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１ 調査の背景・目的 
   

淡路夢舞台は、温室（奇跡の星の植物館）、国際会議場、ホテル、プロムナードガーデ
ン、野外劇場からなる複合施設です。隣接して淡路島国営明石海峡公園が立地しており、
淡路島北部の観光拠点となっています。 
淡路夢舞台温室は、世界的建築家安藤忠雄氏の設計による建築で、淡路夢舞台の中核施

設を担ってきました。年間約 20 万人が訪れ、約 80 百万円の入場料収入があります。 
しかし、2000 年の開園から 19 年を経て、大規模改修が必要な時期を迎えています。ま

た、植物観賞に対する社会ニーズも変化しており、温室以外の利活用も含めて見直すこと
が必要と考えています。このため、2021 年の花みどりフェアをもって、現行の展示を終了
し、リノベーション改修を行い、2023 年に再オープンする予定です。リノベーションを考
えるにあたっては、植物観賞のニーズを踏まえ今後も温室として継続するか、インバウン
ド需要等にも対応した新たな機能を持つ施設など、様々な視点から検討します。 
ついては、民間事業者の皆様との対話を通じて、淡路夢舞台温室のためのリノベーショ

ンアイデアを把握することにより、今後の官民連携による事業者公募に活かすことを目的
に、マーケットサウンディング調査（以下、「本調査」）を実施します。 

 
 ○調査参加へのインセンティブ 

本調査へ参加しなかった事業者の方も、今後の事業者公募へ参加していただけます。 
本調査への参加実績は、提案内容にかかわらず、今後の事業者公募等における加点評価

の対象となります。優れた提案をした事業者の方へは、評価の際、更に加点評価を行いま
す。 
※加点評価の方法、詳細等は未定です。 

 
２ ご提案いただきたい内容 
 ○今回の調査は、民間事業者の皆様に以下のような点について伺い、今後の具体化につな

げていくために行うものです。 
  ①淡路夢舞台温室のリノベーションアイデア、運営プラン 
  ②事業実施条件（想定される事業手法、スケジュール、投資規模など） 
  ③その他（取り組みにあたっての課題） 
 ○留意事項 

・提案内容は淡路夢舞台の開発コンセプトに合う内容にしてください。 
詳しくは、淡路夢舞台 Web を参照ください。http://www.yumebutai.co.jp/index.html 

・淡路夢舞台温室は、安藤忠雄氏設計の建築です。リノベーションに際しては、安藤忠
雄建築事務所との協議が必要ですが、リノベーションアイデアに制限は設けません。 

 ※本業務に関しての安藤忠雄建築事務所への問い合わせ等はお控えください。 
  
 【参考】提案アイデアのイメージ 

（提案内容を制限するものではなく、あくまで県が考えている提案イメージです） 
 
淡路夢舞台、国営明石海峡公園、県立淡路島公園などの周辺施設と調和し、施設の持続的
な運営を前提とした、 
・継続して温室、植物館として運営する場合の新事業・運営、施設改修アイデア 
・商業、アミューズメント等賑わい施設への改修するための新事業 
・世界的建築家安藤忠雄氏設計の建築を活かした建築ミュージアム 
・食、グルメミュージアム 
・屋内空間を活用した子どもの遊具広場など新事業アイデア 
・インバウンド需要に対応したドラッグストアモール 
・リラクゼーション・温浴施設 
・年間約 50 万人が訪れる施設（現在利用者数約 20 万人） 

  



 
 

県が想定している事業スキーム（県と事業者の役割分担） 
・今後必要となる大規模修繕（外壁補修工事、防水工事、塗装工事、給水管取替、排水管

取替え、設備機器更新工事など、具体的内容は今後検討）は県が負担します。 
・現在、夢舞台温室は県支出 150 百万、入場料収入約 80 百万円計 230 百万で運営、県支
出は継続して支出することを計画していますが、リノベーション後の県支出額は現在よ
り安価になることを想定します。 

・事業者が提案する新事業のためのリノベーション費は事業者の負担を想定しています。 
 
 
３ サウンディング調査の応募対象者 

・淡路夢舞台温室のリノベーション事業の実施主体となる意向を有する法人又は法人の
グループとします。 

・個人の方の応募は想定していません。 
 
４ サウンディング調査の実施手順 

内 容 日 程 提出物 

① 実施要領の公表 令和元年７月 19 日（金）  

② 事前説明会の申込受付 令和元年７月 19 日（金）～８月１日（木） 別紙 1 

③ 事前説明会の実施 令和元年８月２日（金）  

④ 質問シートの受付 令和元年８月５日（月）～30 日（金） 別紙 2 

⑤ 質問シートの回答 令和元年９月 13 日（金）  

⑥ 提案シートの提出 令和元年８月５日（月）～９月 27 日（金） 別紙 3 

⑦ 個別対話の実施 令和元年９月 30日（月）～10月 31 日（木） 
 
 

⑧ 調査結果の概要を公表 令和元年 11 月  

  ※調査の進捗によりスケジュールに変更があった場合は、県公園緑地課のホームページ
でお知らせします。 
別紙 1：事前説明会参加申込みシート、別紙 2：質問シート、別紙 3：提案シート 
 

(1) 事前説明会の開催 

令和元年８月２日（金）に、サウンディング調査の事前説明会を開催いたします。   

事前説明会の参加にあたっては、下記期限までに「別紙１（事前説明会申込みシート）」

に必要事項を記載のうえ、お申込みください。 

①  説明会日時：令和元年８月２日（金） 午後（予定） 

②  説明会会場：兵庫県庁（兵庫県神戸市）及びその周辺を予定 

③  申込み期限：令和元年８月１日（木）17 時 

④  申込み先 ：［電子メール］kouenryokuchika@pref.hyogo.lg.jp 



 
 

 

(2)質問の受付・回答 

  本調査に関する質問がありましたら、「別紙２（質問シート）」に質問事項を記載し、

以下の受付期間にご提出ください。なお、複数社で提案を行う場合は、代表者が質問を

取りまとめて下さい。 

  回答については、質問受付終了後（９月 13 日）に県公園緑地課のホームページに掲

載します。 

①  受付期間：令和元年８月５日（月）～８月 30 日（金） 

②  提出先 ：［電子メール］kouenryokuchika@pref.hyogo.lg.jp 

  

 (3)個別対話の参加申込み及び提案の提出 

   「別紙３（提案シート）」に必要事項を記載し、提出書類とあわせて、以下のとおり   

提出して下さい。 

①  提出期間：令和元年８月５日(月)～９月 27 日(金)17 時 

②  提出書類：提案シートの他、提案内容のわかる参考資料（自由） 

③  提 出 先：［電子メール］kouenryokuchika@pref.hyogo.lg.jp 

        または 

       ［郵送］ 

〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通 5-10-1 

            兵庫県県土整備部まちづくり局公園緑地課企画管理班（企画担当）宛 

 

(4)提案内容の個別対話の実施 

 提出された提案内容の確認後、提案者への個別対話を以下の期間に行います。 

①  実施期間：令和元年９月 30 日(月)～10 月 31 日(木) 10 時～17 時  

② 場  所：兵庫県庁（兵庫県神戸市）及びその周辺を予定 

 ※上記期間中で、一提案者につき概ね１時間程度以内を予定。 

   （個別に日程調整をさせていただきます。） 

 
 (5)サウンディング調査結果の公表 

調査結果の概要については、民間事業者の皆様のアイデアやノウハウの保護に配慮し
た上で県公園緑地課のホームページで公表を予定しています（令和元年 10 月末頃を予
定）。また、参加者名及び企業ノウハウに係る内容については、参加者の利益を害する
恐れがあることから、原則として非公表とします。 
なお、「兵庫県情報公開条例」に基づく行政文書公開請求があった場合は、参加者に

事前に連絡したうえで、条例に定める範囲において公開する場合があります。 
 
５ 補足事項 
 ・本調査へ参加しなかった事業者の方も、今後予定している事業者公募へ参加していただ

けます。 
 ・個別対話の内容は、今後の検討における参考とさせていただきます。施設管理者・民間

事業者双方の発言とも、あくまで調査時点での想定のものとし、何ら約束するものでは
ないことをご了承ください。 

 ・サウンディング調査への参加に要する費用は参加事業者の負担とします。 
 ・必要に応じて、追加の個別対話や、別途、アンケート調査を行う場合がございますので、



 
 

その際はご協力をよろしくお願いします。 
 
６ 今後の予定について 
  今回の調査結果をもとに、県において事業計画、公募条件を作成し、事業者を公募する
予定です。令和２年度契約、同４年度の再オープンを目指しています。 

   
 2019 2020 2021 2022 

令和１ 令和２ 令和３ 令和４ 
サウンディング調査     
事業者公募     
事業者契約  ○   
リノベーション工事     
再オープン    ○ 

 
 
７ お問合せ先 
  本件に対する問い合わせは、下記にお願いします。株式会社淡路夢舞台、淡路夢舞台温

室（奇跡の星の植物館）への問合せは、お控えください。 
・連絡先：兵庫県県土整備部まちづくり局公園緑地課企画管理班（企画担当） 
・所在地：〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通 5-10-1 
・電 話：078-362-3549 

 ・ＦＡＸ：078-362-4454 
 ・email ：kouenryokuchika@pref.hyogo.lg.jp 

  



 
 

８ 調査対象施設の概要 
 
淡路夢舞台温室は、平成 12 年３月に淡路夢舞台の拠点施設として開業しました。 

季節毎にテーマを変えて植物の展示をしており、年間約 20 万人の入館者があります。 

展示室は、自然の美しさ・巧妙さを五感で体感する『五感軸』と、花・緑と共生する生

活空間、都市の緑化を提案する『共生軸』、この二つの大きなテーマで構成されています。 

珍しい植物を単に展示するのではなく、すべての展示が、明確なテーマとメッセージを

もっていることが特徴です。 

 

① 施設等概要 

（１）所 在 地：兵庫県淡路市夢舞台 4 番地 
（２）構  造：鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)  地上３階建 
（３）延床面積：約 6,700 ㎡ 
（４）展示面積：約 4,000 ㎡ 
（５）開  園：平成 12 年 3 月 
（６）主な施設：展示室１～６、アトリウム（展示室 8）、花のバルコニー、特別展示室 
（７）根拠条例：兵庫県立淡路夢舞台国際会議場及び淡路夢舞台公苑の設置及び管理に関す

る条例 
（８）施設管理：株式会社夢舞台による指定管理 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【温室平面図】 

【温室外観】 



 
 

② 入館者数及び推移 

  入場者数：年約 20 万人 

推移：5 年毎に開催される「花みどりフェア」開催時には、一時期に入館者（30 万人）

を伸ばしますが、それを除くと約 20 万人の横ばい傾向です。 

   

③ 現在までの大規模工事の状況 

○平成 21 年 修繕・リニューアル工事 
従来の展示内容や情報発信の機能を維持発展させていくため、開設 10 周年を契機に

施設・設備の補修や展示内容の改善等を行っています。  



 
 

 

事前説明会 参加申し込みシート 

事業者名  

所属部署  参加人数      名 

ご担当者名  

電子メールアドレス  

電話番号  

 

事前説明会当日に確認したい事項について、あらかじめ記載願います。 

確認項目 内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 



 
 

 

質問シート 

事業者名・部署  

所在地  

ご担当者名  

電子メールアドレス  

電話番号  

 

 

質問事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 



 
 

 

提案シート 

事業者名・部署  

所在地  

ご担当者名  

電子メールアドレス  

電話番号  

 

提案内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「提案」は、本様式によらず、任意様式（事業計画書等）で提出いただいても結構です。 

別紙３ 


