
日比谷公園大音楽堂再整備に関するマーケットサウンディング調査　質問回答

番号 項目
調査

実施要領 質問 回答

1 再整備の考え方 P４
大音楽堂周辺を含めた日比谷公園全体の賑わいの創出や施設・設備の整備方針については「都立日比谷公
園再整備計画について 答申」等をはじめとした資料から読み取れますが、大音楽堂自体の利用内容やイベント・
事業の実施等に対する東京都のビジョン、今後の音楽堂のあるべき姿についての考え方を示してください。

これまでの大音楽堂の歴史的価値を継承しつつ、時代のニーズに応えながら文化、芸術、音楽など多様なジャン
ルの発信拠点として、次世代に引き継いでいくことを目指しています。また、日比谷公園の立地特性や環境を活か
し、公園内の各施設や周辺のまちとも連携し、多様な魅力を引き出し更なる賑わい創出を図ることを目指していま
す。

2 事業手法 P６
公募対象公園施設を所有した場合、事業終了時に撤去は必要でしょうか。または都による買い取りは可能でしょ
うか。

公募対象公園施設を整備事業者の財産とし、設置許可により管理運営を行って頂く場合、事業終了時に整備
事業者の費用負担により施設の解体・現状復旧を行って頂くことが基本です。そのため、現時点では都による買取
りや無償譲渡は行わない予定です。

3 事業手法 P６ 公募対象公園施設の転貸は可能でしょうか。（カフェ、レストラン等のテナントを想定）

公募対象公園施設の設置管理許可は、対象の公園施設を設置・管理することを許可する行政処分であり、その
権利を他者に譲渡することはできません。整備事業者が設置管理許可受者として、都と協議の上、公募対象公
園施設を他の事業者に対して賃貸借や業務委託を行うことは可能とする予定です。ただし、公募時点で事業者
が提案した店舗の形態やコンセプトなどを大きく変更することは認めないこととする予定です。

4 事業手法 P６

当該Park-PFI事業にて整備したかもめの広場等園地部分の管理運営は日比谷公園の指定管理者とのことです
がその条件は確定でしょうか。当該Park-PFI事業者が管理運営を行い、例えば、コンサート主催者へコンサート関
連の物品販売イベント等の開催の場として貸し出し、場（園地）の使用料を音楽堂使用料以外の収入源としたい
と考えております。

現時点では、整備事業者が指定管理者として大音楽堂部分のみ管理運営を行うことを想定しています。そのた
め、広場等園地部分の管理運営は日比谷公園の指定管理者が行いますが、外周部（Ⓑエリア）に整備する広場
を活用し、コンサートグッズ等の物販利用の際に整備事業者が販売手数料により収入を得ることが出来る仕組み
を検討しています。事業手法は確定ではないため、管理運営主体を含め提案して頂くことも可能です。整備事業
者が広場等園地部分の管理運営を行う場合は、事業者が当該部分に係る維持管理費用を負担することも含め
検討します。

5 事業手法 P６
園地部分については、日比谷公園の指定管理者が管理運営を行うこととなっていますが、今般の再整備にて選定
された事業者が園地部分の管理運営を行うことはできないのでしょうか。

番号４の回答を参照してください。

6 整備エリア
別紙１

P１
「提案によりエリアをまたがる配置も可能です」とありますが、エリアを跨る全体配置計画を提案した場合、Ⓑもしくは
Ⓒエリアに管理事務所を整備することは可能と考えてよろしいでしょうか。

ⒷもしくはⒸエリアに管理事務所を整備する提案も可能です。

7 整備エリア
別紙１

P１

（１）Bの収益施設に、音楽堂機能の一部（控室、練習室、多機能WC等）を配置することは可能でしょうか。
（２）整備対象区域の３つのエリアの範囲を変更することは可能でしょうか（収益施設の面積を増やすなど）。
（３）（１）と（２）について、「練習室」などを収益確保のため単独で貸し出すことは可能でしょうか。

利用者の利便性や建蔽率等の制限、周辺環境への配慮等を踏まえ自由に提案してください。

8
大音楽堂の整備
条件

別紙１
P２

上野恩賜公園野外ステージのような「常設」のみの屋根は認められますか。 野外音楽堂の歴史や、野外ならではの開放感等のメリットを継承する施設であれば可能です。

9
大音楽堂の整備
条件

別紙１
P２

「密閉」の定義を教えてください。(野外の景色・空が見えない、等)
「密閉」については、東京ドームのように上部は屋根、周囲は壁に囲まれている施設を指しています。大音楽堂は、
周囲が吹き抜けで風が通り、空や周囲の樹木が見える施設を想定していますが、野外ならではの開放感のある施
設を提案してください。

10
大音楽堂の整備
条件

別紙１
P２

屋根の設置については、密閉かつ常設の屋根は不可とのことですが、開閉式屋根を設置する場合、閉めた際に完
全密閉の状態となるのは不可でしょうか。

番号９の回答を参照してください。

11
大音楽堂の整備
条件

別紙１
P２

ステージの方向は、既存施設の方向より官公庁方面に向かないことが条件とありますが、舞台全面GLから概ね
+10ｍを満たせば良いか、その他の騒音対策の基準はありますか。

現時点で検討している条件は質問のとおりです。騒音対策に有効な施設や設備、素材等がありましたら提案して
ください。

12
大音楽堂の整備
条件

別紙１
P２

物理的な防音壁の設置は必須でしょうか。防音壁ではなく、樹木による吸音を防音対策として提案することは可
能でしょうか。

野外音楽堂の防音対策として、現状以上の高さ（ＧＬ＋10ｍ程度）の防音壁の設置が有効であると考えておりま
すが、樹木による吸音に効果が期待できる場合はご提案ください。

13
収益施設の整備
条件

別紙１
P３

実施要領別紙１（２）に示されている土地使用料について、単価が高額であることから、このままの条件で公募され
た場合、収益施設の規模が極めて小さくなるものと考えられ、公園の賑わいや魅力の創出、利用者の利便向上が
十分に図れないのではないかと懸念しております。売店部分は公園利用者の利便施設という考え方として収益施
設部分の土地使用料を免除し、売上は野外音楽堂の整備費・維持管理費に充てるような考え方は取れないで
しょうか。

収益施設については、設置許可の場合は土地使用料、管理許可の場合は施設使用料が発生します。使用料
徴収の対象となる面積については都と協議となりますが、減免することは想定していません。収支上の課題がありま
したらお示しください。

14
収益施設の整備
条件

別紙１
P３

外構部、音楽堂に便益施設を設置する場合は土地使用料、施設使用料が発生しますが、使用料が高額である
ため、インフラ投資を含めた事業者メリットが低いと思われます。収益を一定額公園に還元する等の公益性の高い
施設として、減免措置は考えられないでしょうか。

番号13の回答を参照してください。

15
収益施設の整備
条件

別紙１
P３

野外音楽堂の客席部分下部を利用する等して、立体的に収益施設を設置した場合にも土地使用料は掛かるの
でしょうか。それとも建物使用料のみでしょうか。その場合、建物使用料の水準について示してください。

大音楽堂と収益施設を合築とする場合、構造上分離が出来ないことから、収益施設は大音楽堂と一体的に都
の財産とすることが想定されます。この場合、収益施設部分を管理許可することとなり、施設使用料（土地使用料
及び建物使用料）が発生します。建物使用料の額は、大音楽堂全体に係る建物使用料に相当する額に、大音
楽堂全体の面積に対する収益施設の面積の割合を乗じて得た金額となります。なお、現行の他の施設の施設使
用料については都立公園条例施行規則を参照してください。

16
外周部の整備条
件

別紙１
P４

Ⓑエリアにて園路、広場、トイレ、収益施設を整備するにあたり、樹木移植によりスペースを確保することは困難と
考えます。必要最低限の伐採を可能とすることはできないでしょうか。

大音楽堂周辺の環境を活かした再整備を行う観点から、樹木は原則として事業対象区域内での移植又は残置
とし、伐採を行わないことを検討しています。できるだけ既存樹木を活かした提案を行ってください。なお、今回の調
査で頂いた提案を踏まえ、事業者の公募に向けて樹木の移植の考え方等に係る検討をしていきます。
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番号 項目
調査

実施要領 質問 回答

17
外周部の整備条
件

別紙１
P４

配置計画の検討に関し、事業範囲内に存在する樹木の伐採は禁止、移植対応だけ可能という理解でよろしい
しょうか。存在する樹木の伐採は禁止、移植対応だけ可能の条件の理解において、既存建物の解体・改修の施
工に係る移植が必要な樹木が明確に存在します。特に大樹の移植には膨大なコスト負担が予想されますが、それ
も承知の上の移植条件で既存施設改修の提案を求めている理解でよろしいでしょうか。

番号16の回答を参照してください。

18
外周部の整備条
件

別紙１
P４

伐採して、代替措置として、都道府県の森林景観を映像で流すなど、現在の広場の大幅なリニューアルは提案可
能でしょうか。

番号16の回答を参照してください。

19
エントランス広場
の整備条件

別紙１
P４

エントランス広場において、常設でない販売形態（キッチンカー等）の誘致は可能と考えてよろしいでしょうか。
キッチンカーによる公園内の占用は、現在、日比谷公園ではイベント開催時などを除き認めておりません。再整備
後は、整備事業者に対し、場所を限定して占用を可能とすることを検討中です。そのため、エントランス広場に関し
て実現の可否は現時点では答えられませんが、提案は可能です。

20
エントランス広場
の整備条件

別紙１
P４

エントランス広場において、仮設店舗（キッチンカーを含む）であれば便益施設の展開は可能でしょうか。 番号19の回答を参照してください。

21
エントランス広場
の整備条件

別紙１
P４

エントランス広場単独、またはエントランス広場を含む事業対象範囲全体での物品販売を伴うイベント（フリーマー
ケット等）を行うことは可能でしょうか。

提案は可能ですが、コンサートグッズの物品販売を伴うイベント等は、場所を限定（Ⓑエリアに整備される広場を想
定）し開催を可能とすることを検討中です。

22
エントランス広場
の整備条件

別紙１
P４

Ⓒエリアには収益施設を設けられないとありますが、条件を緩和していただけないでしょうか。また、設置不可としてい
る理由を示してください。

かもめの広場（Ⓒエリア）は、国から国有地の無償貸付を受けているエリアであるため、現時点では収益施設は設
置不可とする予定です。

23
エントランス広場
の整備条件

別紙１
P４

Park-PFIのスキームを最大限に生かし、理想的な賑わいを作り、十分な利益確保によるその持続を期待されるな
らば、かもめの広場にこそ収益施設の設置が望まれると思いますが、公募に向けて条件の変更（収益施設の設置
を許可すること）はありえますか。

番号22の回答を参照してください。

24
エントランス広場
の整備条件

別紙１
P４

エントランス広場に収益施設を設けることができない根拠を示してください。 番号22の回答を参照してください。

25
エントランス広場
の整備条件

別紙１
P４

都道府県から寄付された樹木は、東京の気候に合わないものもあり、成長がまちまちですが、東京都としてはどのよ
うな姿がエントランスにふさわしいとお考えでしょうか。

郷土の森にある樹木は、昭和59年に行われた第２回全国都市緑化フェアを記念して各自治体から寄贈されたも
のであり、その経緯から、残置または移植により郷土の森に保存していくことが望ましいと考えています。「日比谷公
園再生整備計画」（令和３年策定）においては、郷土の森を整理し、かもめの広場と合わせて官公庁やまちに開け
た開放的な公園の顔となる入口にしていくとしています。

26
看板または広告
塔

別紙１
P４

サイネージ・LEDなど電子掲示物に関して制約はありますか。

東京都屋外広告物条例や所管区の景観まちづくり条例等の関係法令に適合するものであり、都と協議の上、公
園管理及び景観上、支障ないと判断される場合に限り広告を掲出可能とする予定です。ただし、日比谷公園内
は屋外広告物の禁止区域となっているため、条例の基準、規格等に適合しない広告（商業広告等）を掲出する
場合、東京都広告物審議会の了承の上、所管区の許可を得ることが必要です。詳細は所管区の担当窓口に相
談してください。

27
看板または広告
塔

別紙１
P４

大音楽堂敷地内での看板・広告、電子掲示物の設置は可能でしょうか。
大音楽堂敷地内で入場者等のみに表示される広告については、東京都屋外広告物条例の対象外と考えていま
すが、都と協議の上、公園管理及び景観上、支障ないと判断される場合に限り掲出可能とする予定です。

28
看板または広告
塔

別紙１
P４

デジタルサイネージの場合、東京都広告物審議会了承と所管区の許可は、各広告ごとにはかる必要があります
か。

番号26の回答を参照してください。デジタルサイネージの場合であっても、表示する広告ごとに所管区の許可等を
受ける必要があると考えています。

29 駐輪場
別紙１

P４
レンタルサイクルポートには、電動スケートボードなどの設置も含まれるでしょうか。

利便増進施設として電動キックボード等のレンタルスペースに関する提案も可能です。なお、現在、日比谷公園内
では電動キックボードや電動スケートボードの走行は全面禁止されています。

30 その他整備条件
別紙１

P５
日比谷公園全体で特例を適用した場合に12％以内の建蔽率制限がありますが、今回の指定範囲（約12,000
㎡）で許容される建築面積（想定面積または日比谷公園全体における建蔽率）の上限はどの程度でしょうか。

日比谷公園全体面積161,636.66㎡に対し、教養施設もしくはPark-PFIを採用した場合の公募対象公園施設に
ついては、特例を適用し建蔽率を12％以内とすることが可能です。ただし、今後、公園内の再生整備により新たな
施設を整備することや、本事業では既存樹木や植栽等周辺環境を活かした再整備を行う観点から、事業対象
区域約12,000㎡の12％以内（可動式屋根を設置する場合は都と協議の上、12%を上回ることも可能とします）と
することを検討しています。
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番号 項目
調査

実施要領 質問 回答

31 その他整備条件
別紙１

P５
収益施設を大音楽堂と合築/別棟にした場合、なぜ期間を10年プラスできる/できないのか、考え方を教えてくださ
い。（別紙1整備条件⑼）その考え方によっては、更に10年等、30年以上の期間延長は可能でしょうか。

収益施設を大音楽堂と別棟とする場合、Park-PFＩにおける建蔽率の特例（都市公園法施行令第６条第６項）を
適用することが可能です。当該特例を適用した場合、当該特例を適用したまま都市公園法第５条第１項による
設置管理許可の更新を行うことができないため、同制度における公募設置等計画の認定有効期間終了後は、
Park-PFIによる再公募が必要となります。このため、事業期間は認定有効期間の上限20年以内となります。
収益施設を大音楽堂と合築とする場合、建蔽率については、Park-PFＩにおける特例ではなく、教養施設等に対
する特例（都市公園法施行令第６条第２項）を適用することが可能です。Park-PFＩにおける建蔽率の特例を適
用しない場合、認定有効期間終了後、Park-PFＩ制度に基づかずに、都市公園法第５条第１項による設置管理
許可の更新を行うことにより、公募を行わず、10年を上限とする許可の更新が可能です。このため、認定有効期間
を20年とした場合は、更新も含め事業期間を30年とすることが可能となります。再度の更新により事業期間が30
年を超えることも可能ですが、いずれの更新も事業継続が必要と都が判断した場合に限ります。現時点では、本
事業の事業期間は更新含め30年間を上限とすることを予定しています。また、都市公園法第５条第１項による設
置管理許可の更新を行う場合、Park-PFＩにおける建蔽率の特例が適用されなくなりますのでご注意ください。
詳細は国土交通省「都市公園の質の向上に向けたPark-PFI活用ガイドライン」を参照して下さい。

32 その他整備条件
別紙１

P５
Ⓑのエリアを収益施設は1棟建て、別で整備するトイレと併設して整備した場合、事業期間は30年となる理解でよ
ろしいでしょうか。

収益施設とトイレを併設した場合、建蔽率は、教養施設等に対する特例（都市公園法施行令第６条第２項）を
適用することはできませんが、Park-PFＩにおける建蔽率の特例（都市公園法施行令第６条第６項）を適用すること
が可能です。Park-PFＩにおける建蔽率の特例を適用した場合、当該特例を適用したまま都市公園法第５条第１
項による設置管理許可の更新を行うことができないため、同制度における公募設置等計画の認定有効期間終了
後は、Park-PFIによる再公募が必要となります。このため、事業期間は認定有効期間の上限20年以内となりま
す。詳細は国土交通省「都市公園の質の向上に向けたPark-PFI活用ガイドライン」を参照して下さい。

33 既存施設 P２ 現在の総合窓口（管理事務所）の広さはどのくらいでしょうか。 緑と水の市民カレッジ建物内にある大音楽堂管理事務所の面積は約42㎡です。

34 既存施設
別紙１

P１
現在の建物竣工図（意匠、構造、電気・衛生設備）を貸与いただくことは可能でしょうか。

S58年の竣工図及びH31年に実施した改修工事図面を提供します。
希望する場合は担当部署にメールにて連絡してください。

35 既存施設
別紙１

P３
埋設管等のインフラ図面を開示いただくことは可能でしょうか。

H25年の地下埋設物平面図を提供します。希望する場合は担当部署にメールにてご連絡ください。なお、今年度
調査を実施中のため、最新の図面については事業者公募時に提供可能とする予定です。

36 都の費用負担 P６ 都が特定公園施設の整備費を一部負担する場合、どの程度の割合を想定しているのでしょうか。
整備費用及び既存施設の撤去・解体費に関する都の費用負担については、今回のマーケットサウンディング調査
の結果を踏まえ検討してきます。詳細は公募開始時にお知らせします。

37 都の費用負担
別紙１

P５
大音楽堂を解体撤去した上で新規整備（改築）を想定されていますが、建設事業費の上限額との関係において、
既存施設の一部改修活用の選択も考えられます。事業費の上限額はどの時点で示されるのでしょうか。

番号36の回答を参照してください。

38 都の費用負担 P６
今回の整備要件や都の条例に沿って整備・運営を実施し、整備費用及び管理運営経費を収益でまかなえない
場合、都が整備費用以外の損益を負担するお考えはありますか。

整備費等に関する都の費用負担（検討中）を除き、大音楽堂の利用料金や収益施設等の収入により大音楽堂
の管理運営を行って頂く予定です。

39 都の費用負担 P６
大音楽堂の管理運営費用は民間負担とのことですが、大規模修繕費を含めた修繕費も民間が負担するのでしょ
うか。

大音楽堂を都の財産とする場合、修繕費のうち軽微な修繕は事業者の負担ですが、大規模修繕費用について
は都が負担することを検討しています。大規模修繕費用の見込みがありましたら提案してください。

40
大音楽堂の管理
運営

別紙１
P６

物理的損害だけでなく、感染症による収支悪化も不可抗力として都で補填いただくことや、プロフィット・ロスシェアを
検討いただくことは可能でしょうか。

収支悪化は補填の対象外ですが、感染症の影響により都が大音楽堂の休止を指示した場合等については、都と
協議の上、不可抗力の判定や費用負担等を決定することを想定しています。新型コロナウイルスの影響を踏まえ、
今後の大音楽堂の利用方法や、安定的な管理運営を行うための事業スキーム等がありましたら提案してください。

41
大音楽堂の管理
運営

別紙１
P６

コロナ禍のような事態に備えるため、運営費の最低保障制度のような導入はご検討いただくことは可能でしょうか。 番号40の回答を参照してください。

42
大音楽堂の管理
運営

別紙１
P６

管理運営を担う民間事業者が優先的に利用権を得ることは可能でしょうか。その利用日数に上限はありますか。
都の施設であることを踏まえ、一般の利用者の予約を受けることにより管理運営を行って頂きます。整備事業者は
大音楽堂の指定管理者になって頂きますが、指定管理者の事業実施のため、事業計画に基づき都と協議の上、
使用できる仕組みを検討しています。

43
大音楽堂の管理
運営

別紙１
P６

施設の予約システムに関して、どのような事業形態をご想定されておりますでしょうか。現在の実施者及び制度から
の変更などをお考えの場合はあわせて示してください。

民間事業者のノウハウを活かして利用者の利便性向上を図ることを検討しており、予約システムの導入が見込ま
れる場合は自由に提案してください。
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番号 項目
調査

実施要領 質問 回答

44
大音楽堂の利用
料金制

別紙１
P６

実施要領別紙において、利用料金の設定については条例で上限額を定めること（P6）、整備費用及び既存施設
の撤去・解体費用の一部について、上限額を設定した上で都が負担することも検討していること（P5）が示されてい
ますが、現時点の都のお考えとして、以下の何れの方向性が近いのでしょうか。
（１）  利用料金の設定には出来る限り自由度を確保し、民間の創意工夫を活かして収入を最大化することで、
都の財政負担を抑制しつつ、より優れた施設の整備を図る。
（２）  公共施設としての性格から、利用料金の設定には一定の制約（上限額）を課すことが必要であり、それによっ
て民間事業者の負担できる整備費等に一定の限度があるとすれば、都としても一定の整備費等を負担することも
検討する。

施設に要するコストを利用者が負担する受益者負担適正化の考え方に基づき、大音楽堂の再整備や維持管理
等に要する諸費用により算出した原価をもとに、都が条例に定める使用料を算定します。大音楽堂は利用料金
制を導入することを想定しており、条例に定める金額を上限とし、都の承認により、整備事業者の工夫により利用
料金を設定することは可能です。
整備費用等の都の一部負担については検討中ですが、整備事業者の収支なども考慮の上、都の負担額を検討
します。都が負担する場合は、上限額を示した上で、出来るだけ都の負担額を少なくする提案を求める予定です。

45
大音楽堂の利用
料金制

別紙１
P６

土日祝の利用料に関して、現在の３倍以上にしても、都内の相場と比較すると問題ないのではと考えますが、利
用料の算出方法、上限価格を示してください。また、数時間単位ではなく1日単位で貸すことや、季節・曜日・時
間帯等で現在の利用料よりも差を設けることは可能でしょうか。

番号44の回答を参照してください。なお、条例に定める金額を上限とし、都の承認により、季節等に応じて事業者
が利用料金を設定することは可能です。

46
大音楽堂の利用
料金制

別紙１
P６

大音楽堂の使用料については、民間事業者からの提案により再整備された大音楽堂にかかる諸費用により算出
された原価をもとに東京都が定めるとされていますが、利用料金の設定ルール（利用区分や料金水準）及び上限
額の目安はあるのでしょうか。仮にその目安を上回る利用料金を設定することは可能でしょうか。

番号44の回答を参照してください。

47
大音楽堂の利用
料金制

別紙１
P６

「大音楽堂の料金設定は都が条例で定める使用料を上限として民間事業者が都の承認の上で定める。」とのこと
ですが、「都が条例で定める使用料」の算出方法を示していただくことは可能でしょうか。（例：建築にかかった費用
に対して●%程度）

番号44の回答を参照してください。

48
大音楽堂の利用
料金制

別紙１
P６

説明会時に現在の使用料の収入を提示されてましたが、再整備後の使用料は現在の使用料と同程度ということ
なのでしょうか。（民間や区の類似施設では現在の大音楽堂の使用料より高い設定をされており現在の使用料は
市場価格よりも低めの設定かと考えます。）

説明会では収入額の実績を示したものであり、収支計画の提案にあたっては現行の使用料の金額を参考にしてく
ださい。再整備後の使用料は番号44の回答の考え方により都が算定します。

49
大音楽堂の利用
料金制

別紙１
P６

利用料金を東京都が設定する際に、公募事業者から提案することは可能でしょうか。
条例による使用料は、番号44の回答のとおり都が算定します。条例に定める金額を上限として事業者が利用料
金を提案することは可能です。

50
大音楽堂の利用
料金制

別紙１
P６

民間ホールのように座席数に応じた利用料金水準を設定することは可能でしょうか。
条例による使用料は、コンサート等の主催者が使用する座席数に関わらず設定する予定です。条例に定める金
額を上限として事業者が利用料金の金額を提案することは可能です。

51
大音楽堂の利用
料金制

別紙１
P６

基本的な使用料以外の付帯設備使用料は事業者側で見直し・設定が可能でしょうか。
付帯設備の使用料は、都が算定しますが、利用区分は現行の区分とすることを想定しています。使用料の設定
区分等について、現行の区分以上に収益化が見込まれる内容がありましたら提案してください。

52
大音楽堂の利用
料金制

別紙１
P６

集会利用時の利用料金はいくら位を想定しているのでしょうか。また、集会利用に関して、コンサート利用との関係
において配慮すべきことはあるのでしょうか。

条例による使用料は、音楽会、集会利用を問わず金額を設定しています。ただし、条例に定める金額の範囲内
で、使用形態により利用料金を設定することは可能です。これまでも多くの集会利用がされてきており、音楽会利
用に限らず集会利用等、利用希望者のニーズに合わせ多様な利用がなされることが望ましいと考えています。

53
大音楽堂の利用
料金制

別紙１
P６

利用料の上限を変える場合に、都の条例変更を行うタイミング（公募の前なのか後なのか）はいつ頃を想定されて
いますか。

条例改正は、施設の使用開始の前年度（現時点の想定スケジュールでは令和９年度）に行われる東京都議会に
議案を提出することを想定しています。

54
大音楽堂の利用
料金制

別紙１
P６

再整備の投資回収期間は何年程度を想定されますでしょうか。また投資回収の内、何割程度が利用料金収入
で賄われるべきとお考えでしょうか。

初期投資費用の回収期間は再整備に要する経費など提案内容によります。大音楽堂の利用料金のほか収益
施設や販売手数料等の収入により、事業期間中の管理運営のために必要な収入を賄えるよう収支計画を提案
してください。

55
大音楽堂の利用
ルール

別紙１
P６

年間利用のうち、都の利用・都民の利用に配慮する規定はございますか(利用日数、料金など)。また、都・都民の
利用にあたって料金的な優遇措置を設ける場合、事業者に対してその補填はなされるでしょうか。

大音楽堂は都の施設であることから、指定管理者として、都が実施又は要請する公益性の高い事業（例：緊急安
全点検、防災訓練、行催事イベント、要人案内、当該公園の管理に関する会議、監査・検査等）への参加・支
援・協力・実施を、積極的かつ主体的に行って頂く予定です。その場合に事業者に対する補填は行いません。

56
大音楽堂の利用
ルール

別紙１
P６

利用時間については、都と協議の上、都の承認を受けて定めるとされていますが、24時間の利用を可能とすること
もできるのでしょうか。夜間の音出しは何時まで可能となるのでしょうか。

現状の21時までより遅い時間帯の使用は想定していませんが、提案は可能です。

57
大音楽堂の利用
ルール

別紙１
P７

音楽会以外の公演ジャンルであれば、現行同様に平日使用可と考えてよいでしょうか。 音楽会以外で騒音、振動など近隣施設等への影響に配慮したイベントであれば平日も使用可能です。

58
大音楽堂の利用
ルール

別紙１
P７

音楽会での平日利用について「原則禁止」とのことですが、例外を教えてください。
現時点では騒音や振動など、近隣施設等への影響に配慮し、再整備後も原則として平日の音楽会の利用は行
わない予定です。大音楽堂の再整備により施設の形状や使用設備や機材などから防音・振動対策が十分に行
われると判断でき、近隣施設等の理解を得られた場合には、平日の音楽会利用も可能と考えています。

59
大音楽堂の利用
ルール

別紙１
P７

年間利用のウチ、音楽会・音楽会以外(集会)などの公演ジャンル・内容別の利用日数に上限・下限や構成比水
準はございますか。また、音楽会利用は土日祝日の年間115日を超えても問題ないでしょうか。

ジャンル別の利用日数等に上限等はありません。なお、音楽会利用については番号58の回答を参照してください。

60
大音楽堂の利用
ルール

別紙１
P７

音楽会での平日利用について、騒音対策・音出し時間を見直すなどにより、音だし等の現行の会場利用規定を
見直す想定はありますか。

番号58の回答を参照してください。
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番号 項目
調査

実施要領 質問 回答

61
大音楽堂の利用
ルール

別紙１
P７

実施要領別紙１ P7で、「平日における音楽会の利用は、これまで同様原則禁止とすることを想定」とありますが、
開閉式の屋根等により騒音問題への解決が十分に図られているような場合においても、平日における音楽会の利
用は禁止となるのでしょうか。

番号58の回答を参照してください。

62
大音楽堂の利用
ルール

別紙１
P７

令和４年３月以降は、通年で土日祝のみ利用可能とされていますが、民間による施設整備の後は、更に利用可
能日等を拡大することが可能でしょうか。その条件を決めている要因は何でしょうか（地元町会との協議会等）。

番号58の回答を参照してください。

63
大音楽堂の利用
ルール

別紙１
P７

現在土日祝の音楽会は抽選倍率50～100倍と言われる一方で、平日の稼働率に関しては都としても課題意識
をお持ちとのことでしたが、現時点で改善アイデアや優遇措置はお考えでしょうか。例えば平日夜に生演奏やBGM
程度など、平日の音の上限はどの程度まで緩和できる可能性がありますか。その緩和のために取得しなければなら
ない許可や会議とはどういったものになりますか。

平日の音楽会利用は番号58の回答とおりと考えています。音楽会以外で、近隣施設等への影響がないイベントの
実施は可能です。稼働率向上のみにとらわれず、公園の魅力や地域との連携が高まるなど、有益な利用方法が
ありましたら提案してください。

64
大音楽堂の利用
ルール

別紙１
P７

現在、施設の貸し出しは1日単位となっていますが、今後、一定期間連続での利用等新たな利用ルールも認めら
れるのでしょうか。

利用者のニーズや市場の動向等から、一層の利便性向上が見込まれる利用方法がありましたら提案してください。

65
現在の大音楽堂
の運営状況

別紙１
P８

過去のイベント実績を教えていただくことは可能でしょうか。
大音楽堂のイベント開催件数は以下のとおりです（中止を除く）。
音楽会…H28年度：73件　H29年度：71件　H30年度：66件　R元年度：70件　R2年度：19件
集会等…H28年度：45件　H29年度：53件　H30年度：24件　R元年度：30件　R2年度：12件

66
現在の大音楽堂
の運営状況

別紙１
P８

想定利用人数の算定などにあたり、毎年実施されている催し（過去の歴史から本施設での開催が必要とされるイ
ベント）の一覧やスケジュール表等があれば提示してください。

現在、大音楽堂の利用は事前申込制ですが、希望者が多数の場合は抽選を行っています。そのため、指定管理
者が主催するイベント等を除き、毎年実施を約束している催しはありません。

67
現在の大音楽堂
の運営状況

別紙１
P８

大音楽堂に関する苦情の発生状況・主な内容を教えていただくことは可能でしょうか。
リハーサルの音がうるさい、観客席の汚れが衣服に付着した、電話応対等接遇などに関する苦情を過去頂いてい
ます。

68
現在の大音楽堂
の運営状況

別紙１
P８

これまで本施設に対してアーティストやイベント会社等から寄せられた要望・ご意見について提示してください。
インターネット（wi-fi）環境の導入、抽選申込のオンライン化、コンサート利用可能日の拡大、楽屋の空調やトイレ
の改修、観客席の座席番号が見えにくい、など利便性向上に関する要望が主なご意見として寄せられています。

69
園地部分の管理
運営

別紙１
P６

グッズ販売等の販売手数料の料率はどの程度を想定しているのでしょうか。 事業者において作成する収支計画に基づき自由に提案してください。

70 公益還元
別紙１

P７
公益還元にあたり、水準とする利益・還元の規模感の想定はありますか。 事業者において作成する収支計画に基づき自由に提案してください。

71
日比谷公園再
生整備

参考
資料②

日比谷公園内において今後同様のPark-PFI（又はそれに類する）案件は想定されておりますか。またその将来の
案件が、本件の公募対象施設の面積や人流動線、用途等に及ぼす影響はありますか。

「日比谷公園再生整備計画」（令和３年策定）では、園内のリニューアルを進めていくこととされ、民間活力の導入
等も計画されていますが、本事業の対象施設の規模等には影響を及ぼさないと考えています。人流等の影響は現
時点では不明ですが、再生整備計画では、まちとの回遊性を高めることとしており、より多くの方に公園に親しんで
頂ける空間を整備していきます。

72
日比谷公園再
生整備

参考
資料②

「都立日比谷公園再生整備計画」では、グランドデザインにて４つの区域別将来像を設定していますが、今後は区
域毎に段階的に整備するのでしょうか。それとも同一事業者で一体的に整備する想定でしょうか。

日比谷公園開園130周年を迎える2033年までに、公園内の再生整備を完了することを計画しています。整備の
進め方については今後検討していきます。

73
日比谷公園再
生整備

参考
資料②

5GやWi-fi等の通信環境について公園全体で整備する計画はありますでしょうか。それとも本件の公募の中で、要
求水準等で提案を求める想定でしょうか。

「日比谷公園再生整備計画」（令和３年策定）では、５Ｇを始めとする園内のＤＸ推進が計画されていますが、具
体的な内容は検討中です。大音楽堂の再整備に関連して、公園内の賑わい創出や利便性向上等が図られる、
公園全体での５Ｇの活用等の取組があれば提案してください。

74
日比谷公園再
生整備

参考
資料②

現状の大音楽堂にかかる非常に厳しい運営収益の実態を承りましたが、大規模な建替え・改修投資を回収し運
営コストを賄うだけの収益性向上は一朝一夕には望めません。日比谷公園全体でのブランディング戦略、公園内
の他の施設の魅力向上、園内施設同士の機能の住み分け・連携、また周辺の民間施設との連携等を行い、日
比谷公園の様々なシチュエーション（季節・曜日・時間帯・天候等）における来園者増加、再来園者増加、園内
での長時間滞在、滞在中の園内施設等での対価出捐等を目指すことが、園内各施設の運営収益性の向上の
ために必要となります。従いまして、野外大音楽堂以外の各施設において今後いかなる民間連携を考えているか、
また、それぞれの施設の有機的な連携をどのように考えているか教えてください。

「日比谷公園再生整備計画」（令和３年策定）に基づき公園内における各施設の民間連携を計画していますが、
具体的な内容は検討中です。大音楽堂の再整備に関連して、公園内の賑わい創出や利便性向上等が図られ
る、他の施設と連携した取組があれば提案してください。

75
日比谷公園再
生整備

参考
資料②

「小音楽堂」では民間連携などをご検討されていますか。小音楽堂の運営に関して東京都にてご検討されているこ
とはありますか。

大音楽堂の再整備に関連して、公園内の賑わい創出や利便性向上等が図られる、小音楽堂と連携した取組が
あれば提案してください。

76
日比谷公園再
生整備

参考
資料②

ＪＲ各駅、地下鉄日比谷駅等の外縁部から今回の指定範囲に至るまでの日比谷公園内の園路等のアクセス上
の支障の改善整備（路盤の修繕・園路ルート変更、夜間照明の増設等）はご検討されていますでしょうか。また、
今回の整備に併せて事業者による指定範囲外のかかる改善整備の実施は可能でしょうか。

「日比谷公園再生整備計画」（令和３年策定）に基づき、Ｓ字型園路や公園内の入口周辺を含む各エリアを整
備していく予定です。本事業による整備範囲はお示しした事業対象区域内のみを想定していますが、範囲外で改
善が必要とされることがあれば提案してください。
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番号 項目
調査

実施要領 質問 回答

77
日比谷公園再
生整備

参考
資料②

今回の事業対象範囲である日比谷公園大音楽堂及びその周辺と、事業対象範囲外の地域については、個別に
整備される（事業者も異なる可能性がある）という解釈でよろしいでしょうか。

今回の事業対象範囲外の地域については、個別に整備していく予定です。

78
マーケットサウン
ディング調査

P８
今後の提案書提出や個別対話について、現時点で参加申し込みしていない企業が新たに単独で参加すること
や、既に参加している企業と合同で参加することは可能でしょうか。

事業説明会に参加していない方や質問シートを提出していない方でも、提案書の提出及び個別対話への参加は
グループ・単独に関わらず可能です。ただし、個別対話への参加は提案書の提出が必要になりますのでご注意くだ
さい。また、グループで参加する際には、個別対話に参加するグループ単位で提案書を提出してください。

79
マーケットサウン
ディング調査

P８
事業説明会の参加申し込み及び質問シート提出時点においてグループとして書類を提出していない場合でも、提
案書提出及び個別対話を複数の事業者によるグループで行うことは可能でしょうか。

番号78の回答を参照してください。

80
マーケットサウン
ディング調査

P８
指定様式を使用せず提案書を作成する場合、提案内容やA4サイズの規定さえ守れば、PowerPointやExcel等に
よる作成も可能という認識でよろしいでしょうか。

調査実施要領p4「４ 提案いただきたい内容」が記載され、Ａ４サイズであれば、PowerPointやExcel、PDＦ等のファ
イル形式でも構いません。

81
マーケットサウン
ディング調査

P８ 提案書の提出はPDF形式でよろしいでしょうか。 番号80の回答を参照してください。

82
マーケットサウン
ディング調査

P10
本調査に参加するにあたって、要件等を満たしていることの証明となる資料等の提出は特に必要ないとの認識でよ
ろしいでしょうか。

調査実施要領p10「９　サウンディング調査参加要件等」の各項目を確認のうえご参加ください。証明となる資料の
提出は不要です。参加要件を満たしていないことが判明した場合は参加をお断りします。

83
マーケットサウン
ディング調査

様式３
「公園などの公共空間への施設設置の実績」とありますが、Park-PFIや設置管理許可、指定管理者制度等によ
る施設設置実績という解釈でよろしいでしょうか。

公園におけるPark-PFIや設置管理許可による施設設置のほか、道路・河川区域なども含む公共空間での実績
などがありましたら記載してください。

84
マーケットサウン
ディング調査

様式３ 様式3のすべての項目について提案する必要がありますでしょうか。一部項目のみの提案でもよろしいでしょうか。
全ての項目が記入されていなくても提案は受け付けますが、今後の事業実施の参考とさせて頂くため、可能な範囲
で記入してください。

85
マーケットサウン
ディング調査

様式３ 提案内容について、実現性等の検証が十分でないものが含まれていても構わないでしょうか。
今後の事業実施の参考とするため、可能な範囲で実現性を検証頂いた上で、提案頂くようお願いします。検証に
不足する情報や提案条件に対するご意見がありましたら意見欄に記入してください。

86
マーケットサウン
ディング調査

様式３ 本調査で提案する費用・収益について、内訳の詳細や金額の単位など、どの程度の精度を求めますか。
今後の事業実施の参考とするため、可能な範囲で収支計画を精査した上で、提案頂くようお願いします。収支計
画の作成に不足する情報や提案条件に対するご意見がありましたら意見欄に記入してください。

87 公募・選定 P11
現地説明会にて、サウンディング提案に参加した場合加点対象とすることを伺いましたが、加点は参加者一律に行
うのか、提案内容の採用の有無により異なるのか、単体で提案した後にグループで応募した場合の扱い等、現時
点で可能な範囲で結構ですので、現在の方針について教えてください。

本調査の個別対話参加者について、公募時に加点対象とすることを検討していますが、詳細は公募開始時にお
知らせします。なお、加点対象とする場合、現時点では個別対話の参加者の構成（単体もしくはグループ）が公募
時に異なった場合でも、公募時の参加者に本調査の参加者が含まれていれば加点対象とすることを検討していま
す。

88 公募・選定 P11

「マーケットサウンディング調査実施要領」P11で、「個別対話参加者に対して、事業者公募時の審査において加
点対象とすることを検討」とありますが、個別対話に参加し加点対象となった事業者が、公募時点で他の事業者と
グループで応募した場合の取り扱いについてご教示頂けますでしょうか。また、個別対話に複数事業者から成るグ
ループで参加した場合は、上記加点はグループに対してなされるものという理解で宜しいでしょうか。この場合、公募
時に個別対話時のグループ構成企業の一部が参加していない場合はどのように取り扱われるのでしょうか。

番号87の回答を参照してください。

89 公募・選定 P11
個別対話参加者に対する事業公募時の加点について、グループで個別対話に参加した場合で、個別対話参加
時と事業公募時でグループの構成が変更となった際の加点対象の考え方について教えてください。

番号87の回答を参照してください。

90 公募・選定 P11
サウンディング調査時のグループ組成から公募時のグループ組成の間に、参加事業者が増減することは問題ないと
いう認識でよろしいでしょうか。

グループによる参加の場合、参加事業者が増減することは問題ありません。番号87の回答も参照してください。

91 公募・選定 様式３ 事業者公募の際の提案項目も概ねこの内容と考えてよろしいでしょうか。
今回のマーケットサウンディング調査の結果を踏まえ、事業スキームや事業者公募時の提案項目等を検討します。
詳細は事業者公募の際にお示しします。

92 公募・選定 P９ 本調査または事業公募の際の評価基準について、東京都が特に重視する事項はどのようなものでしょうか。
本調査は事業効果や実現可能性の高い事業実施につなげることを目的に行うものであり、ご提案を評価するもの
ではありません。そのため、自由な発想で提案や意見を頂きたいと考えています。事業者公募時の評価基準は今
回のマーケットサウンディング調査でのご意見などを踏まえて検討していきます。

93 公募・選定 P９
年度単位でのスケジュールが示されていますが、各年度の中での時期について想定がありましたら、おおよそでも構
いませんので教えてください。

事業者公募の開始時期等、スケジュールの詳細は検討中であり、また変更となる可能性があります。応募準備に
必要な期間などについても意見を聞かせてください。
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