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１．サウンディング型市場調査を実施する趣旨、目的 

 

（１）趣旨 

富田林市農業公園（サバーファーム）は、東条地区の有する恵まれた自然環境を生かし

ながら、農地開発事業により造成された農地を有効活用し地域農業の振興と活性化を図る

とともに、都市住民の方々に自然を親しむオープンスペースを提供し、自然と農業に対す

る理解を深めてもらい、四季の花、ハーブなどの香りを楽しみ豊かな生活文化作りという

設計理念に基づき平成５年４月２１日に開園しました。 

 

施設整備については、富田林市が行い、花畑など公園の維持管理業務については、土地

所有者において組織する、農事組合法人富田林市南地区協同組合を指定管理者として選定

し、農事組合法人が独自に実施しているぶどう狩り、いちご狩り、野菜の収穫体験等と合

わせて農業公園として運営しています。 

 

開園後２７年が経過し施設自体の話題性が薄れていく中で、少子化やレジャーの多様化、

また、社会情勢の変化により、有料施設での農業や花々を楽しむよりも、自分で家庭菜園

や山・川など自然で遊ぶ人々が増加しています。また、子供人数が減少していることもあ

り、入場者数がピーク時（平成９年度）で１４．３万人ありましたが、令和元年度５．７万

人、令和２年度４万人と減少傾向にあります。 

 

本調査は、「富田林市農業公園（サバーファーム）の活用に関するサウンディング型市場

調査」として、民間事業者等の皆様との「対話」を通じて、公園の再整備や魅力を高める活

用方法、及びその事業手法等について、また、それらに連動し、地域に波及する様々な効果

について、自由かつ実現可能なアイデアを広くお聞きしたいと考えています。 

 

（２）目的 

本調査は、富田林市農業公園（サバーファーム）を調査対象とし、質の高い公園空間づく

りに向けた公園（施設）の再整備、管理手法、空間の特性を活かしたプログラム等による市

民サービスの提供、及び公園（施設）や周辺地域の魅力向上等について、市場性の有無を含

めた様々な可能性を探り、今後の事業手法を検討する際の参考とすることを目的として実

施するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サウンディング型市場調査」とは 

事業を検討するにあたり、民間事業者との対話を通じ、広く意見、提案を求める市場調

査で、検討の早い段階において、利活用の方向性、市場性の有無、市場性の確保に向けた

アイデアを得ることにより、幅広い検討を可能とするものです。 
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２．富田林市農業公園（サバーファーム）の概要 

■所在地  富田林市大字甘南備２３００ 

■敷 地  １９．８ha（うち農地造成８．０ha） 

      府営農地開発事業（昭和６１年度から平成１２年度）が実施され敷地所有者が 

農事組合法人 富田林市南地区協同組合を設立。公園内の敷地を賃貸借契約（固 

定資産税相当額）で借受、農業構造改善事業にて富田林市において施設整備を 

行った。  

■開 園  平成５年４月２１日 

■用途地域 市街化調整区域・農業振興地域 農用地 

■公園の特徴 

・富田林市スポーツ公園・墓地公園とあわせて整備を行った。 

・大規模圃場整備を行った地区にあり周辺地区の農業拠点としての役割も担っている。 

・園内には地元農作物や加工品を販売する産地直売所（にこにこ市場）が併設されており年々

利用者が増加している。 

・春はいちご、夏から秋にはぶどう等果樹のもぎ取りが行われている。 

 

富田林市農業公園（サバーファーム） 

入場者数等の状況 

 

にこにこ市場につい

ては、レジ件数 

入園料：大人（高校生以上）    １人 710 円 

小人（４歳以上中学生以下）１人 300 円 

利用者数：平成 29 年度 76,953 人、平成 30 年度 67,304 人、

令和元年度 57,429 人 、令和 2 年度 40,450 人 

にこにこ市場：平成 29 年度 67,264 件、平成 30 年度 76,723 件、

令和元年度 86,265 件、令和 2 年度 98,943 件 

 

指定管理者 

名称 農事組合法人富田林市南地区協同組合 

代表者 理事長 中谷 義治 

期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 

URL http://savor-farm.or.jp/ 
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○農業公園平面図、及び現況写真 

①北側入り口付近 

 

②温室 

 

③加工場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④料理室・工作室 

 

⑤にこにこ市場 

 

⑤ぶどう園 

 

⑥大型休憩所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

墓地公園 

スポーツ公園 
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施 設 名 面 積 備 考 

建  

 

 

 

 

物 

公園総合管理棟（事務所会議室棟） 450ｍ2 自然活用総合管理施設・会議室 

公園総合管理棟（レストラン受付棟） 392ｍ2 自然活用総合管理施設・食堂 

農産物直売所 141ｍ2 にこにこ市場 

体験実習館 353ｍ2 農林漁業体験実習館（実習館） 

温室 753ｍ2 農林漁業体験実習館（温室） 

農産物加工場 300ｍ2 農畜産物処理加工施設 

（便所・２カ所） 44ｍ2 体験農業園地等管理施設 

（休憩所） 18ｍ2 体験農業園地等管理施設 

（便所併設休憩所） 40ｍ2 体験農業園地等管理施設 

（作業所） 170ｍ2 体験農業園地等管理施設 

（園内倉庫） 14ｍ2 農産物販売所 

屋

外

施

設 

ハーブガーデン 
9,264ｍ2 

(3,900ｍ2) 
バラ園 

薬樹展示園 
7,622ｍ2 

(7,000ｍ2) 
 

芝生広場、（花畑） 
10,623ｍ2 

(10,000ｍ2) 
 

（丘下法面花壇） (6,000ｍ2)  

（道路、水路） 11,367ｍ2  

（どろんこランド農園） (13,000ｍ2)  

（丘上農園） (3,000ｍ2)  

（ぶどう園、みかん園、その他果樹園） (40,000ｍ2)  

駐車場（第一、第二駐車場） 
9,901ｍ2 

(7,000ｍ2) 
 

※屋外施設面積（登記簿面積）、カッコ内（実測面積（法面等除く）） 

 

 

 

３．提案の内容 

  調査対象公園（施設）における「多様な利用者ニーズへの対応」及び「新たな魅力創出」

を実現することで、公園（施設）はもとより、周辺地域の魅力向上、地域課題の解決に資す

るものを提案してください。 

なお、特に提案を求めたい事項や留意事項を「４．特に提案を求めたい事項、及び留意事

項」に記載していますので参考としてください。また、提案していただくにあたり、課題や

必要な制度改正なども併せて提案していただいても結構です（業種や業態についての制限

はありません）。 

 （例） ・既存の公園施設を活用する提案 

・新たな公園施設を設置する提案 

・管理運営の手法や空間の特性を活かしたプログラム、取組の提案 

・地域コミュニティの活性化、新たな生きがいや雇用を創出する仕組み など 

※調査対象とする施設のうち、いずれか、若しくは複数に対する提案でもかまいません。 

※提案に際し、実施内容の他、実施方式（官民連携スキーム、整備・管理運営の考え方）、

概算事業費（事業費の捻出、費用負担）、経営計画、対象者、収益モデル等）についても、

可能な範囲で提案してください。なお、新たに施設を設置する場合、市が公園敷地を貸

し付けし、民間事業者・資本により整備・管理運営していただくことを想定しています。 
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４．特に提案を求めたい事項、及び留意事項 

本調査は、調査対象公園（施設）の再整備や利活用促進について自由な提案を求めるもの

ですが、特に提案を求めたい事項、及び留意事項は、次のとおりとしておりますので、参考

にしてください（本留意事項等は必須ではありません）。 

 

 

 

 

 

 

 

・再整備に伴う事業手法については現在決定していません。PFI 事業や Park-PFI（公募設

置管理制度）、従来発注方式等様々な方法を模索しています。 

 

・現在、開園時に建設した建物がありますが、国費導入して建設しているため、「補助金等

に係る予算執行の適正化に関する法律」に抵触するため撤去についてはできません。 

 

・地域産業活性化（地元農業の活性化及び振興）の為の中核施設として運営してきた背景

がありますので、野菜や果物の収穫や貸農園等農業の要素を残した提案を期待します。 

 

・地域農産物をはじめとしたローカルフードに対するニーズが高まっており、敷地内にあ

るにこにこ市場については、売り上げが増加しています。地域農産物を利用したレスト

ランの活用の提案を期待します。 

 

・大阪府内では有数の農業都市の「農」その農産物を利用した「食」東側に隣接するスポー

ツ公園の含めた「遊」を活かした提案を期待します。 

 

・公園内に施設を整備する場合は、既存のものを含め、すべての施設の合計面積（建物の場

合は建ぺい率）を、「富田林市都市公園条例」で定める範囲の面積（運動施設；５０㌫、

建築物；１２㌫を目安）として提案してください。 

 

５．調査の対象者 

事業実施の意向のある民間事業者・NPO 法人等（以下「法人等」という）または、複数

の法人等で構成するグループ（業種・業態を問いません）。 

 

６．スケジュール 

項 目 日 程 

実施要領の公表 令和３年５月２０日（木） 

事前説明会及び現地見学会の 

参加申込受付 
令和３年５月２０日（木）～６月１８日（金） 

事前説明会及び現地見学会の 

開催 
令和３年６月２８日（月）、午後２時～ 

質疑の受付 令和３年５月２０日（木）～６月３０日（水） 

質疑の最終回答 令和３年７月８日（木） 

サウンディング（対話）の申込受付 令和３年６月２８日（月）～７月３０日（金） 

サウンディング（対話）の 

実施日時等の連絡 

サウンディング（対話）を実施する７日前までに

連絡します 

【地域課題の事例】 

人口減少、少子高齢化、空き家対策、遊休農地対策、コミュニティの活性化、

多世代の交流、居場所づくり、働く場づくり、新たな生きがいづくり、地区のア

イデンティティ創出等。 
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企画提案シートの提出期限 令和３年７月３０日（金） 

サウンディング（対話）の実施 
令和３年８月２日（月）～８月２０日（金） 

（調整の上、実施日時を決定します） 

実施結果概要の公表 令和３年９月上旬（予定） 

 

７．事前説明会及び現地見学会の開催（事前申込制） 

サウンディング型市場調査の実施概要等について、事前説明会を開催します。また、そ

の後、公園内各施設を見学していただき、現地の状況を説明します。 

※事前説明会及び現地見学会への参加は、サウンディング（対話）への参加の条件ではあ

りません。 

 

（１）日 時 令和３年６月２８日（月） 

・説明会：午後２時～３時 

・見学会：富田林市農業公園（サバーファーム）＝午後３時～４時３０分 

         ※説明会のみの参加でも可。 

（２）場 所  富田林市農業公園（サバーファーム）会議室 

        （富田林市大字甘南備 2300） 

（３）内 容  調査の概要説明、対話の実施方法等について  

         ※事前説明会にて、ご参加いただいた事業者の皆様の出席者名簿（法人

名、担当者名、連絡先等）の提供を予定しています（提供に同意された

事業者様のみ）。 

（４）申込方法（事前申込制） 

参加を希望される方は、様式１「事前説明会及び現地見学会 参加申込シー

ト」に必要事項を記入し、Ｅメールへ添付の上、期間内に下記申込先へ送付

してください。 

※出席者は、一事業者につき３名以内としてください。 

（５）申込期間 令和３年５月２０日（木）～６月１８日（金）午後 5 時まで 

（６）申 込 先  E-mail：nou@city.tondabayashi.lg.jp 

         （富田林市産業まちづくり部農とみどり推進課） 

・メール件名：【サバーファーム説明会参加申込】としてください。 

・メール添付：様式１「事前説明会及び現地見学会 参加申込シート」 

８．質疑 

（１）受付   令和３年５月２０日（木）～６月３０日（水）午後 5 時までに、様式２「質

問シート」を記入し、Ｅメールへ添付の上、次の送付先へ送付してくださ

い。 

【送付先】 E-mail：nou@city.tondabayashi.lg.jp 

             （富田林市産業まちづくり部農とみどり推進課） 

・メール件名：【サバーファーム質問シート送付】としてください。 

・メール添付：様式２「質問シート」 

（２）回答   質疑に対する回答は、「質問シート」を受付後、市ウェブサイトにて順次公

表する予定です。 

最終の回答は、令和３年７月８日（木）までに行う予定です。 

○URL：http://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/30/1041.html 

（３）その他  応募に関係が無いと思われる質問など、質問内容によってはお答えできな

い場合がありますので、ご了承ください。 
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９．サウンディング（対話）の申し込み 

（１）申込方法（事前申込制） 

様式３「サウンディング（対話）参加申込シート」に必要事項を記入し、   

Ｅメールへ添付の上、期間内に下記申込先へ送付してください。 

（２）申込期間 令和３年６月２８日（月）～７月３０日（金）午後 5 時まで 

（３）申込先  E-mail：nou@city.tondabayashi.lg.jp 

（富田林市産業まちづくり部農とみどり推進課） 

・メール件名：【サバーファームサウンディング参加申込】としてください。 

・メール添付：様式３「サウンディング（対話）参加申込シート」 

１０．サウンディング（対話）の実施 

※アイデア及びノウハウの保護のため、個別に行います。 

（１）日 時 令和３年８月２日（月）～８月２０日（金） 

午前 10 時～午後 4 時までの間で、一事業者あたり 1 時間程度 

※出席者は、一事業者につき３名以内としてください。 

（２）場 所 富田林市役所内の会議室（予定）（富田林市常盤町１番１号） 

※詳細な日時等については、申込受付後、個別に調整させていただきます。 

（３）調査内容 

本要領に記載の事項を踏まえ、下記の項目について、様式４「企画提案シート」を使

用し、ご意見ご提案をお聞かせ下さい（別途、任意の資料を追加していただいてもかま

いません）。 

（提案項目） 

・事業の内容（実施内容、実施方式、概算事業費、経営計画、対象者、収益モデル等） 

・公園（施設）や周辺地域の魅力向上の視点 

・活性化、地域課題の解決の視点（事業実施に伴う波及効果等） 

・その他（実施に当たっての課題、制度改正提案等） 

（４）「企画提案シート」、及び任意の資料の提出 

    様式４「企画提案シート」、及び任意の資料は、事前（令和３年７月３０日（金）ま

で）にＥメール、または郵送（書留郵便）、直接持参により１部提出してください。 

また、対話の際に、別途 5 部ご持参ください。 

【提出先】 E-mail：nou@city.tondabayashi.lg.jp 

または、富田林市産業まちづくり部農とみどり推進課 

（584-8511 富田林市常盤町 1 番 1 号）へ 

・メール件名：【サバーファーム企画提案シート】としてください。 

・メール添付：様式４「企画提案シート」及び任意の資料 

※データ容量は、5MB 未満としてください。 

容量を超える場合は、分割して送付してください。 

１１．留意事項（必ずご覧の上、ご参加ください） 

（１）参加及び対話内容の扱い 

・対話への参加実績は、事業者公募における評価の対象とはなりません。 

・対話内容は、今後の検討において参考とさせていただきます。ただし、双方の発言と

も、あくまで対話時点での想定のものとし、何ら約束するものではありません。 

・調査目的から逸脱していると考えられるもの、同種の提案が多数寄せられたものな

どの場合は書面での調査のみとさせていただく場合があります。 

 

（２）対話に関する費用 

・対話への参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。 
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（３）対話への協力 

・必要に応じて追加対話（文書照会含む）やアンケート等を行うことがありますので、

ご協力をお願いします。 

・また、別途個別の対話をお願いすることがあります。 

 

（４）実施結果の公表（令和３年９月上旬〔予定〕） 

・対話の実施結果については、概要を市ウェブサイトで公表します。 

・公表にあたっては、事前に参加事業者に内容の確認を行います。 

・参加事業者の名称及び企業ノウハウに係る内容は、原則として公表しません。 

  

（５）参加除外条件 

ア 富田林市契約からの暴力団排除措置要綱（令和２３年富田林市要綱第８５号）別

表に掲げる措置要件に該当しないこと。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者であること。 

ウ 会社更生法（令和１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申し立てが

なされていないこと。 

エ 民事再生法（令和１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申し立てが

なされていないこと。 

 

（６）サウンディング型市場調査の延期 

   ・このたびの新型コロナウイルスの影響で、今後の情勢に伴い延期する場合がありま

す。その場合早急に連絡いたしましので、ご協力をお願いします。 

 

１２． 参加申込・その他連絡先 

富田林市 産業まちづくり部 農とみどり推進課 中辻 

〒５８４－８５１１ 

大阪府富田林市常盤町１番１号 

TEL：０７２１－２５－１０００（内線４４３） 

FAX：０７２１－２０－２０７２ 

E-mail：nou@city.tondabayashi.lg.jp 

 


