
百合が原公園整備及び管理運営事業
事業者募集要項のポイント

令和4年5月31日

開始時刻14：00～
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１.共通事項

①民間活力導入の趣旨

第４次札幌市みどりの基本計画

札幌市の公園が
抱える課題 都市公園の

「量」の充実
＝「質」の向
上への転換

公園施設の
老朽化に伴う
魅力の低下

厳しい
財政状況

民間活力による公園の魅力向上
指定管理者制度、Park-PFI等の手法を活用して、都市公園の魅力を高める

老朽化した施設
駐車場の不足

利用ニーズに応える施設
フラワーパークとしての魅

力の発信など
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百合が原公園での事業の目的

課題
P-PFIによるハード面の課題
解決と、公園のコンセプトや
特性を活かしたソフト面の課
題解決を一体的に推進し、公
園全体の魅力向上を目指す



１.共通事項
②百合が原公園の概要
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公園種別 総合公園
所在地 北区百合が原公園

市街化調整区域、公園東側約700ｍに丘珠空港
ＪＲ学園都市線「百合が原公園駅」から徒歩7分
航空法による高さ制限あり(本要項で別途定める基準以内であれば規制の対象外）

面積 253,140㎡
沿革 1979年 天皇陛下御在位五十周年事業として造成開始

1986年 全国都市緑化フェア「さっぽろ花と緑の博覧会」開催
1987年 公園の造成が完了

【主要公園の市民認知度】
主要15公園中…第5位※1
※1札幌市民を対象としたH28WEBアンケート結果

（n=7,617）

認知度(%) 順位

大通公園 99.7 1
中島公園 99.4 2
円山公園 99.4 3
モエレ沼公園 98.3 4

百合が原公園 92.9 5
【推計利用者数】
令和元年度利用者数…約50万人※2
※2データ提供：KDDI・技研商事ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
「KDDI Location Analyzer」

【百合が原公園で求められる施設】
※R1.9～10月 百合が原公園の利用者へのアンケート調査

（n=323）
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飲食を楽しめる施設

物販施設

自動販売機

子供が遊べる場所

乳幼児向けの施設

健康づくりや運動ができる場所

サポート用具の貸出

ﾚｼﾞｬｰ用具の貸出

休憩施設

景色・花を楽しめる場所

雨天・冬季に集える屋内スペース

その他

望ましい施設やサービス



１.共通事項

③百合が原公園管理運営方針
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花と緑の“活動”と
“発信”の拠点となる
フラワーパーク

特に重要な特性

1 フラワーパークとしての魅力的な空間の提供
2 都市緑化植物園としての普及啓発の場
3 花と緑のコミュニティ拠点
4 多様な世代の公園利用の促進

コンセプト 目指す方向性

・世界のユリ広場等の各種花壇によるフラワーパークとしての性質
・緑のセンター、ガーデンショップ等のみどりの普及啓発の場
・コミュニティの拠点となりうる市民活動や各種イベントの開催
・リリートレインや充実した遊び場等の、子どもを含む家族のための空間

今回の公募で求めるもの

利用者ニーズや地域課題に応じた公園整備
＋

フラワーパークとしての持続的な管理運営
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２.募集に関する事項
①事業実施体制と事業期間
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公園全体の管理運営
（指定管理者制度）

面積に応じた使用料
（収益に応じた納付金）

設置管理許可

札幌市

事業内容 Ｐ－ＰＦＩ 指定管理者制度
公募対象公園
施設

特定公園施設 利便増
進施設

指定管理
業務

自主事業

必須
飲食
施設

任意
飲食施
設以外

必須
駐車場、管理
事務所、エン
トランス

任意
その他

整備 事業者 事業者 不可 ー 事業者
管理運営 事業者 事業者(指定管理者) 不可 事業者(指

定管理者)
事業者(指
定管理者)

指定管理費



２.募集に関する事項
①事業実施体制と事業期間
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設
置
等
予
定
者
の
選
定

公
募
設
置
等
計
画
の
認
定

基
本
協
定
の
締
結

設
置
許
可

実
施
協
定
の
締
結

工
事 供用開始

解
体
・
撤
去

事
業
終
了

設置許可期間
（工事開始～Ｒ15.3.31）

設置許可期間
（Ｒ15.4.1～Ｒ25.3.31）

認定公募設置等計画の有効期間：20年
（Ｒ5.4.1～Ｒ25.3.31）

基本協定期間：締結から事業終了まで

指
定
管
理
者
の
選
定

指
定
議
決

一
般
協
定
の
締
結

期
間
協
定
の
締
結

指定管理期間：20年
（Ｒ5.4.1～Ｒ25.3.31）

一般協定期間：20年
期間協定期間

5年
期間協定期間

5年
期間協定期間

5年
期間協定期間

5年

Ｒ4.10頃 Ｒ6.4頃

Ｒ5.4.1

Ｒ5.4.1 Ｒ25.3.31Ｒ5.2頃

Ｒ10.4.1 Ｒ15.4.1 Ｒ20.4.1 Ｒ25.3.31



２.募集に関する事項
②申込資格
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※応募にあたっては、本要項の申込資格を必ず確認してください。

・(2)の内容：入札参加停止、税の滞納、暴力団関係事業者等に該当しないことなど
→グループの場合は、全ての団体に適用されます。

・(3)の内容：札幌市内に団体の事務所があること。
→グループの場合は、代表団体に適用されます。

・(4)の内容：グループで応募する場合は、コンソーシアム協定書を提出すること。
(様式は第2章の最後に掲載）

・(5)(6)の内容：
特定公園施設の設計を行う法人：札幌市競争入札参加資格者名簿に「建設コンサルタント
都市計画及び地方計画部門」又は「建設コンサルタント造園部門」で登録されていること。また、
都市公園又はそれに類する空間の設計の実績を備えること。
特定公園施設の工事を行う法人：札幌市競争入札参加資格者名簿に「土木工事」又は「造
園工事」で登録されていること。また、都市公園の工事実績を備えること。
→グループの構成団体である必要はありません。

一部抜粋



２.募集に関する事項

③申込書類（原則両面Ａ4サイズ）
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(1)申込書(様式1）グループ応募の場合は様式1-2、コンソーシアム協定書も必要
(2)申込資格を有していることを証する書類 各種証明書類・様式２・様式2-1。グループ応募
の場合はすべての団体が該当する書類を提出すること

(3)管理業務の計画書(様式3) 第4章の業務仕様書及び特記仕様書の要求水準に留意。
グループ応募の場合で取組項目を実施する団体が複数ある場合についても、主となる団体
を記載すること。指定管理の評価項目の中心となる書類

(4)管理に係る収支計画書(様式4）内訳をすべて記載すること。項目が無いようであれば、余
白に記載し、収支が合うようにすること。なお、様式4-1は指定期間全体となる20年間分の
記載が必要。4-2～4-5は当初5年間分の記載が必要

(5)団体の経営状況を説明する書類等 令和元年度～令和3年度の収支計算書・貸借対照
表・財産目録・様式5及び令和4年度若しくは令和5年度の収支予算書。グループ応募の
場合はすべての団体が提出すること

(6)団体の活動内容等を記載した書類 グループ応募の場合はすべての団体が提出すること
(7)自主事業の実施計画書(様式3・4）大幅な利益が生じた場合の還元方法及び本業務に
係る収支と区分しての記載が必要

(8)様式3の記載事項を確認する書類 当該業務に関する労働条件通知書・雇用計画書・出
向契約書・労使協定の案及び団体職員の労働保険概算(確定保険料申告書)・年度更
新時の労働保険料納付書・直近2ヵ月の社会保険料納付書。グループ応募の場合はすべ
ての団体が提出すること



２.募集に関する事項
③申込書類（原則両面Ａ4サイズ）
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・出来る限り具体的な内容とする（いつ、どのように、どの規模で、何を行い、どういった成果を）
例）毎年〇月に地域のボランティアを○○の媒体を活用して〇人程度を募集して、公園の○○
に取り組むことにより○○といった効果を見込む
・出来る限り具体的な数値を盛り込む
例）○○施設の○○では、道産木材○○本程度使用する他、○○設備により、一般的な
○○量より○○程度の減少が見込まれます
・視覚的にも提案内容がわかるように、パースやイラストなどを使用する

様式作成にあたっての留意事項

提出部数等

・提出部数は18部（正本1部、写し17部）
両面A４縦の簡易製本とする。
・様式1～6については、電子媒体（CD等）
での提出も必要

(9)公募設置等計画提案書(様式6）第3章の要求水準に留意。グループ応募の場合で取組
項目を実施する団体が複数ある場合についても、主となる団体を記載すること。P-PFIの評価項
目の中心となる書類



２.募集に関する事項
⑤選定基準
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指定管理に関する事項
110点

共通事項
120点

Ｐ－ＰＦＩに関する事項
70点

合計 300点
●「共通事項」「指定管理者に関する事項」「Ｐ－ＰＦＩに関する事項」の各々の選定基準
について満点の５０％かつ合計点が６０％を最低基準とする
●最低基準点以上の中から合計点が最上位の応募団体を選定

共通事項 (1)計画書において、具体性や効果に対する工夫がみられること(25点)
(2)管理業務の計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有して
おり、又は確保できる見込みがあること(70点)
(3)その他(25点)

指定管理
に関する
事項

(1)利用者の平等な利用が確保されていること(10点）
(2)管理業務の計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること(75点)
(3)管理に係る収支計画書の内容が、施設の管理費用の縮減が図られるものであること(25点)

P-PFIに関
する事項

(1)計画書において、具体性や効果に対する工夫がみられること(30点)
(2)公募対象公園施設が、百合が原公園の特性に合致し、公園利用者のための施設として計画されて
いること(15点)
(3)特定公園施設は、公募対象公園施設と一体となって利用者の利便性の向上に資する施設として計
画されていること(10点)
(4)札幌市の負担が軽減される価額提案がなされていること(15点)



２.募集に関する事項
⑥リスク分担
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本要項の表に定める事項で疑義がある場合又は表に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は、
札幌市及び指定管理者(設置等予定者)が協議の上、リスク分担を決定する

種類 内容
負担者

札幌市 指定管理者
(設置等予定者)

税制・法令改
正

公募対象公園施設の管理運営に直接関係する制度改正等
による経費の増加又は収入の減少 協議事項
公募対象公園施設以外の施設の管理運営に直接関係する
制度改正等による経費の増加又は収入の減少 〇
上記以外の改正等による経費の増加又は収入の減少 〇

施設の損壊等
による修繕、
事業の中断

公募対象公園施設 〇
指定管理者の管理瑕疵に基づく施設・整備の損傷に伴う
修繕費用等の増加及びそれに伴う事業の中断等 〇
指定管理者の管理瑕疵によらない施設・整備の損傷に伴
う修繕費用等で1件20万円以上のもの(公募対象公園施設
を除き札幌市の予算の範囲内で可能なもの)

〇

指定管理者の管理瑕疵によらない施設・整備の損傷に伴
う修繕費用等で1件20万円未満のもの 〇
指定管理者の管理瑕疵によらない施設・整備の損傷に伴
う修繕等に伴う事業の中断等(公募対象公園施設を除く) 協議事項



２.募集に関する事項
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⑦申込方法・スケジュール

項目 日時 場所
募集要項等の配布 令和4年5月23日(月)～

令和4年8月31日(水)
土日・祝日を除く
9時00分～17時00分

札幌市建設局みどりの推進部みどり
の推進課企画係
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1
丁目大通バスセンタービル1号館6階
℡011-211-2533 fax011-211-2523
電子メールアドレス：
midori-suishin@city.sapporo.jp
札幌市ホームページ：
https://www.city.sapporo.jp/ryokuka/k
eikaku/yuripfi.html

質問の受付 令和4年6月8日(水)～
令和4年6月22日(水)

質問の回答 令和4年7月6日(水)まで
申込期間 令和4年8月1日(月)～

令和4年8月31日(水)
土日・祝日を除く
9時00分～17時00分

事前説明会 令和4年5月31日(火)
午後2時00分～

札幌市中央区南1条東1丁目大通バス
センタービル1号館6階
みどりの推進部大会議室

〇申込の撤回・再提出・修正(軽微なものを除く)はできません。 〇虚偽の記載は失格となります。
〇選定委員・関係職員への個人的な接触は禁止。 〇申込書類は公開される場合があります。

申込書類は、必ず持参により、みどりの推進部みどりの推進課に提出してください。



２.募集に関する事項
⑧指定管理者候補者及び設置等予定者の選定及び指定
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項目 日程(予定) 備考
選定 令和4年10月上旬 書類・面談により選定基準に照らして最も適

当と認める団体を選定
結果 令和4年10月中旬 文書での通知。

11月にホームページで結果の概要掲載
指定

(指定管理者)
令和4年11月下旬 令和4年第4回札幌市議会定例議会の議決を経

て指定管理者を指定
→設置等予定者は指定管理者と同一のため、
指定管理者の議決後に指定

・札幌市の指示に従わないとき
・管理を継続することが適当でないと認められるとき
・札幌市に生じた損害は、指定管理者が賠償するものとする（グループの場合は、グループ全体
として連帯して賠償）

指定の取り消し等

・札幌市の承認を経て別の民間事業者に事業を承継することができる
・承継しない場合は、指定管理者の負担により公募対象公園施設を撤去し、原状回復する
・指定管理者の指定を取り消す

事業破綻時の措置



２.募集に関する事項
⑨協定の締結
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・指定管理業務に関する一般的事項を定めた協定
・令和5年2月頃に締結後、原則20年間有効であるもの

一般協定(指定管理者)

・公募設置管理制度に関する一般的事項を定めた協定
・令和5年2月に締結後、原則20年間有効であるもの

基本協定(Ｐ－ＰＦＩ)

・札幌市が支払う指定管理費に関する事項や管理運営内容の詳細に関して定める協定
・令和5年2月頃に締結後、5年毎に見直し

期間協定(指定管理者)

・札幌市が支払う特定公園施設整備費に関する事項や公募対象公園施設、特定公園施設
の内容の詳細に関して定める協定
・工事着手前に締結後、原則事業終了(基本協定の期限まで）有効であるもの

実施協定(Ｐ－ＰＦＩ)

〇参考資料は、要項と一緒にホームページに掲載
〇コンソーシアム協定書は、グループ応募の際に提出が必要
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３.Ｐａrｋ-ＰＦＩに関する事項（公募設置等指針）

①事業内容等

・公募区域内での提案

・公募対象公園施設は
「飲食施設」＋任意提案施設

・特定公園施設は
「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」
＋任意提案(駐車場のさらな
る拡張や管理事務所の
機能向上も含む）
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公園区域
公募区域

既存P

飲食施設
（必須提案）

飲食施設以外
（任意提案）

駐車場・園路等
（必須提案）

外構等
（必須提案）

公募対象公園施設

特定公園施設

公園全域の指定管理

公募区域内でのP-PFI

管理事務所建替
（必須提案）
特定公園施設

※赤字は必須提案

公募区域
(黄色枠内)
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項目 公募対象公園施設 特定公園施設

提案
飲食施設
必須

飲食以外
任意

駐車場
(68台)
必須

管理事務所
(約362㎡)
必須

外構・エン
トランス等
必須

その他
任意

整備
(設計
含む)

実施
主体

設置等予定者 設置等予定者

費用
負担

設置等予定者 設置等予定者と札幌市 設置等
予定者

位置付
け等

設置等予定者が公園施設設置
許可を受けて整備

設置等予定者が整備した公園施設を札幌市へ譲渡
※工事期間中は占有許可を受ける

管理
運営

実施
主体

設置等予定者 設置等予定者

費用
負担

設置等予定者 札幌市

位置付
け等

設置等予定者が公園施設設置
許可を受けて管理運営

設置等予定者が指定管理者となり管理運営

使用料等 公園施設設置許可に係る使用
料を納付(89円/㎡・月以上)

工事中の占有料は全額免除

費用負担・役割分担

事業期間は、第２章「募集に関する事項」と同様です
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②公募対象公園施設について

 公園のコンセプトや特性に合致した提案で、
百合が原公園の魅力や公園利用者の利便性が向上する施設

 宿泊を伴う施設、公園への設置が相応しくない施設は不可
 建築面積の合計が900㎡以内、高さ10ｍ以下かつ２階以下
 屋外広告物は公園内において「札幌市屋外広告条例」に基づくこと

※ 位置等は協議 設置許可の対象物（使用料がかかります）
● 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
 上下水道は札幌市が公園内に引き込み 接続は設置等予定者の負担
 原則通年営業(年末年始除く) 営業時間の指定はなし(周辺環境に配慮）
 設置許可は、工事着手前までに受ける。工事期間中も使用料は発生。
 使用料の最低額は89円/㎡・月
 収益の還元は、公園を20年間良好に管理運営していくための内容とする
 令和6年6月までに供用を開始すること
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参考

※上記水色にない施設及び宿泊施設は不可
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③特定公園施設について

 札幌市土木工事標準仕様書等の各種基準書に従って施工すること
 駐車場の拡張（必須「68台」＋任意台数）
拡張場所は、公募区域内で任意提案。伐採・伐根は極力避ける。

 管理事務所の建替え（必須「既存の規模」＋任意スペース）
新たな管理事務所の設置場所は、公募区域内で提案
新管理事務所の建築前に現管理事務所を撤去する場合は、仮の管理事務所を置く

 外構やエントランス等の整備（必須「規模や配置は提案による」）
本市の費用負担が生じる場合は、具体的な仕様の可否は協議とする

 その他の休憩施設等も提案可能（任意。設置する位置は公募区域内・その周辺）
 必須の施設については、札幌市の負担金を費用の一部にすることが可能費用の上
限は148,000,000円かつ整備に要する費用の9割未満

 特定公園施設の設計図書・工事工程表の内容について市の承諾を得ること
 令和6年6月までに供用を開始すること
④利便増進施設について

 設置を認めません
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目次

第1章 共通事項
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第4章 指定管理者に関する事項
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第1 参考管理費（当初5年間） （単位：千円）

基準管理費＝積算管理費－利用料金
※原則として基準管理費を上限に管理費用を提案

年度 積算管理費 利用料金 基準管理費
（単年）

基準管理費
（５年間） 改修予定

５年度 141,643 12,156 129,488

647,440

なし
６年度 141,643 12,156 129,488 なし
７年度 141,643 12,156 129,488 なし
８年度 141,643 12,156 129,488 なし
９年度 141,643 12,156 129,488 なし

※積算管理費及び基準管理費は税込みです。
なお、指定管理費については、20年間の指定期間中、５年毎に見直しを行います。

５年毎の見直しの際は、前５年間の指定管理業務にかかった費用及び有料公園施設か
ら得た利用料金収入の額を提出していただき、内容を精査の上必要額を支払います。



・業務仕様書は、第4章第2(P4-1～4-66）
・百合が原公園の維持管理業務特記仕様書は、第4章第8(P4-67～4-89）

２.募集に関する事項
④指定管理者制度の運営に関する特記事項
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・都市公園を適正に管理する観点から必要不可欠な基本的な事項を定めている

管理の基準

業務内容
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第９ 百合が原公園におけるユリの栽培等に関する事項について

世界のユリ広場では、１００種２０,０００球を植栽しており、ユリの景観の維持向上のため、以下の事
項を実施すること

・ユリの栽培・繁殖計画及び維持管理計画について、5年ごとの短期計画及び20年の長期計画を策定
・原種のユリ(別表1参照）を50種以上収集栽培し、1種につき10株以上植栽すること
・日本で作出された園芸種を20種以上収集栽培し、1種につき10株以上植栽すること。また、このうち10種
以上は、北海道で作出された園芸種とすること
・現在栽培されている世界各国のユリの品質を保つこと
・世界の百合広場について、球根の株数及び植栽間隔を明示した植栽図を作成すること
・6月から8月にかけて、ユリの開花が連続するように開花期を調整すること
・植栽を予定しているユリの開花時期を明示した表を作成すること
・連作障害回避のため、堆肥や緑肥による土壌改良に努めること
・年1回以上ユリの展示会を開催すること
・他の研究機関と情報収集や連携を図ること
・国内外のユリ園やユリ生産者から希少な園芸種を導入し、コレクションの充実を図ること

ユリの管理について

リーガルリリー、タケシマユリ、マドンナリリー、マルタゴンリリー、キカノコユリ、イトハユリ、マツバユリ等
＜日本に自生する原種のユリ＞
エゾスカシユリ、クルマユリ、スカシユリ、ササユリ、ヤマユリ、サクユリ、オトメユリ、カノコユリ、テッポウユリ等

別表1 原種のユリ(例)



・業務仕様書は、第4章第2(P4-1～4-66）
・百合が原公園の維持管理業務特記仕様書は、第4章第8(P4-67～4-89）

２.募集に関する事項
④指定管理者制度の運営に関する特記事項
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・都市公園を適正に管理する観点から必要不可欠な基本的な事項を定めている

管理の基準

業務内容

・指定管理者の収入とすることができる。

利用料金 積算管理費ー利用料金
＝基準管理費

・指定管理者が札幌市の承認を得て、料金を定めることができる。（ただし条例等を上限とする）
・料金を変更したい場合は、予定日の30日以上前に書面にて、札幌市に協議を申し入れること。

・延長したい場合は、予定日の10日以上前に書面にて、札幌市に協議を申し入れること。

施設の開放時間



２.募集に関する事項
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ア 施設の管理運営に関する一切の費用は、利用料金その他の収入及び札幌市が支払う指定
管理費用をもって充てるものとする。支払方法は、協定に定めるところにより、分割払いとする。そ
の支払いは、業務期間を分割し、当該各期間の業務履行確認後に行うことを原則とする。

イ 修繕・改修等については、1件につき20万円以上のものについては札幌市が負担(予算の範
囲内）し、20万円未満のものについては、指定管理者の負担とすることを原則とする。更新施
設は札幌市に帰属。
※公募対象公園施設から生じる収益により、設置者が自ら修繕・改修等を行うことも可能

ウ 百合が原公園維持管理業務特記仕様書で定められた備品（第4章P4-72～4-73）につ
いては、指定管理者に無償で貸与する。備品の更新についても、1件につき20万円を基準に負
担を分担する。備品は札幌市に帰属。備品以外の物品で指定管理者の負担で調達したものは、
指定管理者に帰属。

エ 事故・火災等の費用負担については、施設そのものの欠陥や天災による費用は札幌市が負
担し、指定管理者の故意や過失により、札幌市や第三者に損害を与えた場合は、指定管理者
の負担とする。（公募対象公園施設については、すべて設置者が負担）
札幌市が必要と認める損害賠償責任保険等に加入すること。

管理運営に要する経費
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オ 指定管理者は、管理施設を利用して、営利行為などを実施する自主事業を行うことができる。
（第4章P4-22～4-23）
自主事業は、指定管理者の自己資金、責任において実施する。
大幅な利益が発生した場合は、当該利益の一部を市への寄付、サービス向上のための設備

の改善などにより、市又は市民に対して還元することから、利益の額の算定及び還元の方法につ
いて、提案が必要。
自主事業を行うにあたって、施設の設置（軽微な設置も含む）や施設の目的外の使用の際

は、設置許可や占有許可等の申請が必要。原則として、使用料が発生しますが、減免となる可
能性があります。（減免基準は、資料７(HPに掲載済み））

カ 指定管理者は、会社等の法人に係る市民税、事業を行う者に係る事業所税、指定管理者
が設置した償却資産に係る固定資産税等の納税義務者となる場合があります。詳しくは、税務
署等にお問い合わせください。
※公募対象施設は、建物の固定資産税について、納税の必要があると確認しております。

キ その他の事項については、協定により定める。

管理運営に要する経費



百合が原公園整備及び管理運営事業
事業者募集要項

質疑応答


