
1 

 

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 体名 沖縄県石垣市消防本部 消防総務課 

② 業名 石垣市消防本部（署）庁舎及び消防西出張所庁舎整備事業 

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（                     ） 
 

④ サウンディングの目的 当本部では、令和 8 年度の開所を想定している消防西出張所、及

び老朽化している消防本部（署）庁舎の建て替えの 2 案件の事業化

を検討しており、その中で、両案件の同時一括発注の可能性を模索し、

維持管理を含めたトータルコストの削減や消防本部（署）庁舎敷地に

おける余剰地の利活用について民間事業者に意見等を伺いたい。 

 

⑤ 民間事業者に対する質

問事項 

○消防本部（署）庁舎及び消防西出張所整備の同時一括発注の可能性

について 

・ 令和 8 年度の開所を想定している消防西出張所の先行整備を考

えているが、老朽化している消防本部（署）庁舎も並行して整備でき

るのか、有用な手法やスケジュールも含めご提案頂きたい。 

 

○消防施設における維持管理業務について 

・ 維持管理については、現在、業務内容毎に個々に契約を結び管理

を行っているが、一括・長期での業務委託により、効率的・効果的な

管理が可能になると考えますが、有用な手法や施工事例等についてご

提案頂きたい。 

 

○本部庁舎敷地における余剰地の利活用について 

・ 消防本部（署）庁舎については、現庁舎敷地内での建て替え整備

を予定しているが、敷地面積が約 10,000 ㎡と広大なことから、余

剰地への民間活力導入も視野に入れた利活用方法について、ご提案頂

きたい。 
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⑥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.不動産     

4.金融機関    5.維持管理    6. コンサルタント     

7.運営（                       ） 

8.その他（                      ） 

⑦対話を希望する事業者

の事業展開エリア 

※該当する番号に○（複数可） 

注）希望する規模の事業者を確

約するものではありません 

1. 全国展開している事業者   2.当該エリア外の事業者  

3.地元事業者      4.その他（          ） 

２．事業概要  

（１）基本情報  

①事業の分野 

※該当する番号に○（複数可） 

１.公有財産利活用 ２.都市公園 ３.観光施設  

４.教育・文化関連施設 ５.賃貸住宅・宿舎等  

６.廃棄物処理施設・斎場  

７.インフラ施設（                   ） 

８.その他（ 消防庁舎     ） 

②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.維持管理・運営 

5.その他（             ） 

③想定する事業類型 

※該当する番号に○（複数可） 

1.サービス購入型   2.収益型   3.混合型 

4.その他（             ） 

④想定する事業の手法 

※該当する番号に○（複数可） 

※PFI 事業方式（BTO、RO 等）

が具体に決まっている場合、

「1.PFI 事業」の（）内に記載

ください。 

１.PFI事業（BTO）方式 ２.DBO 方式 

３.包括的民間委託 ４.指定管理者制度  

５.コンセッション 6.Park-PFI  

7.土地の賃貸借 8.土地の売却・譲渡 

9.建物の賃貸借 10.建物の売却・譲渡 

11.その他（             ） 

⑤事業内容 

※事業の内容を簡潔にご記入

下さい 

・消防本部（署）庁舎の建て替え整備事業 

・消防西出張所の新設整備事業 

・消防本部（署）庁舎敷地内の余剰地利活用事業。 

⑥現状及び課題 ○現消防本部（署）庁舎は、一部耐震化補強工事を行っているが、築

約 50 年が経過し老朽化が進んでいることに加え、職員数に比して庁

舎内が狭隘なことから、動線確保や仮眠室の個室化未整備等も含めた

感染症対策の観点においても早急な建て替えが必要。 

 

○消防西出張所については、市街地西側地域の消防力確保のためにも

早急な整備が必要となっており、また沖縄県消防指令センター（共同

指令センター）整備との兼ね合いも考慮しつつ、令和 8 年度の開所

を目指す。 

⑦前提条件 

※事業化にあたって事業者に

考慮してほしい事項等を簡

潔にご記入ください 

○消防本部庁舎においては、別棟で訓練棟の整備を予定している。 

また、消防本部庁舎敷地については、旧空港跡地であることから一部

箇所については不発弾探査事業を行っているが、未実施の箇所もあ

り、事業スケジュールへの影響が懸念される。 
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⑥ 事業スケジュール（予

定） 

 
 

 本部（署）庁舎 西出張所庁舎 

R4 年度 基本構想・サウンディング 基本構想・サウンディング 

R5 年度 基本構想 土地不動産鑑定 

R6 年度 土地取得・プロポーザル入札 土地取得・プロポーザル入札 

R7 年度 
西出張所工事完了後着工 

建設工事着工・完成 

R8 年度 開所予定 

R9 年度 完成・開所予定  

（２）対象地  

① 所在地（交通情報含む） 【消防本部庁舎】 

 沖縄県石垣市字真栄里 668 番地周辺（668 番地・現庁舎地番） 

【消防西出張所】 

 沖縄県石垣市字新川 2212-7 番地（建設予定地） 

 

② 土地面積  

 
 

 消防本部（署） 消防西出張所 

土地面積 約 10,000 ㎡を予定 約 1,500 ㎡を予定 

③ 土地利用上の制約 

 
 

 消防本部（署） 消防西出張所 

用途地域 第二種住居地域 第一種中高層住居専用地域 

建蔽率等 建蔽率：60％・容積率：300％ 建蔽率：60％・容積率：150％ 

都市計画 土地区画整理事業・地区計画 都市計画道路 

津波災害等 津波浸水区域外 津波浸水区域外 

海抜 25ｍ 約 10ｍ 

④ 所有者 

 
 

 消防本部（署） 消防西出張所 

所有者 市有地のほか、一部、県有地

及び国有地が混在しており、

R5 年度の土地区画整理事業

後に土地取得を予定してい

る。 

市有地及び県有地が混在して

おり、R5 年度に不動産鑑定を

行い、R6 年度に県からの土地

取得を予定している。 
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⑤ 周辺施設等 【消防庁舎周辺施設】※約 1 ㎞圏内 

消防本部（署）庁舎 西出張所庁舎 

石垣市役所 小学校 

沖縄県立八重山病院 保育所・こども園（4 箇所） 

薬局 郵便局 

県八重山合同庁舎 コンビニ 

 市営・県営団地 
 

⑥ 対象地周辺の環境  

※別添資料参照 

 

消防本部（署）庁舎 西出張所 

市役所・県立病院などの公共施設に隣接

しており、今後の区画整理事業におい

て、国の公共施設や防災公園等、さまざ

まな体系の施設整備が予定されている。 

現在、近隣に公営団地が完成また建設中

であり、今後も県・市の事業計画におい

て増設される予定となっている。また、

保育所や小学校といった施設も複数隣

接している。 

⑦その他 

(上記項目以外の情報、特徴、

留意すべきこと等） 

○令和 8 年度に全体更新予定の沖縄県消防指令センター（共同指

令センター）のシステム設備については、指令センター参画団体

との共同運用が予定されており、維持管理の内容には含まない。 

 

○消防本部（署）周辺においては、旧空港跡地利用計画（土地区

画整理事業地内）に基づく事業内容を確認しつつ整備を進めてい

く必要がある。 

 

■ 添付資料 

・①石垣市人口動態・消防署所配置図 

・②消防本部関係資料 

・③西出張所関係資料 


