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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 岩手県奥州市都市整備部都市計画課 

②事業名 水沢公園再整備事業 

③本事業の現在の検討ス

テージ 

○1 .事業発案 

2.事業化検討 

3.事業者選定 

4.その他（                     ） 

④サウンディングの目的 ・整備する施設の客層は、水沢公園を訪れる子どもから大人、フ

ァミリー層から中高年層まで幅広い世代が想定されること、ま

た、運動施設（体育館、野球場、テニスコートなど）もあるこ

とから、早朝から飲食できる店舗施設（カフェ、レストランな

ど）や、日中食べ物や飲み物を提供する売店など、来園者の滞

在時間が長くなるような施設整備を検討したい。 

・また、当地域は積雪寒冷地であることから、公園利用の少ない

冬期間においても、店舗施設又は売店施設に併設する屋内フリ

ースペースを設けることにより施設利用者が通年利用できるよ

うな施設整備についても併せて検討したい。 

・以上のことから、全国事例（特に北海道、東北、北陸地域）の

実績や、民間事業者が有する柔軟なアイディアをもとに水沢公

園において、Park-PFI 事業が成立するか、また、民間事業者参

入の可能性等についてサウンディングを行いたい。 

・なお、現時点において公園再整備の青写真は確定しておらず、

どこにどのような施設を配置し、民間事業者に整備・改修を求

める特定公園施設についても決まっていないことから、今回の

サウンディング結果と昨年と本年に行っている公園に関するア

ンケート調査結果等を踏まえ、今年度末を目途に構想案を取り

まとめ、政策決定していきたいと考えている。 

⑤民間事業者に対する質

問事項 

・市街地内にある当公園と類似する公園施設において、市民はも

とより、市外からも来園・集客できる公募対象公園施設や特定

公園施設の事例について 

・当公園において、民間事業者側が想定する Park-PFI 事業の内

容と併せて市が整備することが望ましい公園の魅力向上に資す

る施設について 

・外部から見た当公園のメリット（魅力的箇所等）とデメリット
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（改善箇所等）について 

・陸上競技場の用途廃止を想定した際、民間事業者が検討する当

該区域を活用した Park-PFI 事業の内容について 

・公園内にある体育館を特定公園施設とした際、建替え（規模縮

小含む）による Park-PFI 事業としての事業実施の可能性と実

施後の管理・運営方式について 

・当公園における Park-PFI 事業を検討する際に設置が見込まれ

る公募対象公園施設の内容と設置位置及び、特定公園施設整備

内容と区域面積について 

・指定緊急避難場所となっている当公園において、避難者収容を

兼ねる芝生広場の整備や備蓄倉庫を兼ねる公募対象施設の整備

など防災公園を視野に入れた Park-PFI 事業の可能性について 

⑥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.コンサルタント    

○7 .運営（                       ） 

○8 .その他（  Park-PFI 事業実施者        ） 

⑦対話を希望する事業者

の事業展開エリア 

※該当する番号に○（複数可） 

注）希望する規模の事業者を確

約するものではありません 

○1 .全国展開している事業者   ○2 .当該エリア外の事業者  

○3 .地元事業者 

○4 .その他（ 積雪寒冷地において事業を実施している事業者 ） 

２．事業概要  

（１）基本情報  

①事業の分野 

※該当する番号に○（複数可） 

１.公有財産利活用 ○2 .都市公園 ３.観光施設  

４.教育・文化関連施設 ５.賃貸住宅・宿舎等  

６.廃棄物処理施設・斎場  

７.インフラ施設（                   ） 

８.その他（                      ） 

②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（             ） 

③想定する事業類型 

※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 .その他（  Park-PFI           ） 

④想定する事業の手法 

※該当する番号に○（複数可） 

※PFI 事業方式（BTO、RO 等）

が具体に決まっている場合、

「1.PFI 事業」の（）内に記載

ください。 

１.PFI 事業（   ）方式 ２.DBO 方式 

３.包括的民間委託 ４.指定管理者制度  

５.コンセッション ○6 .Park-PFI  

7.土地の賃貸借 8.土地の売却・譲渡 

9.建物の賃貸借 10.建物の売却・譲渡 

11.その他（             ） 

⑤事業内容 

※事業の内容を簡潔にご記入

下さい 

・水沢市街地にある水沢公園（総合公園）を開園 150 周年の節目

に併せ魅力ある公園に再整備し、市内はもとより、市外からも

来園者を見込み公園のにぎわいを取り戻すとともに、市街地の

活性化にも寄与していきたいもの。 
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⑥現状及び課題 ・明治 10 年に戸長小岩昌、辻山義直党により提唱された太政官

布達公園であり令和９年に開園 150 周年を迎える由緒ある公

園であるが、施設の老朽化、目新しさのない園内環境などによ

り利用者の減少が見受けられる。 

・市街地にある総合公園であるが、平日はもちろん休日において

も利用者がまばらな状態である。 

・当市においての街なか再生の第一歩として「選ばれる公園づく

り」を目指し賑わい創出を目指すとともに、市街地での災害時

の防災拠点施設として非常時の市民の安全安心な暮らしに寄与

する施設整備を行っていく必要がある。 

⑦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 

・当公園における再整備計画は構想立案段階であり、今後におい

て、構想時の計画が大幅に変更となることも想定されるが、現

段階では、水沢公園内の活用方法を幅広く検討していきたい。 

・当地域は、積雪寒冷地であることから冬期間の公園利用者はほ

とんど見込めないと想定している。 

・しかしながら民間事業者においては、冬期間においても継続的

に公募対象公園施設を運営してもらい地域の核となる施設につ

いて検討をお願いしたい。 

・当市の公共施設等総合管理計画において水沢公園陸上競技場区

域は、有効活用に資する用途変更を検討するとしていることか

ら、陸上競技場を廃止し当該箇所を活用した Park-PFI 事業実

施箇所としての検討をお願いしたい。また、幅広い検討を進め

ていきたいことから、陸上競技場区域に限らず民間事業者の豊

富な発想で公園内において活用が見込める箇所を積極的に検討

していただきたい。 

⑧事業スケジュール（予

定） 

・令和７年着工、令和 11 年完工 

５カ年事業により、完工エリアより随時供用開始予定 

・Park-PFI 事業については、令和８年着工、令和 9 年完工、令

和 10 年より供用開始予定 

（２）対象地  

①所在地（交通情報含む） 岩手県奥州市水沢中上野町地内 

（JR 東北本線水沢駅より徒歩９分） 

②敷地面積 Ａ＝11.1ha（都市計画決定） 

③土地利用上の制約 ・都市計画区域 

 非線引き都市計画区域内 

・用途地域 

 第二種中高層住居専用地域 

 建蔽率 6/10 以下、容積率 20/10 以下 

 第一種住居地域（西側都市計画道路端から 30ｍ） 

  建蔽率 6/10 以下、容積率 20/10 以下 

・防火地域等 

 建築基準法 22 条区域 
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・景観計画 

奥州市景観計画の市街地地区 

高さ 13ｍ、延べ床面積 1,000 ㎡以上の建築物を新築する際に

は奥州市景観計画に基づき行為の届出が必要 

④所有者 市 

⑤周辺施設等 JR 東北本線水沢駅 700ｍ 

国立天文台水沢 VLBI 観測所 500ｍ 

奥州市役所・岩手県県南広域振興局・奥州保健所・盛岡地方裁判

所水沢支部・盛岡地方検察庁水沢支部 1000ｍ 

奥州市総合福祉センター 600ｍ 

奥州市子育て総合支援センター 600ｍ 

奥州市立水沢南小学校 700ｍ 

認定こども園（1 ㎞圏内） ４施設 

保育所（１㎞圏内） ２施設 

駒形神社 公園隣接 

みずさわ観光物産センター 400ｍ 

詳細は添付資料 P３の周辺図を参照 

⑥対象地周辺の環境 ・公園北側に中心市街地、公園東、南、西側は住宅地となってい

る。 

・公園西側には、2019 年に国際研究協力によりブラックホール

の撮影に貢献した国立天文台水沢 VLBI 観測所がある。 

・公園北西には、水沢観光物産センターがあり、花見シーズン等

には来園者の駐車場としても利用されている。 

・さらに北側は、歴史的街なみの保存と再生を中心に、地域特性

に応じた良好な市街地環境の形成を図るため地区計画によるま

ちづくりを行っている。 

⑦その他 

(上記項目以外の情報、特徴、

留意すべきこと等） 

・令和９年に開園 150 周年を迎える。 

・公園北側にあるヒガン系サクラ群は、江戸後期（1765 年）塩

釜神社が移された際に植樹されたもので、昭和４１年（1765

年）に、面積 54,296 ㎡を対象として岩手県天然記念物に指定

されており、春には多くの花見客が来園し賑わっている。 

・公園東側入り口南側に市有地約 600 ㎡（現在更地）があり公園

再整備計画立案の際公園区域への編入を検討している。 

■ 添付資料 

 水沢公園周辺交通網図 

 水沢公園周辺図 

 水沢公園概要水沢公園ガイドマップ 

 その他資料 


