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ポイント１ 等々力緑地の利活用の方向性、市場性
の有無、市場性を確保するための民間
事業者のアイディアを募集

ポイント２ 様式１｢提案書｣の受付 ～12月5日(水)
調査に御協力をお願いします。

～今回の「マーケットサウンディング」の
ポイント ～
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１｜等々力緑地について
（１）概要

川崎市の中央に位置する総合公園

等々力緑地
■ 所 在 地 川崎市中原区等々力１
■公園種別 総合公園
■都市計画
決 定

昭和16年～

■都市計画
決 定 面 積

５６．３６ｈａ
(事業認可の区域42.9ha)

■アクセス JR･東急東横線･東急目黒線武蔵小
杉駅から徒歩１５分または川崎市
バス･東急バス「市営等々力グラン
ド入口」下車徒歩１分

等々力緑地

中央：等々力緑地（北側から）
左上：武蔵小杉駅周辺
下：多摩川

等々力緑地

武蔵小杉駅
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１｜等々力緑地について
（２）施設

多数の運動施設・教養施設・緑と水の空間が共存

STADIUM
等々力陸上競技場

STADIUM
等々力陸上競技場

A R E N A
とどろきアリーナ

A R E N A
とどろきアリーナ

MUSEUM
市民ミュージアム
MUSEUM

市民ミュージアム

1 陸上競技場
2 とどろきアリーナ
3 市民ミュージアム
4 硬式野球場（’20完成）
5 補助競技場
6 第1･第2サッカー場
7 テニスコート
8

9
正面広場10
催し物広場11
四季園/21世紀の森12
ふるさとの森

多目的広場/運動広場

13

編入予定区域14

釣池

運動施設・教養施設

緑と水の空間、広場

その他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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１｜等々力緑地について
（２）施設

等々力陸上競技場 ～サッカーＪ１リーグや陸上の国際大会を開催する
屋外スポーツの拠点～

施設
概要

日本陸連公認陸上競技場
▽トラック（400m×8レーン、全天候
型）▽インフィールド（107×71ｍ 天然
芝、 105×68m サッカーコート）▽スタ
ンド（メイン、サイド・バック、2.7万
人収容）▽夜間照明▽大型映像装置 ほ
か

供用
開始 ’67～ （新メインスタンド ’15～）

利用
者数 ６１万５千人 ’16実績

主な
利用

▽サッカー（Ｊ１リーグ、天皇杯 、ＡＣ
Ｌ、皇后杯 、早慶戦）▽陸上（セイコー
ゴールデングランプリ、日本選手権、日
本インカレ）▽その他（アメリカンフッ
トボール・ワールドカップ、SHISHAMO
スタジアムライブ） ほか

STADIUM
等々力陸上競技場
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５ページ地図①



施設
概要

▽メインアリーナ（6,500人、バスケッ
トボール２面、バレーボール４面など）
▽サブアリーナ▽トレーニング室▽ス
ポーツサウナ▽体育室▽研修室 ほか

供用
開始 ’95～

利用
者数 91万7千人 ’16実績

主な
利用

▽バスケットボール（男子Ｂ１リーグ、
女子Ｗリーグ）▽バレーボール（女子Ｖ
リーグ）▽その他（ボクシングＷＢＡ世
界フライ級タイトルマッチ、プロレスリ
ングHEAT-UP、大相撲川崎場所） ほ
か

１｜等々力緑地について
（２）施設

とどろきアリーナ ～プロスポーツも観戦可能な市民屋内スポーツの拠点～
A R E N A

とどろきアリーナ
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施設
概要

▽常設展示室▽企画展示室▽映像ホール
▽研修室▽ミュージアムショップ▽収蔵
品数（21.3万点） ほか

供用
開始 ’88～

利用
者数 18.1万人 ’16実績

主な
利用

▽手塚治虫の世界▽鳥山明の世界▽ゴル
ゴ13▽描く漫画展▽日本の漫画３００年
▽SHISHAMO展▽みうらじゅんフェス
ほか

その
他

▽第9回手塚治虫文化賞特別賞（江戸か
ら現代までのマンガ作品・資料の収集お
よび企画展示）▽経済産業省認定近代化
産業遺産（トーマス転炉展示）

１｜等々力緑地について
（３）施設

市民ミュージアム ～貴重な収蔵品や多様な企画展が魅力の
博物館と美術館の複合文化施設～

MUSEUM
市民ミュージアム
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１｜等々力緑地について
（４）施設

硬式野球場 ～市内最大 １万人規模の硬式野球場～

施設
概要

硬式野球場
▽人工芝グランド（両翼100m、セン
ター122m）▽ナイター照明▽内野側観
覧席（約6000人）▽外野側芝生席（約
4000人）▽コンコース▽インフォメー
ションセンター▽売店 など

供用
開始 工事中 ’20完成予定

主な
利用 ▽高校野球▽社会人野球 など
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現況（工事中）
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１｜等々力緑地について
（４）施設

その他の運動施設
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第１・２サッカー場（⑥）

補助競技場（⑤）

テニスコート（⑦）

多目的広場／運動広場（⑧）
（）内は５ページ地図上の番号



１｜等々力緑地について
（５）施設

緑と水の空間、広場など
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釣池（⑨） 四季園／２１世紀の森（⑫）

ふるさとの森（⑬）

正面広場（⑩） 催し物広場（⑪）

（）内は５ページ地図上の番号



２｜等々力緑地再編整備実施計画について
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３｜マーケットサウンディングについて
（１）目的～事業対象エリア

目的

目的

▽本市では、昨年の都市公園法（昭和31年４月20日法
律第79号）の一部改正の趣旨を踏まえ、等々力緑地にお
いて、等々力陸上競技場第２期整備（サイド・バックス
タンド整備）、公募設置管理制度等の活用、公園内施設
の一体的・横断的な維持管理・利活用を対象として、緑
地のさらなる魅力向上に向けた検討を行っています。

▽今後、等々力緑地において、市民の利便性やサービス
の質の向上、経費縮減の視点を含め、どのような魅力向
上事業が可能か、また、民間事業者の柔軟な発想に基づ
く幅広い事業アイディア、さらに事業条件についての民
間事業者の意向等を把握し、今後の民間事業者との効果
的な連携を図る仕組みづくりの条件整理に役立てること
を目的に、マーケットサウンディングを実施します。
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実施要領１ページ



３｜マーケットサウンディングについて
（１）目的～事業対象エリア

事業対象エリア

事業対象
エリア

▽平成25年神奈川県告示第177号にて告
示された都市計画緑地事業の事業計画変
更認可（川崎都市計画緑地事業第２号
等々力緑地）の区域
→右図枠内

等々力緑
地の土地
概要

▽都市計画緑地事業の事業認可区域
約42.9ha（現在、工事中の等々力水
処理センター高度処理施設の上部約
6.3haを含む。）
▽用途地域
第一種中高層住居専用地域、第２種高

度地区（建ぺい率60％、容積率200％）
▽風致地区
多摩川風致地区（特別地区）
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硬式野球場

（工事中）

約42.9ha

約6.3ha

実施要領１ページ



３｜マーケットサウンディングについて
（２）事業提案を求める内容

▽アからエのうち１項目以上（必須）
▽オとカの項目（可能な限り記入をお願いします。）

事業提案を求める内容

ア 等々力緑地及び等々力緑地内施設の一体的・横断的な管理運営の事業
内容や事業手法、事業期間等

イ 等々力陸上競技場第２期整備（サイド・バックスタンド整備）に
係る事業内容や事業手法、事業期間等

ウ イの他、「等々力緑地再編整備実施計画」に位置付けられた、今
後の整備に係る事業内容や事業手法、事業期間等

エ 等々力緑地及び等々力緑地内施設を活用した民間収益事業の事業内容
や事業手法（ネーミングライツを含む。）、事業期間等

オ 提案内容を実現するにあたっての事業費（概算）
カ 提案内容を実現するにあたっての課題、市に対する要望事項等
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事業提案を求める内容 実施要領２ページ



３｜マーケットサウンディングについて
（３）スケジュール

スケジュール
内容 期間等 備考

実施要領の公表 平成30年11月６日（火） 市ＨＰにて公表

事業者説明会の開催
平成30年11月14日（水）
（参加申込は平成30年11月６日（火）から平成30年11
月12日（月）午後５時まで）

様式２「事業者
説明会申込書」

提案書の受付
平成30年11月６日（火）から平成30年12
月５日（水）までの期間の閉庁日を除く、午前８時
30分から午後５時まで（正午～午後１時を除く。）

様式１「提案書」

質問の受付 平成30年11月15日（木）から平成30年
11月20日（火）午後５時まで

メール（添付資料が
ある場合はWord）

質問に対する回答 平成30年11月27日（火） 市ＨＰにて公表
提案者との個別対話
の実施 平成30年12月頃 必要に応じて実施

提案結果のとりまと
め、公表 平成31年１月頃 市ＨＰにて公表
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実施要領５ページ



本調査の内容について、次のとおり事業者説明会（事前申込制）を開催し
ます。

３｜マーケットサウンディングについて
（３）スケジュール

事業者説明会の開催

内容 期間等

ア 日時 平成30年11月14日（水）午後１時か
ら（受付開始午後０時30分から）

イ 場所 川崎市中原区等々力１－１ 等々力陸上
競技場メインスタンド１階会議室

ウ 参加方法

参加は事前申込み制です。様式２「事業者
説明会申込書」に必要事項を記入の上、
11月６日（火）から平成30年11月12日
（月）の午後５時までに、「８ 担当部署
及び問い合わせ先」に記載の電子メールア
ドレスあて送付してください。
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本調査の内容について、次のとおり質問書の受付及び質問に対する回答を
行います。

３｜マーケットサウンディングについて
（３）スケジュール

質問書の受付及び質問に対する回答

内容 期間等

ア 受付日時 平成30年11月15日（木）から平成30年11月
20日（火）午後５時まで

イ 受付方法
「担当部署及び問い合わせ先」に記載の電子メール
アドレスあて送付（添付文書がある場合には、
Microsoft Word形式、Ａ４判縦・横書き）し
てください。

ウ 回答方法

回答は平成30年11月27日（火）に、川崎市Ｈ
Ｐにて公表します。
川崎市ＨＰアドレス（回答公表）
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/26-8-5-8-
0-0-0-0-0-0.html
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３｜マーケットサウンディングについて
（３）スケジュール

提案書の受付

内容 期間等

ア 提出書類 様式１「提案書」

イ 提出期間

平成30年11月６日（火）から平成
30年12月５日（水）までの期間の閉庁
日を除く、午前８時30分から午後５時ま
で（正午～午後１時を除く。）
（郵送の場合は平成30年12月５日

（水）午後５時までに必着）

ウ 提出先

「担当部署及び問い合わせ先」に記載の担
当あて、郵送（書留郵便等の配達記録が
残る場合に限る。）もしくは持参により
提出してください。
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本調査に御協力いただける場合は、次のとおり
様式１「提案書」の提出をお願いします。

様式１「提案書」

実施要領６ページ



３｜マーケットサウンディングについて
（３）スケジュール

提案者との個別対話の実施
内容 期間等

個別対話の
実施

提案いただいた内容を踏まえ、必要に応じて、
個別対話を実施します。様式１「提案書」に記載
のある御担当者あて、個別対話の日時や詳細につい
て連絡いたします。平成３０年１２月頃実施
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提案結果のとりまとめ、公表
内容 期間等

提案結果の
とりまとめ、
公表

提案いただいた内容については、とりまとめの上、
平成31年１月頃に公表します。
また、提案者の名称及び知的財産権に係る内容は
原則非公表とし、事前に提案者あて公表内容の確認
を行います。なお、「川崎市情報公開条例」に基づ
く公文書開示請求があった場合は、提案者に事前に
連絡の上、条例に定める範囲において公開する場合
があります。

実施要領６ページ

実施要領６ページ



３｜マーケットサウンディングについて
（４）担当部署及び問い合わせ先

担当部署及び問い合わせ先

内容

担当部
署・問
い合わ
せ先

川崎市建設緑政局等々力緑地再編整備室
事業推進担当 藤田、西村
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町12番地
１ 川崎駅前タワー・リバークビル17階
電 話 044-200-2408（直通）
ＦＡＸ 044-200-3973
電子メール 53todose@city.kawasaki.jp
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４｜今後のスケジュールについて

今後のスケジュール
内容

今後のスケ
ジュール

本調査の結果等を踏まえて、可能な限り早期に
事業者公募の実施を目指して、公募条件等の検
討・整備を進めていく予定です。
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実施要領６ページ


