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須坂の“豊かさ” “しあわせ”を感じる公園 

「山・池・川、そして、生物・自然・文化」 

臥竜公園官民連携リノベーション 

による活性化事業に係る 

マーケットサウンディング調査 

実施募集要領 
 

 

 

臥竜公園のリニューアルコンセプト 

 

 

 

 

 

 

〇臥竜公園は「さくら名所１００選」「日本の名松１００選」に選ばれ、訪れる人々を

楽しませる公園 

〇臥竜山は、歴史を物語る史跡や文化財が点在し、四季を通じて老若男女が学び、癒し、

憩える公園 

〇百々川緑地は、北信五岳や北アルプス、善光寺平を背景に広々な空間でわくわくと遊

べる公園 

〇動物の秘密や新しい発見等を学び、愛され、ふれあい、いやされ、親しまれる小さな

動物園 

 

 

 

須坂市まちづくり推進部 臥竜公園管理事務所 
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第１ 募集の目的及び臥竜公園の概要 

１ 募集の目的 

臥竜公園は、須坂市街地の南東に位置し、市民憩いの誇りの公園です。また、重要な

観光拠点として、魅力の向上に努めてきました。 

この取組の一環として、本市では、民間の豊かな発想を取り込んだ新たな公共サービ

スを提供し、さらなる臥竜公園の賑わい創出につなげることを検討しています。 

また、臥竜公園は公園設計を本多静六博士に委託し策定した「須坂町公園設計書」の

高い理念を受け継ぎ、今日に至っています。 

そして、臥竜公園のサクラは「さくら名所１００選」に、臥竜山の松林は「日本の名

松１００選」に選ばれ、動物園や遊園地、百々川緑地、臥竜山公会堂などの施設を備え、

訪れる人々を楽しませる公園となっています。 

更に、臥竜山の山中には、歴史を物語る史跡や文化財が点在し、小鳥の声を聞き松風

に浴し、春の花、夏の風、秋の紅葉、冬の雪景色と、1年を通じて学び、憩える公園と

して親しまれています。 

このような現状の下、本市では、臥竜公園における先進的な官民連携事業により、新

しい『人々の交流や観光・産業の振興による賑わい』を創出し、須坂市の魅力となる豊

かな自然、伝統や文化、思いやりやおもてなしの心、地域の人々の交流など古くから変

わらない『須坂市の地域価値』を大きく育て、広く発信し、賑わいの創出をはかりたい

と考えています。 

2019 年度に「臥竜公園官民連携リノベーションによる活性化事業」の民間活力導入

可能性調査を行い、既存施設の管理運営は利用料金制による指定管理者制度と P-PFIの

併用方式による計画付きでの指定管理者を公募することが望ましいとの調査結果とな

りました。 

本調査は、マーケットサウンディング調査（以下、「サウンディング調査」）として、

昨年度（2019 年度）実施した臥竜公園官民連携リノベーションによる活性化事業の導

入可能性調査の結果に基づき、より具体的な良い方法を、民間事業者との対話を通して、

本公園の魅力向上のための事業アイデアや参加しやすい事業条件等を把握することに

より、今後の官民連携による魅力向上事業の事業者公募に活かすことを目的に実施する

ものです。 

 

※マーケットサウンディング調査とは、対話を通して市場性や事業フレームを検討する

ための調査です。 

 

 

 



3 

 

２ 対象施設の概要 

募集対象施設の概要は、次のとおりです。詳細は参考資料を確認ください。 

(1) 臥竜公園 

規模：29.8ha 

主な施設：竜ケ池遊船所ボート、臥竜山 

(2) 須坂市動物園 

規模：1.4ha （本園：7,950㎡ 南園：6,253㎡） 

主な施設：獣舎、遊園地遊具 

 (3) 臥竜山公会堂 

規模：760㎡ 

主な施設：大広間（松の間）１号、２号、３号、あやめの間、舞台 

(4) 百々川緑地 

規模：17.3ha (マレットゴルフ場除く・規模はマレットゴルフ場敷地面積含む) 

主な施設：芝 

 (5) 望岳公園（望岳グラウンド除く） 

  規模：3.0ha 

主な施設：公園遊具 

３ サウンディング調査の内容 

(1) 本調査は、民間事業者のノウハウを最大限に活用した提案を広く募集するため、本

募集要領に定める事項以外に提案の条件を規定しません。 

(2) 提案事業が須坂市としてより質の高い公共サービスの提供やコスト縮減等による財

政負担の軽減、地域経済への波及や活性化等につながる取り組みと判断した場合、都

市公園法や地方自治法等の規定等により、臥竜公園官民連携リノベーションによる活

性化事業の事業者募集を行います。 

(3) 対話を通して諸条件について協議・検討を行います。（協議不成立の場合もある）。 
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第２ サウンディング調査提案内容 

１ 提案頂きたい事業について 

(1) 対象施設の魅力向上に繋がる事業 

(2) 公園としての機能を損なわず、公園管理水準の向上や公園利用の増進につながる事

業 

(3) 都市公園法・河川法（河川空間のオープン化可能）・森林法・文化財保護法などの

制約条件に配慮した提案 

(4) 施設を活用する場合は施設全体を活用した提案（部分的な活用も可とする）。 

(5) 事業者の負担にて実施可能な提案 

(6) 事業期間は 20年以内を想定しています。 

 

２ 提案頂きたい内容 

(1) 事業内容 

ア 基本コンセプト 

イ 想定される事業概要（管理運営及び自主事業等） 

ウ 想定される魅力向上と活性化のための仕掛け 

エ 事業実施により高まることが想定される公園の効用、事業効果 

オ 動物園管理運営事業概要 

(2) 事業実施条件 

ア 想定している事業スケジュール、事業期間、営業時間 

イ 想定している事業収益の公園の魅力向上への還元方法 

ウ 想定している投資額、管理運営費、事業収入、土地使用料等 

(3) 周辺地域との連携、地域への貢献の考え方 

(4) 取組取組みにあたっての課題 

(5) その他，事業全般に関する意見等 

ア 官民の費用負担割合、役割分担 

イ 施設の整備について 

(ｱ) 施設の整備について、事業性等の観点から、費用負担及び整備範囲等どの程度

実施可能か 

(ｲ) 施設の整備についての課題や問題点等 

 

３ 事業イメージと費用及び役割分担 

 事業における、P-PFI制度及び設置管理許可に基づく事業対象地の区分について、民間

事業者の役割と費用負担は以下のとおりとします。公募対象公園施設の管理運営費用によ

って得られた収益の一部を特定公園施設の設置費用に充当する点に留意してください。 
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表 費用及び役割分担 

 

 

図 事業イメージ 

 

３ 市による整備費用の負担 

 事業において、P-PFI制度の特定公園施設で整備することが望ましい施設の整備費用に

ついては、民間事業者が提案する収益施設から見込まれる収益など及び須坂市からの負担

（提案事業の協議による）で賄ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 河川のオープン化による河川占用許可  

 

  

 

 

特定公園施設：図中灰色部分 
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第３ 管理運営事業内容 

１ 事業範囲 

民間事業者が指定管理者として行う施設の管理の基本的な内容は、次のとおりです。 

(1) 臥竜公園（竜ケ池及び周辺・臥竜山・動物園・百々川緑地・臥竜山公会堂）各施設

の運営に関すること 

(2) 臥竜公園（竜ケ池及び周辺・臥竜山・動物園・百々川緑地・臥竜山公会堂）各施設

の維持管理に関すること 

(3）須坂市動物園の飼育管理に関すること 

(4) その他、民間事業者の独立採算で維持管理する範囲を除いた別途定める範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業範囲 

 

２ 利用料 

ボート利用料、須坂市動物園入場料、臥竜山公会堂使用料及び指定管理者が実施する自

主事業の収入は、指定管理者の収入とします。なお、現在の使用料を変更する予定はあり

ません。 

 

３ 指定管理料等 

指定管理業務に係る経費（以下「指定管理料」という）は、各施設の決算歳出の合計を

予定しています。 
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４ 関係法令等の遵守 

施設の管理にあたっては、次の関係法令等を遵守してください。 

(1) 都市計画法 

(2) 都市公園法（須坂市都市公園条例） 

(3) 景観法（須坂市景観計画） 

(4) 河川法（河川空間のオープン化可能） 

(5) 文化財保護法 

(6) 森林法 

(7) 砂防法 

(8) 土砂災害防止法 

(9) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

(10) 須坂市都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園設置に関する基準を

定める条例施行規則 

(11) 地方自治法 

(12) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 

(13) 都市公園法運用指針 

(14) 須坂市都市公園条例 

(15) 須坂市都市公園売店設置許可基準要綱 

(16) 臥竜山公会堂条例 

(17) その他関係法令等 

 

５ サービス向上に係る改善や事業等の提案 

指定管理者は、市の承認のもとに利用者のサービス向上を図るための自主事業を実施す

ることができます。 

なお、自主事業は、施設の設置目的に合致し、市が定める業務の実施を妨げない範囲に

おいて、指定管理者の責任と費用負担により実施することとします。 

 

６ 責任及び予想されるリスク分担の考え方 

事業者が実施する業務については、事業者が責任をもって遂行し、業務に伴い発生する

リスクについては原則として事業者が負うものとするが、市が責任を負うべき合理的な理

由がある事項については、市が責任を負うものとします。 

また、以下に予想されるリスク分担の基本的な考えを示しますが、事業者募集時に再度

定めるものとします。 
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種類 内容 

リスク分担（案） 

指定 

管理者 
須坂市 協議 

法令等変更 
指定管理者が行う管理運営業務に及ぼす法

令等の変更 
  〇 

金利 金利の変動に伴う経費の増 〇   

物価 
物価変更に伴う経費の増 

（急激な変動があった場合は協議） 
〇   

不可抗力 

自然災害等による業務の変更、中止、延期   〇 

自然災害等による施設・設備・物品等の復

旧作業（市所有のもの） 
 〇  

自然災害等による施設・設備・物品等の復

旧作業（指定管理者所有のもの） 
〇   

事故・自然災害等発生時の初期対応 〇   

業務の中止等 
指定管理者の業務不履行又は破綻によるも

の 
〇   

需要変動 
社会情勢の変化等により当初の需要見込み

と大幅に異なる場合 
  〇 

設備・備品等

の損傷 

経年劣化によるもの 〇 〇  

第三者の行為から生じたもので相手方が特

定できないもの 
〇 〇  

管理運営業務上の瑕疵による損傷 〇   

施設の構造上の瑕疵による損傷  〇  

施設・設備の

改修 

安全管理上必要とされる改修  〇  

サービス向上のための改修 〇   

セキュリティ 
管理運営上の瑕疵による情報漏洩、犯罪発

生 
〇   

撤収 
指定期間の終了又は指定の取消しに伴う撤

収費用 
〇   
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第４ サウンディング調査申請の手続き 

１ 応募資格 

本調査に応募できる者は、次に掲げる事項のすべてを満たす者であることとします。 

(1) 提出書類により、本提案実施要領の内容を十分に遂行できると認められる者である

こと。 

(2) 提案に必要な資金調達を確実に行うことができる者であること。 

(3) 本市との協議・調整に十分な能力を有し、 提案に関する許可条件、事業の実施、

諸条件の変更等について柔軟な対応ができる者であること。 

(4) 提案または類似事業の実績があり、経営等の状況が良好であること。 

(5) 民間施設導入について、事業主体として関心と意欲を有する民間事業者等（当事業

への参加意向を有する法人又は法人のグループ）とします。 

(6) 次に該当する場合は、今回のサウンディング調査に参加することは出来ません。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４又は須坂市財務規則

（平成２年規則第 6 号）第 104 条第 1 項の規定に該当しない者であること。 

イ 須坂市物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止要綱（平成 29 年告示第 147 

号）に基づく指名停止期間中の者でないこと。 

ウ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）17 条又は民事再生法（平成 11 年法律第 

225 号）第 21 条の規定による更生手続き又は再生手続きの開始の申し立てがなさ

れた場合は、更生手続きの開始決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 

エ 地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定による指定を取り消された者でないこ

と。 

オ 市税その他租税の滞納がないこと。 

カ 暴力団又は暴力団員が実質的に支配する民間事業者又はこれに準ずる者（以下

「暴力団等」）と関わりがないこと。 

 (7) 今後、官民連携事業の事業者を公募する場合、須坂市建設工事等入札参加資格者

（随時登録不可）及び須坂市物品購入等入札参加資格者名簿（随時登録可）に登録が

必要な場合があります。 

 

２ 事前説明、現地見学会、個別対話について 

サウンディング調査への参加を希望する民間事業者向け、事前説明、現地見学会、個別

対話受付は以下のとおりお願いします。 

(1) 参加方法 

事前説明、現地見学会、個別対話を希望する場合には、Eメール又は電話、FAXにて

連絡をお願いします。 

   受付期間：2021年１月 15日（金）～2021年 8月 31日（火） 
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 (2) 開催日、参加方法等について 

受領後、調整の上、実施日時及び場所等をメール、電話にて連絡させていただきま

す。 

(3) その他 

ア 説明会の参加人数は，１グループ 3 名以内としてください。 

イ 説明会への参加は，個別対話への参加に対する必須条件ではありません。また、

今後予定している事業者公募の参加条件や評価対象でもありません。 

 

３ 質問の受付及び回答 

サウンディング調査に関する質問がある場合には、質問事項（任意様式）を記入し、E

メール又は FAX にて送付してください。随時質問者に回答します。質問の回答は須坂市の

ホームページにも掲載する場合があります。 

  受付期間：2021年 1月 15日（金）～2021年 8月 31 日（火） 

 

４ 提案書の提出 

「第２ サウンディング調査提案内容」等により必要事項（任意様式）を記入し、 Eメ

ール又は郵送にて送付してください。 

(1) 提出期限 

2021年 1月 15日（金）～2021年 11月 30日（火）午後５時 15 分まで 

※郵送の場合は、2021年 11月 30日（火）消印有効としますが、事前に郵送した旨

をご連絡ください。 

(2) 提出場所 

須坂市まちづくり推進部 臥竜公園管理事務所 

〒382-8511 須坂市臥竜２－４－８  

電話 026-245-1770 ＦＡＸ 026-248-1793 

Ｅメール suzakazoo@city.suzaka.nagano.jp 
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第５ その他 

１ 募集要領配布等及びスケジュール 

(1) 配布場所 

須坂市まちづくり推進部 臥竜公園管理事務所 

〒382-0028 須坂市臥竜２－４－８  

電話 026-245-1770 ＦＡＸ 026-248-1793 

Ｅメール suzakazoo@city.suzaka.nagano.jp 

募集要領は、須坂市ホームページからもダウンロードできます。また、受付時間

は、月曜日(月曜日が祭日の場合は翌日)を除く午前８時 30 分～午後５時 15 分で

す。 

(2) サウンディング調査の手順及びスケジュール 

提案に関するスケジュールは概ね下表の通りです。 

日 程 内 容 

2021年 １月 15日 サウンディング調査募集開始 

2021年 8月 31日まで 質問受付 

2021年 8月 31日まで 事前説明・現地見学会・個別対話参加の受付及び実施（随

時相談の上実施） 

2021年 11月 30日 提案の提出期限 

2021年 12月 提案結果のとりまとめ、公表 

(3) 対話に関する費用および説明資料の提出 

対話への参加に要する費用は、ご参加いただく民間事業者等の負担とします。 

 (4) 対話への協力 

  必要に応じて追加の対話（文書照会含む）やアンケート等を行う場合がありますの

で、ご協力をお願いします。 

(5) 提出書類の著作権 

本市が提示する設計図書等の著作権は、須坂市及び作成者に帰属し、申請者の提出す

る書類の著作権は、申請者に帰属します。なお、本市が必要と認めるときは、本市は提

出書類の全部を使用できるものとします。 

(6) その他 

ア 提出された書類はお返ししません。 

イ 提出された書類は、必要に応じ複写します。 

ウ マーケットサウンディング調査結果の概要等については、民間事業者の皆様のア

イデアやノウハウの保護に配慮した上で公表します。公表に当たっては、必要に応

じて参加事業者に内容を確認させていただく場合がございます。 

  エ 対話への参加実績は、今後予定している事業者選定における参加条件や評価対象と 
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はなりません。 

オ 同様、サウンディング調査へ参加しなかった企業でも、今後予定している事業者 

公募へ参加は可能です。 

カ 対話内容は、今後の検討の参考にさせていただきます。ただし、双方の発言は、

あくまで対話時点での想定のものとし、何ら約束するものではないことをご理解く

ださい。 

 

問合せ先 

須坂市まちづくり推進部 臥竜公園管理事務所  

坂田 温（担当者） 

電話 026-245-1770 ＦＡＸ 026-248-17950 

Ｅメール suzakazoo@city.suzaka.nagano.jp 
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参考資料 

 

 

名 称 臥竜公園 

面 積 29.8ha 

所有/所管 まちづくり推進部まちづくり課臥竜公園事務所 

敷地：宗教法人興国寺（臥竜山の一部） 

設立年 昭和６年 7月 

経緯・目的 家族的に老人・児童にも容易に利用できる休養・慰安・教化のための「休養公

園」とする。 

公園種別 総合公園 

地域地区 第一種住居地域 

主な施設 竜ケ池遊船所ボート 

利用料金 

竜ケ池遊船所ボート 

手漕ぎボート：260 円/30分、410円/60分 

ペダルボート：520 円/30分、830円/60分 

写 真 

  

名 称 須坂市動物園 

面 積 1.4ha （本園：7,950 ㎡ 南園：6,253 ㎡） 

所有/所管 まちづくり推進部まちづくり課臥竜公園事務所 

設立年 昭和 36年４月開園 

目的 動物を見たり触れたりすることにより、動物への理解や関心を高め、生命の大

切さや自然環境への理解を深める。 

公園種別 総合公園 

地域地区 第一種住居地域 

主な施設 遊園地遊具 

展示動物 哺乳類：23種、130点 鳥類：26種、145 点 
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利用料金 

入園料： 

一般(200 円/１人、180円/30 人以上、160 円/100 人以上、1,000 円/年間) 

小中学生(70 円/１人、63円/30 人以上、56円/100人以上、300円/年間) 

遊園地遊具：バッテリーカー等(100 円/１回)、木馬(30 円/1回) 

写 真 

  

名 称 臥竜山公会堂 

面 積 760㎡ 

所有/所

管 

社会共創部生涯学習推進課 

敷地：宗教法人興国寺 

設立年 建築年：昭和 54年 4月 

経緯 山丸組製糸場の建物を買収・転用し、会合や催し物、来園者の休憩所、公営結

婚式場として利用された。 

公園種

別 

総合公園 

地域地

区 

市街化調整区域 

主な施

設 

大広間（松の間）１号、２号、３号、あやめの間、舞台 

利用料

金 

使用料：大広間松 1(1,780円～4,600円)、 

大広間松 2(1,880円～5,020円) 

大広間松 3(1,670円～4,180円) 

あやめの間(1,670円～4,180円)など 
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写 真 

  

名 称 百々川緑地 

面 積 17.3ha  (マレットゴルフ場を除く・規模はマレットゴルフ場敷地面積含む) 

所有/所管 所有：長野県 

管理：まちづくり推進部まちづくり課臥竜公園事務所 

設立年 建築年：昭和 56年 

目的 社会体育の振興と健康・体力づくりの向上を図り、健康で豊かな生活を送れる
ように努める。 

公園種別 都市緑地 

地域地区 市街化調整区域 

主な施設 芝 

利用料金 利用料：無料 

写 真 

  


