【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

藤井寺市

②事業名

民間を活用した複合施設（体育館・図書館）整備検討事業

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

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
いる。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、
複合施設整備を検討している。
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。
上記の観点から、民間事業者が有する柔軟なアイデアを取り入れ
たいと考え、サウンディングを実施するものである。
現在の案として、体育館は PFI 等により整備後、市で所有し、併
設する民間所有の複合施設内には図書館がテナントとして入居す
るとともに、テナントの一つとしてプール機能を有するフィット
ネスクラブを誘致できればと考えている。

⑤民間事業者に対する質
問事項

○大阪外環状線沿いの南側敷地（約 20,000 ㎡）と付近にある北
側敷地（約 30,000 ㎡）を活用して、体育館を整備するととも
に、図書館が入居した複合施設を整備していきたい。なお、南
側敷地については防災上の観点からもグラウンド機能を残して
おきたいことから、主に北側敷地を活用して、体育館・図書館
の整備を行いたいと考えている。
○現在の体育施設については市民利用が中心であるため、再編後
も市民をターゲットとした施設を想定している。官民連携手法
としてどのような手法が想定され得るか、また、どの手法が適
しているかについて提案いただきたい。
○また、設計・施工・運営を一体的に実施した場合と個別に実施
した場合の事業期間や全体事業費について、どのような違いが
出そうか意見をいただきたい。

○民間事業者が整備する複合施設には、体育館との相乗効果が期
待できるフィットネスクラブに参入してもらいたいと考えてい
る。誘致にあたっては公共用地として効果的な運用を図るため、
市民プール機能の委託など、公共で実施しているプール機能を
請け負うフィットネスクラブの参入の可能性について意見をい
ただきたい。またその他にどのような業態のテナントに入って
もらうのが良いか提案いただきたい。
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

2.建設

3.不動産

5.維持管理

7.運営（

6.コンサル
）

8.その他（

）

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
6.指定管理者制度

3.改修

4.維持管理・運営
）

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

耐震性の不足や老朽化の問題を抱えている市民総合体育館・図書

※事業の内容を簡潔にご記入

館の再整備もしくは耐震化を検討している。

下さい

再整備にあたっては、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をめざすとともに、既存の図書館および
市民プールの機能を民間施設内へ配置する。

④現状及び課題

市民総合体育館・図書館の耐震性の不足や老朽化の問題を抱えて
おり、施設の再整備か耐震改修の判断を求められている。
事業全体の課題として、体育施設建設に必要な多額の経費をどの
ように捻出するかが課題となっている。
体育館及び隣接するグラウンドは市民の体育及びスポーツの振興
の場としての役割を担うほか、防災拠点として、指定避難所、防
災関係機関活動拠点や応急仮設住宅建設予定地等の役割を担って
いる。
現在の体育館と図書館は高速道路の IC から近く、国道沿いとその
付近にある敷地であり、市内でも有数の好立地であることから、
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る。
昨年度には、本整備検討に関してコンサルを交え、利用者の意向
調査等を実施した上で基本条件を整理し、機能再配置のパターン
検討を実施してきた。

⑤前提条件

【施設の所有形態】
・体育館（市所有を想定するが、民間所有の提案も妨げない）

・複合施設（民所有：図書館はテナント入居を想定）
【敷地の利用】
北側敷地（現体育館の隣接地）内で体育館および複合施設（図書
館を含む）の整備を行いたいと考えている。体育館の現位置建替
えは休館期間が発生するため想定しない。
南側敷地（現スポーツセンター側の用地）については災害時の対
応等を見据え、グラウンドとして利用を想定し、建物を建てない
こととする。
【整備施設の規模】
体育館の規模については、現在の利用状況や利用者の意向調査か
ら 8,000 ㎡程度必要と考えている。
複合施設には、図書館のテナント入居と民設民営によるプールの
整備ができればと考えている。現在、公設公営の市民プール（屋
外）を整備しているが、複合施設内で整備いただくプールにその
機能を付加できないかと考えている。
⑥事業スケジュール（予

令和４、５年事業者公募、令和６年 設計 令和７、８年 着工

定）

令和９年 供用開始

（２）対象地
①所在地（交通情報含む） 北側敷地：大阪府藤井寺市大井１丁目（藤井寺 IC から車で約３分、
土師ノ里駅から徒歩 15 分）
南側敷地大阪府藤井寺市林１丁目（藤井寺 IC から車で約２分、土
師ノ里駅から徒歩 15 分）
②敷地面積

北側敷地：約 30,000 ㎡、南側敷地：約 20,000 ㎡

③土地利用上の制約

北側敷地：準工業地域、第１種住居地域（ともに準防火地域、建
蔽率 60％ 容積率 200％）
※敷地の西側半分が準工業地域、東側半分が第１種住居地域であ
り、第 1 種住居地域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。
南側敷地：準工業地域
（準防火地域、
建蔽率 60％ 容積率 200％）

④所有者

敷地所有者：藤井寺市

⑤周辺施設等

対象地は市の中心部に位置しており、1km 圏内に、高速道路 IC、
駅のほか、市の主要施設が立地している。
北側敷地：国道との間には１店舗（約２５ｍ）分の幅で、私有地
を挟んでいる。敷地の南側について、国道までは幹線道路が整備
されている。
南側敷地：国道に隣接、隣地：市立中学校

⑥対象地周辺の環境

【対象地の環境】
西名阪自動車道 藤井寺 IC 付近、国道１７０号線沿いおよび周辺
【藤井寺市の環境】
大阪市のベッドタウン、市域には世界遺産『百舌鳥・古市古墳群』
を有する。

市域面積 8.89k ㎡ 人口約 6 万 4 千人
⑦その他

2019 年藤井寺駅北側にイオンショッピングセンター藤井寺が開

(上記項目以外の情報、特徴、 業
留意すべきこと等）

（３）対象施設
（3）-1．建物
①施設名称

既存

整備後（予定）

【北側敷地】

【北側敷地】

①市民総合体育館

①市民総合体育館(武道場含む)

②心技館(武道場)

②複合施設(民間施設、図書館

③市民プール(屋外/25ｍ他)

等)

④テニスコート(4 面)

③テニスコート(4 面～)

⑤グラウンド（青少年運動広場） ※この他、敷地内に立体駐車場を確
【南側敷地】

保することを想定

⑥図書館

【南側敷地】

⑦グラウンド（スポーツセンタ

④グラウンド

ー）
②施設の延床面積

①約 4,800 ㎡

①約 8,000 ㎡

②約 2,500 ㎡

②提案による（図書館テナント

⑤約 17,000 ㎡(※)

入居面積約 1,000 ㎡～）

⑥約 2,300 ㎡

③約 2,800 ㎡(※)

⑦約 17,000 ㎡(※)

④約 20,000 ㎡(※)

※⑤⑦はグラウンドの面積

※③④はコート・グラウンドの面積

③建物の構成（構造、階数） ①RC、１階

①RC または S、２階想定

②RC、４階

②提案による

⑥RC、２階
④主な施設の内容、導入機
能

⑤運営状況

①競技場、多目的室、卓球場、

①競技場、卓球場、柔道場、剣

トレーニングルームなど

道場、トレーニングルーム、多

②柔道場、剣道場、会議室

目的室、会議室など

⑥閲覧室、書庫、対面朗読室、

②図書館、民間収益施設※プー

学習室、図書整理室、展示室な

ル機能含む。

ど

③4 面～

市直営

①③④SPC が指定管理者とし

(運営主体、事業手法

て運営

等）

②民間事業者（図書館部分：指
定管理者）

⑥その他
(上記項目以外の情報、
特 徴 、 留 意 す べ き こと
等）
（3）-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
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


計画地の位置図



添付資料（報告書抜粋）



現地の現況



人口、年代別人口構成 ※詳細は下記 HP を参照ください。
https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/somubu/soumu/toke_deta/si_toke/13874350
03484.html



昼夜間人口構成比率



藤井寺市公共施設再編基本計画 ※詳細は下記 HP を参照ください。

85.0％（平成２７年国勢調査）

https://www.city.fujiidera.lg.jp/shisei/shisakukeikaku/FM/1488761059523.html


機能配置のパターン案 ※非公開扱い（当日参加者に開示）

