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

平塚市都市整備部建築住宅課

②事業名

市営中原上宿住宅建替え整備事業

③本事業の現在の検討ス

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（
）

テージ

④サウンディングの目的

同一地域にある２つの市営住宅を集約して、高齢者・単身者向
けの住宅を整備する建替え事業を計画しています。
現在、建替え手法の検討を進めており、PPP/PFI 手法の導入が
適切かどうかを従来手法に優先して検討しています。
PPP/PFI 事業として市営住宅の建替えを実施するにあたり、ど
のような事業手法や事業範囲が望ましいのか、また、地域貢献に
資する付帯事業や余剰地活用についても提案・助言を求めたい。

⑤民間事業者に対する質
問事項

① 事業化された場合の参入意欲とその理由、参加意欲を高める
ための事業条件上の要望
② ポテンシャルに係る意見、付帯事業や余剰地活用の可能性・
意見
③ 包括性能発注した場合と個別仕様発注した場合のメリット・
デメリット、事業期間や事業費用の差について
④ 事業範囲に係る意見・要望、事業手法への意見、他に想定さ
れる事業手法
⑤ 現在想定している事業内容の概算事業費
⑥ 公営住宅建替え PFI の実績、参考事例、実績において工夫等
した点、民間ノウハウが発揮できた点、等
※⑤⑥は、回答可能な範囲でお聞きするものです。

④対話を希望する業種

1.設計

※該当する番号に○（複数可）

4.金融機関

注）希望する業種の事業者の参

7.運営（

加を確約するものではあり
ません

8.その他（

2.建設

3.不動産

5.維持管理

6.コンサル
）
）

２．事業概要
（１）基本情報
①事業の種類

1.新設

2. 建替え

※該当する番号に○（複数可）

5.その他（

②想定する事業の手法

1.サービス購入型

※該当する番号に○（複数可）

4.公的不動産の利活用

3.改修
）

6.指定管理者制度

2.収益型

3.混合型

５.包括的民間委託
７.コンセッション

８.その他（

）

③事業内容

建替え事業概要

※事業の内容を簡潔にご記入

〇敷地面積：1,421.48 ㎡

下さい

4.維持管理・運営

〇施設規模：４０戸以上（風呂、３点給湯設備、バリアフリー化、
エレベーター付き）
〇住戸内訳：高齢者世帯用住戸（２～３名）約５０㎡、単身世帯
（高齢者・障がい者・生活保護受給者等）用住戸約
３０㎡、車いす用住戸１戸程度
〇構

造：耐火構造

〇共同施設：集会所を１階に合築又は別棟にて併設。１００㎡～
２００㎡想定（ホール１・キッチン１・トイレ男女
各１・手洗い１）、駐車場を整備
〇事業方式：PFI（BT 方式）方式を検討中
〇事業範囲：中原上宿住宅の解体撤去、建替え住宅の設計・建設
等、中原子の神住宅の解体撤去等、入居者移転支援
業務、付帯事業
〇付帯事業：事業者提案による。この地域は近隣にスーパーが無
く、買い物に苦労を要する面があるため、買い物の
利便性を高める提案を求める。
〇維持管理運営：指定管理者が行うので事業内容には含まない。
④現状及び課題

〇施設の老朽化（築 50 年が経過）
〇高齢化社会の進展
〇既存住宅へのエレベーター設置が困難
〇エレベーター設置の住宅が１団地のみ（借上げ住宅除く）
〇公共施設統廃合の必要性
〇規模が小さい（敷地面積や戸数）
。
〇敷地は住宅街にあり、幹線道路には面していない。

⑤前提条件
※事業化にあたって事業者に

〇中原上宿住宅と中原子の神住宅を集約して、中原上宿住宅の敷
地に高齢者・単身者向けの住宅を整備する。

考慮してほしい事項等を簡

〇市営住宅の住民のための集会所を合築又は別棟にて整備する。

潔にご記入ください

〇入居者移転支援業務を含める。
〇維持管理運営は指定管理者が行う。
〇地域に貢献できる付帯事業の提案をいただきたい。

⑥事業スケジュール（予

未定

定）
（２）対象地
①所在地（交通情報含む） 〇市営中原上宿住宅
②敷地面積
③土地利用上の制約

所在地：平塚市御殿３－８－１３
神奈川中央交通バス「中原上宿」バス停から徒歩１０分
敷地面積：1,421.48 ㎡
用途地域：第１種中高層住居専用地域、建ぺい率６０％、
容積率２００％、第２種高度地区（１５ｍ）、
準防火地域
〇市営中原子の神住宅
神奈川中央交通バス「中原上宿」バス停から徒歩１０分
所在地：平塚市御殿３－１７－７
敷地面積：950.04 ㎡
用途地域：第１種中高層住居専用地域、建ぺい率６０％、
容積率２００％、第２種高度地区（１５ｍ）
、
準防火地域

④所有者

平塚市

⑤周辺施設等

中原小学校、中原中学校、中原公民館、ひばり幼稚園、県立湘南
養護学校

⑥対象地周辺の環境

住宅街

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
（3）-1．建物
①施設名称

既存
市営中原上宿住宅

整備後（予定）
市営中原上宿住宅

市営中原子の神住宅
②施設の延床面積

〇市営中原上宿住宅
1,256.78 ㎡（プロパン庫、自
転車置き場含む）
〇市営中原子の神住宅
912.08 ㎡（プロパン庫、自転
車置き場含む）

③建物の構成（構造、階数） RC５階建て

耐火構造

④主な施設の内容、導入機

市営住宅、同集会所、複合機能

市営住宅

能
⑤運営状況
(運営主体、事業手法
等）

の導入
指定管理者

指定管理者

⑥その他

〇平塚市の令和 2 年 10 月 1 日

戸数は最低４０戸整備する。

(上記項目以外の情報、

現在の推計人口と世帯

高齢者世帯用住戸（約５０㎡）

特 徴 、 留 意 す べ き こと

人口：257,536 人

と単身世帯用住戸（約３０㎡）

等）

世帯数：113,460 世帯

の整備戸数内訳は未定、車いす

〇地域の人口と世帯数（令和 2

用住戸は１戸程度整備する。

年 10 月 1 日現在、推計）

複合的な利活用の空間を確保

御殿三丁目

した場合の庁内他課所管事業

人口：2,959 人

における利用ニーズは無い。複

世帯数：1,311 世帯

合化の対象となるような公共

御殿二丁目

施設は無い。

人口：1,829 人
世帯数：600 世帯
御殿四丁目
人口：1,088 人
世帯数：468 世帯
〇市営中原上宿住宅
建設年度：昭和４５年度
戸

数：１棟３０戸

間 取 り：２K

33.83 ㎡

設備状況：入浴設備無し、
エレベーター無し
共同施設：駐車場１８台
集会所無し
〇市営中原子の神住宅の概要
建設年度：昭和４７年度
戸

数：１棟２０戸

間 取 り：３K

37.68 ㎡

設備状況：入浴設備無し、
エレベーター無し
共同施設：駐車場無し、
集会所無し
（3）-2．インフラ系
（上下水道、道路等）
①施設名称
②規模、能力 等

既存

整備後（予定）

③運営状況
(運営主体、事業手法
等）
④その他
(上記項目以外の情報、
特 徴 、 留 意 す べ き こと
等）
■参加予定形式
本取組は、現地会場及び Web 会議（Zoom 予定）を併用した開催を予定しています。
相談自治体の参加予定形式

１

現地会場で参加する

２ Web 会議で参加する
※今後の状況の変化に応じて、相談自治体の参加予定形式については変更となる場合があります。
■ 添付資料
・平塚市営住宅ストック総合活用計画（第３期）兼平塚市営住宅等長寿命化計画
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/sumai/page-c_01907.html
・位置図
・敷地図
・現況写真

