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千里中央公園再整備基本計画策定業務委託の公募 

（ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式）に関する実施要領 

 

 

1. 業務概要 

(1) 件名 

千里中央公園再整備基本計画策定業務委託 

 

(2) 業務の目的 

本市の公園運営は、これまで急速な市街化への対応として整備に重点をおいてきましたが、

一定程度の公園整備が進捗したことや、市民のライフスタイルの変化に伴いニーズが多様化

したことにより、これまでの画一的な運営から個別の公園の利用特性に考慮した運営への移

行が求められています。 

そこで、本市では公園をまちの環境を形成する一つの要素として、公園の存在効果や利用

効果を引き出すことで、公園利用者が恩恵を受けるだけでなく、地域コミュニティの形成や

周辺地域への経済効果を与える魅力ある公園づくりを目指しています。 

千里中央公園は、開設面積 14.2ha の総合公園で、体育館や総延長 150ｍのローラー滑り

台などの施設があり、多くの市民が利用する公園ですが、より一層のストックの活用を目指

し、本年 1 月には民間事業者と対話するサウンディング調査を実施するなど、民間事業者の

公園運営への参入や再整備を含めた様々な可能性を検討しているところです。 

本業務は、千里中央公園の市場価値などをマーケティングなどの手法により、定量的・定

性的に評価し、公園運営のパートナーと成りえる事業者などにヒアリングを行い、その事業

の継続性などに対し評価を実施し、これまでの公園運営に捉われず、「新たな公園利用を促

す仕掛けづくり」「既存ストックの活用とスクラップ」「運営コストの効率化」の視点で、公

園の再整備の基本計画を策定するものです。 

 

(3) 業務の内容 

   別添「千里中央公園再整備基本計画策定業務委託仕様書」のとおり 

 

(4) 業務期間 

   平成 31年（2019年）5月 31日（金）から平成 32年（2020年）2 月 28日（金）まで 

 

(5) 委託料の上限 

9,108,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

 

2. 参加資格 

(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者である

こと。 
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(2) 公募日において、平成 31・32年度の豊中市入札参加資格を有すること。 

(3) 本市から豊中市入札参加停止基準（平成 7年 6月 1日制定）に基づく入札参加停止措置

を受けていないこと。 

(4) 本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱（平成 24 年 2 月 1 日制定）に基

づく入札参加除外措置を受けていないこと。 

(5) 平成 21 年以降の公共事業の受託実績において、以下に示す内容の業務の内、いずれか

のものの完了実績（プロポーザル参加表明書（様式１）の提出日以前のものに限る）が、

１件以上あること。 

・公園など公共施設における PPP、PFI関連業務実績 

・パークマネジメント関連業務実績 

(6) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17 年法律第 87 号）第 64 条

による改正前の商法（明治 32年法律第 48号）第 381条第 1項（会社法の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律第 107 条の規定によりなお従前の例によることとされる

場合を含む。）の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。 

(7) 平成 12 年 3 月 31 日以前に民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）附則第 2 条による廃

止前の和議法（大正 11 年法律第 72 号）第 12 第 1 項の規定による和議開始の申立てを

していない者であること。 

(8) 平成 12年 4月 1日以後に民事再生法第 21条第 1項又は第 2項の規定による再生手続開

始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第

33 条第 1 項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第 174 条第 1 項の

再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者

又は申立てをなされなかった者とみなす。 

(9) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条第 1項又は第 2項の規定による更生手続

開始の申立て（同法附則第 2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件

（以下「旧更生事件」という。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和 27年法律

第 172号。以下「旧法」という。）第 30条第 1項又は第 2項の規定による更生手続開始

の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。）をしていない者又は更生手

続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、会社更生法第 41 条第 1 項の

更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。）を

受けた者については、その者に係る会社更生法第 199条第 1項の更生計画の認可の決定

（旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。）があった場合にあっ

ては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかっ

た者とみなす。 

 

 

3. 日程（いずれも、平成 31年（2019年）） 

 実施要領等の公表              4月 12日（金） 

 質問事項の締切               4月 19日（金）17時 15分必着 

 質問事項への回答              4月 26日（金）予定 

 企画提案書の提出期限            5月 13日（月）17時 15分必着 

 第一次審査（書類審査）           5月 17日（金） 
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 第一次審査結果の通知            5月 20日（月）予定 

 第二次審査（プレゼンテーション）      5月 24日（金） 

 第二次審査結果の通知            5月 28日（火）発送予定 

 第二次審査結果の公表            5月 28日（火）予定 

 委託契約の締結               5月 31日（金）頃 予定 

  ※上記に記載する期日等に変更が生じた場合、応募者に対して改めて通知します。 

 

 

4. 応募方法 

(1) 提出書類の種類 

No 提出書類 留意事項 様式 

１ ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ参加表

明書 

・提案者の代表者印（豊中市へ事業者登録を行っている

印。以下同じ）を押印。 

様式１ 

２ 事業者の業務経歴

書 

・事業者が、これまで他自治体において同様の分野（本業

務と類似の業務）の業務を請け負った実績について記載す

ること（最大 5業務まで）。 

・記載案件ごとに実績が確認できる資料等を添付するこ

と（複写可）。 

様式２ 

３ 管理技術者及び担

当技術者の業務実

績調書 

・資格証明書の写しを添付すること。 

・各者の代表的な業務実績を確認できる資料又は実績を証明

し得る契約書等を添付すること（複写可）。 

様式３ 

４ 業務実施体制調書 ・本業務を担当する体制を記載すること。 様式４ 

５ 企画提案書 ・次のとおり企画提案を求める。 

〈項目①〉千里中央公園の現状の評価及び課題の抽出に

あたり、アンケート調査やヒアリング調査など

による市民が求める機能、施設などの需要の把

握（市場調査）をどのような手法で行い、当該

公園に係るその他の情報とあわせて、どのよう

に分析・評価をするのかについて。 

〈項目②〉公園運営のパートナー候補者の業種や業態の

詳細条件の整理にあたり、どのような視点でヒ

アリング調査を行い、どのように事業評価する

のか。 

〈項目③〉千里中央公園のブランドシンボルの作成にあ

たり、ロゴ・サブネーム・スローガンその他マ

ークキャラクターなどブランドシンボルを構

成する要素を設定し、広報プランなどにどのよ

うに活用するかについて。 

〈項目④〉公園の利活用に向けたアクションプランの作

成にあたり、コアターゲット、新たなゾーニン

グ、広報プラン、スケジュール、運営コスト（収

任意 

(A4 サ

イズ指

定 10

枚程度

目安) 
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益モデル含む）など必要な要素をどのように関

連付け、「新たに公園利用を促す仕掛けづくり」

「既存ストックの活用とスクラップ」「運営コ

ストの効率化」をどのように整理するかについ

て。 

〈項目⑤〉基本計画の策定にあたり、またはそれに関連し

て、仕様書以外に提案者ができる点について。 

６ 見積書 ・見積書には、見積金額とその内訳を記載すること。 

・提案者の代表者印を押印。 

様式５ 

７ 公募開始日から過

去３年以内の処分

歴等の有無 

・該当の有無を記入すること。 

・入札参加停止又は除外措置を受けた場合は、その内容と

期間及び終期がわかる書類の写し、契約解除を受けた場合

は、契約解除通知書の写し、書面による警告を受けた場合

は、その書面の写しを添付すること。 

様式６ 

８ 団体の概要書（企

業概要など） 

・連絡先（担当者氏名、電話番号、FAX番号、E-mailアド

レス）は必ず記載すること。 

任意 

（A4） 

 

(2) 提出部数 

正本１部、副本９部（副本は、正本の複写可）。 

(3) 提出期限 

平成 31年（2019 年）5月 13日（月）17時 15分必着。 

※提出書類の分割提出は認めない。また、提出書類の不足又は提出期限内未到達の場合、

応募を無効とする。 

(4) 提出方法 

持参（月～金曜日（祝日は除く）9時～17時 15分）、郵送又は宅配便のいずれかとする。

郵送又は宅配便により提出する場合は、書類の到達を事務局にメールや電話で確認する

こと。 

(5) 提出書類の取り扱い 

提出書類は、いかなる場合でも返却しない。 

(6) 提出先 

下記「10．提出先」を参照。 

 

 

5. 質疑応答 

質問がある場合は、「質問書」（様式７）をメールで事務局あてに提出すること。 

（提出期限：平成 31年（2019年）4月 19日（金）17時 15分（必着）） 

なお、提出されたすべての質問の回答は、平成 31 年（2019 年）4 月 26 日（金）（予定）に

市のホームページに掲載し、個別には回答しない。なお、電話での質問は受け付けない。 
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6. 選定方法 

(1) 審査方法 

・市職員で構成する審査委員会を設置し、審査する。 

・審査は二段階で行い、第一次審査は書類審査、第二次審査はプレゼンテーション審査

とする。 

・審査は、（2）で定める評価項目に基づき、各審査員が採点を行う方式とする。 

・第一次審査及び第二次審査の審査項目は同一とし、第二次審査時の採点は、第一次審

査の結果に関わらず、新たに行うものとする。 

・第一次審査は、各審査員が企画提案書等の内容を採点し、全審査員の合計点数により

順位を決定する。ただし、提案者が５者未満の場合は第一次審査を行わない。 

・第二次審査は、第一次審査の上位４者を対象に行う。各審査員が企画提案書等、ヒア

リング及びプレゼンテーションの内容を審査して採点し、全審査員の合計点数が最も高

い提案者を第一優先交渉権者に選定する。 

ただし、合計点数の最も高い提案者が２者以上あった場合は、当該提案者の中から審査

員の多数決によって、第一優先交渉権者を選定する。また、合計点数が満点の 50％以上

満たす提案者がいない場合は、第一優先交渉権者を選定せず、別途、再審査あるいは再

募集を行うものとする。 

・第二次審査（プレゼンテーション）の日程等は以下のとおり 

①日  時：5月 24日（金） 

      ※日時・場所等の詳細は、提案者に別途連絡する。 

②発表時間：30分（各提案者につき 20分以内のプレゼンテーションの後、質疑・応答

する） 

③機 材 等：パワーポイント等を使用する場合の必要な機材はすべて、提案者で用意す

ること。本市はスクリーンと電源のみ用意する。また、実施場所はインタ

ーネット有線回線を使用できる環境ではないことに留意すること。 

④プレゼンテーションを行う者：本業務に携わる管理技術者とする。 

⑤そ の 他:当日の出席者は１提案者あたり３名以内（プレゼンテーションを行うもの

を含む）とし、提案内容の質疑に応答でき、本業務を担当するものとする。 

 

(2) 評価項目 

項目 配点 備考 

１．業務実績・担当者実

績・業務実施体制 

10 類似する業務の実績や本業務を担当す

る体制について 

２．企画提案書 20 〈項目①〉について 

20 〈項目②〉について 

10 〈項目③〉について 

20 〈項目④〉について 

10 〈項目⑤〉について 

３．見積金額 10 見積金額が妥当か 

４．処分歴 内容に応じて減点 処分歴等について 
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(3) 審査結果の通知 

第一次審査の結果については 5 月 20 日（月）に、第二次審査の結果については 5 月

28日（火）に、メールにて通知する。なお、豊中市と仕様並びに価格等を協議の上、豊

中市の内部手続きを経て、本業務の受託者として決定することになるため、第一優先交

渉権者の通知をもって本業務の受託者を約束するものではない。 

 

(4) 審査結果の公表 

最終審査結果については、ホームページ等により公表する。 

 

 

7. 提案者の失格 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

(1) 本案件期間中に、上記「2．参加資格」で規定する条件を満たさなくなったとき。 

(2) 審査員に対して、直接、間接を問わず故意に抵触を求めたとき。 

(3) 他の提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行ったとき。 

(4) 事業者選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示したと

き。 

(5) 委託限度額を超える提案を行ったとき。 

(6) 見積額が業務内容から見て著しく妥当性を欠くとき。 

(7) 提案書類において虚偽の記載があったとき。 

(8) 提出期限までに提出場所に提案書類の提出がないとき。 

(9) 第二次審査（プレゼンテーション）に欠席したとき。 

(10) 一団体で複数の提案をしたとき。 

(11) 提案に関して談合等の不正行為があったとき。 

(12) 正常な提案の執行を妨げる等の行為があったとき。 

(13) 法令並びに本市の関係条例及び関係規則に抵触する内容を含んだ提案を行ったとき。 

(14) 審査の公平性を害する行為があったとき。 

(15) 前各号に定めるもののほか、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等により、審

査委員会が失格と認めたとき。 

 

 

8. 契約の締結 

(1) 第一優先交渉権者の選考後、提案書の内容に基づき、本市と協議の上、業務内容を確定

し、平成 31年（2019年）5月 31日（金）の締結を目途に、豊中市と契約手続きを行う。

なお、第一優先交渉権者と契約に至らなかった場合は、次点の提案者と契約をすること

がある。 

(2) 契約内容及び仕様、契約金額については、採択された提案をもとに、豊中市と詳細を協

議するものとする。また、協議の結果、採択された提案から変更が生じることがある。 

(3) 本業務の受託者は、本市財務規則に基づき、契約保証金の納付又は履行保証契約の締結

を行うこと。（受託者が同規則第 110 条の契約保証金の納付の免除の規定に該当する場

合は除く） 
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9. 留意事項 

(1) 本プロポーザルに要する経費（提案書の作成及び提出、プレゼンテーションに関する費

用等）は応募者の負担とする。 

(2) 提出書類等の著作権は提案者に属するが、審査等において必要な範囲で複製を作成する

場合がある。 

(3) 提出書類等は、提案者の技術的ノウハウを含む機密に係る事項（個人情報含む。）を除

いては、情報の公開を行う場合がある。 

(4) 提出された書類の返却、訂正、追加、提出期限以降における書類の差し替え及び再提出

には応じない。 

(5) 提出書類に記載された担当者等は、本市がやむを得ないものとして認める場合を除き、

変更することはできない。 

(6) 本プロポーザルの応募を取り下げる場合は、速やかに下記事務局まで連絡するとともに、

文書（様式は任意）で通知すること。 

(7) 審査及び評価の内容、応募者名等の内容についての質問は一切受け付けない。また、質

問事項の締切以降、業務に係る質問は受け付けない。 

 

 

10. 提出先 

〒560-0022 豊中市北桜塚１丁目３番１号 

（事務局）豊中市環境部公園みどり推進課 

TEL 06-6843-4121 

FAX 06-6845-5813 

E-mail kouen@city.toyonaka.osaka.jp 



千里中央公園の概要

■公園名

■所在地

■公園の種類

■計画面積

■開設面積

■設置年

■休業日

■都市計画区域 市街化区域

■建蔽率 60%(ただし都市公園法上の制限があります。）

■容積率 200%

■用途地域 第１種中高層住居専用地域

■高度地区 第２種高度地区

■防火地域 ―※2

■屋外広告物地域区分 重点制限区域

■文化財 なし

■主な公園施設 芝生広場、ローラーすべり台、体育館、野鳥観察小屋、野外炊さん場、森のステージ、モニュメント（あほんだら獅子）、駐車場（有

料166台、無料35台）、トイレ（3か所）、旧公園管理事務所（倉庫）、展望台、安場池、水景施設

公園施設名 主な公園施設 駐車場（体育館横） 駐車場（展望台横） 野外炊さん場 体育館

所管 公園みどり推進課 公園みどり推進課 公園みどり推進課 公園みどり推進課 スポーツ振興課

管理者 公園みどり推進課
豊中市

シルバー人材センター
豊中市

シルバー人材センター
豊中市

シルバー人材センター
（公財）豊中市

スポーツ振興事業団
管理形態 直営 委託業務 委託業務 委託業務 指定管理

契約期間 H30.4.1～H31.3.31 H30.4.1～H31.3.31 H30.4.1～H31.3.31 H28.4.1～H33.3.31

■占用物件 ―

■池 名称及び面積 安場池：10,700㎡

水利組合 なし（現在は農業用として使用されていない）

底地の所有者 豊中市

水質管理 定期的な巡視

ウォーターバトル(毎年8月) 参加者数(H29):900人

 キャンドルナイト
(1回/2年・10月)

当日ボランティア：1344人　参加団体：61団体

北部の宴(10月) ―

体育館 平成27年度：194,047人

平成28年度：194,620人

平成29年度：200,661人

駐車場(有料) 平成27年度：総駐車台数： 99,915台、使用料：24,225,700円（減免金額を除いた実収入）

平成28年度：総駐車台数：102,796台、使用料：25,072,100円（減免金額を除いた実収入）

平成29年度：総駐車台数：106,694台、使用料：26,178,700円（減免金額を除いた実収入）

野外炊さん場 平成27年度：1,981人

平成28年度：1,263人

平成29年度：1,382人

■自動販売機 ステージ前1台、展望台前2台

■ネーミングライツ 体育館：豊泉家グループ（H30.4.1～H33.3.31)

自主管理協定 竹炭プロジェクト

愛護活動 なし

■周辺の用途地域 第１種中高層住居専用地域

第２種高度地区

第一種低層住居専用地域（吹田市側）

第一種高度地区（吹田市側）

第三種高度地区（吹田市側）

千里ニュータウン地区計画（吹田市側）

■周辺インフラ ガス あり

電気 あり

水道 あり

下水道 あり

■交通 鉄道 北大阪急行線千里中央駅から東へ約900ｍ

バス あり

■教育施設 小学校区 豊中市立東丘小学校校区

中学校区 豊中市立第八中学校校区

高校 なし

※1 体育館は12月27日～1月3日の期間は休館しています。

※2 豊中市では防火・準防火地域に指定されていない区域は建築基準法第２２条による区域に指定されております。

■公園管理に関する地域団体

イベント

昭和43年(1968年)4月

年中無休（24時間）※1

千里中央公園

豊中市新千里東町3丁目地内

総合公園

14.2ha

14.2ha

■施設管理者

■利用状況
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駐車場
展望台

冒険の森

（ローラーすべり台）

水景施設

野外炊さん場 桜の丘

水景施設

芝生広場

森のステージ

（250人が座れる野外ステージ）

豊泉家千里体育館

駐車場

芝生広場

野鳥観察小屋

旧公園管理事務所

（現在は倉庫利用）

公園区域公園区域公園区域公園区域

安場池

トイレ

モニュメント

（あほんだら獅子）

■千里中央公園

駐車場

トイレ

トイレ


