
 

 

【近畿ブロック】  

 

官民連携事業の推進のための地方ブロックプラットフォーム 

「サウンディング」 

案件登録様式 

 

 

■ 記入票    

項目 記入欄 

１．サウンディング情報  

①団体名 和歌山県 高野町 

②事業名 教育施設再整備事業 

③本事業の現在の検討ステ

ージ 

以下の中から本案件の検討ステージを選択してください。 

1.事業発案 

2.事業化検討 

3.事業者選定 

4.その他（                     ） 

 

高野町の中心部より１㎞離れた約 48,200 ㎡の公有地に小学校・

中学校・こども園・公民館を核とした教育施設を集約化して整備

したいが、子供の人数が少なくなっていくなか、できる限り町民・

来町者が利用できる施設としてこの区域を整備したいと考えてい

る。 

 整備する施設は、小学校・中学校・こども園を核とした教育施

設とすることを想定しているが、こどもだけではなく町民・来町

者も利用できる共有スベースを取り入れるなど、教育・スポーツ

の拠点として施設を整備したいと考えている。 

④サウンディングの目的 ○現在の検討状況は、町側で基本プラン作成、スケジュール作成、

概算事業費を算定しているところ。 

○これらについて、民間事業者へ可能な範囲で開示し、参画意向

や基本プラン、スケジュール、事業スキーム等についてアドバ

イスをいただきたい。 

 

⑤民間事業者に対する質問

事項 

○整備する施設を活用して、地域活性化を行いたいと考えている

が学校施設を含むためセキュリティー面等の配慮が必要であ

る。この条件で、できるだけ多くの方（住民・来町者）に利用

していただくには、どのような活用方法があるかご提案いただ

きたい。 

○できるだけ施設を複合化・集約化して建設費及び維持管理費を

抑えたい。町として基本プランは作成しているが、これ以外に



 

 

どのような組み合わせが考えられるか 

 

④対話を希望する業種 

※該当する番号に○（複数可） 

注）希望する業種の事業者の参

加を確約するものではありませ

ん 

1.設計   2.建設   3.ビル管理   4.金融   5.保険 

6.不動産  7.運営 

8.その他（ 地域活性化    ） 

２．事業概要  

（１）基本情報  

①事業の種類 

※該当する番号に○（複数可） 

1.新設    2.建替え    3.改修   4.管理運営のみ 

5.公有地活用    6.包括委託 

7.その他（             ） 

②事業内容 

※事業の内容を簡潔にご記入

下さい 

住民や来町者も利用できる小中学校・こども園・公民館等の教育

拠点・スポーツ拠点を整備したい。 

③現状及び課題 現状は、小学校・中学校・こども園・公民館・給食センター・学

童保育所・体育館など、子どもの教育施設を整備する方針は決定

しているが、これらをどのように集約化・複合化し、どのような

運営をすれば地域活性化に活用できるかを模索している段階 

 

④前提条件 ・将来的に小中一貫教育が実施できる校舎 

・小学校・中学校の体育授業が同時に行える体育館 

・町民が利用できる公民館の整備 

・子育て支援センターを含むこども園 

・災害時に避難所として利用できること 

 

⑤事業スケジュール（予定） 令和 3 年度 着工、令和 5 年４月 供用開始 

 

（２）対象地  

①所在地（交通情報含む） 和歌山県伊都郡高野町大字高野山 26 の 2・26 の５     

（高野山駅から車で 15 分） 

 

②敷地面積 約 48,200 ㎡ 

③土地利用上の制約 ○用途指定無し 

○建蔽率 70％ 

○容積率 200％ 

○高野町景観計画高野山地区 

○建設予定地は昭和 40 年後半から昭和 50 年前半にかけて、開

発した造成地で、段差（ 大約 6m）がある 

○敷地の一部が土砂災害特別警戒地域相当（指定準備中） 



 

 

④所有者 高野町 

 

⑤周辺施設等 1km 圏内に、福祉保健センター、町営グランド、町営室内ゲート

ボール場、ちびっ子野球場、森林公園等  

 

⑥対象地周辺の一般的なイ

メージ 

高野町の公営住宅地 グランド・屋内ゲートボール場などスポー

ツに関する施設が集まっている 

 

⑦その他 

(上記項目以外の情報、 

特徴、留意すべきこと等） 

 

（３）対象施設   

4-1．建物 既存 整備後（予定） 

①施設名称 高野山小学校校舎 

高野山中学校校舎 

高野山中学校体育館 

高野山給食センター 

高野山こども園 

中央公民館 

セミナーハウス 

旧スケートリンク（使用停止中） 

高野山小学校校舎 

高野山中学校校舎 

高野山中学校体育館 

高野山給食センター 

高野山こども園 

中央公民館 

②施設の延床面積 高野山小学校校舎  3,363 ㎡ 

高野山中学校校舎  2,572 ㎡ 

高野山中学校体育館 1,333 ㎡ 

高野山給食センター  256 ㎡ 

高野山こども園      617 ㎡ 

中央公民館      787 ㎡ 

セミナーハウス     ２５６㎡ 

旧スケートリンク     714 ㎡ 

床面積はほぼ同程度を想定 

 

③建物の構成（構造、階数） 高野山小学校校舎  RC、3 階 

高野山中学校校舎  RC、3 階 

高野山中学校体育館 S、 1 階 

高野山給食センター RC、1 階 

高野山こども園   RC、1 階 

中央公民館     RC、２階 

セミナーハウス     RC、1 階 

旧スケートリンク   S、１階 

事業者提案による 

 

④主な施設の内容、導入機

能 

学校校舎 

体育館 

給食センター 

こども園 

学校校舎（小中学校） 

体育館 

給食センター 

こども園 



 

 

中央公民館 

 

中央公民館 

⑤運営状況 

(運営主体、事業手法 

等） 

高野山こども園 指定管理者 

給食センター  業務委託 

 

検討中 

⑥その他 

(上記項目以外の情報、 

特徴、留意すべきこと等） 

  

4-2．インフラ系 

（上下水道、道路等） 
既存 整備後（予定） 

①施設名称   

②規模、能力 等 ○上水道    Φ75 

○下水道    Φ200 

○町道  

・中学校線     168.9ｍ 

・総合レクセンター線 82.3ｍ 

○ガス     プロパンガス 

同左 

③運営状況 

( 運 営 主 体 、 事 業 手 法 

等） 

○上下水道 高野町生活環境課 

○町道   高野町建設課 

○電気   関西電力㈱ 

○ガス   (株)河内屋 

○電話回線 NTT 西日本    

同左 

④その他 

(上記項目以外の情報、 

特徴、留意すべきこと等） 

  

 

  



 

 

（添付資料） 

 計画地の位置図 

 建設予定敷地図 

 指定区別年齢別男女別人口調 

 高野山景観計画    https://www.town.koya.wakayama.jp/town/tetsuduki/documents/9909.html 

 高野山地区土砂災害ハザードマップ https://www.town.koya.wakayama.jp/bousai/kinkyu/320.html 

 高野町公共施設個別計画  https://www.town.koya.wakayama.jp/town/keikaku/8554.html 

 高野町人口ビジョン      https://www.town.koya.wakayama.jp/town/information/4323.html 

※なお、サウンディング当日に町側作成の基本プラン案を提示予定 

 


