
令和3年度 藤井寺市 

複合施設整備に関するサウンディング型市場調査 実施要領

１ 調査の趣旨 

本市の市民総合体育館と図書館は、耐震性の不足や老朽化などの課題を抱えており、施設の再整備か耐
震改修の判断が求められています。 
施設の再整備の場合には、公共施設再編基本計画に基づき、複合施設として整備することを想定しています
が、施設の立地環境や敷地条件等から民間施設との複合化を図り、新たなにぎわいの創出や財政負担軽減に
つなげていきたいと考えています。 
そこで、本事業を効果的に進めるためのアイデアのほか、民間活用事業としての市場性や条件等に関する意見
を広く募り、事業実施に向けた検討の参考とするため、サウンディング調査を実施するものです。 

※複合施設整備に関するこれまでの検討状況等は、以下の内容をご参照ください。 

〇公民連携による公共施設再編に向けたサウンディング型市場調査（平成 29年度）
〈URL〉 https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/somubu/shisan/FM/sounding_result.html 

〇国土交通省ブロックプラットフォームサウンディング（令和２年度）
  （民間を活用した複合施設（体育館・図書館）整備検討事業） 
〈URL〉 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/sosei_kanminrenkei_fr1_000078.html 

〇藤井寺市複合施設整備検討委員会 第 1回（令和 3年 8月 10日開催） 
〈URL〉 https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/somubu/shisan/FM/13245.html

〇その他参考（公共施設カルテ） 
〈URL〉 https://www.city.fujiidera.lg.jp/material/files/group/30/karuteR1.pdf



２ 対象施設及び事業用地について 

（１）対象施設の概要 
■体育館、図書館 

施設 建築年 延床面積 備考 

市民総
合体育
館 

本館 (アリーナ 1,516 ㎡、観覧席 762 席、多目的室、
卓球場、トレーニング室) 

昭和 51 年
(1976 年)

4,845.58 ㎡
旧耐震 
(改修未実施)

心技館 (武道場、会議室) 
平成７年
(1995 年)

2,463.26 ㎡

市民プール（屋外 25ｍプール、ファミリー用変形プール） 
昭和 51 年
(1976 年)

－

図書館
展示室(１F) 
開架・閲覧室(２F) 

昭和 56 年
(1981 年)

2,254.17 ㎡
旧耐震 
(改修未実施)

■グラウンド、テニスコート 
施設 利用種目 備考 

スポーツセンター グラウンド 2 面 ソフトボール、少年軟式野球、サッカー等 夜間照明付

青少年運動広場 グラウンド 2 面 少年軟式野球 ソフトボール、サッカー、グラウンドゴルフ等

大井テニスコート 砂入人工芝コート 4 面 テニス  

■駐車場
市民総合体育館 70 台（臨時駐車場を含めると約 150 台） 

図書館 19 台 

スポーツセンター 50 台 



■施設の写真、図面 
市民総合体育館
【本館、心技館 １F】 

【心技館】 
２F                                ３F 



図書館 

一般図書コーナー(２F)             児童図書コーナー(２F)           展示室（１F）

【２F】

 【１F】 

■施設の利用者数、維持管理状況

本市のホームページで公開している公共施設カルテをご参照ください。 
https://www.city.fujiidera.lg.jp/material/files/group/30/karuteR1.pdf 



（２）事業用地の概要 
■都市計画の状況 
北側敷地
（市民総合体育館、青少年

運動広場） 

・準工業地域（容積率 200％、建ぺい率 60％）、準防火地域 

 ※準工業地域は大阪外環状線から 150ｍの範囲内 

・第一種住居地域（容積率 200％、建ぺい率 60％）、準防火地域 
 ※第一種住居地域内では体育館の床面積や観覧席設置に制約があるため、用途制限の緩和
措置が必要となる。 

・敷地の東側が、埋蔵文化財包蔵地（船橋遺跡）に含まれる 

南側敷地 
（図書館、スポーツセンター）

・準工業地域（容積率 200％、建ぺい率 60％）、準防火地域 

■災害リスク 
各施設の周辺一帯は大和川の氾濫時における浸水想定区域内にあります。市民総合体育館、スポーツセン
ター、市立図書館の各敷地は 0.5ｍ以上 3.0ｍ未満、青少年運動広場の敷地は 3.0ｍ以上 5.0ｍ未満の
浸水が予測されています。 

※詳細は本市のホームページで公開している藤井寺市防災ガイドブックをご参照ください。 
https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/kikikanri/kikikanri/saigai_sonae/guidebook.html 



３ 複合施設整備に関する考え方 

敷地の設定 
機能配置 

・体育館、図書館の機能は北側敷地に集約し、南側敷地は災害時対応も含めたグラウンドを
集約（※）することが望ましいと考えている。 
・なお、体育館については、利用状況や防災拠点としての役割を踏まえ、新施設を建設後に既
存施設を除却する手順を想定。また、市民プールはあり方を見直す方針を持っている。 
・現体育館とプールを除却後の跡地(1ha 程度)を活用した民間収益事業を想定。

※北側敷地は浸水リスクや用途地域の課題はあるものの、周辺道路の状況や交通処理、グラウンド移転に伴う夜間
照明の設置が難しいなどの条件も踏まえ、上記の考え方で検討中。なお、テニスコート、グラウンドの一部は周辺の
下水道施設の上部利用による移転も検討中。

施設の所有 ・体育館：市所有を想定するが、民間所有の提案も妨げない。
・図書館：現体育館・プール跡地にて、民間所有の複合施設にテナントでの入居を想定。

施設の機能 
(体育館) 

・アリーナ：メインアリーナ（現状同規模）に加え、サブアリーナの付加を検討中。 
・観覧席：休憩や大会時の待機スペースとして引き続き必要であるが、第一種住居地域内で
は設置できないため、新施設の建設位置や敷地設定によって形態が変わる。 
・武道場、運動諸室：以下の 2 パターンを想定。 
 ①心技館を改修し、武道場・諸室の機能を同館に集約（新設はアリーナ中心となる） 
 ②心技館を除却し、新施設に、武道場・諸室の機能を設置 

施設の機能 
(図書館) 

・蔵書数 20万冊、開架 10 万冊以上を目標とし、閲覧スペースを現状規模よりも拡大。 
・現図書館で保管(一部展示)している文化財については、他施設への移管を想定。 

事業期間 ・財政負担の平準化のため、一般的な事業期間よりも長い期間での成立可能性を検討。 



４ サウンディング調査の実施方法 

（１）参加対象者 
本事業への参画について関心を有する法人または法人のグループを対象とします。参加除外とさせて頂く場合
の条件については、「６ 参加にあたっての留意事項」をご参照ください。

（２）日時・場所 
令和3年10月18日(月)～10月22日(金)までの期間で日時の調整を行い、法人（またはグループ）ご
とに非公開での直接対話を行います。
所要時間は 30 分～60分程度を予定しています。
実施場所は藤井寺市役所内会議室を予定していますが、詳細は日時の決定と併せて通知させて頂きます。 

（３）意見交換の内容 
下記の内容について、可能な範囲でのご意見、ご提案をお聞かせください。

１. 敷地の設定、機能配置について 
・民間活用用地の立地環境や用地規模に対する評価 
・立地等から見た、民間収益事業のポテンシャル（プールを有するフィットネス施設などの可能性）
・事業手順（現体育館除却後の用地活用開始）における課題 
・借地料の水準

２. 施設の所有形態について 
・体育館を含めた民間所有方式（リース、テナント入居等）のメリット・課題（建設単価等） 
・図書館を民間複合施設に含める場合の課題（配置・動線、維持管理、テナント賃料の考え方）

３. 施設の機能、管理運営方法について 
・体育館、図書館の整備内容、管理運営方法に対する意見
・市内の他のグラウンド等を含めた指定管理導入の可能性、課題

４. 事業期間について 
・長期の事業期間を設定する場合の課題、事業への参画意欲
・事業化の時期について（2025 万博、IR誘致等を踏まえた見通し） 

５. その他 
・事業全般についてのアイデア等 



５ 参加の申込み 

（１）全体スケジュール
令和 3年 10月 4日(月) 実施要領の公表
令和3年 10月 4日(月)～10月 15 日(金) 参加の申込受付 
令和 3年 10月 18 日(月)～10月 22 日(金) サウンディング調査の実施 
令和 3年 11 月下旬（予定） 結果の概要公表 

（２）参加の申込受付 
参加申込書（様式１）に所定の事項をご記入のうえ、本市担当宛に電子メールで送付ください。令和 3 年
10 月 18 日(月)～10 月 22 日(金)の期間で日程調整を行い、実施日時を決定した上で個別に通知させて
頂きます。 
参加申込にあたって質疑がある場合は、文書（任意様式）にて本市担当宛に電子メールで送付ください。質
疑の内容については、後日、個別に回答させて頂きます。 

（３）意見交換の実施
意見交換に先立ち、事前調査票（様式２）にご意見・ご提案等の概要をご記入頂き、当日ご持参頂くか、
事前に電子メールで送付ください。また、意見交換を行う上で参考となる資料の提出も可能とします。
なお、意見交換への参加人数は、1事業者または1グループあたり３名以内とさせて頂きます。また、市側から
は３名程度（資産活用課、各施設の関係課）、本事業に関する検討調査を業務委託しているコンサルタント
会社から 2 名程度の出席を予定しています。

（４）お申込み・お問い合わせ先 

■藤井寺市 総務部資産活用課 公共施設マネジメント担当 （担当：森内、中川）
 所  在：〒583-8583  藤井寺市岡1丁目 1番 1号 
 E メール： shisan@city.fujiidera.lg.jp  
 電  話： 072-939-1305(直通） 



６ 参加にあたっての留意事項

（１）参加の取扱いなど 
・今回のサウンディングへの参加実績は、今後の事業者公募における評価の対象とはなりませんので、ご了承く
ださい。 
・必要に応じて、追加での意見照会等をさせて頂く場合がございますので、ご協力をお願いいたします。
・参加申し込みが多数であった場合は、限られた期間の中で効率的に調査を行うため、業種等の条件により
参加事業者を選出させて頂く場合がございます。 

（２）参加に係る費用負担 
・サウンディングへの参加に要する費用は参加者側の負担とさせて頂きます。 

（３）結果の取扱い 
・サウンディングの実施結果については概要を整理した上で、各参加者に対し個別確認を行った後、市ホーム
ページでの公表（参加者の企業名については非公表）を予定しています。 

（４）参加の除外条件 
・次のいずれかに該当する場合は、参加者として認めないこととします。 

ア 会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づく更生手続中又は民事再生法(平成11年法律第
225 号)に基づく再生手続き中の事業者 

イ 藤井寺市暴力団排除条例（平成25 年藤井寺市条例第28 号）第2 条に規定する暴力団及び
暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者


