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１ 調査の目的等 

(1) はじめに 

本実施要領は、廿日市市（以下、「本市」という。）が廿日市市筏津地区公共施設再

編整備事業（以下、「本事業」という。）を実施していくにあたり、民間事業者のノウ

ハウを活用するため、民間事業者と対話を通じてアイデアや意見、市場性等を調査す

る際の必要事項を定めるものです。 

平成３０年６月に公表をしている「筏津地区公共施設再編基本構想（以下、「基本構

想」という。）」と本実施要領をご確認の上、本サウンディング型市場調査（以下、「サ

ウンディング」という。）にぜひご参加ください。 

(2) 事業の経緯 

大野地域筏津地区には公共施設（市民センター（公民館等）、体育館、図書館、福祉

保健センター等）が集積しています。しかし、このうち市民センターと体育館が老朽

化し耐震性能が不足していること、各施設の研修室や会議室、事務所などが重複し運

営が非効率であること、支出に占める収入の割合が低く持続可能とは言いがたいこと

から、本市ではこれらの課題を克服し、大野地域に新たな賑わいを創出するため、子

育て世代をメインターゲットとした複合施設へ再編整備することとしました。 

再編にあたっては、「廿日市市公共施設マネジメント基本方針」に基づき、事業経費

や耐用年数（残存価値）等の資産価値について考慮していくとともに、持続可能なま

ちづくりを実現していくうえで適切な機能を整備することとしています。 

本市では、基本構想を策定し、本施

設を主に子育て世代（親子）、児童生

徒などの「居場所」と位置づけ、多種

多様なニーズに応えるため、従来の

「施設ごとの利用形態」から「施設全

体を一体的に利用する形態」へと転換

し、機能重視の施設再編を行うにあた

っての基本的な方針をとりまとめま

した。 

(3) 調査の目的 

事業内容や事業スキーム等について、直接対話をすることにより民間事業者の意見

や新たな提案の把握を行い、民間事業者の参入しやすい条件、より効果的な事業実施

に向けたアイデア等の情報を収集する目的で行います。 

(4) 調査の内容 

本サウンディングでは、民間事業者の皆様に、基本構想および本実施要領に関する

質疑応答のほか、次の内容について対話を行い、いただいた意見等を今後策定する基

本計画案に反映させる予定です。 

図表１ 基本構想イメージ（基本構想より） 
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ア 基本構想を踏まえた、本地区で整備すべき機能、施設、官民の役割分担、有効な

設計建設・維持管理運営手法など 

イ 子育て世代および児童生徒を中心として多世代の市民にとって魅力あるサービス

の内容 

ウ 多世代が安全安心に過ごせる設計や運営面での工夫の可能性 

エ 建設費だけでなく維持管理費や運営費を抑えるとともに、収入を得るための工夫

の可能性 

オ 上記を実現するための行政への要望 

なお、本サウンディングは自由な対話を行う場であり、民間事業者の皆様に、組織

としての意見表明や資料の作成・提出を求めるものではありません。 

 

２ 対象地区・立地施設の概要 

(1) 対象地区 

対象地区は、主に廿日市市大野１３２８や４１２４等で構成される土地面積約３ｈ

ａ（テニスコート等含む。）の一団の土地です。ＪＲ山陽本線前空駅、大野浦駅、広島

岩国道路大野ＩＣから車で各５分程度です。都市計画の用途地域は、第一種住居地域

（建ぺい率６０％、容積率２００％）となっています。 

 

図表２ 対象地区地図 

©Google 
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(2) 立地施設 

対象地区に現在立地している施設の明細および対象エリアは以下の図表３、４の通

りです。敷地内には浄水場、学校給食センターがありますが、本事業には含まれませ

ん。学校給食センターと本事業の一体化は想定しておりませんが、学校給食センター

は本市の食育推進の拠点として位置付けられていることから、食育機能について、学

校給食センターと連携した食育機能の拠点としての提案を求めます。 

 

図表３ 立地施設一覧 

 大野市民センタ

ー 

大野体育館 はつかいち市民大

野図書館 

大野福祉保健セン

ター 

施設用途 公民館等 スポーツセンター

等 

図書館 福祉・保健センタ

ー等 

室構成 調理実習室、音楽

スタジオ、会議室

（２）、研修室

（２）、実技室

（２）、和室（茶

室付属）、娯楽室

（畳）、大会議室、

視聴覚室 

主競技場（バレー

ボール 2面、ミニ

テニスまたはバド

ミントン 6面）、第

2競技場（卓球 4

台）、格技場（柔

道・剣道）、会議室

（２） 

蔵書数153千冊（う

ち児童 55）、大研修

室（３つに仕切り

可能）、展示室（２） 

大集会室、集団指

導室兼集会室、教

養娯楽室、会議室

（２）、ロビー(展

示場) 

防災拠点 追加避難所 追加避難所 追加避難所 避難所 

住所 大野 1328 大野 1328 大野 1328 大野 4124 

運営方式 直営 直営 直営 指定管理（社会福

祉法人いもせ聚楽

会） 

土地面積 17,827 ㎡ 9,837㎡ 

建物延床面積 2,083 ㎡ 4,515㎡ 2,234㎡ 3,327㎡ 

駐車場 131台 左に含む 120台 71台 

構造 RC造 SRC造 RC造 RC造 

階層 地上 3階建 地上 2階建 地上 2階建 地上 2階建 

建築年月 S49/7 S52/10 H7/3 H2/9 

耐震性 旧耐震 

IS=0.44 

旧耐震 

IS=0.05 

新耐震 新耐震 

基本構想にお

ける位置づけ 

取り壊す 

必要機能を他の

機能と一体的に

実現 

取り壊す 

必要機能を他の機

能と一体的に実現 

「改修・維持」も

しくは「建て替え」

建て替えの場合は

必要機能を新施設

で一体的に実現 

非対象 

ただし、施設運営

に支障のない範囲

での活用提案は妨

げない 
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図表４ 対象エリア地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 敷地面積 

事業計画地全体 約 17,200㎡ 

事業計画地（都市計画道路除外） 約 15,300 ㎡ 

その他 
浄水場＋学校給食センター 
(進入路含む) 

約 5,300 ㎡ 

 福祉保健センター 約 8,400 ㎡ 

 民有地 約 2,700 ㎡ 

 テニスコート 約 3,200 ㎡ 

※事業計画地、保健福祉センター面積は、学校給食センター等用の進入路面積を除外して計算 

 

・図の橙色線に囲まれた区域が本対象エリア（現市民センター・体育館・図書館、土地

面積約１７，２００㎡）。福祉保健センターエリア（約８，４００㎡）との間には、浄

テニスコート 
民有地 

大野図書館 

市民センター 

浄水場 

学校給食センター 

（平成 30年 9月より供用の

ため本図面上は未表示） 

福祉保健センター 

都市計画道路 

筏津郷線 

（計画幅員 16m） 

体育館 
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水場、学校給食センターへの進入路があります。 

・本対象エリアの北端には民有地およびテニスコート（市有地）があります。 

・本対象エリアの南東面道路（幅約６m）は都市計画道路筏津郷線（幅約１６m）として

拡幅が計画されており、その部分は活用できません。拡幅分を、幅約１０m×道路長約

１９０m＝約１，９００㎡と仮定して計算し控除すると、 事業計画地として活用でき

る用地面積は約１５，３００㎡となります。 

・浄水場（平成２９年供用開始）、学校給食センター（平成３０年９月供用開始）の建設

における容積率の計算は本対象エリアとは別に行っており、本対象エリアの利用可能

容積を減少させるものではありません。 

・駐車場の設定により建築可能面積は変化します。事業者選定プロセスでは、駐車場の

最少台数を提示した上で、実際の整備台数や駐車場を含む建物のレイアウトは民間事

業者からの提案に委ねる予定です。 

・図表４は実測による図面ではありません。平成３１年に予定している事業者選定プロ

セスに入る前に測量を行い、実測図を提供する予定です。その際、道路拡幅予定部分

も提示します。 

(3) 再編の方針 

大野地域は、１５歳未満の人口と１８歳未満の児童生徒がいる世帯が増加傾向にあ

ります。本事業では、子育て世代や子どもたちをメーンターゲットとして設定し、彼

らが大人となり中高年世代となり多様な形で再びこの施設に戻ってくるような利用者

サイクルを創出していくことを目標としています。 

また、上記(2)の施設のうち、市民センターと体育館の老朽化及び耐震性能の不足が

著しいため、これら２つの施設を解体することを想定しています。それにあわせて、

各施設の機能（室）の重複を解消するとともに、新たな機能である子育て支援に対応

するため、生涯学習、子育て支援、スポーツ、子ども応援、図書、食育、ロビーホー

ル、保健の８つの機能を一体的に整備することとしています。 

 

 

図表５再編後の施設に整備する機能（基本構想より） 
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(4) 各施設の機能及びサービスの考え方 

基本構想では８つの機能を一体的に整備することとしていますが、核となる子育て

リビング（子育て支援・子ども応援）、市民センター、図書館、体育館については次の

ような機能及びサービスを予定しています。各施設の機能詳細については別紙「サー

ビス・機能の考え方」を参照してください。 

ア 子育てリビング（子育て支援・子ども応援） 

子育て支援の拠点として、子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、子育て関

する相談、子育て関連情報の提供、子育て支援等の講習を実施するとともに、放課

後児童クラブ、児童の居場所としても整備します。 

イ 市民センター（生涯学習） 

市民や地域団体等の自主的な活動を実践できるとともに、参加する市民や団体が

相互の交流と連携を通じて協働のまちづくりを進めるための拠点とします。同時に、

あらゆる世代・年代に応じた個人・団体への生涯学習への参加機会を提供します。 

ウ 図書館 

図書等の資料の収集と貸出、レファレンスサービスの充実を図るとともに、情報

社会の中で、市民の悩みや課題に寄り添い、解決の支援ができるよう、多様な情報

へのアクセスが用意された情報拠点としての図書館を目指します。あらゆる世代や

多様なニーズを抱えた利用者が心地よく滞在できるとともに、子ども図書館により

子どもや子育てにも優しい居場所を提供します。また、市内５地域への良好なアク

セスを生かし、移動図書館車と配送車の拠点機能として読書機会の推進を行います。 

エ 体育館（スポーツ） 

身近な地域で安全で快適にスポーツができる施設とするとともに、ユニバーサル

デザインに配慮し、子どもや高齢者をはじめ、誰もが使いやすい施設とします。同

時に市民がスポーツ活動を通じて、地域交流の機会を提供できる施設とします。 

図表６利用者年齢別に求められる機能 
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(5) 施設配置イメージ 

基本構想では下記ア、イの２案を提示していますが、それ以外の提案も積極的に受

付けます。 

ア 図書館改修・増築型（その１） 

最も耐震性の低い体育館を早期に解体し、スポーツエリアを先行整備した後、他

の機能を整備し全体を一体化する案です。 

この場合、体育館を先行整備するため、スポーツ機能と他の機能の一体性を取る

ことが難しくなるのではないかという懸念があります。 

イ 図書館建替え型（その２） 

体育館、市民センター、図書館を一体的に建て替え、再整備する案です。 

この場合、一体性は確保されますが、老朽化していない図書館を早期に建て替え

ることとなり、公有財産の有効活用の観点から疑義が生じることが懸念されます。 

ウ その他提案 

基本構想では上記２案を提示していますが、サウンディングではこれらの懸念を

解消するようなアイデアを歓迎します。一体型工事の期間中、福祉保健センターの

大集会室などを小体育室として暫定利用することで、体育館だけの先行整備が回避

できるような提案があれば、本市において前向きに検討いたします。 

 

図表６ 施設配置イメージの検討（基本構想より） 
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３ スケジュール 

サウンディング実施事前告知 平成３０年 ８月２４日（金） 

サウンディング実施要領の公表 平成３０年 ９月 ７日（金） 

現地見学会・説明会申込受付期限 

（※平成３０年１０月２日（火）の現地見

学会・説明会申込受付期限） 

平成３０年 ９月１４日（金）１７時 

（平成３０年 ９月２６日（水）１７時） 

現地説明会・見学会（廿日市）の実施 

場所：廿日市市大野市民センター 

（広島県廿日市市大野１３２８） 

①平成３０年 ９月１８日（火） 

１５時～１６時３０分 

②平成３０年 ９月１９日（水） 

１０時～１１時３０分 

③平成３０年１０月 ２日（火） 

１０時～１１時３０分 

東京説明会の実施 

場所：東洋大学大手町サテライト 

（東京都千代田区大手町二丁目２番１号

新大手町ビル１階） 

①平成３０年 ９月２０日（木） 

１６時～１７時 

②平成３０年 ９月２１日（金） 

１１時～１２時 

サウンディング申込受付期限 平成３０年 ９月２６日（水）１７時 

サウンディング（廿日市）の実施 

場所：廿日市市大野市民センター 

（広島県廿日市市大野１３２８） 

①平成３０年１０月 ２日（火） 

１３時～１７時 

②平成３０年１０月 ３日（水） 

９時～１７時 

③平成３０年１０月 ４日（木） 

９時～１２時 

サウンディング（東京）の実施 

場所：東洋大学大手町サテライト 

（東京都千代田区大手町二丁目２番１号 

新大手町ビル１階） 

①平成３０年１０月 ９日（火） 

１０時～１７時 

②平成３０年１０月１０日（水） 

１０時～１７時 

サウンディング実施結果概要の公表 平成３０年１０月１５日（月）※予定 

 

４ 参加条件等 

(1) サウンディングの対象 

筏津地区公共施設再編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 

※複合施設運営のノウハウを有している事業者のほか、基本構想に記載する機能の一

部でも担うことのできる事業者であれば、ぜひご参加ください（例えば、スポーツ

機能のみや図書館機能のみ、子育て機能のみであれば運営を行うことができる事業

者も歓迎いたします。）。 

(2) 参加条件 

次の条件に該当している場合は、本サウンディングに参加することができません。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規程に該当する

者 

イ サウンディングへの参加申込時点で、本市の指名競争入札の指名停止等の措置を
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受けている者。ただし、平成３１年度春に実施を予定している事業者選定プロセス

の時点で指名停止等の措置が解除される見込みがある場合を除きます。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）及び民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づく更生・再生手続き中の者 

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条に規定する暴力団または本市暴力団排除条例に該当する者 

オ 市税等を滞納している者 

カ 法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者 

 

５ 現地見学会・説明会の実施 

(1) 概要（いずれか都合の良い会場・日時でご参加ください。） 

 廿日市会場 東京会場 

実施期間 ①平成３０年 ９月１８日（火） 

１５時～１６時３０分 

②平成３０年 ９月１９日（水） 

１０時～１１時３０分 

③平成３０年１０月 ２日（火） 

１０時～１１時３０分 

①平成３０年 ９月２０日（木） 

１６時～１７時 

②平成３０年 ９月２１日（金） 

１１時～１２時 

場所 廿日市市大野市民センター 

（広島県廿日市市大野１３２８） 

東洋大学大手町サテライト 

（東京都千代田区大手町二丁目２

番１号 新大手町ビル１階） 

(2) 申込方法 

「９ 連絡先」のとおり。 

(3) 申込期限 

平成３０年９月１４日（金）１７時 

（ただし、平成３０年１０月２日（火）の廿日市会場での現地見学会・説明会の申

込受付期限は、平成３０年９月２６日（水）１７時） 
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６ サウンディングの実施 

(1) 概要（いずれか都合の良い会場・日時でご参加ください。） 

 廿日市会場 東京会場 

実施期間 ①平成３０年１０月 ２日（火） 

１３時～１７時 

②平成３０年１０月 ３日（水） 

９時～１７時 

③平成３０年１０月 ４日（木） 

９時～１２時 

①平成３０年１０月 ９日（火） 

１０時～１７時 

②平成３０年１０月１０日（水） 

１０時～１７時 

所要時間 約５０分程度 約５０分程度 

場所 廿日市市大野市民センター 

（広島県廿日市市大野１３２８） 

東洋大学大手町サテライト 

（東京都千代田区大手町二丁目２

番１号 新大手町ビル１階） 

(2) 申込方法 

「９ 連絡先」のとおり。 

※各会場・日程の実施時間内で、９～１０時、１０～１１時、１１～１２時、１３～

１４時、１４～１５時、１５～１６時、１６～１７時から第１～３順位までお選び

ください。 

(3) 申込期限 

平成３０年９月２６日（水）１７時 

(4) サウンディング結果の公表 

サウンティングの実施結果は、参加者数や市場性の有無、今後のスケジュール等に

関して公表します。個別事業者名や提案内容に関する情報は公表しません。 

(5) 実施方法 

市及び次の筏津地区公共施設再編整備事業公民連携手法導入可能性調査及び基本計

画策定業務の受託者と、参加事業者で個別に行います。参加事業者のアイデア及びノ

ウハウは保護の上、厳重に管理し、本事業の目的以外には使用しません。 

ア 学校法人東洋大学 

イ 株式会社長大 

ウ 株式会社ローカルファースト研究所 

※３者グループによる受託です。 

(6) 留意事項 

本市が本事業実施の参考にするため、申込者の了解を得て、実施期間中若しくは実

施期間前後に申込者の事業所においてサウンディングを実施することがあります。 
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７ その他 

(1) マッチングと個別意見交換会 

ア マッチング 

サウンディングの結果を踏まえて、「自ら事業全体を実施できるが一部の連携先企

業等を探している企業等」(Ａ)と「自ら事業全体を実施しないが部分的に参加する

意思のある企業等」(Ｂ)とをマッチングする機会を提供します。方法としては、（Ａ）、

（Ｂ）双方から「様式２ マッチング希望表」によりマッチング希望表明を受け付

け、（Ｂ）の情報をすべての（Ａ）に開示します。個別の交渉は各企業等に委ね市は

関知いたしません。 

イ 個別意見交換会 

上記（Ａ）の企業等は、市が策定した基本計画案に関する個別意見交換会に参加

可能とします。（Ｂ）の企業等も、上記マッチング等によりグループを形成すること

を検討している場合は、（Ａ）の一員として参加することができるものとします。 

マッチングと個別意見交換会の手続きは、サウンディング参加企業に対して後日

お知らせします。 

(2) 今後のスケジュール（予定） 

マッチング開始 平成３０年１０月末 

基本計画案 平成３０年１２月末 

個別意見交換会実施（場所：廿日市市、東京） 平成３１年１月上旬～中旬 

事業者選定手続き 平成３１年春 

(3) 費用負担 

本サウンディングへの参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。 

 

８ 参考資料 

筏津地区公共施設再編基本構想 

市ホームページよりダウンロードしてください。 

 

９ 連絡先 

廿日市市分権政策部行政経営改革推進課 

担当 上田・清水 

電話 (0829)30-9180、電子メール gyokaku@city.hatsukaichi.lg.jp 

 

現地見学会・説明会又はサウンディングに参加を希望される方は、期日までに、上記

申込先へ次の必要事項を明記の上、電子メールにてご連絡ください。その際には、電子

メールの件名は「【筏津再編 説明会参加申込】○○○（事業者名）」又は「【筏津再編 サ

ウンディング参加申込】○○○（事業者名）」としてください。 

mailto:gyokaku@city.hatsukaichi.lg.jp
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なお、サウンディングは個別に行いますので、希望の日程を第１～３順位（記入例：

①１０月２日１３時～、②１０月２日１４時～、③１０月４日１６時～）をご記入くだ

さい。先着順位設定した後、速やかに連絡します。 

(1) 参加事業者名 

(2) 参加者の所属・氏名 

(3) 希望会場・日程（第１～３順位まで） 

(4) 連絡先電話番号 

 


