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対象施設名 41 三国市民農園

所在地 広島市安佐北区安佐町大字久地

施設の概要

・敷地面積   15,686 ㎡

・施設内容   一般区画：135 区画（25 ㎡）

        福祉区画：2区画（車椅子用プランター）

        休憩所、倉庫、給水施設、駐車場（44台分うち身障者用 2台

分）

・農園使用期間 4月１日～翌年 3月 31 日

・管理棟供用日 4月１日～翌年 3月 31 日（ただし、12月 29日～1月 3日を

除く。）

・管理棟供用時間 午前 8 時 30 分～午後 5 時。ただし、7 月 1 日～9 月 30 日

までの間は、午前 7時 30分～午後 6時。

・年間利用者数 4,109 人（令和 3年度実績）

・利用料金 一般区画（25㎡） 7,500 円／年

     福祉区画     無料

指定管理者

指定管理者：公益財団法人広島市農林水産振興センター

指定期間：令和 2 年 4 月 1 日～令和 7年 3 月 31 日

※ 指定管理者である公益財団法人広島市農林水産振興センターの事業目的

と競合関係にある企業からの応募や当該企業の名称等を呼称とすることは

できません。

【公益財団法人広島市農林水産振興センターの事業目的】

広島市における農林水産業等の振興を図るとともに、農山漁村地域の持つ公

益的機能を活用した事業を推進し、もって活力ある農山漁村地域の確立と健康

で豊かな市民生活の向上に寄与することを目的とする。

その他

【セールスポイント】

豊かな自然に囲まれた郊外にある農園施設であり、健康増進のイメージ効果

が強い。

【令和 3年度に実施された主なイベント】

4月：春夏野菜栽培講習会、7月：秋冬野菜栽培講習会

12月：収穫祭

                       （計 3件）

応募書類の

提出先及び

質問の受付

広島市経済観光局農林水産部農政課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目 6番 34 号（本庁舎 5階）

電話：082-504-2246  FAX：082-504-2259

メール：nousei@city.hiroshima.lg.jp
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対象施設名 42 上安バスターミナル

所在地 広島市安佐南区上安二丁目３０番

施設の概要

・敷地面積   4,468.27 ㎡

・建築面積   2,761.27 ㎡

・延床面積   3,756.61 ㎡

・構造     鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄筋コンクリート造

地上３階建

・施設内容   バス乗り場：５バース、駐輪場：約 520 台

        身障者用駐車場：２台、タクシー・マイカー乗り場：５バース

        （バスターミナル上部人工地盤上に利便施設あり）

・開館時間   アストラムライン及び乗り入れ路線バスの始発時刻、終発時刻

に合わせて運営

・休館日    年中無休

指定管理者

指定管理者：広島高速交通株式会社

指定期間：令和４年４月 1 日～令和９年３月 31 日

※指定管理者である広島高速交通株式会社の事業目的と競合関係にある企業か

らの応募や当該企業の名称等を呼称とすることはできません。

【広島高速交通株式会社の事業目的】

１ 軌道法及び鉄道事業法による一般運輸業

２ 土地・建物・施設の売買及び賃貸並びに土木建築工事業

３ 文化・スポーツ・レクリエーション施設、食堂、売店、喫茶店、駐車場等の

経営及び管理運営の受託

４ 酒、たばこ、医薬品、郵便切手及び収入印紙の販売

５ 損害保険代理業

６ 生命保険の募集に関する業務

７ 旅行業

８ 前各号に附帯する一切の業務

その他

【呼称に係る留意事項】

・施設の概要が分かるよう「上安バスターミナル」という文言を必ず呼称に含め

てください。

・また、特定の交通事業者の所有施設であることを連想させる文言を呼称とする

ことはできません。

【セールスポイント】

アストラムラインとバス、タクシー、マイカー、二輪車との乗り継ぎ地点であ

り、幅広い市民が利用している。

応募書類の

提出先及び

質問の受付

広島市道路交通局都市交通部交通施設整備担当

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目６番 34号（本庁舎８階）

電話：082-504-2387  FAX：082-504-2426

メール：koutsubu@city.hiroshima.lg.jp
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対象施設名
43 広島駅南口地下広場大型映像表示装置

  ※地下広場全部は対象としません。

所在地 広島市南区松原町９番地先

施設の概要

・利用形態

イベント広場におけるイベントと連動した映像表示、又は地下広場通行者等に

向けた広告などのイベントと連動しない単独での映像表示

※上記利用がない時間帯は、テレビ放送等を放映

・地下広場敷地面積 約 6,500 ㎡（うちイベント広場面積 約 500㎡）

・画面サイズ   55 インチ液晶ディスプレイ×９（横 約 3.6ｍ×縦 約 2.1ｍ）

・映像表示時間（利用可能時間） 午前７時～午後８時

（イベント開催可能時間 午前 10時～午後７時（連日利用の場合は～午後８時））

・年間利用時間等 108,224 分（イベント広場 61日）（令和３年度実績）

・利用料金   40 円/分（イベント広場と同時利用の場合は 30円/分）

（イベント広場 1,520 円/時間（土・日・休日は 2,610 円/時間））

※商業利用はいずれも２倍の額

指定管理者

指定管理者：広島駅南口開発株式会社

指定期間：平成４年４月 1日～令和９年３月 31日

※指定管理者である広島駅南口開発株式会社が一体的に管理する地下広場の隣

接施設「エールエールＡ館」の核テナント事業者（株式会社福屋）と競合関係

にある企業からの応募や当該企業の名称等を呼称とすることはできません。

その他

【セールスポイント】

・大型映像表示装置は、ハイビジョン映像に対応した最新設備であり、地下広場

のシンボル的な設備である。

・地下広場内にあるイベント広場は、天候に左右されずイベントが開催できる市

内では希少な空間のため、様々なイベントが開催されているが、大型映像表示

装置も併せて利用されており、イベント開催時でのＰＲ効果が高い。

・ＪＲ広島駅と駅前大橋間を多くの通行者が行き来しているだけでなく、エール

エールＡ館とビッグフロントひろしまの結節点となる地下広場は、休憩場所な

どとして多くの市民に利用されており、イベントがない時でもＰＲ効果が高い

設備となっている。

応募書類の

提出先及び

質問の受付

広島市都市整備局都市機能調整部広島駅周辺地区活性化担当

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目６番 34号（本庁舎１２階）

電話：082-504-2791  FAX：082-504-2309

メール：hiro-sta@city.hiroshima.lg.jp
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対象施設名
44 安佐動物公園動物科学館

    ※安佐動物公園全部は対象としません。

所在地 広島市安佐北区安佐町大字動物園

施設の概要

・敷地面積 579 ㎡

・建築面積 579 ㎡

・延床面積 1,021 ㎡

・構造 鉄筋コンクリート造 ２階建

・施設内容 大ホール（200席）、展示施設

・開館時間 午前 9時～午後 4時 30 分

・休館日 木曜日、年末年始

・年間利用者数 293,195人うち動物科学館入館者94,660人（令和３年度実績）

・入館料 無料(安佐動物公園の入園には、別途入園料が必要です。)

指定管理者

指定管理者：公益財団法人広島市みどり生きもの協会

指定期間：令和 4年 4月 1日～令和 9年 3月 31 日

※指定管理者である公益財団法人広島市みどり生きもの協会の事業目的と競合

関係にある企業からの応募や当該企業の名称等を呼称とすることはできませ

ん。

【公益財団法人広島市みどり生きもの協会の目的】

緑のまちづくりの事業及び公園に関する事業を通して、ゆとりとやすらぎの

ある緑豊かな都市環境の形成及び市民の心身の健全な発達を図るとともに、生

物多様性の保全に貢献し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とし

ています。

その他

【セールスポイント】

・安佐動物園の入口に近接しており、入園者すべての視界に入る建物であるた

め、呼称看板の広告宣伝効果が高い。

・多くの動物関連の絵画展等の催事が開かれ、ただ単に動物を見るだけでなく、

入園者の多くが、動物科学館を訪れる。

（令和３年度に実施された主なイベント）

  動物画、写真等コンクールの作品展示

【呼称の条件】

施設の概要が分かるよう「動物科学館」の文言を必ず呼称に含めてください。

応募書類の

提出先及び

質問の受付

広島市都市整備局緑化推進部緑政課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目６番 34号（本庁舎６階）

電話：082-504-2390  FAX：082-504-2391

メール：park@city.hiroshima.lg.jp
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対象施設名
45 植物公園大温室

  ※植物公園全部は対象としません。

所在地 広島市佐伯区倉重三丁目 495 番地

施設の概要

・敷地面積 2,203 ㎡

・建築面積 2,203 ㎡

・延床面積 2,173 ㎡

・構造 ガラス張アルミ造平屋建

・施設内容 植物用温室

・開園時間 午前 9時～午後 4時 30 分

・休園日 金曜日、年末年始

・年間利用者数 119,405 人（令和 3年度実績）

・入室料 無料(植物公園の入園には、別途入園料が必要です。)

指定管理者

指定管理者：公益財団法人広島市みどり生きもの協会

指定期間：令和 4年 4月 1日～令和 9年 3月 31 日

※指定管理者である公益財団法人広島市みどり生きもの協会の事業目的と競

合関係にある企業からの応募や当該企業の名称等を呼称とすることはでき

ません。

【公益財団法人広島市みどり生きもの協会の目的】

緑のまちづくりの事業及び公園に関する事業を通して、ゆとりとやすらぎの

ある緑豊かな都市環境の形成及び市民の心身の健全な発達を図るとともに、生

物多様性の保全に貢献し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とし

ています。

その他

【セールスポイント】

・植物公園の入口正面に位置する同園の象徴的施設であり、入園者のほぼ全て

が訪れるため、呼称看板の広告宣伝効果が高い。

・個人・メディア等の撮影の機会も特に多く広告宣伝効果が高い。

・面積 2,203 ㎡、高さ最大 21m にも及ぶ西日本最大級の温室に国内最大となる

直径約２ｍのオーストラリアバオバブをリニューアルオープンの目玉植物

としてオーストラリアから導入し、植栽・展示しています。

【呼称の条件】

施設の概要が分かるよう「大温室」の文言を必ず呼称に含めてください。

応募書類の

提出先及び

質問の受付

広島市都市整備局緑化推進部緑政課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目６番 34号（本庁舎６階）

電話：082-504-2390  FAX：082-504-2391

メール：park@city.hiroshima.lg.jp
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対象施設名 46 竜王公園

所在地 広島市西区竜王町

施設の概要

・敷地面積   17.01ha

・施設内容   テニスコート７面、ソフトボール場１面、野球場１面、ファ

ミリー広場、多目的広場、管理センター、駐車場等

・供用時間   午前９時～午後９時

・供用日    １月４日～12 月 28 日

・年間利用者数 51,019 人（有料公園施設令和３年度実績）

・入園料    無料 ※テニスコートなど有料公園施設有り

指定管理者

指定管理者：株式会社第一ビルサービス

指定期間：令和２年４月 1日～令和７年３月 31日

※指定管理者である株式会社第一ビルサービスの事業目的と競合関係にある企

業からの応募や当該企業の名称等を呼称とすることはできません。

【株式会社第一ビルサービスの事業目的】

１ 建築物環境衛生総合管理業

２ 建築物飲料水貯水槽清掃業

３ 建築物ねずみ昆虫等防除業

４ 一級建築士事務所

５ 警備業

６ 宅地建物取引業

７ マンション管理業

８ 建設業(土木・左官・電気工事等)

９ 医療関連サービス

10 分譲マンションの清掃サービス

11 賃貸マンションの定期清掃、巡回清掃、貯水槽清掃等に関わる管理業務

12 プライバシーマークに関する業務

その他

【呼称に係る留意事項】

「竜王」の文言を必ず呼称に含めてください。

【セールスポイント】

・広島市西区竜王町の高台に位置し、各種スポーツやレクリエーションを楽し

める公園である。

・公園下段の法面等に呼称看板を設置することも可能であり、高い宣伝効果が

見込まれる。

・春は桜やつつじ、秋は紅葉が美しく、多くの市民が訪れ憩いの場となってい

る。また、美しい夜景を鑑賞することができる。

応募書類の

提出先及び

質問の受付

広島市都市整備局緑化推進部緑政課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目６番 34号（本庁舎６階）

電話：082-504-2390  FAX：082-504-2391

メール：park@city.hiroshima.lg.jp
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対象施設名 47 可部運動公園

所在地 広島市安佐北区可部町大字勝木

施設の概要

・敷地面積   17.16ha

・施設内容   テニスコート６面、野球場１面、卓球場６面、多目的広場、

駐車場等

・供用時間   ４月，９月       午前９時～午後６時まで

５月～８月       午前９時～午後７時まで

10月～３月     午前９時～午後５時まで

・供用日    １月４日～12 月 28 日

・年間利用者数 28,151 人（有料公園施設令和３年度実績）

・入園料    無料 ※テニスコートなど有料公園施設有り

指定管理者

指定管理者：株式会社オオケン

指定期間：令和２年４月 1 日～令和７年３月 31 日

※指定管理者である株式会社オオケンの事業目的と競合関係にある企業からの

応募や当該企業の名称等を呼称とすることはできません。

【株式会社オオケンの事業目的】

１ 365日 24 時間対応の建築設備総合管理

２ 地域冷暖房工場の運転保守管理

３ クレンリネス業務

４ 産業・一般廃棄物処理

５ 有人型施設警備並びに無人型施設警備

６ 駐車場運営管理業務

７ 総合建設・リニューアル工事業

８ 放送、無線、共同受信設備の運転、保守管理

９ 特定、一般労働者派遣事業

10 グローバルスタンダード対応の見本市・展示会のプロデュース

11 活水器販売・取付

12 マンション管理サービス

13 風力発電事業

14 指定管理者制度への提案・管理・運営

15 ＰＦＩ手法による事業運営

その他

【呼称に係る留意事項】

「可部」の文言を必ず呼称に含めてください。

【セールスポイント】

・広島市安佐北区可部町の水越山に位置し、緑豊かな山々に囲まれた中で各種

スポーツやレクリエーションを楽しめる公園である。

・公園の下段の法面等に呼称看板を設置することも可能であり、高い広告宣伝

効果が見込まれる。

・本格的なスポーツを楽しめる有料施設以外にも、家族づれでも楽しく過ごせ

る、多目的広場などの施設があり、多くの市民が訪れる憩いの場となってい

る。

応募書類の

提出先及び

質問の受付

広島市都市整備局緑化推進部緑政課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目６番 34号（本庁舎６階）

電話：082-504-2390  FAX：082-504-2391

メール：park@city.hiroshima.lg.jp
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対象施設名 48 瀬野川公園

所在地 広島市安芸区上瀬野町

施設の概要

・敷地面積   33.66ha

・施設内容   テニスコート 12面、ソフトボール場２面、野球場１面、多目

的広場、屋内運動場、パークゴルフ場、アーチェリー場、ク

ロッケー場、ホースシューズ場、駐車場等

・供用時間   午前９時～午後９時

（野球場、屋内運動場、テニスコート、卓球場）

１月～４月、９月～12月 午前９時～午後５時

５月～８月      午前９時～午後７時

(ｱｰﾁｪﾘｰ場、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場、ｸﾛｯｹｰ場、ﾎｰｽｼｭｰｽﾞ場、ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場)

・供用日    １月４日～12 月 28 日

・年間利用者数 43,729 人（有料公園施設令和３年度実績）

・入園料    無料 ※テニスコートなど有料公園施設有り

指定管理者

指定管理者：株式会社第一ビルサービス

指定期間：令和２年４月 1 日～令和７年３月 31 日

※指定管理者である株式会社第一ビルサービスの事業目的と競合関係にある企

業からの応募や当該企業の名称等を呼称とすることはできません。

【株式会社第一ビルサービスの事業目的】

１ 建築物環境衛生総合管理業

２ 建築物飲料水貯水槽清掃業

３ 建築物ねずみ昆虫等防除業

４ 一級建築士事務所

５ 警備業

６ 宅地建物取引業

７ マンション管理業

８ 建設業(土木・左官・電気工事等)

９ 医療関連サービス

10 分譲マンションの清掃サービス

11 賃貸マンションの定期清掃、巡回清掃、貯水槽清掃等に関わる管理業務

12 プライバシーマークに関する業務

その他

【呼称に係る留意事項】

「瀬野川」の文言を必ず呼称に含めてください。

【セールスポイント】

・広島市安芸区東部に位置しており、緑豊かな山に囲まれた中で各種スポーツ

やレクリエーションを楽しめる公園である。

・公園の中段の法面等に呼称看板を設置することも可能であり、高い広告宣伝

効果が見込まれる。

・本格的なスポーツを楽しめる有料施設以外にも、家族づれでも楽しく過ごせ

る、複合遊具を備えたちびっこランド、多目的広場、デイキャンプ場、蒸気

機関車の展示などの人気施設があり、多くの市民が訪れ憩いの場となってい

る。

応募書類の

提出先及び

質問の受付

広島市都市整備局緑化推進部緑政課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目６番 34号（本庁舎６階）

電話：082-504-2390  FAX：082-504-2391

メール：park@city.hiroshima.lg.jp
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対象施設名 49 佐伯運動公園

所在地 広島市佐伯区倉重町ほか

施設の概要

・敷地面積   19.63ha

・施設内容   テニスコート７面、卓球場２面、多目的広場、駐車場等

・供用時間   午前９時～午後９時

・供用日    １月４日～12 月 28 日

・年間利用者数 26,061 人（有料公園施設令和３年度実績）

・入園料    無料 ※テニスコートなど有料公園施設有り

指定管理者

指定管理者：三栄パブリックサービス株式会社

指定期間：令和２年４月１日～令和７年３月３１日

※指定管理者である三栄パブリックサービス株式会社の事業目的と競合関係に

ある企業からの応募や当該企業の名称等を呼称とすることはできません。

【三栄パブリックサービス株式会社の事業目的】

１ 各種施設の管理、運営及び賃貸

２ 公共施設等の管理・運営の受託及び各種イベント施設の賃貸

３ 公共施設等に関する調査、研究、計画、設計

４ 建物の保守、管理、点検、警備、清掃及びそれらの請負

５ 飲食店の経営

６ 宿泊施設の管理・運営・斡旋業

７ 動産の賃貸借、リース、レンタル及びそれらの仲介

８ 企業の経理財務、人事給与等の経営管理業務の受託、代行及び処理業務

９ 前各号に附帯又は関連する一切の事業

その他

【呼称に係る留意事項】

「佐伯」の文言を必ず呼称に含めてください。

【セールスポイント】

・広島市佐伯区西部に位置しており、緑豊かな山に囲まれた中で各種スポーツ

やレクリエーションを楽しめる公園である。

・公園の中段の法面等に呼称看板を設置することも可能であり、高い広告宣伝

効果が見込まれる。

・本格的なスポーツを楽しめる有料施設以外にも、家族づれでも楽しく過ごせ

る、複合遊具を備えたわんぱく山などの施設があり、多くの市民が訪れる憩

いの場となっている。

応募書類の

提出先及び

質問の受付

広島市都市整備局緑化推進部緑政課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目６番 34号（本庁舎６階）

電話：082-504-2390  FAX：082-504-2391

メール：park@city.hiroshima.lg.jp
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対象施設名 50 市営さん橋

所在地 広島市南区宇品海岸二丁目 23番 38 号

施設の概要

市営さん橋は、本市が所有する唯一のさん橋（幅 10ｍ、長さ 95ｍ）であり、

似島（学園前さん橋）や金輪島との定期航路船のほか、不定期船の発着港として、

年間約 16万人に利用されています。

区             分 令和３年度の乗降客数

定期航路
似島航路 約 5万人

金輪島航路 約 6万人

不定期航路 約 5万人

合      計 約 16 万人

その他

【呼称に係る留意事項】

市営さん橋及び同さん橋と待合所を結ぶ通路の植栽部分（南側）で、乗降や通

行に支障のない場所に呼称看板を設置することができます。

【セールスポイント】

・市営さん橋は、広島港の憩いの場となっている宇品波止場公園と広島みなと公

園の中間に位置しています。平成 26 年３月には、両公園を結ぶ海沿いの「宇

品海岸プロムナード」が開通し、美しい海や島を眺めながら憩い楽しめる空間

として、地域住民等に散歩やウォーキング、ジョギング等に利用されています。

・市営さん橋の東にある「宇品デポルトピア」※には、インテリアショップや結

婚式場、ライブハウスなどの旧港湾倉庫を活用した商業施設があり、広島市民

だけでなく近隣の市町等からも多くの人が訪れています。

※ 旧港湾倉庫を商業施設に転換した地区の愛称で、平成 23 年９月に公募に

より定められました。（「デポルトピア」とは、倉庫を表す「デポ」、港を表

す「ポルト」、理想郷を表す「ユートピア」を組み合わせた造語）

・平成 24 年３月に、市営さん橋、宇品波止場公園及び広島みなと公園の周辺地

区が、国土交通省から、地域の魅力づくりに生かすための交流拠点「みなとオ

アシス」に登録されたことを契機に、同地区では、市民主体の様々なイベント

が多数開催されています。

（令和３年度に開催された主なイベント）

   

開催場所及びイベント名 開 催 日 来場者数

広島港宇品

旅客ターミ

ナル

ひろしまみなとマ

ルシェ

第１、３日曜

（感染症の影響のため、

中止日あり）

約 4,000 人

広島みなと

公園

第 10 回広島みなと

フェスタ

(感染症対策のため延期)

令和４年３月 19 日

(土)、20 日(日)

(感染症対策のため延期)

約 7.5 万人

（平成 30年度実績）

応募書類の

提出先及び

質問の受付

広島市都市整備局みなと振興課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目６番 34号（本庁舎 11 階）

電話：082-504-2337  FAX：082-504-2529

メール：minato@city.hiroshima.lg.jp


