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１ 背 景 

   山梨県緑化センターは、山梨県が昭和 49 年に緑化推進の拠点施設として甲府市貢川に設置

し、その後、昭和 59年に現在の甲斐市篠原に移転して、緑化に関する活動の促進や、学習機会・

情報の提供を行うなど、山梨県の環境緑化推進の中心的な役割を果たしてきた。 

   しかし、県内において都市公園等の施設整備が進み、より身近な地域で緑化に関する学習機

会を提供できる環境が整ったことなどから、県は緑化に関する事業の実施方法を見直し、廃止

の方針を打ち出した。 

   これに対し、地域住民や関係団体により、山梨県緑化センターの存続を求める署名が集めら

れ、県に存続を要望したが、平成 26年 3月をもって山梨県緑化センターは廃止された。 

 山梨県緑化センター廃止決定後、県庁内で跡地活用策を検討したが、活用する部署がなかった

ため、県から跡地活用について本市に事前に打診があり、市では地域の要望等も考慮し、これま

での山梨県緑化センターの機能・役割を踏まえて、現在の緑を生かした活用方法について検討す

ることとした。 

 

２ 山梨県緑化センターの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 概  要 

所在地 山梨県甲斐市篠原 131 他 

敷地面積 21,436.68 ㎡ 

敷地区画 ①北 区 画： 7,545.00 ㎡ 

②中央区画：10,014.22 ㎡ 

③南 区 画： 3,877.46 ㎡ 

① 

② 

③ 



３ 市関連計画との整理 

   山梨県緑化センター跡地活用の検討にあたり、本市の関連計画との整合性を整理した。 

本市では、平成 28年 3月に策定した第 2次甲斐市総合計画に基づき、交流と協働によるまち

づくりを推進するとともに、各種関連計画において、交流や賑わいの創出による地域活性化、緑

化の推進、効率的・効果的な事業の推進などの具体的な方針を掲げ、「緑と活力あふれる生活快

適都市」の実現を目指している。 

また、本事業については、甲斐市まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置づけ、戦略的な取組

として推進していく。 

計画名 概要 

第 2次 

甲斐市総合計画 

将来像「緑と活力あふれる生活快適都市」 

１（教育・文化）まちづくりは人づくり 生涯にわたる学びのまち 

２（福祉・健康）健やかで心ふれあう安心に暮らせるまち 

３（都市・建設・交通・防災）美しい景観と快適で安全な都市機能を築くまち 

４（環境）自然と生活が調和した環境を築くまち 

５（産業・行政）交流と協働による未来を拓く活力あふれるまち 

甲斐市 

まち・ひと・しごと 

創生総合戦略 

基本目標 

１ 安定した雇用を創出する産業振興 

２ 都市と自然の魅力を活かした定住促進 

３ 次世代育成のための包括的な支援 

４ 人がつながり活力を生み出すまちづくり 

甲斐市都市計画 

マスタープラン 

市街地ゾーン まちづくりのテーマ・目標「みんなで創り 築く 快適なまち」 

・人々の憩いや触れ合いがあふれる交流の場の形成 

・様々な交流や賑わいのある空間の形成 

甲斐市緑の基本計画 

基本理念「森・里・まちの緑を愛して心豊かに～ガーデンシティ・甲斐をめざして～」 

・竜王・敷島・双葉庁舎周辺及び竜王駅周辺を「花と緑の拠点」と位置付けるととも

に、「緑化重点地区」と定め、積極的な緑化を推進 

・市民・企業と連携し、花と緑のまちづくり事業を推進 

甲斐市環境基本計画 
環境の将来像「快適な環境で健全な生活があるまち」 

・緑に囲まれた自然豊かなまち ・人と自然とが共生するまち 

第 3次 

甲斐市行政改革大綱 

改革の重点項目 

・健全な財政運営 ・効率的、効果的な事業の推進 ・公共施設の適正管理 

甲斐市公共施設等 

総合管理計画 

基本方針１ 管理コストの縮減と財源確保 

公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

・効率的・効果的な維持管理 ・民間活力等の活用 

甲斐市創甲斐教育 

推進大綱 

基本目標 

健やかで潤いがあり、活気に満ちた社会基盤づくり 

重点施策 

・生き甲斐のある生活をはぐくむ「生涯学習・スポーツ・文化の振興」 

 



４ 山梨県緑化センター跡地活用アイデアの募集 

   山梨県緑化センター跡地活用方法については、平成 29年 1月に広報誌を通じて市民からアイ

デアを募集したとともに、市議会や市職員からも提案を受けた。 

   提案のあった活用アイデアを、次のとおり分野別に整理した。 

 

【自然環境、公園、植物】 

分野 アイデア概要 対象への適性考察 

公園機能 

アイデア 

甲斐の森公園 
既存の対象地の形状や環境を活かしたアイデアとし

て、適性は高いと考えられる 
子供たちが遊べる広場 

ウォーキングコース 

植物関連 

アイデア 
植物園 

緑化センターの担ってきた役割を継承し、その機能を

活かしたアイデアであり、適性は高いと考えられる 
市民農園 

植木と花木の販売 

 バラが 

テーマの

アイデア 

バラの木花壇 緑化センターの担ってきた役割を継承し、その機能を

活かしたアイデアであるとともに、緑化センター内で

バラの育成も行われていたため、適性は高いと考えら

れる 

バラをテーマにした 

植物公園 

バラを中心とした 

ナチュラルガーデン 

 

【教養文化】 

分野 アイデア概要 対象への適性考察 

展示機能関連

アイデア 

美術館（植物画など） 敷地面積や形状、公園的な空間構成との相性からも、

適性は高いと考えられる 博物館 

文化財資料館 民間活力の導入が見込めないため、適性は低いと考え

られる  郷土文化館 

学習機能 

アイデア 
図書館 

近くに竜王図書館があるため、適性は低いと考えられ

る 

 

【福祉支援】 

分野 アイデア概要 対象への適性考察 

福祉機能 

アイデア 

子ども育成支援センター 周辺環境、施設状況などから、一定のニーズは考

えられるが、緑化センター跡地として、現状の敷

地に対して相乗効果を生むような活用とはならな

いため、適性は低いと考えられる シルバー人材センター 

 

 

 



【アクティビティ、運動】 

分野 アイデア概要 対象への適性考察 

アクティビティ 

スケートボード 

周辺が住宅地に囲まれており、住民の生活環境への影

響が懸念されることや、他の類似施設で代替可能であ

るため、適性は低いと考えられる 

グランドゴルフ場 

ドッグラン 

運動 

総合体育館 
市内にはスポーツセンターや体育館が複数あり、近隣

にも類似施設があることから、対象地での十分な利用

者ニーズが見込めないことから、適性は低いと考えら

れる 
民間スポーツ施設 

 

【その他】 

分野 アイデア概要 対象への適性考察 

飲食、物販 

地元特産品販売、飲食

コーナー、フリーマー

ケット等 

単独での整備では、事業性の確保が難しいが、多数の

利用者が想定される施設に付帯的に整備する場合に

は、適性は高いと考えられる 

展望台 広場の中の展望施設 

公園内の１つの機能の位置づけとしての適性はある

と考えられるが、見晴らしのための高さ等に関して

は、検討が必要 

住宅 住宅分譲、公営住宅 

周辺が住宅地であり、一定のニーズは考えられるが、

緑化センター跡地活用に対する地元要望を考慮する

と、適性は低いと考えられる 

  



５ 適性の高い活用アイデアに関連する具体的事例 

 （１）公園機能、植物関連施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

公園機能、植物関連施設で、特に花をテーマにした施設は、集客性が高い。 

また、入場料のほか、関連商品の販売や飲食関連施設等の併設により、収益性も見込める。 

・年間 140 万人をこえる来場者が訪れる大規模
植物園。 

・各種イベントを実施しており、インバウンド
を延ばしている。 

・年間 80 万人が訪れる日本で最初の公立植物園。 
・約 11,000 種 10 万本の植物を植栽し、府民の憩い

の場としても親しまれている。 

①「あしかがフラワーパーク（栃木県）」 ②「京都府立植物園」 

③「横浜イングリッシュガーデン」 

・1,700 種類のバラを中心に、チューリップやコス
モスなど季節に合わせた様々な花を楽しめる英国
式ガーデン。 

・敷地は約 7,000 ㎡で、来場者は年間 10 万人以上。 

④「東沢バラ公園（山形県）」 

・日本有数の規模（7ha）を誇るバラ園と 3 つの湖
を中心とした公園。 

・平成 27 年度の来場者は約 20 万人。 

⑥「山梨県立フラワーセンター ハイジの村」 

・チューリップ、バラ、ラベンダーなど、季節の花
が園内を彩る。 

・花火やイルミネーションなどのイベント企画の
ほか、結婚式場も併設。 

・平成 27 年度の来場者は約 22 万人。 

⑤「羊山公園（埼玉県）」 

・公園内の「芝桜の丘」は、人気観光名所で、約
1.8haの敷地に 40万株以上の芝桜が咲き誇る。 

・芝桜シーズンの 4 月中旬～5 月上旬の間だけ
で、50 万人をこえる来場者が訪れている。 

事業主体：民間 運営主体：民間 事業主体：公共 運営主体：公共 

事業主体：民間 運営主体：民間 事業主体：公共 運営主体：公共 

事業主体：公共 運営主体：公共 事業主体：公共 運営主体：民間 



 （２）展示機能関連施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示機能施設は、テーマを絞った施設など、内容によって集客性を高められる。 

   また、入場料のほか、関連商品の販売や飲食関連施設等の併設により、収益性も見込める。 

・新幹線の開業もあり、来館者を伸ばしている美
術館。平成 27 年の来館者は約 240 万人。 

・延床面積約 28,000 ㎡でミュージアムショップ
やカフェも併設。 

①「金沢２１世紀美術館（石川県）」 ②「山梨県立美術館」 

・「ミレー」の美術館として親しまれ、常設展のほ
か、様々な企画展も実施している。 

・延床面積約 12,000 ㎡でミュージアムショップ
やレストランも併設。 

・平成 27 年度の来館者数は約 20 万人。 

④「東京都庭園美術館」 

・昭和 8 年に建てられた建物をそのまま美術館とし
て公開し、美術品なども展示。 

・延床面積約 4,000 ㎡でミュージアムショップ併設。 
・平成 27 年度の来館者数は約 20 万人。 

⑥「チューリップ四季彩館（富山県）」 

・チューリップが一年中見られる世界で唯一の施設。 
・延床面積 3,000 ㎡でミュージアムショップやカフェ
も併設。 

・平成 27 年度の来館者数は約 22 万人。 

③「すみだ北斎美術館（東京都）」 

・文化振興や地域活性化の拠点として、葛飾北斎の作
品を広く紹介。 

・延床面積約 3,300㎡でミュージアムショップ併設。 
・平成 28 年 11 月の開館後、約 5 カ月で来館者が 20
万人を突破。 

⑤「福井県立恐竜博物館」 

・日本初の恐竜を中心とした博物館。 
・延床面積 15,000 ㎡でミュージアムショップや
カフェ・レストランも併設。 

・平成 27 年度の来館者数は約 93 万人。 

事業主体：公共 運営主体：民間 事業主体：公共 運営主体：民間 

事業主体：公共 運営主体：民間 事業主体：公共 運営主体：民間 

事業主体：公共 運営主体：公共 事業主体：公共 運営主体：民間 



６ 山梨県緑化センター跡地活用の考え方 

   事業背景、上位関連計画、活用アイデア、集客性・収益性の観点から、次のとおり山梨県緑化

センター跡地活用の考え方を整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅰ 事業背景、立地特性 

・緑化センターの施設機能・役割継承の 

必要性（地元からも要望あり） 

・周辺に公共施設が集積する市街地 

・交通環境（竜王駅、国道・県道などの主

要道路、高速道路等）の優位性 

 

Ⅱ 上位関連計画 

第２次甲斐市総合計画 

将来像「緑と活力あふれる生活快適都市」 

＜各種計画による具体的方針等＞ 

・人がつながり活力を生み出すまちづくり 

・交流や賑わいの創出による地域活性化 

・緑化推進 

・効率的・効果的な事業の推進 

・文化芸術に親しむ機会の充実 

 

 Ⅲ 活用アイデア 

背景や市計画等を踏まえて適性が高い 

アイデア 

・公園機能、植物関連施設（植物園、バラ

園など） 

・展示機能関連（美術館、博物館など） 

・飲食、物販関連 

Ⅳ 集客性・収益性 

・中長期的に、市財政負担が少ない事業 

・集客性、収益性の高い持続可能な事業 

・民間の技術・資金・ノウハウの積極的な 

活用 

・立地を生かした市内外から人が集まる交流拠点施設 

・民間活力の活用による事業展開 

・集客性・収益性の高い施設整備、運営 

・既存施設機能・役割の継承 

山梨県緑化センター跡地活用の考え方 

市関連計画との整理 
活用アイデアに関連する 

具体的事例 



７ 山梨県緑化センター跡地活用の事業コンセプト 

   活用アイデアに関連する具体的事例や山梨県緑化センター跡地活用の考え方などを踏まえて、

事業コンセプト素案を次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業コンセプト設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Ⅰ 事業背景、立地特性 

・緑化センターの施設機能・役割を継承 

・良好な交通環境により、市内外からの 

集客 

・山梨県立美術館など他の施設との連携

の可能性 

Ⅱ 上位関連計画 

・人がつながり活力を生み出す交流拠点

施設⇒地域活性化への起爆剤 

・花と緑の拠点の中心的な施設として、 

緑化を推進 

・民間活力の活用による効率的・効果的な 

事業展開 

・文化芸術に親しむ機会の増大 

 

 

Ⅲ 活用アイデア 

・実際に寄せられたアイデアを活用 

・複数のアイデアの組み合わせによる、 

魅力的な事業の展開 

Ⅳ 集客性・収益性 

・集客性、収益性が高い施設 

・民間の技術・資金・ノウハウを活用した、

持続可能な事業展開 

・フラワーパークとミュージアムが共通

のテーマ設定で連携・連動することによ

り、相乗効果の可能性 

 

事業コンセプト素案 



８ フラワーパーク＆ミュージアムのあり方 

   本事業におけるフラワーパーク＆ミュージアムのテーマとして、フラワーパークとミュージ 

アムに共通し、相乗効果が見込める「ボタニカルアート」に着目し、事業展開を検討する。 

（１）活用アイデアにおける提案 

市民からの跡地活用アイデアにおいて、「バラ・シティ構想」「バラをメインとしたナチュラ

ルガーデン」など、ボタニカルアート、バラを中心とした、具体的な提案が複数あった。 

バラは植物としての人気が高く、国内にある有料の植物園では、テーマとしてバラを扱う 

ものが最も多く、有料でも集客が期待できる施設といえる。 

   【活用アイデア抜粋】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案 概要 

バラ・シティ構想 ・市民がつくるバラの花壇 

・市民のボランティアで作業が進む花壇 

・年間通して美しい花が見られる（年間 4～6 回咲きつけ、種類と

しても 30,000 点ほどある） 

・参加者は指導者のもと自宅でバラの木を植栽し、市全体を「バラ・

シティ」となるアイデア 

バラをメインとした 

ナチュラルガーデン 

・活用が市民としての誇りになり、そこに訪れることで癒しや喜び

が得られる安らぎの空間となる環境づくり 

・市内にバラを植えている家庭が多く、バラガーデンは街並み景観

形成や、庭造りの学びの機会となる 

・県下一のオーガニックなナチュラルガーデン 

 バラ園を中心に地域の自然とつながるガーデン 

 ドッグランを囲む雑木と花でつくるガーデン 

 人と生き物が共に暮らすガーデン 

 既存施設を残し、有効に活用する 

植物公園 

（バラをテーマ） 

・山梨県緑化センター跡地の緑化資源を活かし、中心市街地に人が

集まる交流拠点、地域活性化拠点を整備し、観光面を含め地域経済

活性化に大きく寄与する甲斐市のランドマーク施設とする。 

・これにより甲斐市が目指す交流と協働の推進による「緑と活力あ

ふれる生活快適都市」の実現を図る。 

 鮮やかなバラを中心としたアート作品が楽しめる文化芸術施

設 

 希少種を含めた安らぎと憩いの空間となるローズガーデン 

 飲食物販等を含めた、市民の賑わい創出拠点 



№ 開催場所 企画展名 期間
1 群馬県立近代美術館 ルドゥーテの「美花選」と植物図譜の世界展 2016/4/29～6/26
2 山梨県立美術館 「花の画家ルドゥーテのバラ」展 2015/11/3～2016/1/17
3 長崎歴史文化博物館 宮廷画家ルドゥーテの「バラ図譜」展 2015/4/25～6/21
4 日比谷図書館文化館 ルドゥーテの「美花選」展 2015/4/18～6/19
5 ハウステンボス美術館 世界一有名な花の絵師「ルドゥーテ」展 2014/10/4～12/1
6 京都　高島屋 宮廷画家ルドゥーテ　花の美学展 2013/9/18～9/30
7 大阪　高島屋 宮廷画家ルドゥーテ　花の美学展 2013/8/28～9/9
8 松阪屋　名古屋 花のラファエロ「ルドゥーテのバラ図譜」展 2013/6/19～7/10
9 大丸　心斎橋店 花のラファエロ「ルドゥーテのバラ図譜」展 2013/4/24～5/8
10 広島美術館 花のラファエロ「ルドゥーテのバラ」展 2012/12/15～2013/2/11
11 ハウステンボス美術館 花の画家　ルドゥーテ「美花選」展 2012/5/12～7/16
12 上野の森美術館 ルドゥーテの「バラ図譜」展 2012/6/6～6/25
13 渋谷Bunkamuraミュージアム 花の画家　ルドゥーテ「美花選」展 2011/5/29～7/3
14 郡山市立美術館 花の画家　ルドゥーテ「美花選」展 2011/9/3～10/23
15 松本市美術館 ルドゥーテと薔薇に魅せられた人々「薔薇空間」 2010/2/20～4/4
16 愛媛県立美術館 ルドゥーテと薔薇に魅せられた人々「薔薇空間」 2009/4/4～5/17
17 渋谷Bunkamuraミュージアム ルドゥーテと薔薇に魅せられた人々「薔薇空間」 2008/5/17～6/15

（２）ボタニカルアートについて 

ボタニカルアートは「植物画」の意味で、古くは古代エジプトや中国などで薬草を見分ける

ために図譜が作られ、ヨーロッパなどでも、まだ写真のない時代に植物学者と画家が協働で植

物の記録と紹介を行うために作成されていた。 

作品の美しさから、主にイギリスやフランスで 19世紀に流行し、現代でもアートとして定

着し愛好されている。 

 

  （３）ボタニカルアートの作家       

作家名 概 要 

ロバート・ジョン・ソーントン 

（イギリス） 

イギリスの医師であり、植物書の編集者で、植物図譜

「フローラの神殿」が有名。花々とイギリスの風景美

の組み合わせから、単に植物図鑑であるだけでなく、

壮大な自然美を作り上げている。 

ピエール・ジョセフ・ルドゥーテ 

（ベルギー） 

ボタニカルアート、特にバラの画家として世界的に

有名で人気のある作家。ルドゥーテの作品は、ボタニ

カルアートの最高峰と言われ、バラを細密に描いた

「バラ図譜」が代表作となっている。 

服部雪斎 

（日本） 

江戸時代から明治時代にかけて活躍した植物画家。 

美しい貝類の図譜「目八譜（もくはちふ）」で知られ

る画家で、動植物や鉱物を対象とした作品が多い。 

ボタニカルアートの作家のうち、ピエール・ジョセフ・ルドゥーテは日本国内でも人気があ

り、各地で企画展が開催されている。企画展では、１万人から５万人が来場し、関連商品の人

気も高い。 

  【ルドゥーテ企画展概要】 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （４）フラワーパーク＆ミュージアムの方向性 

本事業の方向性として、フラワーパーク＆ミュージアムに共通するテーマである、ボタニ 

カルアートに着目し、ボタニカルアートの中でも特に人気の高いピエール・ジョセフ・ルドゥ

ーテのバラ版画が市に寄贈されていることから、ピエール・ジョセフ・ルドゥーテの作品とバ

ラを中心とした、事業展開の可能性を検討する。 

具体的には、緑化センター跡地の持つ自然環境の可能性と、植物画家ルドゥーテ作品の可 

能性の相乗効果により、教養文化施設、交流活動拠点、賑わい施設として整備を検討していく。 

  



９ 施設整備及び運営の基本方針 

   現在検討している、施設整備及び運営の基本方針は次のとおりである。 

  ≪整備の基本方針≫ 

基本方針①：花・緑の自然環境（外部空間）と、アートの鑑賞・体験環境（内部空間）が一体的

に整備された施設 

         本事業は、フラワーパークと、ボタニカルアートを取り扱うミュージアムを整

備するものであり、それらは同一のテーマ（花・植物・緑）となるため、連携する

ことで相乗効果を発揮することが望ましい。そのため、建物として整備されるミ

ュージアム部分と、外構として整備されるフラワーパーク部分を分離・区別する

ことなく、対象地全体を統一的な考え方で整備する必要がある。 

基本方針②：賑わいと交流を生み出す拠点性のある施設 

         本事業は、甲斐市の魅力を市内外に向けて発信し、市民同士及び市民と来訪者

の交流・賑わいを創出するものである。そのため、多くの市民と来訪者に認知さ

れ、入りやすく、居心地の良い、拠点性の高い施設として整備する必要がある。 

基本方針③：適切な機能性と利便性を備えた施設 

         本事業は、美術作品を展示・保管するミュージアムを整備するものである。その

ため、貴重な美術作品を適切に管理するとともに、来訪者が快適な環境で鑑賞で

きる機能性を備える必要がある。また、子供から高齢者まで様々な来訪者が想定

されるため、分かりやすく、ユニバーサルデザインが徹底された利便性の高い施

設として整備する。一方、過剰な機能性を追求し、整備費および維持管理費の増大

を招くのではなく、本施設に適した水準を設定する。 

基本方針④：周辺環境と自然環境に配慮した施設 

         本事業は、市内の住宅地に隣接して実施される。そのため、周辺の居住環境への

影響を最小限に抑えるとともに、現在の緑豊かな環境を維持し、より一層の良好

な環境を整備・維持する必要がある。また、山梨県緑化センター跡地を活用したフ

ラワーパーク整備事業であることを踏まえ、環境配慮型の施設整備を積極的に進

める必要がある。 

 

≪運営の基本方針≫ 

基本方針①：地域・市民に開かれた運営 

         本事業は、美術・芸術を市民の日常に近いものとし、市民に文化的で豊かな生

活・ライフスタイルを提供するものである。したがって、市民が日常的に、気軽に

利用しやすい施設となるよう、開かれた運営を行う。例えば、市民ボランティアの

積極的な活用や、市民向けイベントの開催など、事業内容や実施体制において市

民参加・市民協働の推進を検討する必要がある。 

基本方針②：地域経済に寄与する運営 

         本事業は、市外からの来訪を見込む集客施設として、地域活性化を牽引するこ

とが期待される。そのため、本事業の実施が、地元企業の事業環境に好影響を与

え、本市の地域経済活性化に資するような運営が必要である。 



例えば、本事業に対する地元企業の参画や、本施設と市内の観光資源との連携、

本施設を一つの核とした市内周遊の促進のほか、山梨県内の観光資源との連携など

広域的なネットワークにより、対象地の外にまで及ぶ取組が望まれる。また、地元

の新規雇用の創出にも寄与する施設として運営することが求められる。 

基本方針③：事業特性に対応した品質の高い運営 

         本事業は、美術作品や花・植物を取り扱うため、それらに対する専門性を有する

人員による実施体制を構築し、中長期に渡り適切に維持管理・運営を行うことが

重要である。 

基本方針④：持続性のある運営基盤の構築 

  本事業は、本市の公共施設マネジメントのあり方に配慮し、財政負担を軽減しな

がら、持続的な事業実施を検討するものである。そのため、比較的安価な公共サー

ビスの提供と共に、施設を柔軟に利活用して収益性の高い事業も実施することで、

官民連携のもと、持続可能な運営基盤を構築することが必要である。 

  



１０ 施設整備計画 

（１）機能整理 

フラワーパークは従来の公園が有する休憩機能、散策機能に加えて、花・植物の鑑賞機能、

それらの圃場機能が必要となる。 

ミュージアムは、美術作品鑑賞のほか、創作等の体験活動を行う展示・交流機能と、運営者

側がバックヤードとして使用する保管・管理機能が必要となる。また、作品鑑賞の前後に利用

する賑わい機能や駐車場機能も必要となる。 

 

（２）施設の規模設定 

本事業は官民連携による事業実施を想定しているため、施設規模は民間事業者との継続的

な対話により詳細を検討する必要がある。基本計画では、検討の基準となる施設規模として、

次のとおり設定する。 

ゾーン 規模 

フラワーパーク 約 16,000㎡ 

ミュージアム 約 1,200㎡ 

駐車場 約 140 台 

  

ゾーン 機 能 概 要 

フラワーパーク 休憩機能 来訪者が緑豊かな環境で休憩し憩うための機能。ベンチ等の設

置が考えられる。 

散策機能 来訪者が花・植物を感じながら散策するための機能。園路や案

内サイン等が必要。 

鑑賞機能 本施設ならではの花・植物を鑑賞し、その内容について知るこ

とができる機能。 

賑わい機能 飲食や物販、各種サービス提供など、収益性の高い機能。 

圃場機能 花・植物を育てるための機能。 

ミュージアム 展示・交流

機能 

利用者が展示作品を鑑賞し、その内容を知ることができる機

能。また創作活動等の体験を行い、文化的な生活を支える機能。 

保管・管理

機能 

展示・交流機能を支えるバックヤードの機能。美術作品の保管、

搬出入、一時保管、事務等に対応する。 

賑わい機能 飲食や物販、各種サービス提供など、収益性の高い機能。 

その他 駐車場 市民や観光客が利用する駐車場。 



（３）配置計画・動線計画 

配置計画と動線計画は、駐車場、パーク、ミュージアムのそれぞれの位置関係から定める。

本計画では、次の３ケースを想定する。 

案① 案② 案③ 

南側に駐車場を配置。県道

側にパークとミュージアム

を配置し、東側にパークを

配置。 

南側に駐車場を配置。駐

車場に面してパークを配

置し、北側にパークとミ

ュージアムを配置。 

県道側に駐車場を配置。

北側にパークとミュージ

アムを配置し、南側にパ

ークを配置。 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

…有料パーク    …無料パーク    …ミュージアム    …駐車場 

 

 

 

 

 

  

   

 



１１ 民間意向調査（ヒアリング）について 

（１）調査概要 

   本事業への民間事業者の関心や参画意向、事業実現に向けた意見等を聴取するため、次のと

おり、事業に関連する事業者にヒアリングを行った。 

分野 
ヒアリング 

事業者数 
選定理由 

①代表企業（デベロッパー） 

施設整備・所有 
４社 

PFI 事業に代表企業として参加実績の多い

商業系デベロッパーと、美術館 PFI 事業に

参画実績のある商業系デベロッパー 

②美術館運営企業 ５社 
PFI 事業や指定管理事業等、当該分野の実

績が豊富な事業者 

③造園系企業 ３社 
PFI 事業や指定管理事業等、当該分野の実

績が豊富な事業者 

 

 （２）調査結果概要 

   ①代表企業（デベロッパー） 

 本事業に対して一定の関心が示されたが、現地の状況によって判断するという意見もあり、 

全体として慎重な姿勢が見られた。事業スキームは PFI が望ましいという意見があった。民間 

事業寄りとなる定期借地権事業が望ましいという意見はなかった。公共施設等運営権方式に 

ついては、本事業の収益性を鑑み、望ましいという意見はなかった。 

また、運営の独立採算は不可能という意見が挙げられた。 

事業参画への関心 • 関心がある。 

• 一定、関心があるが、現地を見てみる必要がある。 

本事業の収益性、

集客力 

• リピーターを獲得する工夫が必要である。 

• 接道の状況は気になる。県道に面しているほうが望ましい。 

• 絵や庭園をいかした体験型の飲食と組み合わせるなど、集客コンテン

ツを増やすことにより、収益性が高まる可能性がある。 

• 絵よりもパーク側の集客力を高めるのが現実的と思われる。 

• 運営の幅を広げて自由度を高めたほうが良い。 

望ましい事業スキ

ーム 

• PFI-BTOが望ましい。 

• 定期借地スキームは不可能ではないが、建物を所有する必然性は低い。 

• 公共施設等運営権事業を選択する必然性は低い。 

独立採算の可能性 • 独立採算は不可能。整備および運営において市の関与が必要。 

 

  



②美術館運営企業 

    本事業に対して一定の関心が示されたが、慎重な姿勢を示す事業者が多かった。収益性に 

ついては、リピーターの獲得のため企画展の必要性を指摘する意見が複数あった。また、ミュ 

ージアムよりもパーク側の集客に期待する声が聞かれた。集客に関する民間ノウハウは発揮

可能であることが確認された。ミュージアムの独立採算は困難という意見が大半を占めた。 

事業参画への関心 • 一社ではできないため、チーム組成を検討する必要がある。 

• 関心がある。 

• 全体で相当程度の集客が見込まれない限りは参画は難しい。 

本事業の収益性、集

客力 

• リピーターをどれだけ獲得できるかが重要。年数回の企画展が必要

と思われる。 

• 用地買収等によって県道に隣接すると事業環境は大きく変わる。ま

た駐車場は広い方がよい 

• 旅行代理店との交渉、契約は民間にノウハウがある。 

• 収益は小さい事業と思う。 

• パーク側で利益を生みだす事業と思われる。 

• パークは人気のある種類の花を植えるなどして、一定の集客力を確

保可能と思う。 

望ましい事業スキ

ーム 

• 指定管理料が支払われる場合は、定期借地方式か PFI 方式かは問わ

ない。 

• あえて公共施設等運営権事業を選択する理由は乏しく、実績もない

ため望ましいとは言えない。 

• 定期借地はデベロッパー等が興味を示すか疑義あり。 

独立採算の可能性 • ミュージアムの独立採算は不可能。整備および運営において市の関

与が必要。 

   



③造園系企業 

本事業に対して一定の関心が示された。収益性については、立地や事業内容を評価する意見 

と、敷地規模等の観点から厳しい意見が双方挙げられた。旅行会社との連携等、集客に関する民

間ノウハウは発揮可能であることが確認された。また、パーク部分の独立採算は困難であること

が確認された。 

  

事業参画への関心 • 面白い事業だと思う、関心がある。 

• 維持管理、運営に協力できると思う 

• 主たる事業者は施設を所有するリース会社と思われる。主たる事業

者が決まれば、周辺のプレイヤーも集まり、チームが組成される。 

本事業の収益性、集客

力 

• 立地は比較的良好、有望であると考える。 

• 門戸を広げるより、ターゲットを絞ってセグメントすることによっ

て、収益性を高められる可能性がある。 

• 体験や学習要素を入れることが考えられる。 

• 通年集客する工夫が必要である。 

• 庭園を集客コンテンツとするためには敷地規模が小さい。 

• 旅行会社とのタイアップは可能である。 

望ましい事業スキーム • 特になし 

独立採算の可能性 • 庭園の独立採算は不可能。 



（３）考察 

①本事業への関心 

     ヒアリングでは、まず定期借地権事業など民間側へより多くのリスクを移転するスキー

ムを中心にヒアリングをしたため、事業参画に慎重な事業者が多かった。一方で PFI 方式

による事業については、複数の事業者が関心を示した。 

今後、事業化を図る際は、事業条件及び官民の役割分担を明確に提示し、民間事業者が 

参画可能な事業環境を形成することが必要である。 

②運営の独立採算可能性 

     ミュージアムおよびパークについて、運営の独立採算は困難という意見が大半を占めた

ため、運営費の一部を公金負担する必要性があると考えられる。 

③事業スキーム 

     PFI-BTO 方式など、公共事業として実施したうえで、整備費及び運営費の一部について市

が負担するスキームを望ましいとする意見が大半を占めた。定期借地権事業は難しいとい

う意見が多かった。 

④民間ノウハウの発揮 

     広報やターゲティング、旅行代理店との連携など、集客力の向上につながる様々な工夫

についてノウハウを発揮可能という意見が得られた。また、ボランティアによる運営支援

など、市民との連携についてもアイデアが提示された。本事業の目的を鑑み、市民サービス

の向上、交流人口の増加、財政負担の軽減など、本事業を官民連携事業によって実施するメ

リットの発現が期待される。 

⑤その他 

     集客の観点から、大型観光バスの乗り入れが必要という指摘が複数の事業者から挙げら

れた。現在、対象地は県道に面しておらず、かつ幅員の狭い道路に接道しているため、大型

観光バスの乗り入れは困難である。事業化にあたっては、アクセス面への対応について検

討が必要である。 

  



１２ 事業手法の定性評価 

   定性評価は、PPP/PFI の事例等を参考に事業化あたっての評価指標を設定して、従来方式と

PPP/PFI方式が持つ課題や効果等の比較及び評価を行うものである。 

 

（１）官民連携事業の適否 

PPP/PFIの市場動向と、民間事業者による創意工夫という観点から次のとおり評価指標を設定 

し、本事業が官民連携事業に適しているか次のとおり評価をまとめた結果、本事業は官民連携事

業に適していると言える。 

分類 評価指標 評価 

PPP/PFIの 

市場動向 

PPP/PFI を導入した先行事例が複数ある ○ 

類似業務の実績を有する民間事業者が複数いる ○ 

民間事業者に

よる創意工夫

の発揮余地 

整備内容に特殊な仕様が求められる施設ではない ○ 

事業の内容に運営業務を有し民間事業者が工夫する余地がある ○ 

利用料金収入があり民間事業者の工夫により収入増加の余地が

ある 

○ 

整備費について 10億円以上が見込まれ、削減の余地がある。 ○ 

維持管理費、運営費について 1億円/年以上が見込まれ、削減の

余地がある 

○ 

民間収益事業を行うことができる ○ 

  



（２）事業手法の比較及び評価 

   本事業で想定される事業手法について、次のとおり手法別に比較・評価を行った。 

本事業においては、従来型よりも官民連携手法の方に優位性があるといえる。 

   事業手法 

評価指標 

従来方式 

（公設公営） 
PFI方式 DB+O方式 定期借地 

市による 

資金調達の要否 

× ◎ × ◎ 

必要（起債） 不要（民間が調達、

平準化が可能） 

必要（起債） 不要（民間が調達、

平準化が可能） 

調達金利 

◎ × ◎ × 

起債の方が有利 起債と比べて利率

が高い 

起債の方が有利 起債と比べて利率

が高い 

整備費の効率化 

× ◎ ◎ ◎ 

分離発注のため効

率化効果なし 
設計・施工一括発注による効率化 

運営・維持管理費

の効率化 

× ◎ ◎ ◎ 

分離発注のため効

率化効果なし 
一括発注と指定管理期間の長期化による効率化 

予防保全の実施 
△ ◎ ◎ ◎ 

市独自で実施 長期契約により民間が実施 

集客力の向上 

× ◎ ◎ ◎ 

民間ノウハウによ

る効果なし（直営） 
民間ノウハウによる集客力向上効果有 

リスク分担・リス

ク管理 

× ◎ ◎ ◎ 

市がリスク負担 民間にリスク移転可能。リスク分担の明確化可能。 

建設会社の長期

的関与 

× ○ × ○ 

引渡後の関与無 引渡後も SPCへの出

資者として関与有 

引渡後の関与は無 リース会社等が関

与有 

金融モニタリン

グ 

× ◎ × ◎ 

金融機関の関与無 モニタリング有 金融機関の関与無 モニタリング有 

市の関与度 

（公共性の担保） 

◎ ○ ○ ○ 

市が直接的に公共

性を担保可能 
契約とモニタリングにより間接的に公共性を担保 

ヒアリングによ

る民間事業者の

参画可能性 

◎ ◎ ◎ × 

可能性有 複数者から関心が寄せられている 参画可能性は低い 

市の発注事務 
◎ △ △ △ 

従来通り簡便 公募・契約時の事務が複雑化 



１３ 事業手法の定量評価 

  定量評価は、事業化にあたり具体的な事業費を算出し、市の財政負担額削減の可能性などを

数値で評価するものである。 

 

（１）検討対象とする事業手法と定量評価の手法 

①検討対象とする事業手法 

本事業に適した事業手法を定量的に評価するにあたり、その検討対象は次の手法とした。 

（ｱ）従来型の市直営・分離発注方式 

（ｲ）PFI-BTO方式 

（ｳ）PFI-BOT方式 

②定量評価の手法 

定量評価は、VFM（Value for Money）による評価を行った。VFMは、PFIの基本的な考え方

の一つで、支払（Money）に対して最も価値の高いサービス（Value）を供給するという考え方

のことをいう。PFI 事業の実施の可否を判断する重要指標として、PFI法においても、その算

定・評価が義務付けられている。 

VFM 評価とは、PSC（公共が自ら実施する場合（従来方式）の事業期間全体を通じた公共財

政負担の見込額）と PFI事業における LCC（プロジェクトにおいて、計画から、維持管理、運

営、修繕、事業終了までの事業全体にわたり必要なコスト）を比較する手法である。 

この比較において、PFI事業の LCC が PSC を下回れば PFI事業の側に VFMがあり、上回れば

VFMがないとなる。なお、公共サービス水準を同一に設定することなく評価する場合、PSC と

PFI 事業の LCC が等しくても、PFI 事業において公共サービス水準の向上が期待できるとき、

PFI事業の側に VFM があると評価される。 

 

③PFI方式の概要 

  

根拠法令 PFI 法（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律） 

内容 ・事業で実施する全ての業務を担当する企業（建設会社、運営会社等）から構成され

る企業コンソーシアムが組成する SPCが、施設の整備・運営を一体的に実施する手

法。なお、公募においては、企業コンソーシアムを選定するのであり、SPCを選定

するわけではない。SPCは、企業コンソーシアムが選定された後に組成される。 

・SPC自体が業務を実施するのではなく、業務を実施する企業が SPCから業務を受託

又は請負い、整備・運営等を実施する。 

・民間事業者が資金調達を行うことが原則だが、補助金の適用割合によっては、公共

が資金調達を行う場合がある。 

・公共施設整備及び長期間にわたる運営維持管理を、民間事業者に実施させることが

可。 

年数 概ね 10年～20年程度としている例が多い。 



（ｱ）PFI-BTO 

設計・施工・維持管理・運営の PFI事業契約を民間事業者と締結する。公共施設の保有者は市

である。PFI事業者を当該施設の指定管理者に指定することも可能である。指定管理者の場合は

指定管理料を支払う。指定管理期間を長期に設定可能である。 

スキーム図 

 

（ｲ）PFI-BOT 

設計・施工・維持管理・運営の PFI事業契約を民間事業者と締結する。事業期間中の施設保有

者は民間事業者である。PFI事業者を当該施設の指定管理者に指定することも可能である。指定

管理者の場合は指定管理料を支払う。指定管理期間を長期に設定可能である。根拠法令は上記

PFI-BTOと同様である。 

 スキーム図 

 

  

    ④施設の想定規模 

     定量評価にあたっては、施設整備計画等を参考に、施設規模を次のとおり想定して、評価を行

った。 

ゾーン 規模 

有料パーク 約 5,200㎡ 

無料パーク 約 8,000㎡ 

パーク通路部分 約 2,800㎡ 

ミュージアム 

（RC、平屋建て、建設単価 60万円/㎡） 
約 1,200㎡ 

駐車場 
約 4,000㎡ 

(約 140台) 

市で施設保有 

民間で施設保有 



（２）定量評価の前提条件整理 

定量評価の前提条件として、次の項目について検討・整理した。 

項   目 

① 事業期間 ⑥  利用料収入等 

②  整備費 ⑦  公租公課 

③  維持管理費 ⑧  公共側アドバイザリー費 

④  運営費 ⑨  資金調達条件 

⑤  特別目的会社（SPC）関連経費 ⑩ 割引率 

 

①事業期間 

・20 年間 

 

②整備費 

整備費については、日本国内の類似施設の事例を基に、次のとおりとした。 

・従来方式（公設公営）1,498,000 千円 

・ＰＦＩ方式     1,348,000 千円 

 

③維持管理費 

ミュージアム、有料パーク、無料パークに分類し、日本国内の類似施設の事例および美術

館・有料庭園に一定の知見を有している民間事業者からの聞き取り結果等を基に算定した。 

・従来方式（公設公営） 81,573千円／年 

・ＰＦＩ方式      73,416千円／年 

 

④運営費 

運営費については、日本国内の類似施設の事例を基に、主にミュージアム運営のための人件

費、広報・集客プロモーションのための費用、その他諸経費を算定した。 

 

⑤特別目的会社（SPC）関連経費 

事業手法を PFI方式とした場合、民間事業者は特別目的会社（SPC）を設立することが一般

的であるため、SPC 開業費及び経費を算定した。 

 

⑥利用料収入等 

利用料収入は、本施設の入場者数と利用料単価を設定の上、算定した。 

本施設の入場者数は、先行事例で用いられている手法による予測、山梨県立美術館の来場者

数に対する割合を加味した予測、類似の美術館・植物園の入場者数の実績に基づく予測で試算

した。利用料単価は、類似施設の単価を参考に設定した。 

・従来方式（公設公営） 32,000人／年×1,000円＝32,000,000円／年 

・ＰＦＩ方式      33,600人／年×1,200円＝40,320,000円／年 

 

 



⑦公租公課 

公租公課については、官民連携方式を想定した場合に民間事業者による支払いを要する法

人税等、及び同方式のうち BOT 方式を選択した場合に民間事業者による支払いを要する固定

資産税等を設定した。 

 

⑧公共側アドバイザリー費 

本事業を官民連携事業として実施する場合に必要な公共側の公募支援等アドバイザリー費

用として、類似事例を基に、PFI方式では平成 30年度に 18.5 百万円を計上した。  

 

⑨資金調達条件 

    甲斐市及び民間事業者が整備費の資金調達を行う場合の条件を想定して検討した。 

 

⑩割引率 

VFMの算定にあたっては、フリーキャッシュフローを現在価値に換算して比較する。現在

価値とは、「将来発生するコストや収入を現時点の価値に評価し直した額」のことで、割引

率とは、この現在価値を算定する際に用いるレートをいう。 

    本調査においては、内閣府のガイドラインを踏まえ、従来方式（公設公営）及び PFI 方式

に共通の値として、リスクフリーレートとして 1.2％（平成 24 年 4 月～平成 29 年 3 月の 20

年国債平均利回り）とした。 

 

  



（単位：億円）
PFI-BTO PFI-BOT

①民間が施設整備
②整備後、市に所有権移転
③民間が維持管理運営

①民間が施設整備
②民間が施設所有し、
　維持管理運営
③事業期間終了後、
　市に所有権移転

市負担 0% 市負担 0%
民間負担 50% 民間負担 50%

歳入 19.41 6.79 9.17
国庫支出金等 7.49 6.74 6.74
地方債 5.62 0 0
運営収入等 6.30 0 0
定期借地料 0 0 0
法人税関連 - 0.05 0.13
公租公課 - 0 2.30

歳出 47.50 32.20 35.00
20.75 14.71 14.71

運営維持管理費 26.75 17.30 20.10
公租公課充当分 -
事業化事務費 0 0.19 0.19

現在価値
換算前 28.09 25.41 25.83
現在価値
換算後 24.40 21.96 22.27

10.0% 8.7%

1.27億円/年 1.29億円/年

従来方式
（公設公営）

初期投資負担割合

建設事業費

市負担額
（20年間平均）

ＶＦＭ

公共負担額

１４ ＶＦＭの算出 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業手法の定量評価から、PFI方式による事業実施は有効であるといえる。また、PFIの中では、

定量評価において、PFI-BOTに対して PFI-BTO の優位性が認められる。事業手法の選択にあたっ

ては、本事業が財政負担に与える影響や、起債の可否、財政負担の平準化の必要性等の総合的な見

地から判断する必要がある。 

＜VFM の考え方＞ 

 


