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第１章 はじめに 

全国的に少子高齢化、人口減少社会が進行する中、本市においても平成１６年をピークに人口

減少に転じていましたが、平成 29年には微かにではありますが、人口増加している状況にありま

す。しかし、近い将来には再び人口減少に転じていく見込みであり、国立社会保障･人口問題研究

所が平成 30年 3月 30 日に公表した資料によると、本市の 2040年の人口は、現在の人口 117,279

人（平成 31年 3月 1 日現在）から約 9,000人減少し、108,428人となるとしています。 

全国の自治体においても、人口減少社会に対応していくために、持続可能なまちづくりを進め

ており、「選ばれるまち」を目指して地方創生事業などの各種施策に取組んでいるところです。 

そうした中で、「子育てしやすいまち」「子育てに優しいまち」が選ばれる傾向にあります。本

市においても各種子育て支援施策に取組んでおり、その結果として、子育て世代が増加している

状況です。政令市である広島市の通勤・通学圏内にあるという本市の強みを生かし、さらなる持

続可能なまちづくり・選ばれるまちづくりを一層進めていきます。 

 

平成 30年 6月に策定した「筏津地区公共施設再編基本構想」では、子育て世代の親子や児童・

生徒をメインターゲットとして、これまでの文化・スポーツを通じた市民活動を応援することや、

子育て家庭、児童・生徒の心地よい居場所づくりを進めていくため、「安全安心で子育てに優しい

子どもたちを応援する「居場所」の創出」をコンセプトに、生涯学習機能・スポーツ機能・図書

機能・子育て支援機能・子ども応援機能・食育機能・保健機能・ロビーホール機能の８つの機能

を持つ複合施設を整備し、市民のみなさんが、いつでも気軽に利用できる我が家の３ＬＤＫのよ

うな居場所を創り出すこととしています。 

 

本基本計画では、上記のコンセプトに加え、市民の健康寿命の延伸、健康格差の縮小に向け、「す

べての世代の健康増進に向けた拠点づくり」を目指して、子どもから高齢者までの全世代を対象

に、ライフスタイルに応じた様々な市民活動を応援、支援を行うことのできる施設として整備す

ることとしました。本基本計画において、そのための基本的な考え方や具体的な導入機能、施設

構成、事業手法、運営方針、事業スキームなどについて取りまとめています。 

これまで市民に親しまれてきた市民センター、図書館、体育館施設に加え、子育て支援施設を

一体的に整備し、重層的な施設利用による相乗効果を発揮し、施設の融合化、効率化を図ること

で、子育て家庭や児童生徒が目的もなく気軽に訪れ、様々な交流をとおして安心して子育てでき

る環境や楽しく過ごすことのできる空間を提供する居場所として、子育て支援センターや子ども

図書館、屋内・屋外の遊び場など、子育てや子どもたちの活動を支援、応援する施設づくりを進

めていきます。また、利便性の高い立地や交通事情を生かし、市内外からの交流の場を創出して、

「行ってみたい、また来たい」施設、さらに、「住んでみたい、住み続けたい」まちづくりを進め

ていきます。 

 

この複合施設は、本市の子育て支援の拠点、シンボルとなる施設です。 

今後は、この基本計画に基づき、民間事業者のノウハウを活用し、より充実したサービスの提

供ができるよう、本事業を進めて行きます。  
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第２章 基本計画策定の背景 

第１節 廿日市市を取り巻く環境 

１ 地勢・歴史 

本市は、広島県西部に位置し、沿岸部・内陸部・山間部・島しょ部から構成され、歴史・文化・

産業・地域資源の面において多様性をもつまちです。 

沿岸部には鉄道や道路網が充実しており、人口・産業・都市機能が集積しています。山間部に

は西中国山地国定公園に指定される自然資源、スキー場や県立公園等の観光資源につながる中国

縦貫自動車道のインターチェンジがあり、利便性に富んでいます。島しょ部は瀬戸内海国立公園

に指定され、世界遺産「嚴島神社」や弥山原始林、ラムサール条約湿地などがあります。 

 

図表 ２-1広島広域都市圏図 

 
 

本市には、ブランド力のある観光資源をはじめ、交流・歴史など多彩な資源があります。特に

日本三景の 1つであり、世界遺産「嚴島神社」のある宮島は、全島が瀬戸内海国立公園でもあり、

国内外から多くの観光客が訪れるわが国を代表する国際的な観光地となっています。 

また、けん玉ワールドカップが開催されるなど、世界的な広がりを見せているけん玉の発祥の

地としての知名度も高まっています。  
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２ 社会情勢の変化 

(1)  人口 

わが国の人口は平成 20（2008）年をピークに減少に転じており、とくに生産年齢人口の減少

による経済への影響、高齢化による超高齢社会化、少子化による将来に渡る人口減少トレンド

が問題になっています。地方から大都市圏への人口流出もさらに進むことが予測されており、

本市を含む地方都市では、人口問題は今後も進展すると予測されています。 

本市は、広島市等への通勤通学に便利な住みやすい地域として、昭和 50（1975）年代以降、

急激に人口が増加し、それに伴い商業・医療・文化などの都市機能の充実が進み、郊外住宅地

として発展してきました。その後、平成 16(2004)年をピークに、人口は減少に転じ、減少傾向

にありましたが、平成 29(2017)年、平成 30(2018)年は再び増加が続いています。 

(2)  産業 

経済のグローバル化、新興国市場の台頭などにより、国内企業は海外企業との競争が激化し、

経済の状況は常に変化し、多様化複雑化しています。 

地域産業においても技術の高度化や産業連携が求められており、今後はより広い視野で取り

組んでいく必要があります。 

また、多彩な観光資源を有する本市においては、国が掲げる「訪日外国人 3,000万人プログ

ラム」や世界経済全体の拡大による旅行者の増加に伴い、観光面にも大きな影響があり、受入

環境の整備やインバウンド対応が重要となります。これには、観光面だけではなく、産業面を

含めて取り組む必要があります。 

本市の産業は、図表 ２-2のようにサービス業と製造業の産業全体にかかる割合が高くなっ

ており、サービス業では宿泊業や娯楽業の売上げが大きいことが特徴となっています。 

農林水産業は各経営主体の縮小傾向が見られる中で、広島県はカキの生産量が全国の約 6割

を占め、廿日市市ではその 16～17％を産出し、産地を形成しています。 

製造業では、食料品や木材･木製品の出荷額が大きいことが特徴となっています。 
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図表 ２-2平成 28(2016)年 廿日市市産業大分類別事業所数 

 

出典：平成 28年経済センサス活動調査 

 

(3)  自然災害 

平成 23(2011)年に発生した東日本大震災は、わが国の防災対策に大きな転換を迫る契機とな

りました。国の長期評価では、南海トラフ巨大地震について、今後 30年以内の発生確率は 70%

程度と想定されています。また、平成 26(2014)年の広島市における大規模土砂災害、平成

30(2018)年の平成 30年 7月豪雨など、甚大な自然災害が頻発していることから、防災・減災対

策の重要性が改めて認識されており、本市においても重要な施策として取り組む必要がありま

す。 

(4)  市民活動 

本市は、多様な環境で育まれた市民活動の高まりがあるまちです。市民はまちづくり活動団

体や NPOなどの活動を通じ、また、市民活動センターや市民センターなどを舞台に、生涯学習、

福祉、教育、防災など多面的な地域活動を行っています。平成 24(2012)年に「廿日市市協働に

よるまちづくり基本条例」を施行し、市民と行政の役割を明確にし、まちづくりを協働で進め

ています。 

今後も、NPOや企業、大学など多様な主体との協働や、市民のまちづくり活動がより活発に

行われるための環境づくり、支援を行う必要があります。 
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P医療，福祉 

Q1複合サービス事業（郵便局） 
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R1サービス業（政治・経済・文化団体，宗教） 
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第２節 大野地域の現状 

大野地域は平成 17(2005)年 11月 3日に旧大野町と廿日市市が合併し現在の廿日市市大野地域

を形成しており、人口が増加している地域です。JR山陽本線や広島電鉄宮島線があり、駅数も

多く、山陽自動車道が通り、道路も整備されるなど近隣の自治体へ通う人たちのベッドタウン

として発展を続けています。 

 

図表 ２-3筏津地区の位置 
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１ 人口 

大野地域の人口は増加傾向にあり、年少人口も増え続けています。 

 

図表 ２-4大野地域人口推移 

 

出典：筏津地区公共施設再編基本構想 

 

図表 ２-5大野地域 15歳未満人口推移 

 

出典：筏津地区公共施設再編基本構想 

 

２ 交通 

(1)  鉄道 

JR山陽本線と広島電鉄宮島線が通っており、JR山陽本線は宮島口駅、前空駅、大野浦駅、広

島電鉄宮島線は競艇場前駅、広電宮島口駅の５駅があります。 

(2)  高速道路 

広島岩国道路が通っており、大野 I.C.があります。 
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(3)  バス 

筏津地区にある公共施設群を中心に、おおのハートバス（コミュニティバス）が 5路線走っ

ています。 

 

第３節 筏津地区の公共施設の現状 

本市の公共施設の中で、廿日市地域を中心として整備された施設は、「さくらぴあ」や「サン

チェリー」など市域全体の市民活動の場として、さらに、市の中心的、代表的施設として、世

界イベントや全国大会を呼び込み、市を PRする役割を担っています。また、各地域に点在する

施設については、地域特性を生かしながら、地域住民の地域活動を支える役割を担う施設に大

別され、筏津地区の公共施設の存在は、大野地域の市民の地域活動を支え、豊かさを感じなが

ら住み続けていただくために欠かせない役割を担っています。 

 

図表 ２-6筏津地区の公共施設の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄水場 

給食ｾﾝﾀｰ 

＜大野図書館＞ 
・建設年度：H6年度（24年） 
・面積：2,234㎡ 
・構造：RC 
・大規模改修：H36（580百万円） 
・更新：H66（1,176百万円） 

＜大野市民センター＞ 
・建設年度：S49年度（44年） 
・耐震性：Is=0.44 
・面積：2,083㎡ 
・構造：RC 
・更新：H46（1,097百万円） 

＜大野体育館＞ 
・建設年度：S52年度（41年） 
・耐震性：Is=0.05 
・面積：4,515㎡ 
・構造：SRC 
・更新：H49（2,400 百万円） 

市民センター 2,083㎡ 

図書館 2,234㎡ 

体育館 4,515㎡ 

計 8,832㎡ 
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大野体育館は、耐震化方針の基準である Is値 0.6を大きく下回る、Is=0.05と本市公共施設

中最低の数値であり、大野市民センターも Is=0.44 と基準を満たしておらず、耐震性能不足が

問題となっています。 

また、現在の筏津地区の公共施設は、研修室や会議室、事務所など重複機能が多く、非効率

な施設群となっています。また、収支についても、支出に占める収入の割合は低く、持続可能

な施設とは言いがたい状況にあります。 

 

第４節 市民のニーズ 

１ まちづくり市民アンケート 

本市では、「まちづくり市民アンケート」を実施し、市の施策に対する「満足度」や「重要度」

から市民の「ニーズ度」を数値化し、評価しています。 

全体的には、災害への対応が上位となっていますが、地域での生活環境や普段の生活の中にお

ける利便性、生きがいづくりなど、豊かな生活を過ごすためのニーズや子どもの健やかな育ち、

安全な遊び場などのニーズも高いことが分かりました。こうしたニーズの中で、筏津地区が担う

ことができる施策について検討していく必要があります。 

 

２ 子育てに関するアンケート調査 

平成 27(2015)年に策定した「子ども・子育て支援事業計画」のアンケート結果の中では、子育

て支援に対する要望として一番多かったのは出費負担の軽減でしたが、次いで多かったのは、「安

全な遊び場を増やしてほしい」や「親子が安心して集まれる身近な場を増やしてほしい」という

要望でした。 

また、日常的に悩んでいることは、「子どもの病気や発育・発達に関すること」や「子どもを叱

りすぎているような気がする」と回答した方の割合が高い結果となりました。その他、「子どもの

教育」「子どもの食事や栄養」など、子どもの育ち、育て方に関する悩みを抱えた方が多い結果も

明らかになりました。 

 

こうしたニーズに対応していくため、子ども・子育て支援事業計画の基本目標において、「子ど

もの育ちと子育て家庭を応援する」ため、出生前から青年期まで子どもと子育て家庭を切れ目な

く支援するとともに、「地域力で子育てを支える」ため、相談体制の充実、強化など、地域全体で

子どもと子育て家庭を暖かく見守り、支えあうまちづくりを進めることとしています。 

また、小中学生へのアンケート、子育てサロンでのヒアリングを実施しました。 

アンケートについては、大野地域の小中学校（小学 3・6年生、中学 3年生）の児童生徒 705人、

ヒアリングについては、地域の子育てサロン 4 箇所で子育て中のお母さん 25人から、現在の「過

ごし方」や「過ごし方の希望」などについて意見を聞きました。アンケートの結果、筏津地区に

「受け皿があれば、訪れ、利用したい。」という意向が確認できたと考えています。 
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３ 児童生徒アンケート結果・傾向 

児童生徒には、「現在の過ごし方」と「理想とする過ごし方」について聞きました。 

現状では「家」「学校(児童会等)」が圧倒的に多い状況ですが、理想としては、「公園」や「屋

外」などでスポーツなど自由に遊ぶことができる場所を求めているという結果となりました。 

 

 

図表 ２-7児童生徒アンケート結果概要 

 
 

４ 子育てサロン聞取り結果 

サロンを利用しているほとんどの母親は、親子の交流や遊び場などの居場所を求め、子育て関

連施設を探して転々と利用しています。 

多くの母親は、子どもと一緒に過ごせる場所やイベント、講座への参加を希望しており、これ

らを通して、一層の交流や居場所を求めていることが分かりました。 

しかし実際には、交通手段の不足や周りへの遠慮から、限られた場所や空間でしか過ごすこと

ができていない状況も見受けられました。今回のヒアリングから、約 6 割の母親達は『気を使わ

ず親子で過ごせ、目的もなく集れる居場所』を求めていることも分かりました。 

 

５ 届いた声 

現在の市民センターや図書館、体育館等の利用拡大に向けて、子育て世代や児童生徒に行った

調査結果から見えてきたものは、子連れでの利用や子どもたちだけでの利用について各施設から

敬遠されていることや、逆にターゲットである子育て世代や児童生徒自身に気兼ねや遠慮がある

ことから、利用層の幅が広がっていないのではないかと推測されます。 
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図表 ２-8子育て世代と児童生徒の課題・ニーズの比較 

課題・ニーズ 

項

目 
子育て世代（子育て親子） 児童生徒 

受

入

環

境 

・子連れだと気兼ねして利用できない 

・子育てに関する相談体制もなく、利用

する目的が無い 

・ちょっとしたことですぐに注意され、

居心地が悪い 

・いつも大人が利用していて利用しづら

い（空きが無い） 

ハ 

コ 

モ 

ノ 

・授乳室や子どもの遊び場、子ども用の

トイレ、子どもと飲食できる場所など

なく子連れでは利用しづらい 

・お母さん同士での居場所がない 

・ミルクや離乳食を温めたり、簡単な調

理ができる設備があれば利用しやすく

なる 

・自由に利用できる場所がない（手続き

が面倒） 

・色々なスポーツや遊び・体験ができる

場所がない 

・友だち同士での居場所、スペースがな

い 

交

通

機

関 

・ハートバスのルートやダイヤが利用し

づらい 

・運賃が家計の負担となり、利用を控え

ている 

・家の近くにバス停がなく利用しづらい 

・ベビーカーでは利用しづらい（低床） 

 

そ

の

他 

 ・自由に音楽やダンスなどを練習したり

発表することができる場所が欲しい 

・自由に勉強したり、友だちとおしゃべ

りできる場所がほしい 

 

６ 市民調査から見えること 

１～５での市民調査から、これまでの生涯学習やスポーツ活動の機会や場の提供に加え、市民

ニーズの上位に位置する「子育ての支援など子どもが健やかに育つ環境づくり」（第 8位）や「安

全に子どもが遊べる環境や利用しやすい公園の整備」（第 13位）、「青少年の健全育成に向けた活

動の場や機会の提供」（第 24位）、さらに、小中学生へのアンケートや子育てサロンでのヒアリン

グで得た、「子どもたちや子育て親子の居場所づくり」へのニーズ、「気軽に利用できる施設」な

ど、子育て世代への支援や子どもたちを応援する場や環境の整備が強く求められていることが分

かってきました。 

こうした課題やニーズに対応した取組みを進めていくことにより、筏津地区が市民にとって大

切な拠点として親しまれ、愛される地区になるものと考えます。そして、結果として、市民が「住

みたい、住み続けたいまち」となり、市民が求める「目指すべきまちのイメージ」に近づけるも

のと考えます。 
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第５節 市場調査 

１ サウンディング調査の結果 

事業の市場性を把握するために、参画を検討している企業等からのサウンディングを実施する

ことで、民間事業者の市場評価を調査しました。 

(1)  人口、特に子育て世代の動向 

実際に保育園等を開設した（開設する予定の）複数の事業者から、廿日市市で開設した理由

として、子どもの数が増加しており、利用のニーズが高いことであるという回答を得られまし

た。実際にリスクを負って事業する立場の団体としての評価を踏まえた回答であり、信頼性が

高いものと考えられます。 

(2)  公共施設としての利用状況について 

現状の利用状況については、体育館を中心に予想以上に利用されているとの意見がありまし

た。このことは、公共施設の低廉な料金でサービスを提供できれば、高い稼働率を確保できる

可能性があることを示していると言えます。しかし、たくさんの人が訪れる場所であれば、周

辺道路の整備や駐車場の確保が必要であるという意見もありました。 

(3)  民間収益事業の可能性について 

現在の周辺の状況を見る限り、飲食、ショップ、民間スポーツクラブなどを民間収益事業と

して成立させるのは厳しいとの意見が多く寄せられました。しかし、地域の人口動態や現状の

施設稼働率を考慮すると、公共サービスをさらに魅力的なものにすることで、施設に併設する

民間収益事業の収益性を高められる可能性はあるとの意見も出されました。新たなターゲット

としている子育て世代の利用者数を伸ばして、多くの利用者を呼び込む工夫が必要です。 

 

２ データから見た評価 

以上のとおり、人口、特に子育て世代の増加傾向をどのように評価するかが大きなポイントと

なります。この点に関しては、前節までに状況を説明しましたが、さらに、昼夜間人口比率・従

業通学比率と不動産価格の２点について追加の分析を行いました。 

(1)  昼夜間人口比率・従業通学者比率分析から見た市場性 

昼夜間人口比率とは、常住人口（＝夜間人口）に対する昼間人口の比率を示したものです。

全国平均は 100%となります。100%を超える地域は昼間に地域外から通勤通学者が流入してくる

地域であり、地域内に事業所や教育機関などが多い地域であると推測できます。反対に 100%を

下回る場合は、居住がメインの地域であり、昼間に地域外へ通勤通学者が流出していると推測

できます。人口比率が 90%を下回る場合は、一般的に大都市のベッドタウンであるとされてい

ます。 
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従業通学者比率は、常住人口に対して「従業または通学している人口」（従業通学者）の割合

を示したものです。この割合が高い場合は、高齢化が相対的に進んでいない、共働き世帯が多

い等の理由が考えら

れます。 

図表 ２-9は、広

島県内市町（広島市

を除く）の両比率の

関係を示したもの

です。 

これによると、本

市は、従業通学者比

率が高く昼夜間人

口比率が低い部類

に属しています。こ

れは、広島市等に通

勤通学する若い世

代にとって居住に

適した地域と評価

されていると考えられます。 

(2)  不動産価格からみた市場性 

図表 ２-10は、不

動産賃貸会社の WEB

サイトから、JR山陽

本線沿いのファミリ

ー世帯向け賃貸住宅

である 2LDK/3K/3DK

の家賃相場を見たも

のです。 

これによると、広島

駅周辺の 9万円のほ

か、広島市内は 6.5

万円程度以上である

のに対して、廿日市駅

周辺は 6万円強、大野

地域は 6万円弱とな

っています。大野地域

は広島駅周辺に比べ

ると 37～8%安いとい
出典：SUUMO（2018/11/13検索） 

図表 ２-9従業通学者比率と昼夜間人口比率の比較 

図表 ２-10 JR山陽本線沿線家賃相場（2LDK/3K/3DK） 

出典:平成 27年国勢調査 
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うことがわかります。 

大野地域では、分譲、建売住宅の需要も強いと想定されますが、これらの単価も、概ね賃貸

相場に比例すると考えられます。 

(3)  データからみた評価のまとめ 

以上のことから、廿日市市、特に大野地域は広島市等に通勤通学する若い世代にとって割安

な住居環境であることが、人口、特に子育て世代が増加している理由の一つであると推測する

ことができます。この構造はすぐに崩れるものではありませんので、当面は子育て世代の居住

地としてのニーズが続くと期待できます。 

 

３ 施設に求められる機能 

サウンディングでは、施設に求められる機能に関する意見も伺いました。意見をまとめると以

下のとおりです。 

(1)  ニーズに適応できる柔軟性 

図書館、体育館、市民センター、子育てそれぞれについて、近年ニーズが変化しており、将

来の変化を予測することは難しいこと、また、ニーズの変化に対応して新しい機能が誕生して

いることを踏まえて、将来のニーズの変化にも十分対応できるような柔軟な構造や用途にして

ほしいとの意見が多くありました。 

(2)  機能の一体化 

異なる種類の施設を横断して一つの機能を発揮できるような工夫を入れやすくしてほしいこ

と、維持管理・運営の要望を設計・建設に反映できるような手法を採用してほしいこと等の意

見が多くありました。 

(3)  重要な個別機能 

施設をより魅力的なものにするため、以下のような提案がありました。 

・どの機能に関しても、子育て世代が気兼ねなく利用できるようにすること。 

・図書館は静かに読書したいニーズと子どもたちが自由に使えるスペースのニーズはともに

高いため、両者を分離してお互いが快適に利用できるようにすること。 

・体育館の魅力向上、利用者数増加のためにトレーニングルームを導入すること。 

・食育に関して、給食センターとの連携を行いやすくすること。 

・イベントやワークショップなどの活動を行いやすくすること。 

・庭と一体的な利用ができるようにしてほしい、周辺の川や山の活用も工夫できるようにし

てほしいこと 

サウンディングで得られた提案は、本基本計画及び今後の公募の参考にし、より魅力的な施

設整備を目指していきます。 
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第３章 筏津地区公共施設再編事業の基本的な考え方 

第１節 目指す姿 

第２章で記述したように、大野地域は人口が増加をしている地域で、子どもたちの数も増え

ています。これからも選ばれ続けられるまちにしていくためには、本施設を地域の良さを守り

つつ、子育てや市民活動、産業、環境にとって地域に貢献できる施設として再編する必要があ

ります。 

本事業の実施に当たっては、各施設の機能や規模の効率化を図りながら、現在の利用者の活

動を確保し、さらに「人とひとを結ぶ」新たな機能を整備するとともに、市民のみなさんに長

く愛され、利用し続けられる施設を目指します。 

なお、この姿を目指すことで、施設利用者数の目標を年間 40万人とします。 

 

第２節 事業のコンセプトと方針 

１ 事業のコンセプト 

筏津地区公共施設再編整備事業を推進するにあたり施設全体のコンセプトを以下のように定め

ます。 

 

(1)  安全安心で子育てに優しい子どもたちを応援する「居場所」の創出 

公共施設の必須条件である安全安心を確保するとともに、子育て支援を充実させます。 

本市「第６次廿日市総合計画」では、子育てに関する目標として 

・子どもを健やかでたくましく育むまち 

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の大切にする視点 

・まち全体で子どもを育て、子育て家族が安心して暮らせるまちをつくる。 

「子ども・子育て支援事業計画」の将来像 

・つながり支え合う子育てのまち はつかいち 

を掲げています。 

そこで、市民ニーズの高い子育て支援を充実させ、目的もなく訪れたくなるような居場所と

して整備することで、利用者層の拡大を図り、子育てを核とした地域の賑わいを創出すること

を目指します。 

(2)  すべての世代の健康増進に向けた拠点づくり 

本市では、廿日市市健康増進計画「健康はつかいち 21（第 2次）」を策定し、平成 25年度か

ら平成 34年度までの 10年間、健康寿命の延伸と健康格差の縮小に向けて取り組んでいます。 

大野地域では、平成 15（2003）年度から「健康おおの 21」に定める４つの健康づくり推進部

会が活動しており、子どもから高齢者まで、交流ウォーキングや運動、食育、禁煙、こころの

健康づくり等に取り組んでいます。 

１ 安全安心で子育てに優しい子どもたちを応援する「居場所」の創出 

２ すべての世代の健康増進に向けた拠点づくり 
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本施設で果たす機能は健康への結びつきが強いことから、すべての世代の人たちがスポーツ

や食育等の様々な活動を通じて健康増進を図れる拠点として整備し、このまちで明るく健康で

過ごしていけることを目指します。 

 

２ 事業の方針 

大野地域筏津地区には公共施設として市民センター、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します。 

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。「１ 事業のコンセプト」に掲げる「安全安心で

子育てに優しい子どもたちを応援する「居場所」の創出」と「すべての世代の健康増進に向けた

拠点づくり」のため、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います。 

そこで、筏津地区公共施設再編整備にあたり以下の７つの事業方針を定めます。 

 

(1)  相乗効果の発揮 

体育館、市民センター、図書館、子育てリビングの各機能を統合することによって、その専

門機能を浸透させ、相乗効果を発揮させます。 

(2)  効率性の追求 

研修室、会議室、事務室、ロビー、トイレ等共用できる施設機能については、できるだけ規

模や動線に応じて一体的に整備することで、施設規模の削減を行い、効率的な施設管理を目指

します。 

(3)  施設の合理的運営 

複合施設の利点を生かし、８つの機能の融合を図ることで、より付加価値の高い、魅力ある

サービス提供を行います。 

(4)  変化に柔軟に対応 

時代とともに地区の人口構成も変化していくことから、施設機能や提供するサービスなども

時代に合せて柔軟に対応できるような施設・運営体制とします。 

(5)  民間との連携 

事業実施に当たっては、民間企業、団体、NPO、市民団体と協力・連携して取り組みむととも

に、民間事業者が実力を十分に発揮できるような工夫をします。 

(6)  安全安心・ユニバーサルデザイン 

多様な市民ニーズを踏まえ、施設・設備を整備するとともに、ユニバーサルデザインや安全

管理の充実など、誰もが安心して利用できる施設とします。 
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(7)  収益機能の強化 

施設の建設から竣工後の維持管理、運営にいたる全てのプロセスにおいて、機能性だけでな

く効率性や収入面にも配慮し、市の財政負担を軽減します。 

 

３ メインターゲット 

本事業では、大野地域において増加傾向にある「子育て世代」や「乳幼児から幼児、児童、生

徒」をメイ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ます。 

 

図表 ３-1メインターゲット 

 

 

あわせて、健康増進を目的として、大野地域の全ての市民をターゲットに設定します。 
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４ ８つの多様な機能の導入 

コンセプトである「安全安心で子育てに優しい子どもたちを応援する「居場所」の創出」「すべ

ての世代の健康増進に向けた拠点づくり」を実現するために、既存の機能に子育てに関する機能

を新たに追加し、既存の機能を含めた８つの多様な機能を一体的に整備します。 

 

図表 ３-2 ８つの機能の関係 

 

 

生涯学習機能 

スポーツ機能 

子育て支援機能 

図書館機能 

子ども応援機能 

ロビーホール機能 保健機能 

食育機能 

相

乗

効

果

・

効

率

化

・

融

合

化 

図表 ３-3利用者年齢別に求められる機能 
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５ 各施設の整備の方針 

(1)  サウンディング型市場調査 

平成 30(2018)年 10月 2日～10日、平成 31(2019)年１月 15日～21 日に廿日市市筏津地区公

共施設再編整備事業に関するサウンディング型市場調査を以下のとおり実施しました。 

 

図表 ３-4 １次調査の概要 

開催方法 個別対話方式 

開催日時・場所 平成 30(2018)年 10月 2～4日廿日市市役所大野支所  

平成 30(2018)年 10月 9～10日東洋大学大手町サテライト（東京） 

参加事業者数 26事業者 

主な対話項目 ・大野地域の人口動態（特に子育て世代）と市場性について 

・建築物としての一体性の確保について 

・異なる施設を連携した一体的なプログラム運営について 

・図書館の改修ケースと建て替えケースの費用対効果の比較について 

・駐車場のスペースの確保について 

・マッチングおよび個別意見交換会について 

・募集スケジュールについて 

各施設の整備についての意見は以下のとおり 

体育館 ・コスト面、運営面から、他施設との一体化が有効との意見がほとんどで

あった。 

・設計 1年、建設 1年半が必要との意見が多くあった。 

図書館 ・改修も可能だが、構造や劣化度から見て容易でなく大きな費用がかかる

可能性があるとの意見があった。 

市民センター ・基本構想どおり建替える必要があるとの意見がほとんどであった。 

 

図表 ３-5 ２次調査（個別意見交換会）の概要 

開催方法 個別対話方式 

開催日時・場所 平成 31(2019)年１月 15～16、21日  廿日市市大野支所 

平成 31(2019)年１月 17～18日東洋大学大手町サテライト（東京） 

参加事業者数 25事業者 

主な対話項目 ・事業主体について（SPC設立について） ・事業手法について 

・各サービスの提供主体、各サービスの提供方法（サービス購入、独立採

算）について 

・契約手法について ・費用について、 ・物価変動の基準について 

・駐車場のスペースの確保について ・日程について 
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(2)  体育館の一体的な整備 

コスト面、運営面にメリットが大きいことから、基本構想に示した様な体育館のみを先行整

備するのではなく、他の機能と同時に整備することとします。 

図書館建築物については、改修する案（Ａ案）と他の施設と一体的に建替えする案（Ｂ案）

の２案を第４章で検討しています。 

(3)  ４つの施設の有機的統合化 

体育館、市民センター、図書館、子育てリビングの各施設については、施設間の連携を図る

ことで、単独整備では実現できないサービス向上効果が期待できます。 

 

図表 ３-6 ４つの施設の有機的な統合 

 

 

 

 

  

民間提案施設 

カフェ・ショップ等 

共有施設 

・総合窓口・ロビーホール・広場 

・市民交流スペース・青少年サロン 

・事務室・トイレ・倉庫 

図書館 

・子ども図書館 ・一般図書開架室 

・ＰＣビジネス支援コーナー 

・移動図書館 

子育てリビング 

・相談室・プレイルーム 

・一時預かり・放課後児童クラブ 

・親子交流コーナー・授乳室 

体育館 

・アリーナ 

・トレーニングルーム 

・更衣室、シャワー 

市民センター 

・研修室 ・工作室 

・音楽室 ・和室 

・調理実習 

・会議室 

 

講座・学習での連携 

児童生徒の遊び 

居場所連携 

トレーニング 

食育・講座連携 
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(4)  目指すべき施設のイメージ 

４つの施設を有機的統合化することで以下のような施設イメージを目指します。 

有機的複合化により「みんなの 3LDK」を実現します。みんなの 3LDK とは、いつでも気軽に利

用できる我が家のような施設のイメージを表しており、３つの部屋とリビング、ダイニング、

キッチン（調理実習室・食育室）を備えた施設です。 

いくポートの「いく」＝育児・行く・筏津・食育 「ポート」＝つなぐ・出入口・扉 

を意味しており、みんなのいくポートとは、施設全体で子育てを応援していくと共に、食育

の推進拠点である学校給食センターと連携し、機能を発揮する、という想いを形にしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

雇用の創出 

 

 

遊ぶ 学ぶ 

くつろぐ 

楽しい 

スポーツ  

 

笑っているパパとママが好き！ 

みんなのいくポート 

子育て応援施設 

 

子どもはダイナミックな
遊びが大好き！幼児期に
体を動かすことは運動の
楽しさを知るチャンス！ 

楽しい思い出は宝物。 
「やっぱりこのまちが好き！」 
「帰ってきたい」・「住んでみた
い」Ｕ・I ターンにつながります。 
 

交流から生まれる学び。育児
あるあるや実践的でパパも気
軽に参加できる「時短家事」
や「ペアレント・トレーニン
グ」等の講座を開催 
 

施設の一括管理による経営・運営事務や各
講座、教室の講師やインストラクター、さ
らには、カフェ等販売、ネウボラ機能や保
育機能で必要な有資格者の雇用を創出 

 

リビングや広場でお友達
もパパもママも一緒に遊
ぶ！ここから交流が広が
ります。 

ときには子どもを「いくポー
ト」に預け、心地よいソファ
ーや音楽、おいしい飲み物や
スイーツがある図書館併設
「いくポートカフェ」でリフ
レッシュ！ 
 

図表 ３-7目指すべき施設イメージ 
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①本との出会いを通して市民の知識を育み豊かな生活を支援する図書館 

②子どもの健やかな成長と豊かな心を育てる図書館 

③ゆったりとやすらぎを与える居心地の良い図書館 

④本を通じて活動・交流が始まり新たな出会いを発見できる図書館 

①市民の自主的な学習と活動を支援する拠点 

②豊かな人間性と感性を育む活動の拠点 

③人に出会い、繋がり、仲間づくりを支援する拠点 

④地域が課題を発見し、解決できる拠点 

６ ４施設のコンセプト 

体育館、市民センター、図書館、子育てリビングの各施設の基本コンセプトを以下のように定

めます。 

 

(1)  体育館 

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を

通じて、地域交流の機会を提供できる施設とします。また、他の機能と連携して、健康増進の

拠点として整備します。 

 

(2)  市民センター 

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。併せて他の機能と連携をして、

中学生・高校生などの若者の居場所も提供します。 

 

(3)  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、多くの情報が飛

び交う現代社会において、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。 

①各世代のライフステージに応じたスポーツ機会の提供できる体育館 

②スポーツを通じて人とつながり健康増進を図る機会を提供できる体育館 

③するスポーツ、見るスポーツを通じて、人生を豊かにする機会を提供できる体育館 

④支えるスポーツとしてスポーツボランティア等を育成する機会を提供できる体育館 
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(4)  子育てリビング 

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、ネウボラ機能として

子育てに関する相談、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

後児童クラブなど、児童の居場所としても整備します。 

 

７ 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番や 4124番等で構成される土地面積約 3ha(テニスコー

ト等含む。)の一団地です。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 ３-8対象地区の概要 

 

© OpenStreetMap contributors  

①子どもが好きになり、安心して子育てができる子育ての総合的な拠点 

②たくさんの交流を通じて、遊びや学びといった子育ての楽しさを感じる拠点。 

③地域全体で子育て支援サービスが提供できる地域のネットワーク拠点 

④切れ目のない子育て支援と子育ての課題を早期に発見できる拠点 
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(2)  現況の立地施設 

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 ３-9のとおりです。

敷地内には浄水場、学校給食センターがありますが、本事業には含みません。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、本施設と学校給食センターとの連携が必要であると考えてい

ます。 

 

図表 ３-9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 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 

解体 

必要機能を他の機

能と一体的に実現 

解体 

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 ３-10対象エリア地図 

 

 
 

出典：地理院地図空中写真に対象エリアを追記して掲載 

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 14,800 ㎡ 

その他 

浄水場＋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(市有地 206 ㎡含む) 約 2,700 ㎡ 

テニスコート 約 3,200 ㎡ 

※事業計画地、福祉保健センター面積は、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、浄水場、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沿いは都市計画道路筏津郷線が計画されており、幅約 16ｍ分活用でき

ません（上記約 17,200 ㎡、約 8,400㎡の内数）。都市計画道路筏津郷線分の面積を除外した事業

テニスコート 民有地 

大野図書館 

大野市民センター 

浄水場 

（本図面上は未表示） 

大野福祉保健センター 

都市計画道路 

筏津郷線 

（計画幅員 16m） 

大野体育館 

給食センター 

（本図面上は未表示） 
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計画地面積は、約 14,800㎡です。 

・浄水場（平成 29年供用開始）、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。 

・本図は実測による図面ではありません。平成 31(2019)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。 

・また、対象エリア北西側の市道筏津 4号線は、セットバックが必要となるため、幅約 4m分活用

できません。 
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第４章 図書館の改修または建て替え案の検討 

第１節 基本構想上の位置づけ 

基本構想では、事業にあたっての基本的な条件として、体育館、市民センターを一体的に建

て替え、既存図書館を改修して活用するか（図書館改修・増築型、Ａ案）、図書館も含めて一体

的に建て替えるか（図書館建替え型、Ｂ案）のいずれかを選択するものとしていました。 

 

図表 ４-1 基本構想上の図書館改修または建て替えの比較 

 

 

第２節 両案の検討 

今回、この点に関して、延床面積、施設関係費（初期、長期）、維持管理面、運営面、将来の

ニーズ変化への対応容易性の５項目で比較しました。 

 

１ 延床面積 

運営方針に基づいて必要とされる標準的な延床面積は、Ａ案が 7,520㎡、Ｂ案が 7,300㎡と試

算しました。Ａ案は、図書館部分と図書館以外の増築施設の接続のためのスペース分が増加しま

す。Ｂ案は基本構想で示した面積に収まります。 
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２ 施設関係費（初期、長期） 

初期費用に関しては、Ａ案では、図書館以外の部分の増築費用および図書館部分の大規模改修

費用が発生し、Ｂ案では全体の建て替え費用が発生します。既存の建物を活用するため、Ａ案が

やや下回る試算となります。 

参考として、図書館部分を 33年目（築 60年後）に建て替えると仮定して長期費用（50年間累

計、維持管理費を含む）を試算すると、既存図書館部分の建替え費用が必要なため、Ａ案がやや

上回る試算となります。 

なお、施設関係費用には、除却費、調査費、設計費、工事監理費、建設工事費（本体工事費、

屋外広場整備費・外構植栽費、道路拡張・駐車場整備費（計画道路部分除く）、開発行為整備費）

を含んでいます。また、維持管理費は、建物保守管理費、清掃費、警備業務費、建物修繕費を含

んでいます。 

 

３ 維持管理面 

Ａ案の場合、図書館は建築後 23年が経過しているため、躯体部分の劣化による民間事業者への

リスクが懸念されますが、民間事業者に十分な情報を提供することで、リスクを軽減できると考

えられます。Ｂ案は全館新築のため、将来の維持管理のしやすさを最大限に考慮した設計をする

ことができます。 

 

４ 運営面 

Ａ案の場合、既存の図書館を活用するため、建築面積が増加することで動線が伸び、管理のた

めの移動距離が長くなる可能性があります。Ｂ案は全館新築のため、「３ 維持管理面」の記述と

同様に、将来の維持管理のしやすさを最大限に考慮した設計をすることができます。 

 

５ 将来のニーズ変化への対応容易性 

数十年後には地域のニーズも大きく変化することが予想されます。そうした変化に柔軟に対応

できるかどうかを検討しました。Ｂ案は、建物として長期間固定されますので、ニーズの変化に

は内装や提供するサービスの変更で対応する必要があります。Ａ案は、増築部分はＢ案と同じで

すが、既存図書館部分は 33年後（築 60年到来時点）でその時点のニーズに合わせて活用方法を

考え、必要に応じて減築や除却をすることで、ライフサイクルコストの縮減が期待できます。 
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図表 ４-2 図書館改修・増築型と図書館建替え型の比較 

 Ａ案 図書館改修・増築型 Ｂ案 図書館建替え型 

延床面積 7,520㎡ 

うち図書館部分 2,324㎡ 

図書館部分と図書館以外の増築

施設の接続のためのスペース分増

加する。 

7,300㎡ 

初期施設関係費（施設

整備費、大規模改修費） 

やや優位 

（図書館以外は増築、図書館部分

は大規模改修） 

やや劣る 

維持管理面 既存図書館部分の劣化状況が正

確に分からないので、民間事業者

にとってリスクになる可能性があ

り、調査・情報提供が必要となる。 

維持管理しやすいという観点か

ら設計・建設できる。 

運営面 建築面積が大きくなるため、動

線が長くなる。 

一体的運営という観点から設

計・建設できるので、運営しやす

い。 

将来のニーズ変化への

対応容易性 

既存図書館部分は築 60 年到来

時点でその時点のニーズに合わせ

た活用方法を考えることができ

る。 

全施設が長期間固定されるの

で、ニーズの変化に対しては内装

やソフトの変更で対応する必要が

ある。 

 

第３節 結論 

両案ともにメリット・デメリットがありますが、本市における公共施設マネジメントの観点

から、耐震性能が十分にある既存の図書館を活用し、新しく魅力的な施設にリニューアルする

ことが本事業には有効であると考えられるため、本事業においてはＡ案（図書館改修・増築型）

を採用します。 

Ａ案での民間事業者に対するリスクを軽減するため、募集前に既存図書館の劣化状況調査を

行い、建築物の情報を提供するとともに、民間事業者が創意工夫を発揮できるような自由度の

高い手法、募集条件を検討し、本事業に取り入れます。 
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第５章 具体的な導入機能と施設構成 

第１節 体育館 

１ 導入機能 

(1)  多様な「するスポーツ」が展開できる拠点 

子どもから高齢者、障害のある人、すべての人々が生涯にわたりスポーツ活動と健康づくり

に親しむことができる、地域のスポーツ普及や競技力向上の拠点とします。 

(2)  スポーツを通じた交流、にぎわいの創出 

スポーツや健康への関心が高まっていることから、子どもから高齢者までの幅広い年代の個

人、家族や団体などがスポーツを楽しむことができ、スポーツを通じて相互の交流を育む場と

します。同時に、スポーツを通じたにぎわいを創出します。 

(3)  魅力的なスポーツ講座の実施 

各種スポーツや運動・健康に関する講座を、市民センターや図書館、食育などの他機能と連

携して実施し、スポーツを通じた市民活動や体力増進を推進します。 

(4)  健康増進の拠点 

市民の「するスポーツ」機能だけではなく、トレーニング指導や食育機能と連携したプログ

ラムの提供を行う、健康増進の拠点とします。 

 

２ 施設構成と規模の目安 

 

 

(1)体育館 

施設名称 内容 対象人数 面積 

アリーナ ・市民スポーツ大会や登録団体の練習、活動の場 

・一般の個人利用 

・イベント等での利用のため、吊りバトンを設置 

【フロア面積】約 35ｍ×約 42ｍ（仮） 

バスケットコート２面以上 

バレーコート２面以上 

バドミントンコート８面以上 

天井高 12.5ｍ以上 

・観覧席は 200席程度 

 1,470㎡

程度 

トレーニング室 ・個人の日常的な基礎体力向上のための体力・健康づ

くりの場（各種トレーニングマシンを設置し、トレ

ーニングやストレッチ運動が可能なスペース） 

・筋トレメニュー作成やエクササイズなど、初心者で

も気軽に参加できるプログラムを提供 

30人程度 160㎡程

度 

器具庫 ・運動用具、イベントで使用する仮設ステージ、折り

たたみ式椅子、畳等を収納 

 120～150

㎡程度 
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図表 ５-1メインアリーナ使用例 

 

  

■メインアリーナ（42ｍ×35ｍ） 

■バスケットコート（28m×15m） 

■バレーボールコート（10.5m×21m） 

■バドミントンコート（6.1m×13.4m） 
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第２節 市民センター 

１ 導入機能 

(1)  生涯学習の場 

大野地域の身近な多世代の学習拠点として、大野支所、他の公共施設等と連携し、市民ニー

ズに対応した多様な学習機会と活動の場を提供します。 

(2)  市民の主体的な活動の場 

市民が主体的に学び、行動できる機会づくりに努めます。加えて学んだ知識や経験を活かし

実践活躍できる場を提供することで、学びの循環を支援します。さらに、講座の修了者を対象

に自主活動グループを育成し、自主学習の促進を図るとともに、新たな指導者として自立する

機会や情報を提供します。 

(3)  まちづくり活動の支援の場 

地域の課題に対応した学習機会や講座を充実させ、学習の成果をまちづくりに循環させると

ともに、併設する図書館及び体育館や学校給食センターと連携して、市民の生活・文化・教養

の向上を図るため、魅力的な各種講座やイベントを提供・実施します。 

(4)  地域自治組織の連携の場 

市民団体や地域団体が活動できる場を整備し、まちづくり活動やまちづくりに関する市との

連絡調整の場とします。 

(5)  市民の活動発表の場 

市民活動や学習において身につけたものを発表する場を提供します。また、発表の場を通じ

て新たな交流がうまれるような仕組みをつくります。 

(6)  ネットワークづくり 

活力ある地域社会の構築に向け、生涯学習や情報提供を通じて自主活動グループや地域との

交流による人的ネットワークづくりと幅広い世代間の交流を推進します。 

(7)  人材の発掘・育成 

様々な知識や技能、経験を持った人を見つけ、地域リーダーやボランティアとしての育成、

地域社会の活性化、地域課題解決力の向上を推進します。 

(8)  情報発信の場 

市民活動や学習に関する情報を幅広く提供します。 
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２ 施設構成と施設規模 

(1)市民センター 

施設名称 内 容 対象人数 面積 

研修室（多目的） 

 

1-3可動の防音壁で

連続使用を可能とす

る 

研修室１ 

・全館で主催するセミナー、講座等の開催や市民が自

主的に生涯学習等の活動をする部屋 

20人 30～40

㎡ 

研修室２ 

・全館で主催するセミナー、講座等の開催や市民が自

主的に生涯学習等の活動をする部屋 

40人 45～60

㎡ 

研修室３ 

・全館で主催するセミナー、講座等の開催や市民が自

主的に生涯学習等の活動をする部屋 

・壁面に鏡を配置し、ダンスやヨガでも利用可能 

60人 70～

100㎡ 

研修室（個室） 研修室（個室）１ 小規模会議・少人数活動室 8人 20㎡ 

研修室（個室）２ 小規模会議・少人数活動室 10人 20～25

㎡ 

調理実習室 

 

・食育や調理実習で使用する部屋 

・講師用と受講者用の調理台を配置し、収納や調理器

具が使いやすく配置 

・収納スペースや共用のシンク等を配置し、大人数の

食事も提供できる 

・子どもも利用しやすい工夫 

・市民交流スペースなどと近接し、調理したものを食

べられるスペースを用意する 

20～30人 80～

100㎡ 

市民活動スペース ・地域団体や市民団体が地域活動の準備や打合せがで

きる個室スペース 

・市民交流スペースとの共用も可能とする。 

20人 25～35

㎡ 

音楽室（スタジオ） ・バンドや音楽の楽器練習、ダンス等の大きな音を出

すことが可能な防音の空間（遮音等級 D-60以上） 

・音響機材等を保管できるスペースを設置 

・壁にミラーを設置 

15人 40～55

㎡ 

工作室  ・市民や団体が芸術活動、創作活動を行うができる空

間ｚ 

・陶芸や木彫り、絵画や子どもの図工などにも活用で

きるよう、耐久性の高い仕様 

・工作台や大型シンクを設置 

20人 50～60

㎡ 

 陶芸窯室 

乾燥室 

・陶芸活動に必要なガス窯を設置する部屋 

・釉薬の置き場所、作品の乾燥室は、窯室と隣接 

 必要な

面積 
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釉薬倉庫 

和室 ・市民及び団体が華道や茶道、踊りなどを学習できる

部屋 

・災害時は避難者を収容するスペースとして活用 

15人 50㎡ 

倉庫 ・施設共通で利用する備品等を保管する部屋 

（市の備品等を収容、保管） 

 必要な

面積・

箇所 
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第３節 図書館 

１ 導入機能 

(1)  こども図書館 

子どもにとって、本が身近にあって本と親しむことは、「言葉を学び、感性を磨き、表現力を

高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていくうえで欠くことの

できないもの」（子どもの読書活動の推進に関する法律第 2条）であり、読書は人生で重要な役

割を果たしています。 

本基本計画の最も重要な柱である、子どもたちを応援する居場所を創出するために、大野図

書館に「子ども図書館」を設置します。 

子ども図書館は、子どもと保護者がともに読書に親しめることを基本とし、子どもの成長に

合わせた資料選択を行い発達段階に応じた読書環境を整えます。乳幼児から小学生、そしてそ

の保護者を対象とし、子育てリビングと連携して子育て支援の補完と親子がふれあう場である

とともに、子どもの自由読書空間や地域の子ども文化交流の拠点として、子どもの自主的な読

書活動と保護者の子育てを支援するものとします。 

① 読書に親しむ場 

子どもが遊びと同化しながら読書できる環境、ゆったりとくつろいで読書できる環境を整

備し、子どもと本の出会いを創出します。 

② 親と子の読書活動の場 

子どもの読書活動の推進と子育ての有用な手段として、子どもを連れて気兼ねなく利用で

き、子どもと保護者が本に親しみ、読書を通して子どもと触れ合える環境を提供します。 

③ 読み聞かせやおはなし会等の活動の場 

図書館では、子どもと本を結びつけ、読書の楽しみを伝えるため、ボランティア団体の協

力を得ながら読み聞かせやおはなし会等を定期的に実施しています。今後も、地域全体で子

どもたちを育てていくという立場で引き続き実施するとともに、ボランティア団体の人々が

気軽に交流でき、勉強しあえる環境を提供します。 

④ レファレンスサービスの充実 

子どもの読書推進のための読書相談を充実します。「調べ学習」に適した資料を豊富に揃え、

学校教育を支援します。 

⑤ 移動図書館車での保育園巡回 

市内の保育園を移動図書館車で巡回し、絵本の貸し出しとおはなし会を実施します。大型

絵本や紙芝居など、おはなし会で活用できる豊富な資料を取り揃えます。 

(2)  大野図書館 

① 貸出と閲覧サービスの充実 

貸出（読書案内とリクエストサービスを含む。）をサービスの基本とし、「いつでも、どこ

でも、誰でも」求める資料が利用できる環境を整備し、そのための図書館システム網を構築

するとともに、利用者が望む資料を収集します。 

市民と直接に向き合うカウンターやフロアワークの充実により、市民の期待に応え、信頼

を寄せられる図書館を目指します。図書館の利用が困難な障がいのある人に向けて、自宅へ
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の郵送貸出を継続して実施していきます。他にも大活字本、点字資料、デイジー図書などの

充実を図ります。 

また、多文化共生社会において、市内に在住している外国人利用者のための図書も充実し

ていきます。市内 2館との連携を図り、充実を推進します。 

② レファレンスサービスの充実 

図書館は、市民の知る・学び・成長していくことを支える場所であり、市民の課題解決や

調査研究を支援するために様々な資料や情報を使って、そのきっかけづくりを手助けします。

さらに、個々の調べ学習に対しても協力していきます。また、市民との対話を通して、求め

られる資料、必要としている情報を的確に提供していく職員のレファレンス能力を向上させ

ます。 

③ 暮らしに役立つ情報の提供 

人々のライフステージやライフスタイルの変化に即応した新聞・雑誌コーナーを充実させ

ます。合わせて、新聞・雑誌や商用、科学技術情報等の最新の情報を収集できるようします。 

④ 居場所としての図書館 

子どもからお年寄りまで誰もが気軽に立ち寄れ、安心して利用できる図書館は、家庭、職

場（学校）に続く第３の生活拠点として注目されています。心地良い居場所としての図書館

づくりを推進します。 

⑤ ビジネス支援の機能 

経営や特許、技術等のビジネスに関連の深い書籍を集めたビジネス書籍コーナーを設置し、

市民のチャレンジを応援します。同時に新聞雑誌や政策・法律・自然科学・医学等の辞典・

事典等の資料や有料データベースを提供します。 

⑥ ホームページ等による情報の発信 

日頃から図書館を身近に感じられるよう、図書館の取組や活動などの情報を、はつかいち

市民図書館ホームページや市広報紙、ＳＮＳ等を通じて発信します。 

⑦ 移動図書館車の基地 

図書館から離れた地域にお住まいの市民に、移動図書館車を巡回し、出張貸出サービスを

実施します。また、市内の図書館・市民センターをつなぐ配送車の基地機能を備えます。 

⑧ 健康増進情報の提供 

利用者が健康に長生きできるよう、食事やメンタルヘルス、スポーツなどの健康維持・増

進のための情報を提供します。 

⑨ 障がいのある人へのサービスの充実 

障がいのある人も気軽に利用できるよう、ユニバーサルデザインに配慮した仕様とすると

ともに、対応資料の充実やサービス向上を目指します。 

 

 

 

 



 

36 

２ 施設構成と施設規模 

(1)こども図書館 

施設名称 内容 対象人数 面積 

児童図書コーナー 【絵本・紙芝居コーナー】 

・開架 絵本 7,500冊 紙芝居 500冊 

・乳幼児や児童がゆっくり絵本を読める空間で、

子育てリビングのプレイルームとの連携を行

い、親子で長時間滞在できる空間 

30人 80～100

㎡ 

【おはなしの部屋】 

・靴を脱いで絵本の読み聞かせや寝ながら読書で

きる空間 

20人 25～30

㎡ 

【児童図書コーナー】 

・全体で 34,000冊、開架 17,000冊 

・40席以上閲覧スペース（ブラウジングコーナー

及び机）を配置する。 

・子育てリビングと隣接し、一体的な空間を提供

する。 

50－100人 160～200

㎡ 

貸出カウンター ・書籍の貸し出しカウンターと作業空間 

（一般図書のカウンターと共用可能） 

 40～50

㎡ 

会議室 ・体育館や子育てリビング、図書館で使用する会

議室（全館で使用可能） 

14人 30～40

㎡ 

(2)大野図書館 

施設名称 内 容 対象 面積 

一般開架室・特設展示

コーナー 

・一般成人向け図書空間。 

・居心地の良い空間 

・開架 45,000冊以上、閉架 49,000冊を想定 

・書物を広げられる机やキャレルデスクなど、さ

まざまな閲覧環境を提供 

100席以上 400～500

㎡ 

【雑誌・新聞コーナー】 

・多様な雑誌、新聞を読めるコーナーで、地域の

雑誌、新聞を収集し、バックナンバーも読める 

【郷土資料】 

・地域の歴史、特徴を調べられるデータベースや

資料収集・閲覧ができる空間 

【外国語図書コーナー】 

・外国語で書かれた本を収集、配架するコーナー 

・小説、地域の生活・文化・旅行等の書籍、絵本、

英語教育等に関する資料を提供 
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【健康増進情報コーナー】 

・食事やメンタルヘルス、スポーツ等、健康維持

や増進に役立つ情報コーナー 

・血圧測定など、簡易な健康チェックも可能 

 

【視聴コーナー】 

・CD、DVD等の視聴覚資料を視聴、閲覧できるコー

ナー ３ブース程度 

ビジネス支援コーナ

ー 

・会社員、主婦、シニア等起業したい人向けのビ

ジネス専門書を特集して配架するコーナー 

・有料データベースの提供、コワーキングスペー

ス等のワークスペースを確保 

（ワークスペースについては、ＰＣコーナーや青

少年サロンと供用も検討） 

20人 60～80

㎡ 

PCコーナー ・インターネットに接続された PCを使用可能なコ

ーナー 

・Wi-Fiを整備し、自分の PCやタブレットの持込

み利用が可能 

・電源の利用が可能 

20人 20～30

㎡ 

スタディルーム ・静かな空間で、本を読んだり研究、学習したり

できるコーナー 

30席程度 80～100

㎡ 

貸出カウンター 

作業室 

・本の貸出返却を行うカウンターで、書籍の点検

や修繕等の作業を行う 

 60～80

㎡ 

レファレンスコーナ

ーコンシェルジュコ

ーナー 

・必要な資料や情報を的確に案内するサービスカ

ウンター 

・図書館の案内や地域情報等を提供する 

（貸出カウンターとの兼用も可能） 

 15～20

㎡ 

移動図書館 ・移動図書館、配送車用の車庫（２台）  40～50

㎡ 

閉架書庫 ・書籍のストック空間 

（絵本・紙芝居 8,000冊、児童書 17,000冊、一般

書 49,000冊、移動図書館 6,000冊を想定） 

・こども図書館とも共用 

 150㎡程

度 
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第４節 子育てリビング 

１ 導入機能 

(1)  屋内遊びの場 

子どものうち、主に児童を対象にした場所で、子ども同士の交流や遊びを通して友だちづく

りの場を提供することで、子どもの社会性や協調性を育くむ仕組みづくりを行います。天候に

関係なく児童が安全で安心して遊ぶことのできる場を室内外に整備します。 

本基本計画では、児童福祉法に基づく児童館の位置づけはしませんが、児童が自由に遊べる

空間を提供します。 

(2)  放課後児童の居場所 

保護者が労働等により昼間家庭にいない児童（放課後児童）に対し、その健全な育成を図る

ことを目的として授業終了後の遊びや生活の場となる放課後児童クラブを整備します。 

(3)  遊びによる運動能力向上の場 

子どものための運動用具や遊び道具を用意するとともに、その指導を行うことで、遊びを通

して体力やスポーツ能力を増進できる場を提供します。 

(4)  親子・親同士の交流の場 

他の子どもとのかかわり合いを通して、自分の子どもの成長を確認できたり、子どもの目線

に立って遊びを体験し、親子の交流を深めることができる場を提供します。また、子ども同士

のかかわり合いを通して、親同士が語り合い、子育てに関する情報交換を行うなど、親同士の

交流、仲間づくりの場を提供します。 

(5)  ボランティアの活躍の場 

子育て支援のボランティア等に、市民が自主的に参加・活動できる機会を提供するとともに、

市民同士の交流の場を提供します。 

(6)  親子の食育の場 

子どもや親が毎日の食事に興味を持ち、おいしい食事をとることは健康を維持し健全な精神

を保つうえで重要です。施設内の他機能と連携して食育の場を提供します。 

(7)  乳幼児健診の場 

現在福祉保健センターで行っている乳幼児健診を行います。乳幼児健診では、遊び体験、身

長・体重の測定、視力測定、検尿、歯磨き指導、内科検診などを行います。内科検診は休養室

などの個室で行えることが求められます。また、乳幼児健診で使用する空間は、土足厳禁とし

ます。 

検診に訪れた後に、図書館や市民センターと連携し、同じ年代の子どもを持つ保護者たちが

交流できるような場を提供します。 

(8)  一時預かり事業 

親の冠婚葬祭・地域活動等への参加・休養等により、一時的に保育を必要とするときに乳幼

児（1歳～未就学児）を預かる場を提供します。 
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(9)  子育て支援センター 

子育て支援センターは、厚生労働省の通知「特別保育事業の実施について」に基づく施設で、

子育て家庭等に対する相談指導や子育てサークル等への支援、子育てに関する情報提供等を行

うことにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とするものです。 

① 子育てに関する相談の場 

「ネウボラおおの」として、子育て中の保護者や子どもに対して、育児不安等の悩み相談、

指導を行います。大野支所と密に連携をとりながら、出産～子育てを支援する体制を整えま

す。 

② プレイルームでの遊びの場 

家庭ではあまり準備できない遊具での遊びや大型絵本などを通して、乳幼児の育ちや保護

者との交流を促します。また、友だちとの交流により、社会性や協調性を養います。相談員

は子どもや保護者の様子を見ながら声掛けを行うことで、気軽に子育て相談しやすい環境を

整えます。 

③ 子育てサークル等の育成・支援の場 

育児に関する情報交換や子育ての相互協力を行う子育てサークルやボランティア等の育

成・支援を行います。 

④ 子育てに関する情報提供の場 

子育てサークルやボランティアの情報、保育・子育て支援に関する情報を提供します。 

２ 施設構成と施設規模 

子育てリビング 

施設名称 内容 対象人数 面積 

放課後児童クラブ ・保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対

し、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与

え、健全な育成を図る。 

（児童福祉法に規定する放課後児童健全育成事業） 

・多目的フロアを活用し、運動や屋内遊びの環境を提

供 

40人 140～180

㎡ 

親子交流コーナー ・親子や親同士、子ども（主に乳幼児）が休憩・交流

できるコーナー（土足禁止） 

10組以上 80～100

㎡ 

授乳室 ・授乳やおむつ替えができる専用スペース 

・男性でも利用しやすいよう配慮 

3人 15～20

㎡ 

湯沸室 ・離乳食やミルクの準備ができる空間 

・男性でも利用しやすいよう配慮 

 

3人 5～10㎡ 

子ども専用トイレ ・幼児向けサイズの専用トイレ 

・親子で同時に入れる大きさで、トイレトレーニング

等にも活用可脳 

・子ども図書館に近い場所に配置 

3人程度 30～40

㎡ 
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ベビーカー置き場 ・ベビーカーを置けるスペース 10～20台 15～20

㎡ 

子育て支援センター（地域子育て支援拠点） 

施設名称 内容 対象 面積 

子育て相談室 

 

 

・地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安

感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援する 

（児童福祉法に規定する地域子育て支援拠点事業） 

・電話や面談により、出産や育児などの相談を受けつ

ける 

・プライバシーを配慮 

・大野支所と密に連携 

2部屋 10㎡×

２ 

プレイルーム ・親子交流スペースと連携し、乳幼児と保護者が遊び

を通じてふれあう場 

・気になる子どもや保護者には声掛けを行い、子育て

相談の入口を提供 

・こども図書館との連携 

・乳児と幼児が分かれて遊べることが望ましい 

・乳幼児が屋外で遊べる空間が隣接 

・子どもと保護者が楽しく参加できるイベント等を実

施 

20組以上 150～200

㎡ 

託児室 

 

・乳幼児（1歳～就学前）を一時的に預かる託児室 

（児童福祉法に規定する一時預かり事業を想定） 

【2歳児以上】 

保育室：1.98㎡/人 

【0歳～2歳未満】 

遊戯室：1.65㎡/人 又は、ほふく室：3.3㎡/人 

6-12人 合計 40

～60㎡ 

休養スペース ・妊産婦、保護者の方が、具合が悪くなった時に利用

するスペース（施設内他機能と共用すること可能） 

 16～20

㎡程度 

乳幼児健診について 

研修室（市民セン

ター共用） 

・普段は研修室等として、供用利用する 

・検診の際の診察室として使用できるように、休養室

や研修室（個室）、相談室などの小部屋が隣接（小

児科医と歯科医が診察で仕様） 

・検診用の用具入れ 5ｍ×4ｍ程度を配置（子育てリ

ビング倉庫や事務所との兼用が望ましい） 

60-70人

（子ども

含む） 

（合計

100～150

㎡程度） 
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第５節 共有スペースの考え方 

１ 導入機能 

(1)  窓口・事務室 

施設の窓口は原則１つとし、受付や問合せの総合窓口を設置することで効率的な運営を目指

します。事務室については運営に必要な規模・設備を設置します。 

(2)  共有機能 

全館共有して使用する諸室等については、 

 

２ 施設構成と施設規模 

共用 

事務室 ・職員の事務室で、施設全体で共用化 

・職員の更衣室やロッカー、休憩室を設置 

 必要な

規模 

玄関・玄関ホール ・共有のエントランスとして広い空間を確保する  必要な

規模 

ロビーホール ・比較的大きなイベント開催及び美術や文化の発表

の場としてのギャラリー、展示機能を持つスペー

ス 

・移動・収納可能なステージを設ける 

・専用のホールではなく、普段はオープンスペース

として利用可能 

200人（最

大） 

125～

160㎡ 

市民交流スペース ・市民及び地域団体が予約なしに気軽に打ち合わせ

できるスペース 

・ロビーホールに隣接し、一体利用が可能 

100人（最

大） 

160～

200㎡ 

青少年サロン ・勉強や交流が可能な中学・高校生、働く若者の優

先空間。青少年向けの行事も開催（青少年の利用

のない時間帯は一般利用も可能） 

・青少年向けの図書コーナーと近接していることが

望ましい 

・勉強だけでなくお喋りやゲームなどもでき、相互

に交流できる空間 

20-30人 95～120

㎡ 

多目的フロア 

兼屋内遊び場 

・広さを活用し、さまざまな活動で使用できる多目

的なフロア 

・雨の日にも子どもたちが遊べる空間 

・剣道、空手、柔道等の武道の練習、活動の場 

（畳は常設とせず、必要に応じて設置可能） 

・バドミントン、卓球等の球技の練習、活動の場 

・体操、ダンス、ヨガ、エアロビ等の利用 

（ミラーや音響機器を配置） 

 250～

304㎡ 
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・放課後児童クラブや発表会等のイベントでも利用

可能 

・児童生徒の屋内遊び場として提供 

【フロア面積】約 16ｍ×約 19ｍ（仮） 

剣道、空手、柔道等ができる広さ 

トイレ ・全館の中で必要な規模、配置を検討   

更衣室・シャワー

室 

・男女別 

・ユニバーサルデザインを導入した使いやすい工夫 

 40～50

㎡×2

（男女

別） 
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第６節 食育推進の場 

１ 導入機能 

(1)  学校給食センターとの連携 

食育の拠点である大野学校給食センターが敷地内にあることから、大野学校給食センターと

連携し、第２次廿日市市食育推進計画に基づいて、学校給食を通じてより多くの市民が食育に

関心を持ち、心身の健康を守り、豊かな人間性を育んでもらえるよう、家庭や地域を巻き込ん

だ体験活動等の取り組みを推進します。 

(2)  魅力的な講座と情報発信 

子育てやスポーツ、生涯学習、市民活動など、食と関わりのある機能と連携した食育の推進

を行います。例えば、子育てであれば離乳食講座や子どもと保護者が楽しめる料理教室、スポ

ーツでは体づくりのための食育講座、生涯学習や市民活動では料理を通じた市民交流の促進な

どを実施します。また、図書館機能とも連携することで、食育を推進します。 

(3)  食育推進リーダーの育成 

自ら正しい食習慣を身につけ、知識と経験を持ち、各地域コミュニティで積極的に実践、推

進できるリーダーを育成します。 

そのため、食育講習会を開催し、幅広い地域、年齢層に対して募集し、知識習得、調理実践、

楽しく食事をするこつ、食事マナー、地産地消などを学ぶことで、食育への理解、重要性につ

いて共感を深める内容とします。 

(4)  多様な主体との連携 

市民センター機能としての「つどい・まなび・むすぶ」を発揮した地域づくりの一環として、

地域の健康づくりに極めて重要な食育を推進していくことが期待されます。 

食育の拠点(学校給食センター及び市民センター)で行われる、食育イベントや事業実施に係

る企画・立案・実施のサイクルに、食育関係団体(市、農協、生協、漁協、スーパー、地域自治

組織)との連携協力を図ることとします。 
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第７節 屋外広場と屋上庭園 

１ 導入機能 

(1)  市民の憩いの場 

外での軽運動やイベントなどに利用でき、市民の憩いの場となる広いオープンスペースとし

て、多様な利用ができる空間を提供します。 

 

２ 施設構成と施設規模 

広場 

施設名称 内容 対象人数 面積 

屋外広場、屋上庭園 ・敷地全体で2,000㎡程度の芝生広場を整備する。

屋外遊具等の設置を検討 

・屋上を活用し、イベント等でも活用できるオー

プンスペースを提供 

  

 

第８節 アクセスに関する事項 

１ バス交通 

当該施設はおおのハートバス３線の結節点であることから、バスロータリーの整備やダイヤ改

正を併せて検討します。 

 

２ 駐車場・駐輪場の整備 

自家用車や自転車で施設を訪れる利用者のため、駐車場及び駐輪場を整備します。 

当該施設の年間集客目標が 40万人であることから、平均の利用者数を１日 1,100人で利用者が

3回転、主な交通手段の原単位である乗用車できる利用者数を 1.5人/車 1台と想定し、駐車台数

244台程度を整備します。また、イベント等の開催時のバスの乗降や荷物の積み下ろしができるス

ペースや車椅子利用者専用の駐車スペースを整備します。併せて、自転車やバイク利用者のため

の駐輪スペースも整備します。 

 

３ 施設構成と施設規模 

 

  

駐車場・駐輪場 

施設名称 内容 対象人数 面積 

駐車場 ・1日平均 1,100人、利用者が 3回転 

原単位である 1.5人/車 1台と想定 

約 244台  

駐輪場 ・自転車駐輪場 100 台程度  

・自動二輪駐車場 20 台程度  
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第９節 防災拠点としての位置付け 

１ 趣旨 

筏津地区公共施設再編整備事業基本計画（案）の策定にあたり、筏津地区における各公共施設

の役割等に関して、現状を整理し、再編後の機能及び具体的な導入機能などについて検討します。 

 

２ 各施設の現状 

施設名 避難所機能 その他機能 建築物の取扱い 

大野体育館 緊急（土砂・高潮） ・市の救援物資（食糧・生

活必需品）集積拠点候補地

（市防災計画） 

建替え 

必要機能を他の機能と一

体的に実現 

大野市民センター 緊急（土砂・洪水 2F・

高潮）、指定（地震以

外） 

・支部設置・優先的開設避

難所 

大野図書館 緊急（土砂・洪水 2F・

高潮・地震・津波）、

指定 

なし 改修し、利活用 

大野給食センター なし ・炊き出し用煮炊き釜（500

食）を設置  ※ LPG,炭

(500kg)備蓄あり 

事業対象外 

大野浄水場 なし ・断水時に給水車へ給水を

行う給水拠点 

・個人への給水用に給水設

備を設置 

大野福祉センター 緊急（土砂・高潮・地

震・津波）、指定 

なし 

 

３ 期待される役割 

(1)  避難所としての機能 

① 避難 

筏津地区は、永慶寺川及び毛保川に囲まれた地区のため、避難に十分な時間がある場合は、

避難先としてすべての種別に対応できる大野学園を優先的に指定することが望ましいと考え

られます。 

一方、避難に時間がない場合は、生命を守る緊急行動として、永慶寺川及び毛保川に囲ま

れた地区の住民のうち、南側周辺は大野支所へ、北側周辺は筏津地区の公共施設へ、永慶寺

川左岸の周辺住民は、宮島工業高校へ緊急避難することが望ましいと考えられます。 

また、避難に時間のかかる避難行動要支援者は避難所で過ごす時間が長時間にわたってし

まう問題があるため、本市初の試みとして、少しの気遣いや創意工夫で一般の避難者や子ど

も、ペット連れ、避難行動要支援者のニーズに対応できるようユニバーサルデザイン化し、

すべての人にとって使いやすい福祉避難コーナー機能を有することが期待されます。なお、

この機能は通常利用の妨げにならない範囲での整備が望ましいと考えられます。 
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図表 ５-2河川はん濫による浸水想定区域・土砂災害警戒区域・特別警戒区域 

 

 

 

 

出典：廿日市市ハザードマップ 

② 災害対策支部の設置 

当該地区には、自主避難者の対応から住民の避難支援、被災者住民の生活支援など災害時

における地区の活動拠点として、災害対策本部大野中支部を設置し数名程度の職員が交代で

活動するため、事務や通信が行える最低限の電源確保、事務スペースやバックヤードの機能

が必要となります。 

宮島工業高校 

大野支所 

大野学園 

大野東小学校 

   時間のあるとき    時間のないとき 
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③ 避難所に温かい食事を提供する機能 

避難が長期化した場合、免疫力の低下やストレスの増大が懸念されます。免疫力の向上や

ストレス軽減のため、火を使った温かい食事の提供が望まれています。筏津地区は、大野学

校給食センター及び大野浄水場に隣接し、救援物資集積機能を有するため、煮炊釜や水を活

用することができ、当地区の避難所機能のみならず西沿岸部の避難所用の温かい食事を製造

することが期待されています。そのため、災害時には体育館等の広い空間と連携する必要が

あることが想定されます。 

 

(2)  救援物資の拠点 

広域交流軸である山陽自動車道大野 I.C.に近接すること及び国道２号線へのアクセスも良い

利点を生かし、県の救援物資集積拠点（日赤看護大等）から物資を受け入れる市の一次集積拠

点の優先順位２番目の拠点施設としての役割を担います。 

また、本市の一次集積拠点から物資を引き受け西沿岸部の避難所等へ物資を運搬する二次集

積拠点としての機能が必要となります。 

広島県の集積拠点として位置づけられている日赤看護大学は、本市の救援物資一次集積場と

しての役割も兼ねているため、広島県と本市で調整して使用することとされていますが、物資

の規模によっては日赤看護大学だけでは容量的に不足することが懸念されているため、本施設

の活用が想定されます。 

出典：本市作成 

 

図表 ５-3 救援物資集積拠点 



 

48 

(3)  防災教育の場 

自らの身は自分で守る『自助』が防災の基本理念であり、自助がなければ共助も成り立たな

いとされています。当該地区が、避難所機能を有し、子育て支援機能及び図書館機能を有する

特性を活かし、幼児のころから防災に親しみ、防災への関心を高めるとともに、危険を回避す

るための知識、行動力及び判断力を培い、将来、高齢社会における避難支援や避難所運営の担

い手となるような防災教育を本施設で実施することが期待されます。 

 

４ 再編後の位置づけと具体的な導入機能（予定） 

施設名 避難所機能 その他機能 
具体的な機能 

(◎:必須,○:できれば欲しい,△:あったらよい) 

大野体育館 緊急（土砂・

高潮） 

 

・救援物資１

次集積拠点候

補地 

・救援物資２

次集積拠点候

補地（西部沿

岸部） 

・円滑な物資の受け入れ、仕分けができるような

搬入口等の確保(◎) 

・停電時も仕分け等が行える非常用照明設備(◎) 

・救援物資の仕分け等に必要な資材の保管スペー

ス(○) 

大野市民センタ

ー 

緊急（土砂・

洪水 2F・高

潮）、指定 

・支部設置・

優先的開設避

難所（福祉避

難コーナー） 

・一般避難所及び支部機能 

事務及び通信設備、避難所の運営に供給する最

低限の非常用電源(◎)、避難所備蓄・防災活動資

材の保管場所(◎)、スマートフォン充電等非常コ

ンセント(◎)、ペット避難(○) 

・福祉避難コーナー機能(○) 

＜機能の例＞ 

【静養室（短期・長期）】パニックを起こした人

が落ち着く場所として活用 

【授乳室や更衣室】プライバシーに配慮し目張り

などする 

【ベッドルーム】簡易ベッドなど寝たきり高齢

者、車いす利用者などが幅広く利用 

【育児室】こどもを遊ばせる場所 

大野図書館 防災研修機能 ・啓発研修機能 

＜機能の例＞ 

自助のための啓発(○)、災害アーカイブ機能

(○)、福祉避難サポーター（移動困難者、判断能

力低下している人へのサポート方法など）育成

(△)、避難所運営のための基礎知識(△) 

子育てリビング 

広場 

 

５ 現状の備蓄品 

資材（１階プレイルーム横倉庫） 

土のう袋 200袋（2箱） 

ブルーシート 大サイズ 15枚 

ビニールロープ 5巻 

トラロープ 5巻 

スコップ 2本 
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かま 2本 

消耗品（３階階段横倉庫） 

クラッカー 1箱 70食 

水 （500ml×24 本）×8箱 

粉ミルク （13ｇ×10 本）×4箱 

毛布 15枚 アルミ真空パック 

エアマット 20枚 

生理用品 28枚入り 

簡易トイレ 1セット 段ボール組立トイレ 

ラジオ 1台 

ほ乳瓶 240ml×2本 

カセットガスボンベ 3本×3セット 

コードリール 30ｍ×1個 

投光器 300ｗ室内用×1 

備品（３階階段横倉庫） 

発電機 インバータ型 ガス式 0.9KvA 

プリンター 1台 
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第１０節 運営のイメージ 

第９節までの内容に基づいた運営のイメージは、次のとおりです。 

運営時間等 
  

番号 運営項目 内容 主な利用施設 

１ 開館時間 
・9時～21時 30分 

（子育てリビング・図書館は 19時まで） 
全館 

２ 休館日 
・年末年始 

・月１回のメンテナンス休館 
全館 

共通 
   

番号 運営項目 内容 主な利用施設 

１ 施設の統括管理 
・施設全体の管理を統括して行い、運営の効率化を図

ります。 
全館 

２ 総合案内・貸館 

・施設の総合受付、案内、利用許可、器具貸出等を全

館一括で行い。効率的な運営を目指します。 

・登録団体の支援や利用調整を行います。 

・WEB上での予約管理を目指します。 

全館 

３ 
広報・プロモーショ

ン 

・施設・講習会等の講座、行事案内、HP作成を行い、

市民や利用者に広く告知し、利用者の増加を促しま

す。 

全館 

４ 施設の維持管理 
・施設や設備の管理や点検、清掃を行い、常に安全で

清潔な状態を維持します。 
全館 

体育館   

番号 運営項目 内容 主な利用施設 

１ スポーツの普及促進 

・スポーツ教室やスポーツ団体等の支援、スポーツに

関する講座やイベントを実施し、スポーツの普及促

進を図ります。 

アリーナ 

多目的フロア 

トレーニング室 

研修室  など 

２ トレーニング指導 
・個人利用を原則として、基礎体力測定や目標にあわ

せてトレーニングメニューの策定等を行います。 
トレーニング室 

３ 健康増進の推進 
・一人一人の健康チェックや生活改善相談、健康増進

に向けたプログラムを開催します。 

アリーナ 

多目的フロア 

トレーニング室 

研修室  など 
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市民センター 
  

番号 運営項目 内容 主な利用施設 

１ 
交流促進の企画、実

施 

・複合施設の利点を生かした、利用者のサイクルを生

み出すような講座やイベントを実施します。 

・自主活動グループの育成や自主学習を促進し、新た

な指導者やグループとして自立し地域へ学習成果を

還元する機会、情報を提供します。 

全館 

２ 
市民センター事業の

実施 

・これまで取組んできた、地域の人や団体が講師とな

って実施する生涯学習機会の提供やコーディネート

を行います。 

・地域の課題や時代のニーズに対応した学習機会、市

民の文化力や教養を高める講座などを開催します。 

 

３ 
まちづくり活動の支

援 

・地域課題解決のための講座の企画や支援、まちづく

りに関する行政との連絡調整を行います。 

窓口 

研修室 

市民活動室 

４ 活動発表の場の提供 ・市民や利用者の活動発表の場を提供、支援します。 
ロビーホール 

研修室  など 

図書館 
  

番号 運営項目 内容 主な利用施設 

１ 書籍の選定・購入 

・はつかいち市民図書館と連携して本施設向けの図書

の選定及び購入・登録・使用替・除籍を行います。 

・たくさんの人に長く読んでもらえるよう、資料を補

修します。 

図書館全般 

２ 
カウンター、レファ

レンスサービス 

・貸出カウンターの貸出、対応業務を行います。 

・利用者の課題解決や調査研究を支援するために、レ

ファレンスサービスを行います。 

カウンター 

レファレンスコ

ーナー 

３ こども図書館の運営 

・子どもと本を結び付け、読書の楽しみを伝えるため、

おはなし会を開催するなど、子ども向けサービスの

充実を子育てリビングと連携して行います。 

・地域のボランティアとの連携を推進します。 

子ども図書室 

おはなしの部屋 

等 

４ 
ビジネス支援コーナ

ーの運営 

・会社員、主婦やシニア等の創業したい人へ必要な資

料提供を行います。 

・企業の新規事業開拓や経営に関する専門図書の収集

提供、有料データベースを提供します。 

 

ビジネス支援コ

ーナー 
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５ 移動図書館車の運営 

・移動図書館車及び配送車で市内を巡回し、図書の貸

出や保育園への団体貸出、出前おはなし会を行いま

す。 

移動図書館車 

 

６ 図書や読書の推進 

・図書や読書に関して、市民や子どもたちを対象に様

々な講座やイベントを開催します。 

・障がい者や障がいのある子どもへの読書機会の提供

や読書促進を行います。 

・社会見学やキャリアスタート（職場体験）、子ども

司書養成講座の児童生徒の受け入れを行います。 

図書館全般 

研修室（市民セ

ンター） 

子育てリビング 
  

番号 運営項目 内容 主な利用施設 

１ 
子育て支援センター

の運営 

・子育てや出産などに関する相談を、電話や面談によ

って行うなど、大野支所と連携しながら子育て支援

を行います。 

・プレイルームで子どもが遊具や空間を活用して安全

かつ自由に遊べるように運営し、遊びを通じた親子

の交流や成長を促進します。 

・子育てのサークル活動をこれから行いたい人、行っ

ている団体等の育成・支援や親同士の交流促進を行

います。 

・子育てや成長発達、ペアレントトレーニング、離乳

食などに関する講習会を開催します。 

子育て相談室 

プレイルーム 

親子交流コーナ

ー 等 

２ 
放課後児童クラブの

運営 

・保護者が労働や就業などにより昼間家庭にいない児

童（放課後児童）に対しての居場所を提供し遊びや

学習などの支援と児童間の交流を促進します。（対

象児童は 40人程度） 

放課後児童クラ

ブ 

３ 一時預かり事業 ・乳幼児を一時的に預かる託児サービスを実施します。 託児室 
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第６章 建築計画の考え方 

第１節 土地の法規制 

１ 事業用地 

事業用地は、都市再生特別措置法に基づく廿日市市立地適正化計画において、都市機能誘導区

域＜大野地区拠点①（大野地域拠点）＞に該当しており、敷地南東側には都市計画道路 筏津郷線

が整備予定となっております。現在、敷地内には、大野体育館、大野市民センター及びはつかい

ち市民大野図書館が立地しています。 

 

事業対象用地の概要は以下に示すとおりです。 

・事業計画地 ：広島県廿日市市大野 1328外 

・敷地面積  ：約 20,800㎡（用地取得交渉予定部分含める場合・都市計画道路部除く） 

 

２ 主な法規制 

敷地及び計画施設について、主な制限としては以下のとおりです。 

・都市計画区域：広島圏都市計画区域 

・用途地域  ：第一種住居地域 

隣地斜線：立上り 20ｍ、勾配 1.25 

・道路斜線  ：勾配 1.25（適用距離 20ｍ） 

・高度地区  ：なし 

・防火、準防火地域：指定なし 

・その他地域 ：建築基準法第 22条 

・容積率   ：200％ 

・建ぺい率  ：60％ 

・日影規制  ：対象 建築物の高さ 10ｍを超える場合 

測定面地盤+4ｍ、規制時間 5時間、3時間 

・前面道路  ：敷地南東側 都市計画道路 筏津郷線（計画幅員 16ｍ） 

〔建築基準法 第 42条第 1項 4号道路〕 

敷地北東側 市道 筏津 1号線（幅員 4～7ｍ） 

〔建築基準法 第 42条第 1項 1号道路〕 

敷地北西側 市道 筏津 4号線（幅員 2～2.2ｍ） 

〔建築基準法 第 42条第 2項道路〕※本事業において、道路拡幅工事を実施。 
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３ 事業に必要と想定される根拠法令等 

(1) 都市計画法 

(2) 建築基準法 

(3) 消防法 

(4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

(5) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 

(6) 宅地造成等規制法 

(7) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

(8) 労働安全衛生法 

(9) 下水道法 

(10) 水道法 

(11) 電気事業法・電気設備に関する技術基準を定める省令 

(12) 屋外広告物法 

(13) 水質汚濁防止法 

(14) 大気汚染防止法 

(15) 土壌汚染対策法 

(16) 騒音規制法 

(17) 振動規制法 

(18) 宅地建物取引業法 

(19) 駐車場法 

(20) 警備業法 

(21) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

(22) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

(23) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 

(24) 文化財保護法 

(25) その他関連法令 

 

４ 事業に必要と想定される廿日市市、広島県の要綱・条例等 

(1)  廿日市市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例 

開発許可申請 対象：市街化区域 開発行為の規模 1,000㎡以上 

(2)  廿日市市中高層建築物などに関する指導要綱 

建築計画届出  

対象：高さが 10m を超える建築物、延べ面積が 1,000㎡以上の建築物 

(3)  広島県福祉のまちづくり条例 

適用施設建築等事前協議書（特定施設） 

対象：公民館：すべて、図書館：すべて、体育館：500㎡以上 

(4)  廿日市市景観条例 

景観計画区域内における行為の届出 
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対象：建築物の新築、増築、改築、移転、撤去 高さ（増築または改築の場合にあっては、

当該増築または改築後の高さ）が 13 メートルまたは建築面積（増築にあっては、増築

後の建築面積）が 1,000㎡を超えるもの 

(5)  広島県屋外広告物条例及び広島県屋外広告物に関する規則 

屋外広告物許可申請 

対象：条例および規則に規定する屋外広告物を設置する場合 

(6)  広島県建築基準法施行条例 

(7)  その他関連要綱・条例 

 

第２節 インフラ 

現況の上水道等インフラ整備状況を下記に示します。 

(1)  上水道 

・敷地北東側道路 150φ本管、200φ本管 

・敷地南東側道路 200φ本管 

(2)  下水道（雨水・汚水分流方式） 

・敷地北東側道路 150～200φ本管 

・敷地北西側道路 200φ本管 

※敷地内に雨水管が通っているため、都市計画道路側への切り回しの工事を検討します。 

 

出典：筏津地区既設給排水設備図 

(3)  その他 

・その他の電気、ガス、通信等のインフラ等については事業者提案にあわせて調査。 

  

図表 ６-1 雨水管 
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第３節 敷地利用計画 

１ 敷地利用計画 

(1)  筏津地区全体の土地利用計画 

筏津地区の再編に当たっては、これまでの文化・スポーツに加え、子育て支援の拠点として、

「子育て・健康（スポーツ）・文化ゾーン」として魅力ある地区を目指します。 

また、既存の福祉保健センターが立地するエリアについては、「高齢者福祉ゾーン」として活

用します。 

 

図表 ６-2土地利用計画 

 

出典：国土地理院の電子地形図に土地利用計画を追記して掲載 

 

(2)  子育て・健康（スポーツ）・文化ゾーンの土地利用計画 

敷地内に広場を設け、施設と広場が一体となった計画とします。敷地を有効利用し、利用者

増に配慮した駐車場の確保が可能な土地利用計画とします。 

(3)  子育て・健康・文化ゾーンの施設計画の検討 

既存図書館を大規模改修し、子育てリビングやこども図書館、体育館を増築することで一体

的な整備をおこないます。①将来を見越した施設整備計画、②機能のつながり、③安全性、④

周辺住民への配慮、⑤経済性、⑥建設期間などに配慮した計画とします。 
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第４節 動線計画 

１ 道路計画 

敷地南東側の都市計画道路（筏津郷線〔計画幅員 16ｍ〕）の位置については、敷地を最大限確保

するため、道路計画の変更を検討中です。 

(1)  アクセス 

建物への主な進入路は、敷地南東側の都市計画道路（筏津郷線〔計画幅員 16ｍ〕）とします。

また、計画敷地は大野地域全域をカバーするおおのハートバスの結節点となっているため、敷

地内にバス停とロータリーを設置し、利用者の利便性に配慮した計画とします。 

また、JR前空駅、大野浦駅から約 2kmの徒歩圏内であり、近隣利用者も含め徒歩や自転車に

よる利用者も多数想定されることから、安全で、快適な歩行空間の確保も検討します。 

(2)  駐車場 

筏津地区の公共施設（市民センター・体育館・図書館・テニスコート）の利用者数の計は約

25万人／年で、概ね 700人／日程度です。単純に朝昼夕夜の 4区分で除すと、170人程度とな

ります。 

現在の駐車場は、体育館前の駐車場で障害者用駐車場（4台）図書館専用駐車場（5台）を含

め 112台であり、不足しています。 

今後は、利用者数を 40万人/年に目指すことを考え、駐車場台数は約 244台を確保します。 

 

第５節 植栽計画 

敷地内においては、できる限り豊かな緑化に努め、既存の樹木がある場合は、修景に活かす

よう配慮します。なお、敷地の境界を囲う場合には、周辺植生との調和に配慮した生け垣や樹

木とします。 

 

第６節 景観計画 

廿日市市全域が景観計画区域となっており、大野地域は、景観形成の目標「豊かな緑と青い

海に包まれた潤いのある市街景観の形成」を示しています。 

本施設が地域のランドマークとして、地域に親しまれるデザイン計画とします。また、周辺

景観と調和した計画を行います。 

 

第７節 安全性 

１ 自然災害等への対策及び機能保持 

大地震時に、構造体を大きく修復することなく建物を使うことができ、人命の安全性を最優先

にした耐震性能を確保する計画とします。 

安全で明快な避難経路の確保や建物内の２方向避難など安全性に配慮した計画とします。 

商用電源途絶時の対策として非常用電源設備を設け、必要最低限の電力を供給します。 

非常時の防災備品の備蓄スペースを確保した計画とします。 

自然災害時に一時避難スペースとして体育館や会議室等を利用できるようにします。 



 

58 

サーバー等は、停電等に配慮した災害に強い対策を計画します。 

災害時における公共通信機能の使用不能による孤立に備え、無線設備などの通信機能を整備し

ます。 

 

２ セキュリティ・防犯対策 

防犯対策とし、単純明快でわかりやすい平面計画を基本とし、各階の受付または職員室の適切

な位置への配置により外部からの不法侵入者の阻止及び利用者の無断外出の防止に配慮した計画

とします。 

安全性を高めるため、電気錠による入退室管理や防犯カメラの設置などにより、セキュリティ

の高い計画とします。 

図書館については、入退室ゲートを有効に配置し、カフェなどで貸し出し前の図書を読むこと

ができ、防犯にも配慮した計画とします。 

 

第８節 ユニバーサルデザイン 

段差のない計画、使いやすい手摺、安全な扉やハンドルなど、ユニバーサルデザインに配慮

し、すべての人に安全で使いやすい施設とします。 

一般用のエレベーターの他に、車椅子やバギー・ストレッチャー等を利用する児童に配慮し、

専用の大型のエレベーターを設け利便性を確保します。 

多目的トイレを各階に設け、すべての人の利便性の向上を図ります。 

 

第９節 構造要件 

耐震安全性の目標は、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（平成 8年版）」のⅡ類(重要

度係数 1.25)、非構造部材はＡ類とします。 

将来の施設の用途変更及び機器・備品の入替え等に配慮した構造とします。 

 

第１０節 設備計画 

１ 設備要件 

地球温暖化防止など環境負荷の低減を図ります。 

ライフサイクルコストの観点からのコスト縮減を図ります。 

 

２ 環境負荷の低減 

(一財)建築環境･省エネルギー機構による、建築物総合環境性能評価システム（CASBEE）で B+

ランク以上の評価認証を取得します。 

太陽光発電や地熱利用換気システム等により自然エネルギーの有効利用を図ります。 

雨水の再利用等により資源の有効利用を図ります。 

屋上緑化等により熱負荷削減を図ります。 
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第７章 モデルプラン 

１ ゾーニングプラン 

大まかな施設規模を検討するため、モデルプランを作成しました。 

モデルプランでは、既存大野図書館は、成人向けの図書館に大規模改修を行い、増築部分に子

育てリビングと一体的にこども図書館を配置しています。こども図書館は、解体する既存市民セ

ンターへの連絡通路であった部分を活用し、バックヤードを接続させています。本事業の中心機

能である子育てリビングはアクセスのしやすい１階に配置し、多目的室や屋外広場を利用しやす

い計画としています。民間提案エリアは、事業性の高いエントランス廻りと２階屋上庭園に面し

た位置に配置しています。 

なお、このゾーニングプランは施設規模の検討のために作成したものであり、実際の事業実施

のための計画平面図ではありません。事業実施の際には、民間事業者の自由で優れた提案を受け

付け、より魅力的な施設整備を目指します。 
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図表 ７-1 ゾーニングプラン及び配置計画 

 

 

テニスコート 
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(1)  平面モデルプラン図（実際の計画図ではありません）

テニスコート 

多目的フロア 

(兼屋内遊び場) 

 更衣室 

ｼｬﾜｰ 

 多目的ﾌﾛｱ 

多目的フロア上部 

市民交流スペース 

ロビー 

ホール２ 

階 体育館 市民センター 図書館 子育てリビング 民間提案エリア 合　計

2 434 - - - 132 766

1 1,593 573 420 656 368 4,520

小計(1) 2,027 573 420 656 500 5,286

3 - - - - - 94

2 - 756 99 - - 977

1 - 120 915 - - 1,163

小計(2) 0 876 1,014 0 0 2,234

2,027 1,449 1,434 656 500 7,520

27.0% 19.3% 19.1% 8.7% 6.6% 100.0%

その他共用部

200

910

1,110

94

344

1,454

19.3%

既存図書館

改修部分

増築建物

合計(1)＋(2)

122

128
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(2)  施設の面積 

上記「(1)平面モデルプラン図」における各諸室等の面積の一覧です。計画内容は今後変更と

なる場合があります。また、ゾーニング同様に、事業提案時には、民間事業者の優れた提案を

受け付け、より高い費用対効果を目指します。 

 

図表 ７-2面積一覧 

 
 

面積（㎡） 

 体育館 2,027 

 市民センター 1,449 

 図書館 1,434 

 子育てリビング 656 

 小計 5,566 

 民間提案エリア 500 

 事務室 120 

 共有部分 1,334 

 小計 1,454 

 合計 7,520 

   
体育館   

  面積（㎡） 

 アリーナ 1,470 

 （観覧席） 273 

 器具庫 123 

 トレーニング室 161 

 
計 2,027 

   
市民センター   

 
 

面積（㎡） 

 研修室 1 40 

 研修室 2 60 

 研修室 3 112 

 研修室(個室)1 20 

 研修室(個室)2 25 

 事務室 36 

 調理実習室 100 

 市民活動室 30 

 音楽室（スタジオ） 57 
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 工作室 55 

 陶芸窯室 17 

 和室 57 

 倉庫（専用） 20 

 倉庫（防災） 15 

 (共用)青少年サロン 120 

 (共用)多目的フロア兼屋内遊び場 323 

 (共用)市民交流スペース 150 

 (共用)ロビーホール（一部） 212 

 計 1,449 

   
図書館 

 
  面積（㎡） 

こども図書館 
 

 児童図書コーナー 100 

 児童図書コーナー 200 

 児童図書コーナーお話の部屋 30 

 会議室（全体共用） 40 

 貸出カウンター 50 

 小計 420 

大野図書館 
 

 一般開架室 485 

 雑誌コーナー  

 外国語図書コーナー  

 健康増進情報コーナー  

 ビジネス支援コーナー 80 

 PCコーナー 20 

 CD・DVD コーナー 15 

 スタディルーム 100 

 貸出カウンター 80 

 閉架書庫・移動図書館書籍 155 

 レファレンス・コンシェルジュコーナー 20 

 移動図書館・配送車車庫 59 

 小計 1,014 

 計 1,434 
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子育てリビング・支援センター 
 

  面積（㎡） 

子育てリビング  
 

 親子交流スペース 100 

 放課後児童クラブ 180 

 授乳室 20 

 湯沸室（ミニキッチン） 10 

 子ども用専用トイレ 40 

 ベビーカー置き場 20 

 小計 370 

子育て支援センター 
 

 子育て相談室 20 

 プレイルーム 150 

 託児室 50 

 休養室 20 

 エリア内専用廊下 46 

 小計 286 

 
計 656 

   
共用部分 

 
  面積 

 事務室 120 

 ロビーホール（一部） 176 

 玄関・玄関ホール 236 

 更衣室・シャワー室 102 

 トイレ  

 エレベーター 
 

 屋外広場 
1,900㎡ 

+屋上庭園 
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第８章 運営方針 

第１節 施設全体の管理運営に関する基本的な考え方 

１ 施設管理方針 

体育館と市民センター、図書館に新たに子育てリビングを加え、施設を一体的、総合的に整備

することから、利用者が安心して快適に利用できる施設となるよう、全体的な施設の管理運営マ

ネジメント計画を策定して適切な維持管理と計画的な修繕を行い、全体経費の縮減に努めます。

また、防犯・防災体制の整備など、リスクマネジメント体制を確立します。 

 

２ 施設運営方針 

子どもから高齢者までの各世代のニーズや課題に合わせて８つの機能を有機的に連携し、付加

価値の高いサービスを提供できるようなプログラム・イベントを実施するとともに、効果的かつ

効率的な運営ができる体制を構築します。 

 

第２節 運営スキーム 

一体的な施設運営にあたり、民間事業者の専門的な知見やノウハウを活用できる指定管理者

制度を導入します。運営においては、運営開始前に策定する運営基本計画に基づき、複合施設

の運営及び維持管理を行います。 

 

図表 ８-1 想定される事業スキーム 

 

第３節 SPC 

本施設のような複合施設において、空間、機能、サービスを一体的に運営するためには、機

能毎に異なる指定管理者を指定することでは達成できません。そこで、本事業では、安定的か

市 

設計・建設工事 Ａ企業 

総括マネジメント Ｂ企業 

図書館     Ｅ企業 

市民センター  Ｆ企業 

子育てリビング Ｄ企業 

体育館     Ｃ企業 

施設管理メンテナンス Ｇ企業 

ＳＰＣ 

コンソーシアム等 

契約 
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つ円滑に施設運営が行えるよう、機能やサービス、人材を総合的かつ有機的にマネジメントで

きる SPCの設立を期待しています。 

SPCは、全体のマネジメントのできる事業者を代表とし、それぞれの分野の専門チームで構成

することを想定しています。SPCは、廿日市市だけでなく首都圏などにある、専門分野のノウハ

ウや人材を持った企業からの出資を得て、設立します。 

 

１ SPCに求められる役割 

(1)  SPCがもつ性質 

本事業をより魅力あるものにするためには、ハード・ソフトの両面から、事業を盛り上げる

取組みが必要となります。本事業における SPC は、公益性と企業性を併せ持ち、行政だけでは

実施が難しい事業に取り組むことができます。また、必要に応じて民間投資を募ることができ、

その投資をもって事業効果を高めることも可能です。民間事業者のノウハウを活用することに

より、収益性や事業持続可能性の向上が期待できます。 

(2)  専門人材の確保 

自治体としての公務員の採用は、年１回の採用である為、柔軟な人材を確保する制度ではあ

りません。SPCでは、事業毎に対応した専門人材を応募時期や待遇面で柔軟に設計し採用する

ことができます。また、自治体の事業を担う存在として、広範囲に人材の募集をかけることに

より、必要な人材を確保できる可能性を高めることが期待できます。 

(3)  雇用の受け皿と人材教育 

地元人材を活用し本事業を実施することで、地域人材の育成が期待できます。本事業を通し

て地域と深くつながった人材を育成することで、地域内のネットワークが深まり地域の絆とな

ります。 

 

第４節 モニタリング 

当該施設のサービス提供及び施設管理に関しては、選定事業者による公共サービスの履行に

関し、約定に従い適正かつ確実なサービスの提供の確保がなされているかどうかを確認するた

めに、モニタリング計画を策定します。 

モニタリング計画は、選定事業の対象とする公共施設等の管理者等の責任において、選定事

業者により提供される公共サービスの水準を監視、測定、評価を行うものです。 

 

１ モニタリングの主な視点 

発注者の行うモニタリング結果が選定事業者への支払に直結することが予めルール化されるこ

とを予定しています。 

また、契約期間が長期にわたることから、選定事業者の経営状況や財務状況についてもモニタ

リングする必要があります。 

モニタリングにおいては、選定事業者によるセルフモニタリング等も活用することにより、民

間活力を引き出すことできるとともに、発注者の負担を軽減できる可能性があります。  
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第９章 全体事業費 

本章の試算は、市が従来方式で実施した場合のものです。 

第１節 施設整備費（イニシャルコスト）の試算 

施設整備費には、除却費、調査費、設計費・工事監理費、建設工事費（本体工事費、屋外広

場整備費・外構植栽費、道路拡張・駐車場整備費、開発行為に伴う整備費)、備品購入費を含み

ます。 

 

１ 除却費 

除却費については、既存建物撤去費用（大野市民センター、連絡通路、駐車場（７棟））、既存

外構撤去費用を含み、昨今の事例による平均単価を用いて試算しています。 

 

２ 調査費 

調査費については、国土交通省 H31新営予算単価・敷地調査費を用いて算出し、それにメーカ

ー見積による電波障害調査費（机上調査及び現地調査）、土壌汚染地歴調査費、既存図書館部分の

建物経年劣化診断調査を加算しています。調査費は、増築部分の施設整備費に含めています。 

 

３ 設計費・工事監理費 

設計費・工事監理費は、国土交通省告示第 15 号による分類 第 12号第 2類 文化・交流・公益

施設等を用いて試算します。 

 

４ 建設工事費 

建設工事費の本体工事費における本体建屋の増築単価は、類似施設（体育館、市民センター、

図書館）の用途別の単価を用いて設定しています。既存図書館部分の改修単価については、状況

を確認した結果、相当に劣化しており、躯体以外の部分全部に相当する更新が必要と判断し、増

築単価より躯体工事費を除き、内部解体費を加算した単価を用いて算出しました。車寄せ庇、駐

輪場の建設工事費は増築部分に算入しています。 

 

５ その他工事費 

屋外広場整備費・外構植栽費、道路拡張・駐車場整備費は国土交通省 H31新営予算単価・外構

単価を用いて試算しています。敷地北西側の市道筏津４号線の拡幅に伴う擁壁新設費用は増築部

分に算入しています。 
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第２節 ランニングコスト（運営管理費）の試算 

ランニングコスト（運営管理費）に関しては以下のように検討します。 

 

１ 維持管理・修繕費 

維持管理費・修繕費は、事業期間中に常に安全かつ清潔に施設を使用できる水準とします。 

 

２ 人件費 

人件費は、配置予定人員を想定し、算出します。従来方式では施設ごとに職員を配置する計画

となりますが、施設を複合化することで、職員のマルチタスク化により、人員の削減と提供サー

ビスの融合の効果が期待できます。 

 

３ 事務・企画費 

図書購入費、システム・広報費、講師謝金・委託費、消耗品費・会議費等を含みます。 

 

４ 光熱水費 

平成 29年度並みとします。 

 

５ 間接経費 

維持管理・修繕費、人件費、事務費、光熱水費計の一定割合とします。 

 

６ 収入 

施設の使用料に加え、子育て等の運営に対して国や県などの補助制度の活用や、余剰空間・時

間を活用した自主事業などによる収入を期待します。  
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第１０章 事業スキーム 

第１節 事業手法 

１ 事業手法リスト 

公共施設の事業手法は一般的には図表 １０-1のとおり整理されています。 

 

図表 １０-1公民連携手法の比較 

手 法 内 容 

（ 従 来

型） 
●設計・建設を分離分割発注し、維持管理、運営は直営または分離分割して業務委託（または指定管理者）

する方式。 

 設計 建設 維持管理 運営 

業務範囲 〇 〇 △ △ 

契約形態 設計請負契約 工事請負契約 個別委託契約 個別委託契約 

民間契約主体 設計会社 建設会社 個別企業 個別企業 

●対価は、それぞれの業務完了後に支払う。 

指定管理

者 
●設計・建設を別途行った施設の、維持管理、運営に関する管理者としての権限を委託する方式（法的に

は行政処分）。 

 設計 建設 維持管理 運営 

業務範囲 － － 〇 〇 

契約形態 － － 協定 

民間契約主体 － － 個別企業 

●対価は、協定に基づき概ね毎年度ごとに指定管理料として支払う。 

DB 
●民間事業者に公共施設等の設計・建設を一括発注し、維持管理、運営は従来型で行う方式。 

 設計 建設 維持管理 運営 

業務範囲 〇 〇 △ △ 

契約形態 工事請負契約 個別委託契約 個別委託契約 

民間の契約主体 設計会社 建設会社 個別企業 個別企業 

●対価は、それぞれの業務完了後に支払う。 

DBO ●民間事業者に公共施設等の設計・建設の一括発注と、維持管理・運営等の一括発注を包括して発注する

方式。 

●業務範囲に、設計・建設、維持管理・運営等を含むことが一般的 

 設計 建設 維持管理 運営 

業務範囲 〇 〇 〇 〇 

契約形態 工事請負契約 事業契約 

民間契約主体 建設会社または JV（設計会社と建設会

社） 

SPCが多い 

●設計・建設の対価は、施設の引き渡しまでに支払うことが一般的 

PFI(BTO) ●民間事業者が公共施設等を設計・建設し、施設完成直後に公共側に施設の所有権を移転し、民間事業者

が維持管理・運営等を行う形式。 

●業務範囲に、設計・建設、維持管理・運営等を含むことが一般的 

 設計 建設 維持管理 運営 

業務範囲 〇 〇 〇 〇 

契約形態 事業契約 

民間契約主体 SPCが多い 

●対価は維持管理・運営期間に支払うことが一般的 
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PFI(BOT) ●民間事業者が公共施設等を設計・建設し、維持管理・運営等を行い、事業終了後に公共側に施設の所有

権を移転する方式。 

●業務範囲に、設計・建設、維持管理・運営等を含むことが一般的 

 設計 建設 維持管理 運営 

業務範囲 〇 〇 〇 〇 

契約形態 事業契約 

民間契約主体 SPCが多い 

●対価は維持管理・運営期間に支払うことが一般的 

PFI(RO) ●民間事業者が既存の公共施設等を改修し、維持管理・運営等を行う方式。 

●業務範囲に、改修の設計・改修、維持管理・運営等を含むことが一般的 

 （改修）設計 改修 維持管理 運営 

業務範囲 〇 〇 〇 〇 

契約形態 事業契約 

民間契約主体 例が少ない 

●対価は維持管理・運営期間に支払うことが一般的 

リース 

 

セール＆

リースバ

ックを含

む 

●民間事業者が公共施設等を設計・建設し、公共に賃貸してリース料を受け取るとともに、維持管理・運

営も行う方式。 

●業務範囲に、設計・建設、維持管理・運営等を含むことが一般的 

 設計 建設 維持管理 運営 

業務範囲 〇 〇 〇 〇 

契約形態 賃貸借契約 

民間契約主体 リース会社 

●対価は維持管理・運営期間に支払うことが一般的 

 

２ 事業手法ごとの概要 

(1)  従来型 

従来型手法は、公共が予め定める仕様に基づき設計・建設を分離分割発注し、維持管理・運

営を直営で行う方式です。仕様発注かつ分離分割発注であるため、民間としての知恵を発揮す

る余地が極めて限定的になります。また、設計・建設・維持管理・運営が分離することで、将

来、住民が利用しづらい、あるいは維持管理や運営の手間や費用のかかる設計や建設を行われ

る可能性があるという欠点があります。 

 

(2)  指定管理者 

指定管理者制度は、市民が広く利用する公共施設（公の施設）の管理を民間事業者が行う方

式です。設計・建設は従来型で行い、維持管理・運営を指定管理者に委ねます。日本の公民連

携手法の中ではもっとも件数の多い手法です。専門的なノウハウを持つ民間企業を指定するこ

とで、従来型に比べると、民間の知恵を発揮する範囲は格段に広くなります。一方、設計・建

設は従来型で行っているため、民間の知恵は維持管理・運営にとどまり、設計・建設に反映さ

せることはできません。 

 

(3)  DB、DBO 

DB(Design-Build)は、民間事業者に設計・建設を一括発注し、維持管理・運営は従来型で行

う方式です。設計・建設を一体化することで建設側の要望を設計に反映させることができます。

また、工期の短縮効果も期待できます。一方、維持管理・運営は従来型となるので、民間の知
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恵の発揮は期待できません。DBを行った後に、DBの手続きとは別に指定管理者を活用する DB+O

という方式もあります。DB+Oでは、設計・建設、維持管理・運営のそれぞれに民間の知恵を発

揮してもらうことは可能ですが、別の手続きになりますので、維持管理・運営の観点を設計・

建設に反映させることはできません。 

DBO(Design-Build-Operate)は、設計・建設に加えて、維持管理・運営も一括発注する方式で

す。DB+Oと異なる点は、事業者選定にあって、設計・建設・維持管理・運営を一体的な提案と

して求め、一体性のより高い提案者を選定することができる点です。手続きとしては、一般的

には、設計・建設を一括した工事請負契約と、維持管理・運営を一括した事業契約を別々に締

結します。設計・建設の対価は、施設の引き渡しまでに支払います。 

 

(4)  PFI 

PFI(Private Finance Initiative)は、通称 PFI法（民間資金等の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律）に定められたもので、設計・建設・資金調達・所有・維持管理・運

営などを総合的に民間事業者に委ねることのできる手法です。所有権の移転時期によって、

BTO(Build-Transfer-Operate)、BOT(Build-Operate-Transfer)などに分かれます。完成時点で

所有権を公共に移転するのが BTOです。早い段階で公共の所有となることで、公共としては所

有権に基づいて管理できるという利点があります。事業期間終了後に公共に所有権を移転する

のが BOTとなります。民間が所有権に基づいて知恵を出しやすくなるという利点があります。 

RO(Rehabilitate Operate)は、民間事業者が既存の公共施設等を改修し、維持管理・運営等

を行う方式です。公共が保有した状態で行うため所有権は移転しません。BTO、BOTが施設を建

設する手法であるのに対して、ROは改修であるという大きな特徴があります。 

なお、改修は PFI 固有のものではありません。DB、DBOを含めてすべての手法で改修を事業

内容に含めることができます。 

 

(5)  リース 

リースは、民間事業者が設計・建設した施設を公共が借り受ける方式です。民間事業者が所

有権に基づいて維持管理・運営を行います。公共はこれらの費用をリース料として支払います。

民間金利分割高になる傾向がありますが、民間事業者の自由度は非常に高くなり、収入を得た

り費用を大幅に下げる余地が広がります。 

セール・アンド・リースバックは、公共施設等をいったん民間事業者に売却後民間事業者か

ら借り受けて使用する方法です。リース料を支払う必要はありますが、売却した時点で売却代

金を得ることが可能ですので、資金が必要な場合には有効な手法です。 

なお、本事業に含まれる施設に関しては公共自ら所有しなければならない制約はありません。

また、指定管理者の前提として条例で指定することが必要な公の施設に関しても、賃借権、使

用貸借権等所有権以外の権原をもっていれば足りると解されていますので、法律上の問題はあ

りません。 
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第２節 本事業に適用可能な手法 

１ サウンディング結果 

サウンディングにおいて示された手法に関する意見としては、本施設で提供するサービスのほ

とんどが公共サービスであること、また、管理運営の比重が大きく、機能の一体化が必要不可欠

であることから、DBO が適切であるとする意見が大半を占めました。同様の手法である PFI(BTO)

でも可とする意見もありました。 

本事業は図書館部分の改修を行いますので、R（改修）を含む DBOまたは PFI(BTO)となります。 

DBO、PFI(BTO)では資金調達は概ね市がすることとなりますが、民間の自由度を高めるためには

リース方式が適しており、そのような提案も可能にして欲しいという意見も寄せられました。 

 

２ 手法選択 

(1)  手法選択の観点 

本事業において体育館、図書館、市民センター、子育てリビングといった異なる機能を横断

的に運営するとともに、設計・建設・維持管理・運営の各段階を通して統一的な視点で行う必

要があります。また、民間のノウハウが十分に発揮できるような自由度の高い手法が必要とな

ります。 

ただし、事業用地の市場性評価が高くないことには留意が必要です。この点は、今後の改善

も必要ですが、応募時点で提案者へリスクを移転しすぎると、提案が出ないことや提案の質が

低下することが懸念されるため、民間に過度にリスクを移転しない手法が望まれます。この２

つの観点から、PPP手法を整理したのが図表 １０-2です。 

 

図表 １０-2 ２つの観点からみた手法の評価 

観 点 
異なる機能の一体性、設計・建設・

維持管理・運営の一体性 

左記を踏まえて、民間へ過度に

リスク移転していないか 

手法としての適

切性の判断 

（従来型） ×達成できない  × 

指定管理者 
×設計・建設が従来型であれば一

体性は達成できない。 
 × 

DB 

×設計・建設は一体化できるが維

持管理・運営との一体化を達成す

ることができない。 

 × 

DBO 〇できる 〇合理的な範囲内 〇 

PFI(BTO) 〇できる 〇合理的な範囲内 〇 

PFI(BOT) 〇できる △ややリスクが民に偏る △ 

リース（含むセール＆リ

ースバック） 
〇できる △ややリスクが民に偏る △ 

 

(2)  手法選択の結論 

以上のとおり、本事業においては、DBOまたは PFI(BTO)が妥当と考えられます。両手法は、

きわめて似通った手法であり、一体性の確保と民間へのリスク移転の合理性の点では両方とも

優れています。 
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図表 １０-3 DBOと PFI(BTO)の比較（1）（再掲） 

手法 内容 

DBO ●民間事業者に公共施設等の設計・建設の一括発注と、維持管理・運営等の一括発注を包括して発注する

方式。 

●業務範囲に、設計・建設、維持管理・運営等を含むことが一般的 

 設計 建設 維持管理 運営 

業務範囲 〇 〇 〇 〇 

契約形態 工事請負契約 事業契約 

民間契約主体 建設会社または JV（設計会社と建設会

社） 

SPCが多い 

●設計・建設の対価は、施設の引き渡しまでに支払うことが一般的 

PFI(BTO) ●民間事業者が公共施設等を設計・建設し、施設完成直後に公共側に施設の所有権を移転し、民間事業者

が維持管理・運営等を行う形式。 

●業務範囲に、設計・建設、維持管理・運営等を含むことが一般的 

 設計 建設 維持管理 運営 

業務範囲 〇 〇 〇 〇 

契約形態 事業契約 

民間契約主体 SPCが多い 

●対価は維持管理・運営期間に支払うことが一般的 

 

両方式の相違点としては、法律上の位置づけ、契約方式、対価の支払い方法があります。こ

れらは、図表 10-4のとおりです。 

以上を比較した結果、本事業の場合、手続きが比較的簡単な DBOが適していると判断しまし

た。ただし、一体性を確保することはもっとも重要な点ですので、設計・建設と維持管理・運

営が分離することのないような募集方式や協定書の締結を行うこととします。また、本施設完

成後公の施設として指定管理者制度を導入する場合、選定事業者の地位が不安定になることか

ら、あらかじめ選定事業者を指定管理者として指定する予定であることを公表しておくことと

します。 

 

図表 １０-4 DBOと PFI（BTO）の比較（2） 

観点 DBO PFI(BTO) 

位置付け 
PFI 法に依拠しないため、特定事業選定手続きが不要

であるなど簡素化が可能。 

PFI 法に位置付ける場合は、法で求める手続き

が必要。 

契約方式 

設計・建設は工事請負契約、維持管理・運営は事業契

約に分離するが、両者の一体性を確保するための募集

方式や協定書の締結を行えば可能。 

設計・建設・維持管理・運営を一本の事業契約

に束ねることが可能。 

支払い方式 

設計・建設の対価は施設の引き渡しまでに行うことが

一般的。支払いを平準化しなければならない場合には

不適。 

対価は維持管理・運営期間に分割して支払うの

で、平準化効果が期待できる。平準化効果を求

めない場合には意義が薄い。 
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第１１章 事業手法評価 

本章では、事業手法の適切性の評価を行います。 

評価には以下の３つの方法を用います。 

第１は、潜在的な提案者の意向です。本事業の実施は民間事業者のノウハウを活用してより質

の高いサービスを提供することを目指しているため、民間事業者の参画が難しい手法は採用する

ことができません。この点を検証するために、本

件ではサウンディング調査を実施しました。 

第２は、過去の類似事例の結果を検証する方法で

す。具体的には、案件ごとに公表されている VFM：

Value For Moneyを確認します。VFMとは、従来型（公

共事業）で実施した時の総費用 PSC(Public Sector 

Comparator)と、民間が PPP手法を用いて実施した時

の総費用 PPP/LCC(Public-Private 

Partnership/Life Cycle Cost)1の差で表します。 

PPPで行う場合、公共にはない利益や公租公課が必

要になるほか、金利も高くなる傾向があります。一

方、民間のノウハウを活用することにより、施設整

備費、維持管理費、運営費などの引き下げが期待できます。類似の複合施設で一定の VFMが発生

している案件が多ければ、本事業を PPPで行うメリットが高いと言えます。 

第３は、本計画で想定される VFMを試算します。基本計画を公民連携で実現した場合、市が従

来型で実施する場合の費用と比較します。 

 

第１節 提案者の意向 

第 10章で述べたとおり、サウンディングの結果、適切な手法として DBOまたは PFI(BTO)が選

択され、リース方式の要望もありました。 

このことは、民間事業者が本件を実現することに関してノウハウ、類似実績、参加意欲を有

していることを意味しています。 

 

第２節 過去の類似事例の VFM 

図表 11-2は、過去の PFIの複合案件事例です。これらの事例によると、事業者選定前の時点

で 5～15%程度、事業者選定時にはさらにそれを上回る VFMが生じています。DBOの案件につい

ては、VFMを整理したデータは公表されていませんが、両者が類似の手法であることから、同様

の VFMが生じていると考えられます。 

 

                                                   

 

 
1VFM は PPPの一手法である PFI導入された考え方であるため、図では PFI/LCCと表記されていますが、同じ考え方が PFI

以外の手法でも活用できるため、本計画では PPP/LCCと表記します。 

図表 １１-1 VFMの考え方 

出典：内閣府 PPP/PFI手法導入優先的検討規程策定の手引き 
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図表 １１-2 類似する複合案件の実績 

事業名 内容 手法 
VFM（事業者

選定前） 

VFM（事業者

選定時） 
事業費 

北九州市立思永中学

校 

中学校（プール・屋内運動場・道場）、大学

院・地域連携センター（民間収益事業） 
PFI （BTO）  23.7% 31億円 

千葉市消費生活セン

ター・計量検査所複

合施設 

情報プラザ、事務室、個別相談室、研修講

義室、実験実習室 

商業施設（スーパーマーケット、ドラッグ

ストア） 

PFI （BTO） 8%  22億円 

桑名市図書館等複合

公共施設特定事業 

図書館、保健センター及び勤労青少年ホー

ムに、多目的ホールを加えた複合施設の整

備、維持管理・運営。 

PFI （BOT） 2.5~9.5% 22.0% 116 億円 

さいたま市プラザノ

ース事業 

区役所、図書館、ホール、コミュニティセ

ンター 
PFI （BTO） 9.9% 17.6% 150億円 

九段第三合同庁舎・

千代田区役所本庁舎 

合同庁舎、区庁舎、図書館、男女共同参画

センター、障害者福祉施設 
PFI （BTO）   222億円 

市川市立第七中学校

校舎・給食室・公会

堂整備等並びに保育

所整備 

老朽化した校舎と給食室の建替えに際し

て、公会堂や保育園等の地域ニーズの高い

施設を併設した複合施設を整備、維持管

理・運営。 

PFI （BTO） 9% 30.33% 34 億円 

京都御池中学校・複

合施設整備等事業 

中学校、乳幼児保育所、老人デイサービス

センター、地域包括支援センター、備蓄倉

庫等の合築施設の整備、維持管理・運営。  

PFI （BTO） 約 10% 29.8% 63 億円 

岡崎げんき館整備事

業 

「保健衛生事業」「市民健康づくり支援事

業」「子ども育成支援事業」「市民交流 支援

事業」の 4 事業から構成される複合施設の

整備、維持管理・運営。  

PFI （BTO）  40.7% 111 億円 

稲城市（仮称）新文

化センター整備運営

事業 

生涯学習・コミュニティ施設、ホール、児

童・青少年施設、図書館の整備、維持管理・

運営。民間事業者の提案による附帯事業(コ

ンビニエンス ストア)も実施。 

PFI （BOT） 
9% 

 
11% 69 億円 

（仮称）南千里駅前

公共公益施設整備事

業 

公共施設（出張所、図書館、保健福祉セン

ター、公民館等）を移転・集約化した複合

施設の整備、維持管理・運営。  

PFI （BTO） 7.2% 7.6% 86 億円 

戸塚駅西口第 1 地

区第二種市街地再開

発事業に伴う公益施

設整備事業 

第二種市街地再開発事業の中で、公益施設

（区役所・区民文化センター・交通広場・

駐車場等）の整備、維持管理・運営。  
PFI （BTO） 7.6% 16.7% 169 億円 

（仮称）紫波町交流

促進センター整備事

業 

未利用となっていた紫波中央駅前の町有地

において、定期借地権により官民の 複合施

設（オガールプラザ）を整備、維持管理・

運営する事業。紫波町において複数の公民

連携事業を行う「オガールプロジェクト」

の一つ。  

定期借地権   11 億円 

練馬駅北口区有地活

用事業 

区有地に定期借地権を設定し、区施設（子

ども家庭支援センター、保育施設等、産業

振興センター、交流ホール、交流センター、

駐輪場）、民間施設（病院、商業施設）の複

合施設を整備した事業。区施設は区が民間

事業者から買い取り、民間施設は民間事業

者が独立採算で運営。 

 

定期借地権    

八木駅南市有地活用

事業 

庁舎、観光施設、附帯施設の整備、維持管

理・運営。 
PFI （BTO） 14% 29.8% 

97 億円 

 

広島県営坂地区住宅

整備事業 

県営住宅、保育所、集会所、駐車場 
PFI （BTO） 6%  9.3億円 
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徳島県営住宅集約化 県営住宅、福祉施設 PFI （BTO） 14%  55.5億円 

長井海の手公園 公園、レストラン、温浴施設   22% 76億円 

指宿地域交流施設整

備等 

地域交流施設、都市公園、道の駅 
 23.4%  3.6億円 

北九州市黒崎副都心

文化交流施設 

図書館、ホール、広場・緑地 
 12.5%  105億円 

出典：内閣府地方公共団体向けサービス購入型 PFI事業実施手続き簡易化マニュアル、内閣府 PPP/PFI

手法導入優先的検討規程運用の手引き、各事業 HP 

 

複合施設の場合に VFMが生じやすい理由は、動線の工夫等により共用部分を含む面積の圧縮

を図ることができること、縦割りの人員配置を多能工化することで運営人件費が削減されるこ

と、維持管理が包括的に行われることで維持管理費が削減されること等が挙げられます。 

また、VFMは費用のみに着目して試算されますが、施設ごとに分かれていた管理運営を、横断

的に行うことによるサービスの質の向上も期待できます。以上のとおり、類似事例からは本事

業でも一定程度以上の VFMを期待できます。 

 

第３節 VFMの試算 

DBO方式においてはVFMを試算・公表することは法令上求められていませんが、PFI(BTO)では、

事業を実施する前に可能性があるかどうかを検討するにあたり VFMを計算することが一般的と

なっています。本件でも目安とするために計算を行います。 

本計算は、第９章の事業費を元に、市が従来方式で実施した場合を想定し、内閣府「優先的

検討規程運用の手引き」に導入されている VFM 試算シミュレーションの標準的削減率を設定し

たものです。なお、実際の予算額とは異なります。 

 

１ 前提条件 

まず、従来方式の項目別前提条件を検討しました。これは、従来方式で行った場合の総費用で

ある PSC(Public Sector Comparator)を算出するために必要なものです。 

各費目は、第９章で設定した考え方に基づいて積算しました。 

事業期間については 15年としました。 

次いで、DBOの場合の総費用を算出しました。 

内閣府「PPP/PFI手法導入優先的検討規程運用の手引き」の標準的削減率（10%）を採用しまし

た。ただし、それぞれ豊富な自主事業を実施する施設同士が複合する施設としての人員配置を精

査中のため、現時点では削減を見込んでいません。 

資金調達費用は本件では市が資金調達しますので、PSC同様としました。アドバイザー費用、税

金は内閣府「優先的検討規程運用の手引き」に導入されている VFM試算シミュレーションの前提

を参考としました。利用料収入は見込んでいません。割引率は 2.6%としました。 
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図表 １１-3 項目別前提条件一覧 

項目 PSC DBO 

費

用 

 

建築系 

増築部分：施設整備費（除却費、調査

費、設計費、工事監理費、建設工事費

（本体工事費（本体建屋工事費、杭工

事費、車寄せ庇、駐輪場）、屋外広場

整備費・外構植栽費、道路拡張・駐車

場整備費、開発行為整備費） 

図書館：設計費、工事監理費、大規模

改修費 

第９章参照 

民間企業からのサウン

ディング結果および内

閣府「優先的検討規程

運用の手引き」に導入

されている VFM試算シ

ミュレーションの前提

に基づいて▲10%とし

ます。 

ただし、人件費は PSC

並みとします。 

維持管理費（建物保守管理費、清掃費、

警備業務費、経常的修繕費） 

修繕費（小規模・中規模修繕費） 

非建築

系 

備品購入費 

人件費 

事務・企画費（図書資料費、システム・

広報費、講師謝金・委託費、消耗品費・

会議費等） 

光熱水費 

その他 

間接経費 

資金調達費用 

社会資本整備交付金、

公共施設等適正管理

推進事業債の活用を

織り込む。 

同左（市が資金調達す

るため） 

アドバイザー費用 - 25百万円 

税金 - 実効税率 32.11％ 

収入 利用料収入 見込まない 同左 

その他 割引率 2.6% 同左 

 

２ 結論 

結論として、6.2%の VFMが見込まれる試算が出ました。 

以上、本章第 1節の潜在的な民間提案者の意向、第 2節の他の複合施設における実績もあわせ

て検討した結果、DBO の採用は適切であると判断しました。 

  



 

78 

第１２章 事業スケジュール 

第１節 サウンディング結果 

スケジュールに関してもサウンディング型市場調査を通じてヒアリングを行いました。提案

までの期間は十分に確保して欲しいこと、また、設計・施工に十分な期間が必要であること等

の意見が多くありました。 

通常の例よりも時間を必要とする理由は、以下のとおりです。 

提案までの期間は、 

■ 市民センター、体育館、子育て支援、民間提案と幅広い分野の企業同士で、相談・調整する

必要があること 

設計・工事期間は、 

 複合的な施設である性格に鑑み、設計期間も入念な調整が必要であること 

 作業用車両駐車場・動線、資機材、廃棄物等置き場を含めて敷地の余力が乏しく、いっせ

いに工事できないこと 

 稼働中の給食センター、福祉保健センター、浄水場の動線と重なり、市民の安全性に支障

が生じないよう配慮する必要があること 

 建設業界の人手不足が現在以上に悪化するリスクもあること 

以上より、一体的に機能させるという本事業の目的の達成および住民の安全安心への配慮の

２点より、提案までの期間および設計・工事期間は十分に確保するものとします。 

 

第２節 スケジュールの前提 

事業スケジュールは以下を予定しています。 

１ 平成 31年 6月末で体育館の利用を停止し、7月頃から体育館の解体工事に着手します。 

２ 市民センターの利用は平成 32年 3月までとし、事業者との契約が整い次第、解体工事に着手し

ます。 

３ 設計期間は、おおむね 1年間とします。 

４ 着工から完成まで 18か月とします。 

５ 施設の完成後、1ヶ月の運営準備期間の後に供用開始します。 

 

 



 

79 

第３節 スケジュール案 

具体的なスケジュールは下表のとおりです。 

図表 １２-1 スケジュール 

 

 

 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3

公募

既存
施設

計画道路
（市）

議会スケジュール

全体
スケジュール

平成32年度（2020年） 平成33年度（2021年）

施設

市

平成31年度（2019年） 平成34年度（2022年）平成30年度（2018年）

事業者

基本計画策定

実施方針
公表

公募・提案作成
審査・選定
契約準備

基本・実施設計
（12ヶ月）

測量

構造調査

体育館 解体工事

市民Ｃ
解体設計・工事

建設工事・開業準備
（18ヶ月・1ヶ月）

供用
開始

●議員全員協議会（６月）

●住民・利用者説明会

●９月補正予算（債務負担行為）

●契約締結（６月議会議決）

●体育館 利用停止

●市民Ｃ 利用停止

●図書館 利用停止（市民Ｃ解体工事に合わせる）

予備設計 詳細設計

用地補償

工事

都市計画変更

契約準備

●事業者説明会

●質疑応答

●競争的対話
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第１３章 基本計画の概要 

以上を踏まえて、基本計画の概要をまとめます。 

今後、所要の検討、調整を経て、具体的な条件等は実施方針、要求水準書等にお

いて示す予定です。 

図表 １３-1基本計画概要 

Ⅰ 事業概要 

１ 事業名称 廿日市市筏津地区公共施設再編整備事業 

２ 管理者 廿日市市長 眞野 勝弘 

３ 事業の背景と目的 ①筏津地区は、体育館、市民センター、図書館等大野地域の公
共施設の中心的役割を担っていますが、施設の老朽化が進み
耐震性への懸念も強いことから、再編整備することとしまし
た。 

②再編整備にあたっては、事業経費や耐用年数（残存価値）等
の資産価値についても考慮していくとともに、将来のまちづ
くりをイメージして実現していきます。 

③大野地域は子育て世代の人口が増加を続けている地域であ
ることから、子育て世代（親子）、児童生徒をメインターゲ
ットにします。 

４ 本事

業の基本

方針 

(1)基本コン

セプト 

①安全安心で子育てに優しい子どもたちを応援する居場所の

創出 

②すべての世代の健康増進に向けた拠点づくり 

(2)多様な 8機

能の導入 
生涯学習機能、子育て支援機能、スポーツ機能、子ども応援機
能、図書館機能、食育機能、ロビーホール機能、保健機能 

(3)施設に関

す る 重 要

な方針 

① 体育館は先行して解体しますが、他の機能と同時に整備し
ます。 

② 現在の図書館の施設を改修し利活用します。ただし、図書
館以外への用途変更も検討します。 

③ ８機能は互いに密接に連携し、単独整備では実現できない
サービスの充実、効率性を図ります。 

５ 事業

の内容 

(1)施設概要 既存図書館改修および新増築により構成され、前記 8機能を有
する施設 

(2)事業方式 原則として DBO方式の導入を検討します。 

(3)契約書類 

（イメージ） 

① 基本協定書 
② 基本契約書 
③ 設計管理委託契約書 
④ 工事請負契約書 
⑤ 維持管理・運営事業契約書 

(4)建設形態 特定建設工事共同企業体または単体企業 

(5)事業期間 施設引き渡し後約 15年間 
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(6)事業の範

囲 

（イメージ） 

 

① 設計・工事監理業務 
② 建設工事業務 
③ 維持管理業務 
(a) 開業準備業務 
(b) 建物、設備、備品、外構・駐車場等維持管理業務 
(c) 清掃業務 
(d) 警備業務 

④ 運営業務 
(a) 体育館運営業務 
(b) 図書館運営業務 
(c) 市民センター運営業務 
(d) 子育てリビング運営業務 
(e) 横断的運営業務 

(7)開館日・ 
開館時間 

・本施設の開館時間は、原則 9時から 21時 30分までとします。 
・図書館、子育てリビングは 9時から 19時までとします。 
・本施設の休館日は、月１回及び年末年始とします。 

(8)事業者の
収入 

① 設計・工事監理業務、建設工事業務については、市からの
発注金額によります。 

② 維持管理業務、運営業務については、別途、市からの維持
管理・運営委託費（後記のとおり、指定管理者制度を利用
した場合は指定管理料）を毎年定額で支給します。 

(9)債務負担
行為 

上記(8)に関しては、平成 31(2019)年 9 月議会において債務負
担行為を設定します。 

(10)指定管理
者 

施設完成後、本施設を公の施設とするとともに、選定事業者を
指定管理者として指定する予定です。 

Ⅱ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

１ 敷地 (1)事業用地 広島県廿日市市大野 1328外 

(2)用途地域 第 1 種住居地域 

(3)土地所有 廿日市市（一部民地を取得交渉予定） 

(4)敷地面積 
約 20,800 ㎡（用地取得交渉予定部分含む・都市計画道路部除
く） 

(5)建ぺい率 60% 

(6)容積率 200% 

２ 施設

面積 

モデルプランに示す面積（合計 7,520 ㎡）を参考に、要求水準を満たすことの
できる提案を求めます。要求水準の範囲内で機能別の施設の共用化や民間提案
エリアの増減による面積の変動、それによる合計面積の増減については自由と
します。 

Ⅲ 事業者の募集及び選定に関する事項 

１ 募集及び選定の方法 公募型プロポーザル方式 
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２ 審査

及び優先

交渉権者

決定の手

順 

(1)審査の手

順 
外部有識者、市職員により構成される審査委員会において審

査を行い、最終的には市が判断します。 

(2)優先交渉

権 者 の 決

定 

① 性能点および価格点の総合評価方式とする。両者の配点
は、できるだけ性能の高い提案を実現するため、性能点
を重視した配点とします。 

② 性能点は、「事業計画・体制・地域貢献」、「設計・建設」、
「維持管理・運営」、「自由提案」に区分し、事業目的達
成のために、各項目のバランスの取れた提案を誘導でき
るような配点とします。 

③ 価格は、内訳ごとの金額を明記したうえで市の財政負担
見込みの総額で提案することとします。審査における価
格点は総額で評価します。 

３ スケジュール（予定） 実施方針        平成 31(2019)年 6月 
債務負担行為      平成 31(2019)年 9月 
公告          平成 31(2019)年 10月上旬 
提案書締切       平成 31(2019)年 2月末 
優先交渉権者選定    平成 31(2019)年 3月下旬 
協定書・契約書締結   平成 32(2020)年 6月 
設計・建設       平成 32(2020)年 7月～2023年 1月 
開業準備        平成 35(2023)年 2月 
開業          平成 34(2022)年度内 
事業期間終了      平成 49(2037)年度末 

４ 事業主体 民間事業者による SPCの設立を期待します。 

 

 

 



 

 

 


