
   

 

 

 

 新宿中央公園の芝生広場付近における交流拠点施設の整備・管理運営事業者について、

新宿区は「新宿中央公園芝生広場交流拠点施設整備事業者選定委員会（以下「選定委員会」）」

の審議を経て、次のとおり決定しました。 

 

１．決定事業者 

   法人名：株式会社 新都市ライフホールディングス 

   所在地：東京都新宿区西新宿六丁目 8 番 1 号 

  代表者名：安達 勝 

 

２．事業内容 

  【公募対象公園施設】：公園機能や利用者利便の向上とともに、事業者が収益をあげる

ための施設 

    ①レストラン：３３６㎡ 

    ②カフェ：１６８㎡ 

    ③パークスポーツクラブ：２８５㎡ 

  【特定公園施設】：公募対象公園施設周辺に設置する、公園利用者が無償で利用できる

公園施設 

    ①オープンテラス：６５６㎡ 

    ②エントランスホール：２３２㎡ 他 

 

３．事業期間等 

   開業予定：2020 年 5 月 

事業期間：20 年間 

  

４．選定委員会 

 (1)選定委員会の体制 

 会長 熊谷 洋一 東京大学名誉教授 

 

 

 

委員 

星  卓志 工学院大学 建築学部 まちづくり学科教授 

亀岡 保夫 日本公認会計士協会 東京会 新宿会会長 

武田 茂治 新宿観光振興協会 代表企業 

宮端 啓介 新宿区 総合政策部 行政管理課長 

廣井 孝年 新宿区 地域振興部 角筈特別出張所長 

関口 知樹 新宿区 みどり土木部 土木管理課長 

竹内 英央 新宿区 新宿駅周辺整備担当部  

    新宿駅周辺まちづくり担当課長 

新宿中央公園芝生広場における交流拠点施設の

公募結果について 



  (2)選定委員会の開催日時 

  ・日  時：平成 31 年 1 月 17 日（木） 17：00～19：40 

  ・場  所：新宿区立環境学習情報センター2 階研修室（新宿中央公園内） 

  ・議  題：委員の委任 

        会長の選出 

        設置等予定者候補の選定 

  ・議事要旨：公募設置等計画等提出者によるプレゼンテーションを実施し、ヒアリン 

       グを行った。 

        ヒアリングをもとに、各提案の評価を行った。（竹内委員は欠席のため評 

価を除く） 

        設置等予定者候補を選定した。 

 

２ 審議結果 

  設置等予定者の選定は、事務局が都市公園法第 5 条の 4 第 1 項に基づき、全ての公募 

設置等計画等の審査を行い、その審査を通過した計画について、都市公園法第 5 条の 4 

第 2 項に基づき評価を行うこととした。 

 

 (1)提案書の受付 

   平成 30 年 9 月 18 日より、公募設置等指針の配布を開始した。平成 30 年 12 月 6 日 

から 10 日まで、公募設置等計画等の受付を行った結果、５件の応募があった。 

  

(2)提案の審査及び評価 

  ①提案の審査 

  ［書類審査］ 

    設置等計画等が公募設置等指針に照らし適切なものであること、公募対象公園施 

   設の設置又は管理が都市公園法第 5 条第 2 項各号のいずれかに該当するものである 

こと、公募設置等計画等を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明ら 

かな者でないことを事前に事務局が審査した。 

    審査の結果、５件ともこれらの条件を満たしていると認められた。 

  ［設置等予定者の選定］ 

    書類審査を通過した公募設置等計画等について、評価基準に基づき、選定委員会 

   において評価を行った結果、設置等予定者候補を選定した。 

    なお、評価に当たっては、公園利用者の利便や賑わい・集客の向上、芝生広場と 

の一体感と相乗効果、着実かつ安定的な事業実現性等に着目した。 

 

 ②評価結果 

   各提案の評価点は以下のとおり。 

 

 

 



 

評価項目 

 

評価の視点 

 

配点 

     評 価 点 

提案

Ａ 

提案

Ｂ 

提案

Ｃ 

提案

Ｄ 

提案

Ｅ 

(1) 公 募 対

象公園施設

及び特定公

園施設整備

計画 

①事業全体のコンセプトが本事業の目的

に合致しているか。 

②新宿中央公園の魅力及び機能向上につ

ながる施設整備となっているか。 

③公園全体計画との整合や周辺環境と調

和した施設配置計画が提案されている

か。 

④公募対象公園施設及び特定公園施設の

機能、デザインの考え方が適切か、公園

周辺の景観と調和しているか。 

⑤公園利用者が快適にくつろぎ、交流で

きる空間の提案がなされているか。 

⑥周囲の動線や施設との連携に配慮した

計画になっているか。 

⑦ユニバーサルデザイン、バリアフリー

に対応した施設となっているか。 

⑧設計や工事、事業実施のスケジュール

や進め方が適切に組まれているか。 

25 20.6 19.9 17.9 17.5 17.9 

(2)公募対

象公園施設

及び特定公

園施設運営

計画 

①公園の賑わいや集客の向上につながる 

運営計画の提案となっているか。 

②公園利用者等のニーズを把握し、魅力 

ある業種・業態が提案されているか。 

③ホスピタリティのあるサービスを提供 

する提案がされているか。 

④公募対象施設だけでなく、特定公園施 

設及び芝生広場等と連携した運営計画 

となっているか。 

⑤指定管理者や地域との連携が十分なさ 

れた管理運営の提案となっているか。 

20 14.5 14.9 13.8 14.2 13.2 

(3) 公募対

象公園施設

及び特定公

園施設管理

計画 

①利用しやすく、安全・安心に配慮した 

施設管理等の提案がなされているか。 

②年間を通じ、円滑で効率的な管理体制 

の提案となっているか。 

③災害・事故等の発生時の危機管理に対 

応した管理体制となっているか。 

④帰宅困難者対策等の災害時における貢 

献内容の提案がなされているか。 

⑤施設管理だけでなく、周囲の公園の環 

境維持及び向上措置を含めた提案とな 

っているか。 

10 6.5 6.9 6.9 6.6 6.2 

(4)収支計

画 

①収支計画は適切か。 

②業務遂行に必要な経営基盤を有してい 

るか。 

③継続的な事業の実施が可能な計画とな 

っているか。 

10 7.8 7.1 8.0 7.8 7.4 



(5)特定公

園施設整備

に係る負担

額 

①特定公園施設整備に係る負担額 

・提案金額と最高提案額の比率で算出 

し評価する。（最高提案額を満点と

し、少数点第二位を四捨五入） 

15 15.0 9.0 12.5 3.7 12.9 

(6)土地使

用料の提案

額 

①設置管理許可に基づく土地使用料の提 

案額 

・価格評点＝20 点×（提案額/4,500） 

※公募設置等指針に示す額（2,220 円/ 

㎡・月）以上で、認定計画提出者とな 

った際に新宿区に支払う額 

提案額が 4,500 円以上の場合を満点と

し、提案額との比例で算出し配点（少

数第二位を四捨五入）する。 

20 9.9 14.7 11.8 20.0 10.0 

合      計 100 74.3 72.4 70.9 69.8 67.7 

                          選定 

 

(3)講評 

  評価した結果、いずれの提案も意欲的で独創性があり僅差であったが、最終的には提 

案Ａに一日の長があるとの採点となった。 

 提案Ａにおいては、全体的に計画熟度が高いとともに、公園とまちを繋ぐゲートとな 

るポケットパークから見たインパクトや芝生広場との賑わいの連携や共有が期待できる 

などの理由から、提案Ａを設置等予定者候補とした。 

 なお、公園からの景観のみならず、公園通り側からの見え方にも配慮されたい。また、 

みはらし広場等の運営管理に関するマネージメントについて、イベント等の賑わいに繋 

がるコンテンツの展開や地域など多様な主体との連携が図れる仕組みを、新宿区及び指 

定管理者等とともに構築されることを期待する。 

 

 


