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中央公園の今後の活用に係る基本方針の策定及び旧広島市民球場跡地の活用に 

係る民間活力の導入可能性調査業務 基本仕様書 

 

１ 業務名 

中央公園の今後の活用に係る基本方針の策定及び旧広島市民球場跡地の活用に係る民間

活力の導入可能性調査業務 

 

２ 業務概要 

旧広島市民球場跡地（以下「球場跡地」という。）を含む中央公園については、平成 24

年に「中央公園の今後の活用に係る検討状況（中間報告）」を公表し、球場跡地について

は、平成 25年に「旧市民球場跡地の活用方策」、平成 27年に「旧市民球場跡地の空間づ

くりのイメージ」を策定している。 

これらの既存の公表資料を踏まえ、サッカースタジアムの建設場所が中央公園広場に決

定したことなどの状況変化を加味しながら、中央公園の今後の活用に係る基本方針を策定

するとともに、球場跡地の活用に係る民間活力の導入に向けた条件を整理した上で事業ス

キームを構築する。 

 

３ 業務期間 

  契約締結の日から令和 2年 3月 31日まで 

 

４ 業務範囲 

  広島市中区基町（別紙のとおり） 

 

５ 業務内容 

 (1) 中央公園の今後の活用に係る基本方針の策定 

    ア 公園整備事例や利用者ニーズの把握 

    中央公園の今後の活用を検討するに当たり参考となる公園の整備事例や文化施設、

集客施設などの設置例を調査するほか、現在の観光客及び市民の利用者ニーズを把握

する（既存資料の整理を想定しているが、提案によりアンケート調査等の実施を妨げ

るものではない）。 

イ 中央公園及び周辺地域を含めたゾーニング及び施設の配置方針の設定 

「中央公園の今後の活用に係る検討状況（中間報告）」における「５ 中央公園及び

周辺地域を含めた空間づくりのイメージ」に定めた「(1) 施設の再配置等」を踏まえ、

サッカースタジアムの建設場所が中央公園広場に決定したことなどの状況変化や上記

アの結果を加味しながら、ゾーニング及び施設の配置方針を設定する。なお、施設の

配置方針の設定等に当たっては、下記エに定める整備手順イメージを踏まえ、段階ご

とに設定する。 
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ウ 中央公園内の回遊ルート及び中央公園へのアクセスルートの設定 

「中央公園の今後の活用に係る検討状況（中間報告）」における「５ 中央公園及び

周辺地域を含めた空間づくりのイメージ」に定めた「(2) 回遊性の向上」を踏まえ、

その後の状況変化を加味しながら、中央公園内の回遊ルート及び中央公園へのアクセ

スルートを設定する。設定に当たっては、中央公園、平和記念公園及び紙屋町・八丁

堀地区などの都心の循環のほか、観光客及び市民の動線、新たに建設するサッカース

タジアムへの動線についても留意する。なお、ルートの設定に当たっては、歩行者に

加え自転車の動線を意識するほか、下記エに定める整備手順イメージを踏まえ、段階

ごとに設定する。 

エ 整備手順イメージの作成 

上記イ及びウの実現に向けて、サッカースタジアムの建設や商工会議所等の移転、

水辺エリアの整備、既存の文化施設の更新時期を踏まえた文化芸術施設の整備など段

階を追って実施していくことから、短期、中期、長期といった段階的な整備手順イメ

ージを作成するとともに、その進展度合いを視覚的に示すためのイメージパースを作

成する。イメージパースは 2カットから 3 カット程度を想定している。 

オ 基本方針の策定 

「中央公園の今後の活用に係る検討状況（中間報告）」を踏まえ、上記アからエの

要素を取りまとめ、基本方針を策定する。なお、成果物については、市民に分かりや

すく示すことができるよう、色やデザインに配慮するものとする。 

 

 (2) 球場跡地の活用に係る民間活力の導入可能性調査 

  ア 検討対象となる事業手法の整理及び類似事例の調査 

    球場跡地の活用に向けて検討対象となる事業手法（PFI法における BTO、Park-PFI、

指定管理者制度など）について各々の特徴等を整理する。また、都市公園などを対象

に民間活力を活用した類似事例を調査し、本業務の参考となる事項を整理する。 

  イ 民間活力の活用に向けた条件の整理 

(ｱ) 事業区域の設定 

(1)で定める方針や民間事業としての成立性などを踏まえ、事業の区域を設定する。 

   (ｲ) 事業期間の設定 

     (1)で定める方針や民間事業者の投資回収の視点などを踏まえ、適切な事業の期間

を設定する。 

   (ｳ) ゾーニングの設定 

     「旧市民球場跡地の空間づくりのイメージ」における「３ 空間づくりの基本的な

考え方」に定めたゾーニングを踏まえ、上記(ｲ)の期間におけるゾーニングを行う。 

   (ｴ) 整備する施設や活用方法などの設定 

     「旧市民球場跡地の空間づくりのイメージ」における「５ 整備概要」に定めた施

設や活用方法などを踏まえ、本事業の民間活力の活用において必須とする事項と提
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案を求める事項（例：「５ 整備概要」に定めた「屋根付きイベント広場」の取扱い）

を整理し、その上でこれらの諸条件を設定する。 

   (ｵ) 外野ライト側スタンドの取扱いに係る検証 

     球場跡地に残存する外野ライト側スタンドについては、「旧市民球場跡地の空間

づくりのイメージ」において、旧球場の歴史を後世に継承する取組を前提として解

体する案を示す一方、保存を望む声もあることから、モニュメントなど別の形で残

して全て解体する場合や例えば一部を象徴的に保存する場合などについて比較検証

する。 

 (ｶ) 動線の設定 

     (1)で定める中央公園内の回遊ルート、上記(ｳ)から(ｵ)を踏まえ、球場跡地におけ

る利用者動線及びイベント準備や管理のための車両動線を設定する。 

 (ｷ) その他諸条件の設定 

     (1)で定める方針のうち球場跡地に関する事項及び上記(ｱ)から(ｶ)の設定に当た

っては、球場跡地の観光バス駐車場や令和 2年度に実施する緑化フェアで整備する

花壇等の施設、球場跡地内の上下水道等の地下埋設物の取扱い、周辺の公益的な施

設（広島バスセンターなど）の更新など、発注者と協議の上、必要となる条件を網

羅的に整理する。なお、観光バス駐車場の配置及びその動線を検討するに当たって

は、「もとまちパーキングアクセス」の出入口などの地下構造物の強度に配慮する。 

  ウ 事業スキームの構築 

   (ｱ) 事業手法の設定 

     アで整理した事業手法を比較検討の上、本事業に適した事業手法を設定する。設

定に当たっては、事業の形態（独立採算型、混合型等）を意識し、イで整理した施

設の整備や管理・運営費等の官民の費用分担を定める。 

   (ｲ) リスク分担の設定 

     官民が負うリスクを網羅的に整理し、適切なリスク分担を設定する。 

   (ｳ) ＶＦＭシミュレーションの実施 

施設整備及び管理・運営に要する概算事業費や、想定利用者数から算出される収

益などを基に、従来方式（公設公営）で実施する場合と民間活力を活用した場合と

の行政の負担額を比較する。 

(ｴ) 民間活力を活用する場合の法制度上の課題などの整理 

     民間活力を活用する場合に想定される法制度上の課題や利用可能な支援措置など

について整理する。 

(ｵ) 市場調査の実施 

     イ及び上記(ｱ)から(ｴ)を踏まえた事業概要書を作成し、民間事業者の本事業に対

する意見や要望、参加意向などを把握するための市場調査（ヒアリング）を行い、

調査結果を整理する。調査は 5社から 10社程度を想定している。 
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(ｶ) 事業スキームの構築 

(ｵ)の調査結果をイ及び上記(ｱ)から(ｴ)にフィードバックし、民間事業として成立

可能な事業スキームを構築するとともに、構築したスキームを総合的に評価する。 

 

６ スケジュール 

  業務のスケジュールは以下のとおり想定している。ただし、業務の進捗状況により変更

することもあり得る。 

 

年 月 
(1) 中央公園の今後の活用に

係る基本方針の策定 

(2) 球場跡地の活用に係る民

間活力の導入可能性調査 

令和元年 8月頃 第 1回有識者会議（仮称）の開催 

令和元年 9月中旬頃 － 市場調査のための事業概要書

の作成 

令和元年 9月末頃 次年度の予算要求の準備 

令和元年 10月中旬頃 「中央公園及び周辺地域を含

めたゾーニング及び施設の配

置方針」及び「中央公園内の回

遊ルート及び中央公園へのア

クセスルート」案の作成 

市場調査を踏まえた事業スキ

ーム案の作成 

令和元年 11月頃 第 2回有識者会議（仮称）の開催 

令和元年 12月末頃 整備手順イメージまで含めた

基本方針案の作成 

市場調査を踏まえた事業スキ

ームの構築 

令和 2年 1月頃 第 3回有識者会議（仮称）の開催 

令和 2年 3月末まで 最終とりまとめ 

 

７ その他 

(1) 業務の前提となるこれまでの調査報告書の活用について 

業務の実施に当たっては、「２ 業務概要」に示した既存の公表資料を踏まえるほか、 

以下の貸与資料を参考とすること。 

＜測量成果＞ 

・「中央公園（旧市民球場跡地）測量・設計業務報告書（平成 23年 5 月）」 

＜市域・都心・計画地レベルにおける自然・社会・人文的条件＞ 

・「旧市民球場跡地の活用方策に係る基本計画を構成する素材（前提条件の整理）の検

討業務報告書（平成 25年 11月）」 

＜「旧市民球場跡地の空間づくりのイメージ」の基となる検討＞ 

・「旧市民球場跡地の活用方策に係る基本計画を構成する素材の検討業務報告書（平成

26年 12月）」 
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(2) 有識者会議（仮称）の進捗への配慮について 

業務の実施と並行して、中央公園の今後の活用に係る基本方針の策定に係る有識者会

議（仮称）を設置し議論を深めることを想定していることから、業務の実施に当たって

は、同会議の進捗に配慮すること。 

 

(3) 中央公園に関連するその他の業務との連携について 

受託者は、中央公園に関連する他業務との綿密な連携を図るための発注者の内部調整

等に協力すること。 

 

 (4) 電子納品について 

 ア 本業務は、電子納品対象業務とする。 

 イ 電子納品とは、公共事業における調査、設計、工事など各業務段階の成果物を電子

データで納品することをいう。ここでいう電子データとは、「広島市電子納品の手引」

（以下「手引」という。）に基づいて作成したものを指す。 

 ウ 成果物は、「手引」に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒを原則と

する）で２部、電子データの印刷物（簡易製本）１部、原図（成果物として指定のあ

る場合）一式を提出すること。 

 エ 電子納品に当たっては、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラー

がないことを確認した後、ウィルス対策を実施した上で提出すること。 

 

(5) 打合せ協議について 

  本業務における打合せ回数は、着手時、中間時（4回以上）、成果物提出時を予定し

ている。 



業務範囲 

別 紙 

中央公園の今後の活用に係る基本方針の策定 

旧広島市民球場跡地の活用に係る民間活力の導入可能性調査 

＜凡例＞ 

※ 中央公園へのアクセスルートの設定に当たってはこの限りではない。 
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