する 

２ Web 会議で参加する 

※今後の状況の変化に応じて、相談自治体の参加予定形式については変更となる場合があります。 

 

■ 添付資料 

⚫ 菱野団地中央広場概況資料 

⚫ 瀬戸市緑の基本計画（2020 年３月改訂）  

（ http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2020020800013/ ） 

⚫ 菱野団地再生計画（2019 年３月策定） 

（ http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2019011700012/ ） 

⚫ 未来の菱野団地をみんなでつくる会（みんなの会） 

（ http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2019080800057/ ） 

⚫ 菱野団地ホームページ 

（ https://hishinodanchi.com/ ） 

⚫ 菱野団地住民バス（2018 年運行） 

（ http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2018051500125/ ） 
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