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１．調査名称 

  福岡県営筑後広域公園民間活力導入に関するサウンディング調査（第２次） 

 

２．調査目的・背景 

２.１ 調査目的 

  今回、第２次となる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）では、事業認可

の施設配置を基本としつつ、民間事業者からの事業内容の提案や、民間事業者による事業の運営可能

性を把握することにより、公募の内容、官民の役割分担といった公募における条件整理に役立てるこ

とを目的に、サウンディング調査を実施します。 
 

＊マーケットサウンディング調査とは、事業について民間事業者から広く意見、提案を求め、 

   対話を通して市場性や事業スキームを検討するための調査です。 

  

２.２ 背景 

（１） 筑後広域公園の概要（別添資料１参照） 

筑後広域公園は、筑後地域唯一の県営公園として“豊かさを体感できる公園”をメインテーマとし、

一級河川「矢部川」の緑豊かな自然環境を活かしながら、幅広い年齢層がスポーツや文化活動など多

様なレクリエーション活動を楽しむことができる地域住民の憩い・交流・健康づくりの場とするため、

平成７年度から整備を進めています。園内（開園区域）には、スポーツ施設や文化施設、物販施設を

備えるほか、多くのイベントを開催し、県民の皆さんに親しまれています。 

筑後広域公園は、九州新幹線「筑後船小屋駅」を中心に東西約４kmにわたって都市計画決定し、総

面積は198.6ha（筑後市側：121.0ha、みやま市側：77.6ha）で、「スポーツゾーン」・「文化体験ゾー

ン」・「交流ゾーン」・「環境保全・学習ゾーン」の大きく４つのゾーンで構成しています。 

現在開園している区域は 87.1ha で、多様なスポーツ・レクリエーション施設を整備しているほか、

「スポーツゾーン」では、フィットネスエリアの整備を進めています。 

福岡県では、今後の「環境保全・学習ゾーン」の一部である環境学習エリアの整備にあたり、社会

経済状況や地域ニーズの変化等を踏まえ、地域の活性化や観光振興の視点も取り入れた公園施設を導

入したいと考えています。また、配置する公園施設について、民間活力の導入によって公園利用者へ

新たなサービスを提供し、さらなる公園の魅力アップと地域の活性化につなげたいと考えています。 

これまで、平成 31 年に第 1 次サウンディング調査を実施しており、河川区域内の用地取得につい

ては、現時点ではほぼ完了しています。なお、河川区域外の用地取得については今後進めていく予定

です。 
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所在地 

(管理事務所) 
筑後市大字津島 831-1 

都市計画 

決定面積 
198.6 ﾍｸﾀｰﾙ 

開園面積 87.1 ﾍｸﾀｰﾙ 

公園種別 広域公園 

開園区域内の

主な公園施設 

多目的運動場、テニスコート 

体育館、屋内・屋外プール 

芸文館、ドッグラン、花畑 

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ広場、物販施設等 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（２） 対象区域の概要（別添資料２参照）  

対象区域は、九州自動車道八女 IC から南方約４km に位置する矢部川の河川敷（高水敷）で、右岸

側は 15/600～17/400 区間、左岸側は 15/900～17/200 区間にあたり、右岸・左岸ともに概ね平坦な地

形で、現況では耕作地等に利用されています。右岸側の区域面積は約 19ha、左岸側は約 11ha で、両

岸ともに水際にはクスノキや竹が密生し、水害防備林としての役割を果たしています。 

また、区域中央部には南北方向に九州自動車道（矢部川橋）が、上流部には県道713号線（新南筑

橋）が通過しています。 

対象区域 

 

対象区域 

▲表 1 公園概要 ▲図 1 位置図 

▲図 2 筑後広域公園 ゾーン・エリア概要図 
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（３） 法規制の状況 

  対象区域の公園整備に係る主な法令は、下表に示す通りです。 

法令名 指定等 主な規制内容 対応方針 

文化財 

保護法 

「船小屋ゲンジボタ

ル発生地」として天然

記念物指定 

天然記念物の現状変更または保存に影

響を及ぼす現状変更については文化庁

の許可が必要。 

右岸側上流区域（九州自動車道より上流区域）に県が

ホタル水路を整備。 

周辺にはホタルの生息に配慮した施設を導入。 

河川法 矢部川の河川区域内 
工作物の新築・改築には河川管理者の許

可が必要。 

河川区域内であるため、河川の水位上昇時に、水の流

れを阻害する構造物（建築物等）は設置しない。 

森林法 
水害防備保安林 

（左岸側の河畔林） 
保安林を伐採するには県の許可が必要。 

保安林指定されている左岸側河畔林については基本

的に保全する。周囲に拡大している竹林は伐採する。 

 

３．調査内容 

３.１ 提案いただきたい範囲 

図 1「提案対象区域図」に示す①～④の公園施設検討範囲において、事業認可の施設配置を基本に 

民間事業者で実現可能な事業アイデア等についてご提案ください。 

・ これらの①～④のエリアについてご提案ください。部分的な提案でも可能です。 

 

＜対象エリアの利⽤可能⾯積＞ 
エリア名 利用可能面積 想定施設 

①右岸下流エリア 約 9.9（ha） パークゴルフ 

②右岸側上流エリア 約 5.6（ha） キャンプ場、花広場、ホタル水路 

③左岸側エリア 約 5.4（ha） － 

④河川区域外 約 1.4（ha） 管理棟、駐車場など 

  
＜エリア図（都市計画資料より）＞ 

 

 

▲表 2 法規制の状況〔※（別添３）（別添４）参照〕 

▲図 3 提案対象区域図（※別添６︓環境学習エリア全体図）参照 
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３.２ 提案にあたっての留意事項 

【全般】 

● 提案にあたっては、【別添1】【別添2】【別添3】【別添4】【別添5】【別添6】を参考にご提案く

ださい。 

     

   ● 対象区域は河川区域内であるため、出水時に敷地が浸水することや流木・ゴミの流れ込み、 

泥が堆積する恐れがあります。過去の水位データ等をもとに解析した結果によると、右岸側下 

流エリアは２～３年に１回程度、右岸側上流エリアは５年に１回程度、左岸側エリアは３～４ 

年に１回程度浸水する可能性があります。可能であれば出水後の維持管理費用の負担について 

もご提案ください。 

 

● 河川区域内の事業計画対象区域では、出水時に河川の流れを阻害する建築物等の設置に制限

があり、令和４年３月に右岸側の河川区域外において管理棟や駐車場を整備するために都市

計画区域の変更を行っています。 

 

   ●第 1次サウンディング調査の参加の有無に関わらずご提案が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設】 

● 新たに施設を設置する場合は、都市公園法第２条第２項に基づく公園施設（【別添5】参照） 

に該当する施設をご提案ください。 

 

 

 

▲図 4 都市計画決定図 
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【事業方式】 

●事業実施にあたって想定される事業方式（Park-PFI、PFI事業、その他 等）について 

ご提案ください。特に民間事業者による運営の可能性についてもご提案ください。 

 

【事業期間】 

● 事業期間をご提案いただくことも可能です。 

 

【費用等】 

● 施設を設置する場所については、土地使用料の徴収を想定しておりますが、その額等につい 

てご提案ください。 

 

● 利用者から料金を徴収する有料施設を設置する場所（Park-PFI※の場合の公募対象施設）と 

施設利用者以外の一般の公園利用者も利用できる場所（Park-PFIの場合の特定公園施設）を設 

ける場合は、土地使用料が発生する範囲を確認したいので、それぞれの範囲をできるだけ明確 

にしてください。 

 

    ※Park-PFIについては下記国土交通省ホームページ参照 

    https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/content/001329492.pdf   

（p.7～14参照） 

 

４．サウンディング調査の進め方 

   サウンディング調査の進め方は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な情報やサウンディング調査の実施手順等を 

記載した実施要領の公表 

サウンディング調査 

実施要領の公表 

事業アイデア等の提案書の提出 提案書の受付 

提案書に基づく提案者による説明、質問等の対話 個別対話の実施 

サウンディング調査に関する参加事業者説明会の開催 サウンディング調査に関する 

参加事業者説明会の開催 

個別対話に参加される事業者の企業名、個別対話の 

希望日時等の提出 

個別対話への 

参加受付（エントリー） 
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５．参加要件 

● サウンディング調査に参加することができる事業者は、筑後広域公園の魅力向上に向けた事 

業の主体として意欲のある法人又は法人のグループとします。 

● グループで参加する場合は、主たる役割を担う代表者を１社選定して下さい。 

 

６．サウンディング調査の実施手順 

表3 サウンディング調査スケジュール 

内容 日程 

実施要領の公表 令和４年５月１３日（金） 

質問の受付及び対応 
令和４年５月１３日（金）～ 

令和４年７月１５日（金） 

参加事業者説明会の参加申込受付 
令和４年５月１３日（金）～ 

令和４年５月２４日（火） 

参加事業者説明会の実施 令和４年５月２５日（水） 

個別対話参加受付（エントリー） 
令和４年５月１３日（金）～ 

令和４年７月１５日（金） 

提案書の受付 
令和４年７月１１日（月）～ 

令和４年７月１５日（金） 

個別対話の実施 
令和４年７月２０日（水）～ 

令和４年７月２２日（金） 

実施結果の公表 令和４年８月下旬（予定） 

 

 

６.１ サウンディング調査実施の公表 

実施要領等を福岡県のホームページにて公表し、サウンディング調査への参加事業者を募集します。  

【ＨＰアドレス】http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/chikugokouiki-sounding2.html  

【掲載開始日】令和４年５月１３日（金） 

 

６.２ 参加事業者説明会 

  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に、事前説明会を以下のとおり開催します。 

 

 （１）参加方法 

● 参加を希望する場合は「（様式１）参加事業者説明会参加申込書」に必要事項を記入し、参加 

申込みをしてください。 

● 参加申込受付：「10.連絡先」のE-mail宛にメールに添付して送付してください。 

メールの件名は【説明会参加申込】としてください。 

受付期間：令和４年５月１３日（金）～令和４年５月２４日（火） 

   提出書類：（様式２）参加事業者説明会参加申込書 
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（２）開催日等 

開催日 ：令和４年５月２５日（水） 

時 間 ：14:30開始（14:00受付開始） 

開催場所 ：福岡県庁 地下１階南棟 保健医療介護部会議室 

        

（３）その他 

● 説明会の参加人数は、１グループにつき２名以内として下さい。 

● 説明会会場での本実施要領等の配付は予定していません。必要に応じて持参して下さい。 

● 説明会にて、ご参加いただいた事業者の皆様の出席者名簿（法人名、担当者連絡先）の提供 

 を予定しています。（提供に同意された事業者のみ） 

● 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。 

 

 

６.３ 個別対話の参加受付（エントリー）  

参加を希望する場合は「（様式２）エントリーシート」に必要事項を記入し、「10.連絡先」のE-mail 

宛にメールに添付して送付してください。 

なお、メールの件名は、【参加表明書】とし、受信確認後、受信確認の返信メールをします。 

 

受付期間：令和４年５月１３日（金）～令和４年７月１５日（金） 

  提出書類：（様式３）エントリーシート 

 

 

６.４ 質問の受付及び対応  

実施要領等に対する質問は、「（様式３）質問書」に質問事項を記入の上、「10.連絡先」のE-mail 

宛にメールに添付して送付してください。メールの件名は、【質問書】としてください。 

質問への回答は、福岡県のホームページに掲載します。 

 

受付期間：令和４年５月１３日（金）～令和４年７月１５日（金） 

提出書類：（様式１）質問書 
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６.５ 提案書の提出  

様式４「提案書」に必要事項を記入の上、電子メールにより提出してください。 

 

受付期間：令和４年７月１１日（月）～令和４年７月１５日（金） 

提出書類：（様式４）提案書 

 

【ご提案いただきたい内容】 （記載可能な範囲で構いません） 

１）事業内容 

① 基本コンセプト 

② 想定されるエリア 

③ 想定される施設の概要、施設構成、土地利用・配置イメージ等（ハード） 

④ 想定される魅力向上のための仕掛け（ソフト） 

⑤ 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 

 

２）事業実施条件 

① 想定している事業方式（Park-PFI、PFI 事業、その他 等） 

② 想定している事業スケジュール、事業期間、営業時間 

③ 想定している事業収益の公園の魅力向上への還元方法 

④ 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）取組みにあたっての課題 

（５）その他、事業全般に関する意見等 

 

６.６ 個別対話の実施  

 （１）実施概要 

エントリーシートをご提出いただいた民間事業者との間で、下記のとおり対話を実施します 

 

候補日 ：令和４年７月２０日（水）～令和４年７月２２日（金） 

   時 間 ：詳細な日時については、後日個別に調整させていただきます。 

   実施場所：福岡県庁地下１階 建築都市部会議室 

   所要時間：30～60分程度 

   参加人数：１グループ５名以内 

 

（２）参加方法 

エントリーシート受領後、調整の上、実施日時及び場所をメールにて連絡させていただきます。 

 

（３）実施方法 

  参加事業者から提案書の内容についてご説明いただき、その内容について意見交換させていただ 

 きます。
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（４）留意事項 

  調査目的から逸脱していると考えられるもの、同種の提案が多数寄せられたものなどの場合は、 

書面での調査のみとさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。 

 また、必要に応じて、追加の対話をお願いする場合がございます。その際にはご協力をお願いい 

たします。 

 

６.７ 参加の辞退 

   参加申込書提出後に参加を辞退する場合は、様式５「辞退届」に必要事項を記入の上、電子メー 

ルもしくはＦＡＸにより提出してください。 

 

７．実施結果の公表 

  サウンディング調査の実施結果については、参加事業の名称やアイデア及びノウハウの保護に配慮

したうえで、とりまとめ次第、福岡県のホームページにて要旨を公表します。 

公表時期：令和４年８月下旬（予定） 

 

８．サウンディング調査後について 

  個別対話の内容を踏まえ、筑後広域公園環境学習エリアの整備方針を策定する予定です。 

  なお、本サウンディング調査は、事業を実施する事業者の募集ではなく、福岡県が筑後広域公園環

境学習エリアの整備方針を検討するうえで、参考となる提案の募集です。個別対話の内容は、今後の

検討における参考とさせていただきます。公園管理者（県）・民間事業者の双方の発言とも、あくま

で調査時点での想定のものとし、なんら約束するものではないことをご了承ください。 

 

表4（参考）環境学習エリアの整備スケジュール（案） 
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９．その他 

 

（１）サウンディング調査手続きの非公開・非公表 

今回のサウンディング調査手続きに際して、ノウハウ等の流出を懸念する事業者に配慮して、提案

を行った事業者の名称、提案書は原則として非公開・非公表とします。 

ただし、民間発案の有無及び民間発案があった場合の提案数等については、情報を公表することを

想定しています。また福岡県情報公開条例に基づく情報公開請求があった場合には、提案事業者に事

前に連絡したうえで、条例に定める範囲内において公開する場合があります。 

 

（２）民間発案に対する事業者のメリット又は優遇措置 

  事業者が民間発案を提出するメリットとして、提案内容が事業者公募の際の募集条件等に採用され

ることで、提案事業者は公募時に有利に提案できる可能性があります。 

  そのため、今回のサウンディング調査への参加実績は、今後予定している事業者公募への参加条件

や評価対象にはなりません。 

  同様に、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の参加は

可能です。 

 

（３）民間発案による義務や制限等 

  今回の民間発案を提出することにより、事業者公募時において、事業を実施する義務や提案書の提

出義務、事業内容や体制等の制約（例えば、民間発案と異なる事業内容や別の体制での提案を制限す

ることなど）等が生じることは一切ありません。 

 

（４）費用及び著作権 

  民間発案に関して必要な費用は、提案事業者の負担とします。 

  また、福岡県が提示する資料の著作権は福岡県及び作成者に帰属し、提案事業者の提出する書類の

著作権はそれぞれの提案事業者に帰属します。 

 

１０．開示資料 

サウンディング調査に際し、下記の資料を開示資料として公表します。 

 

  添付資料                  別添 

・（様式１） 質問書             ・（別添１） 開園区域の施設概要 

・（様式２） 参加事業者説明会 参加申込書  ・（別添２） 対象区域の現況 

・（様式３） エントリーシート        ・（別添３） 公園整備の方向性 

・（様式４） 提案書             ・（別添４） 関係する法令の規制 

・（様式５） 辞退届             ・（別添５） 公園施設一覧 

                                            ・（別添６） 環境学習エリア全体図 



11 

 

 

１１．問い合わせ先及び提出窓口 

 福岡県福岡市博多区東公園７番７号（福岡県庁７階） 

福岡県建築都市部公園街路課公園緑地係  

 TEL 092-643-3757 

FAX 092-643-3752 

E-mail：park@pref.fukuoka.lg.jp 

HP: http: //www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/1501802/ 

受付日時：土曜、日曜、祝日を除く午前９時００分から午後５時００分まで 

 


