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第３章 Park-PFIに関する事項（公募設置等指針）
1 事業内容等 

（1）公募区域 

公募区域は、個別方針に示すゾーニング上で「フラワーゾーン」、「エントランスゾー

ン」、「樹林管理ゾーン」にまたがり、「芝生広場」「花木園」「第一・第二駐車場」等を

含む約 30,000 ㎡の範囲です。 

メインエントランスや第一・第二駐車場に隣接しており比較的アクセスや視認性が高く、既

存の緑のセンター（温室）、ガーデンショップ、リリートレイン駅舎、レストラン百合が原等

の施設とも近いことから、これら既存の施設との連携・相乗効果による公募区域周辺を含めた

賑わいの創出を期待しています。（図 15、図 16） 

図 15 公園ゾーニング図（左図）と公募区域位置図（右図青枠内）

図 16 公募区域詳細図
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（2）事業内容 

P-PFI 制度を導入し、百合が原公園内に利用者ニーズが最も高い「飲食施設」を核とした公

募対象公園施設を整備するとともに、公園の課題となっている駐車場の増設及び老朽化した管

理事務所の建替え等の特定公園施設の整備を行っていただきます。百合が原公園における具体

的な整備内容は下記の通りです。 

公募対象公園施設（必須提案）：飲食施設 

 公募対象公園施設（任意提案）：飲食以外の収益施設 

 特定公園施設（必須提案）  ：駐車場の拡張（68 台）+管理事務所の建替（362 ㎡程度・現存

機能維持）＋公募対象公園施設の外構やエントランスの整備

等 

 特定公園施設（任意提案）  ：駐車場の拡張（68 台を超える分）・管理事務所建替時の機能

向上・その他周辺公園施設の整備や維持管理等 

（3）事業イメージ

図 17 事業イメージ図
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（4）費用負担及び役割分担 

表４ 費用負担及び役割分担
（5）事業期間 

公募設置等計画の認定の有効期間は、令和５年（2023 年）４月１日から 20年間とします。 

なお、公募対象公園施設の設置管理許可の期間は、当初工事開始から令和 15 年（2033 年）

３月 31 日までとします。認定の有効期間内に更なる許可申請があった場合、認定の有効期間

内の事業終了までの間で、解体撤去の期間を除いた期間で１回の更新許可を与えることとしま

す。 

ただし、有効期間には、設計・工事及び事業終了前の公募対象公園施設の解体・更地返還に 

要する期間を含みます。 

また、工事期間中は、公園利用者やイベント等の開催に支障が出ないよう駐車台数を確保す

るなどの配慮をするようにしてください。 

図 18 事業スケジュールイメージ

飲食施設 飲食施設以外 駐車場 管理事務所 公募対象公園施設の外
構やエントランス整備等

その他

必須 任意 必須 必須 必須 任意
68台の駐車台数を確保していただきま
す。
札幌市で想定する数量、図面、仕様等
は参考資料として公開していますので参
考としてください。
※提供する数量調書等は札幌市の費
用負担を算出するための参考資料である
ため、実際の工事の内容については、設
置等予定者の提案によります。

現状の管理事務所（約
362㎡）程度の規模と現
行の機能を必須として建替
えを行っていただきますが、
実際の規模や機能につい
ては、設置等予定者の提
案によります。

規模、数量、配置、管理
運営計画等は設置等予
定者の提案によります。

駐車場の拡張（68台を超
える分）・管理事務所建
替時の機能向上・その他
周辺公園施設の整備や維
持管理などが可能です。

実施主体 設置等予定者 設置等予定者 設置等予定者 設置等予定者

費用負担 設置等予定者と札幌市 設置等予定者と札幌市 設置等予定者と札幌市 設置等予定者

位置付け等 設置等予定者が整備した公園施設を札
幌市へ譲渡
※工事中は占用許可

設置等予定者が整備した
公園施設を札幌市へ譲渡
※工事中は占用許可

設置等予定者が整備した
公園施設を札幌市へ譲渡
※工事中は占用許可

設置等予定者が整備した
公園施設を札幌市へ譲渡
※工事中は占用許可

実施主体 設置等予定者 設置等予定者 設置等予定者 設置等予定者

費用負担 札幌市 札幌市 札幌市 札幌市

位置付け等 設置等予定者が指定管理者となり管理
運営

設置等予定者が指定管
理者となり管理運営

設置等予定者が指定管
理者となり管理運営

設置等予定者が指定管
理者となり管理運営

・工事中の占用料は全額減免 ・工事中の占用料は全額
減免

・工事中の占用料は全額
減免

・工事中の占用料は全額
減免

使用料等

項目
公募対象公園施設 特定公園施設

提案

整備
（設計含む）

管理運営

規模、数量、配置、管理運営計画等は設置等予定者
の提案によります。

設置等予定者

設置等予定者

設置等予定者が公園施設設置許可を受けて整備

設置等予定者

設置等予定者

設置等予定者が公園施設管理許可を受けて管理運
営

公園施設設置許可に係る使用料を納付
<使用料の額>89円/㎡・月 以上
（設置等予定者の提案による）
・オープンテラス等の公募対象公園施設の利用者のみが
利用する屋外空間も含みます。
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2 公募対象公園施設について 

（1）公募対象公園施設の種類 

公募対象公園施設は、飲食施設（便益施設）を必須とし、飲食以外のサービスの提供につい

ては、都市公園法第５条の２第１項及び都市公園法施行規則第３条の３に規定されている休

養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、及び便益施設等に該当するものとし、これらに該

当しない公園施設及び宿泊を伴う施設は認められません。 

   また、公共施設である都市公園内に設置する公園施設であることから、特定の利用者に限

定される施設や騒音などにより他の公園利用者の利用を著しく阻害するような施設等、公園

への設置が相応しくない施設は認められません。 

   以上を踏まえ、百合が原公園管理運営方針に基づき、公園のコンセプトや特性に合致した

提案とし、百合が原公園の魅力や公園利用者の利便性が一層向上する施設を提案してくださ

い。 

（2）公募対象公園施設の場所 

３章１（1）公募区域に示す区域内で、任意の位置に建設してください。

（3）公募対象公園施設の整備に係る条件 

ア 建築物の規模・構造 

・建築物は公募区域に設置可能な建築面積の合計が 900m2 以内とし、建物の高さは 10m 以下 

で階数は２階以下としてください。 

・都市公園法、建築基準法、消防法、その他関係法令の規定に適合する常設の建築物とし、

関係機関等への届出や検査など必要な手続きを遅延なく行ってください。 

・誰でも使いやすい施設とするため、ユニバーサルデザインに配慮した設計とし、バリアフ

リーについては「札幌市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準に関

する条例」（平成 24年 12 月 13 日 条例第 75号）に基づいた計画としてください。 

・可能な限り、地域材（北海道内の森林から算出され、道内で加工された木材）での木造化

又は内装等も木質化に努めてください。 

イ 屋外広告物の設置 

・百合が原公園内において建築物の位置などを示す自家用広告物及び管理用広告物の設置は

可能です。ただし、「札幌市屋外広告物条例」（平成 10年 10 月 6 日 条例第 43 号）の適

合を受けますので、その大きさ等については、同条例に従ったものとしてください。 

・公募区域と離れた箇所への広告物の設置も可能ですが、位置等については設置等予定者選

定後、本市との協議により決定します。また、札幌市屋外広告物条例の規定により表示面積

は同一敷地内での合計面積であることに留意してください。 

ウ  景観への配慮

・ア及びイで示す建築物及び看板については、可能な限り周囲の景観と調和したものとして

ください。 

・選定された設計・デザインなどを施工段階でやむを得ず変更する場合は、本市と協議して

ください。また、提案内容からの大幅な変更は認められません。 

・公募対象公園施設の整備に伴う樹木の伐採・伐根・移植については、別紙１を参照してく

ださい。別紙１以外の樹木の伐採・伐根・移植については、費用負担も含め本市と協議のう

え決定するものとします。 

・芝生広場や花木、ボーダーガーデン等の景観資源については、公募対象公園施設との調和

や一体的な利用を想定した提案としてください。 

エ  インフラの整備 

・上下水道については、札幌市により公園内まで引き込みます。札幌市で整備した上下水道

への接続は設置等予定者の負担にて整備してください。 

・その他のインフラ（電気、ガス等）については、設置等予定者の負担にて整備してくださ 

い。 
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・各インフラ管理者との協議・届出、インフラ容量の計算・設計等は全て設置等予定者にて

行うものとします。

オ その他 

・遊戯施設を設置する場合は、一社）日本公園施設業協会が発行する「遊具の安全に関する

基準 JPFA-SP-S:2014」を踏まえた計画としてください。ただし、管理者等が常駐し、個別

に安全管理を行っている場合などはこの限りではありません。

・設置許可を受けたときは、「札幌市都市公園条例」（昭和 32年 3 月 23 日 条例第 3号）

に基づく使用料が発生します。なお、設置許可は公募対象公園施設の工事着手前までにうけ

るものとし、原則として工事期間中も使用料が発生します。 

・原則として、設置許可期間（更新許可期間を含む）が満了するまでに、設置等予定者の責

任及び負担において、公募対象公園施設部分を撤去し、更地にして返還していただきます。 

・本事業の公募区域は埋蔵文化財の可能性地に位置しているため、設置等予定者は、工事着

手前に札幌市埋蔵文化財センターと調整及び各種手続きを行ってください。 

・公募対象公園施設にはＡＥＤ（１か所以上）を設置してください。 

・荷捌きスペースやゴミ集積スペースを確保する場合は、施設内及び施設周辺に整備してく 

ださい。 

・工事完成及び社内検査終了後、本市へ完成届を提出してください。整備状況が設計図書の 

内容と逸脱している場合は、是正を求める場合があります。 

（4）公募対象公園施設の管理運営に関する条件 

・公募対象公園施設の管理運営は設置等予定者の責任及び負担において実施してくださ 

い。 

・公園利用者が利用しやすく、安全・安心に配慮した管理運営とし、持続的に運営可能な事

業計画の提案を行ってください。 

・年間を通じ円滑な管理運営が可能な人員を配置し、市からの指示や連絡に対して、迅速に 

対応できる体制としてください。また、地震・火災等発生時の危機管理に対応した管理運営

が可能な体制としてください。 

・公募対象公園施設の営業は、利用者の利便性を考慮し、年末年始を除き原則通年営業を基

本とします。 

・営業時間については、原則制限しませんが、周辺環境に配慮した時間を設定してくださ

い。夜間及び朝の営業については、大きな音、振動、過度な照明などは行わない等配慮して

ください。 

・アルコール類の施設内での販売は可能です。 

・施設の運営に必要なインフラ（電気・ガス・上下水道等）の使用料は、設置等予定者の 

負担とします。また、各種設備の保守点検についても設置等予定者が負担するものとしま

す。 

・公募対象公園施設の運営にあたり、次に該当するものは除きます。 

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

普及宣伝活動等 

イ）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に該当する業 

ウ）青少年等に有害な営業を与える物販、サービス提供等 

エ）騒音や悪臭等著しく周辺環境を損なうことが予想される行為 

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

下、「暴力団」という。）及びその利益となる活動を行う者の活動 

カ）上記の他、公園利用と関連性が低く、本市が必要とみなすことができないと判断する

行為 

・既存の公園の各種施設（緑のセンター、ガーデンショップ、リリートレイン、レストラン

百合が原、世界の庭園等）との連携を積極的にはかり、相乗効果により公園全体の魅力を高

めることを意識して管理運営を行ってください。 
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（5）設置又は管理の開始の時期 

公募対象公園施設の設置管理許可の開始時期（工事着手時期）は基本協定及び実施協定締結

後の令和５年６月頃を予定しています。供用開始時期については、令和６年６月までに開始す

ることとし、具体的な供用開始日については、本市との協議のうえ、決定するものとします。 

（6）使用料の額の最低額等 

設置等予定者は、公募設置等計画に記載した使用料の額を本市に納付することになります。

提案する使用料は 89 円/㎡・月 以上としてください 

ただし、地価等の上昇により札幌市公有財産規則に準じて算出した設置許可使用料が提案し

た使用料を上回った場合は再計算後の設置許可使用料単価となります。使用料の再計算につい

ては、原則３年毎に行われる公有財産台帳登録価格の見直しに合わせて行います。次回は令和

６年度末を予定しています。 

なお、許可の面積には建築物の範囲以外にカフェを設置した際のオープンテラスなど、公募 

対象公園施設の利用者しか利用できない部分の面積も含めます。また、面積の決定にあたって

は、設置等予定者からの最終的な計画内容を精査し、本市が決定するものとします。 

また、使用料とは別に、公募対象公園施設から生じる収益のうち、自ら提案した割合によっ

て算出した額を、百合が原公園に還元してください。還元内容については、百合が原公園の整

備や本来市が負担すべき修繕費用への充当等、百合が原公園を 20年間にわたって良好に管理

運営していくための内容としてください。 

３ 特定公園施設について

（1）特定公園施設の種類

特定公園施設は、駐車場の拡張（68 台分）、管理事務所の建替え（362 ㎡程度）、公募区

域の外構等の提案を必須とし、その他休憩施設、駐車場の拡張（68 台を超える分）等も特定

公園施設として整備することが可能です。 

（2）特定公園施設の整備に係る条件 

ア 適合基準 

・国土交通省大臣官房発行公共建築工事標準仕様書（建築工事編、機械設備工事編、電気

設備工事編）、札幌市土木工事標準仕様書、札幌市管工事仕様書、札幌市下水道工事仕様

書、札幌市土木工事設計要領、札幌市公園緑地工事設計要領、札幌市下水道工事設計要領

等の各種基準書に従って施工してください。 

・これらの基準書に定めのない場合は、札幌市と協議のうえ適切に施工してください。 

イ 駐車場 

・拡張する駐車台数は 68 台以上（うち、身体障がい者等に配慮した駐車ます４台）とし、

３章１（1）公募区域に示す区域内に、利用者の安全性や通行のしやすさ等に留意して設計

してください。 

・特定公園施設には、駐車場の舗装（下層路盤、凍上抑制層等の路盤構造）、縁石・練石

積み、区画線、雨水排水施設、既存園路等と接続される歩道、これらの施工のための伐

採・抜根、各種撤去工事、及び作業土工等の土工事等も含みます。 

・第一駐車場を樹林地側に拡張した場合の図面、数量調書等は別紙２の通りです。なお、

本資料は札幌市負担工事費算出のための参考図・資料であり、実際の拡張場所・詳細の設

計等は設置等予定者の提案によります。 

ウ 管理事務所 

・整備する管理事務所は既存の管理事務所の面積（約 362 ㎡）を参考に、ボランティア活

動スペースを設けるなど必要な面積等について提案してください。既存の管理事務所の面

積については、以下のとおりです。 
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用途 面積 
事務室 約 91 ㎡ 
詰所 約 42 ㎡ 
倉庫等 約 204 ㎡ 
その他（トイレ等） 約 25 ㎡ 

・「札幌市公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」に基づき、地域材（北

海道内の森林から算出され、道内で加工された木材）での木造化又は内装などの木質化を

実施してください。 

・原則として新たな管理事務所を設置するまでは、現在の管理事務所を使用し、管理業務

を行ってください。ただし、他の施設の整備等の関係により撤去が必要な場合は、リリー

トレイン駅舎内のスペースを仮の管理事務所として使用することや公募区域内に仮の管理

事務所を設置することが可能です。また、新しい管理事務所への引っ越し等に係る費用に

ついては、設置等予定者の負担により実施してください。 

・新たに整備する管理事務所の位置については、３章１（1）公募区域に示す区域内で提案

してください。ただし、緑のセンターとの連携や通年で一般の公園利用者が訪れやすい場

所となるように配慮してください。 

・本市の費用負担が生じる場合は、華美な仕様とならないようにしてください。具体的な

仕様の可否については、本市と協議の上決定することとします。 

エ 外構等

・３章１（1）公募区域に示す区域内でエントランス等の整備を行ってください。ただ

し、規模や配置等は認定計画者の提案によります。 

   ・本市の費用負担が生じる場合は、華美な仕様とならないようにしてください。具体的な

仕様の可否については、本市と協議の上決定することとします。 

オ 任意の施設 

・休養施設等の公募対象公園施設の利用者以外の不特定多数の公園利用者も利用可能な施

設の設置が可能です。 

・設置する位置は３章 1（1）公募区域に示す区域内及びその周辺とします。 

・設計・工事等は設置等予定者が行うこととします。 

・費用については、原則として設置等予定者の負担とします。 

カ 費用負担 

・特定公園施設の整備に要する費用は、公募対象公園施設から見込まれる収益等を充てる

こととし、また、必須の施設については本市からの負担金を費用の一部にすることもでき

ます。応募者は、本市に整備に要する費用の負担を求める場合は、その金額を提案してく

ださい。 

なお、金額に関する条件は次の通りです。 

      ア）市が負担可能な特定公園施設の整備に係る費用（撤去費等を含む）の上限額は、

148,000,000 円（消費税および地方消費税の額を含む）とします。 

      イ）市が負担する額が、特定公園施設の整備に要する費用（積算額）に対して 9割未満

であることとします。 

   ・本市にて負担する額は、設置等予定者との設計協議を経て、最終的な計画内容とその工

事費内訳の提出後、本市が金額を精査したうえで、本市と設置等予定者で協議し決定する

ものとします。 

  キ その他 

・設置等予定者は、特定公園施設の設計図書・工事工程表を本市に提出し、内容につい

て承諾を得る必要があります。 

・特定公園施設の整備にあたっては、施工方法、環境対策、安全対策等の公的基準等に

従って施工してください。これらの対策等が不十分であると本市が判断した場合は、本

市が設置等予定者に対し、是正を求める場合があります。 
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・特定公園施設の整備に伴う工事エリアは、都市公園法第 6条に基づく都市公園占用許可

を受けるものとしますが、この場合の占用許可料については、原則として全額減免としま

す。 

・設置等予定者は、工事着手前に、工事現場の施工管理を行う工事責任者を設置し、本市

に書面で報告してください。また、施設が設計図書に従い整備されていることを確認する

社内検査を実施してください。 

・工事完成及び社内検査終了後、本市へ完成届を提出し、本市は完成検査を実施します。

検査の結果、整備状況が設計図書の内容と逸脱している場合は、是正を求める場合があり

ます。完成検査により設計図書に従い整備されたことが確認できた場合において、本市に

引き渡すものとします。 

   ・特定公園施設の整備に伴う樹木の伐採・伐根・移植については、別紙１を参照してくだ

さい。それ以外の樹木については制限は設けませんが、その範囲は極力小さくなるよう努

め、移植が可能な樹木については、極力移植するよう留意してください（具体的な整備内

容については、実施協定の締結までに協議します）。

（4）設置または管理の開始時期 

特定公園施設の供用開始時期は公募対象公園施設と同じく、令和６年６月までに開始するこ

ととし、具体的な供用開始日については、本市との協議のうえ、決定するものとします。  

   特定公園施設として整備した施設は、整備後本市へ譲渡するものとします。施設の引き渡し

が終了した時点において、指定管理者として管理運営するものとします。 

４ 利便増進施設について

本事業では、利便増進施設の設置は認めません。 

５ 設置又は管理の許可 

設置等予定者は計画の認定後、公募対象公園施設の設置管理許可の申請を行っていただきま

す。 

  公募対象公園施設は、都市公園法第５条の２第１項及び都市公園法施行規則第３条の３に規

定されているとおり、休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設、展望台又は集会

所であって、当該施設から生ずる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充てることができ

ると認められるものが対象となりますので、これを踏まえた公募設置等計画や事業計画を作成

してください。 
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※１ 原則伐採不可とします
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敷地造成工

掘削 オープン ×

残土処理 + × + ×

不陸整正

石積み

練石積み H=300、片面 7+6+7+6+43+43+1.8

駐車場（68マス）

駐車場 凍上抑制層t=57cm 7*6*2+43*30
埋め戻し砂

路盤t=15cm 7*6*2+43*30
再生砕石0-40

安定処理t=5cm 7*6*2+43*30
再生（50％）

表層t=3cm 7*6*2+43*30
再生細粒度AS

歩道

歩道 凍上抑制層t=31cm 1.8*10+1.8*50
埋め戻し砂

路盤t=15cm 1.8*10+1.8*50
再生砕石0-40

表層t=4cm 1.8*10+1.8*50
再生細粒度AS

縁石

市1型縁石 50

ⅡB 10*4+50

113.8 0.1862 45.0 0.62

1374.00 1374.0

合計 再計

1374.00 1374.0

1374.00 1374.0

名称 規格 根拠 合計 再計 単位

1374.0 0.80

1099.20

1374.00

1148.29 1148.3

備考
113.80 113.8

ｍ

備考

名称 規格 根拠 合計 再計 単位 備考
1099.20 1099.2

名称 規格 根拠 合計 再計 単位

㎡

単位 備考

名称 規格 根拠 合計 再計 単位

名称 規格 根拠

㎡

50.00 50.0
ｍ

90.00 90.0
ｍ

備考

108.00 108.0

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

1374.00 1374.0

108.00 108.0

108.00 108.0

1374.00 1374.0

3
-
1
0

別紙２ 駐車場整備数量調書



区画線

溶融式区画線 W= 5*（17*2+16*2）+2.5*17*2+2.5*15*3+6*6+7*4
駐車ます

植栽

張芝 W=0.3、良質芝、土性改良あり 0.3*（10+7+6+4+7+6+43*2+1.8+50+20）
園路回り
中低木移植 規格未定 10

高木植栽 アカエゾマツ 10
H=3.0程度

ヤマモミジ 10
H=3.0程度

施設整備

サービス施設 誘導サイン（入口、出口） 2

車いす駐車場サイン（標準図） 4

雨水排水 市Ⅱ型側溝 43
蓋　T-25　普通目

構造物撤去

練石積み コンクリート取り壊し、無筋 × （7+1.8+7+30）

4.00 4.0
基

7.9
備考

7.92

備考
2.00 2.0

基

名称 規格 根拠 合計 再計 単位

名称 規格 根拠 合計 再計 単位

43.00 43.0
ｍ

0.173

10.00 10.0
本 概算

10.00 10.0
本 概算

10.00 10.0
本 概算

合計 再計 単位 備考
59.34 59.3

㎡

名称 規格 根拠

591.50 591.5
名称 規格 根拠

ｍ

合計 再計 単位 備考

3
-
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伐採伐根

伐採伐根 C＜20

20≦ C＜30

30≦ C＜60

60≦ C＜90

90≦ C＜120

120≦ C＜150

150≦ C＜180

180≦ C＜210

210≦ C＜270

270≦ C＜330

処分費

コンクリート × （7+1.8+7+30）
※比重2.35

自然石 × （7+1.8+7+30）

※比重2.5
主幹材

※広葉樹
主幹材

※針葉樹
枝葉

根

名称 規格 根拠 合計 再計 単位 備考

1.00 1.0
本

8.00 8.0
本

2.0
本

9.02 9.02 9.0
10.12ｔ

32.42 32.42 32.4
28.23ｔ

0.075 3.44 3.4
14.1t

4.49 4.5

20.00 20.0
本

12.00 12.0
本

4.00 4.0
本

2.00

1.00 1.0
本

2.00 2.0
本

25.552 25.55 25.6
16.5ｔ

77.4 77.40 77.4
72.9ｔ

17.3ｔ
0.098

名称 規格 根拠 合計 再計 単位 備考
16.00 16.0

本

1.00 1.0
本

3
-
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5m

10m

1.8m

30m

5.5m

7m

6m
障障

7m

6m
障障

43m

104,C115103,C115102,C115101,C98

106,C113
105,C70

107,C138

108,C50

109,C98

110,C60

111,C93

112,C85

113,C70

129,C73

114,C75

115,C60

116,C55

117,C93

118,C93

119,C80 120,C68

121,C45

122,C70

8,C101

9,C117
123,C75

124,C55

125,C90

126,C65

127,C70

132,C190

131,C95

133,C120

134,C153

針葉樹135~147,C30 12本

中低木T1~36,H2.5 36株

2,C120

130,C73

128,C73

155,C134

156,C161

157,C118

158,C98

159,C63

3,C99

6,C138

152,C54

7,C119

153,C62

154,C223

5,C77

151,C118

150,C73

149,C275

148,C68

中低木T37~46,H2 9株

T47,H1.5

オンコT48～64,H2 16株

160,C127

161,C163

166,C63 162,C58
163,C54

164,C49

165,C111

167C123

168,C160

169,C265

1.8m

3
-
1
3
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別紙３ 敷地図



別紙４ 電気図面
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別紙５ 排水系統図面
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別紙６

平面図
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別紙７－１　百合が原公園管理事務所立面図１
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別紙７－２　百合が原公園管理事務所立面図２


