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1. 調査の目的 
さいたま市（以下「本市」という。）では、老朽化した JCHO さいたま北部医療センター（以下「医

療センター」という。）の移転、建替えに伴うプラザノース北側の公有地との土地交換により、医療セン

ター跡地を取得しました。 

その後、跡地の利活用に向け、地域の要望等を踏まえ検討を開始し、令和元年度、事業の方向性を取

りまとめた「JCHO さいたま北部医療センター跡地利活用方針（以下「利活用方針」という。）」を策定

し、植竹公民館、植竹児童センター等の公共施設及びスポーツ施設等の民間収益施設を一体的に PFI・

PPP 等手法により整備することとしました。 

そこで、民間事業者の視点から自由かつ実現可能なアイデアやノウハウをご提案いただくとともに、

民間活力導入を前提とした公募条件を整理することを目的にサウンディング型市場調査を実施します。 

 

2. 事業概要 
2.1 対象用地 

 対象用地の概要は、以下のとおりです。 

項目 内容 

所在地 さいたま市北区盆栽町 453、483-1 

地積 10,232 ㎡（9,292 ㎡＋940 ㎡） 

都市計画区域 都市計画区域内 市街化区域 

用途地域 第一種住居地域 

建ぺい率 60% 

容積率 200% 

高度地区 15m 

地区計画 なし 

防火指定 なし 

都市計画道路 3・4・83 指扇宮ヶ谷塔線（標準幅員 18m） 

その他規制 日影規制、斜線制限、景観計画区域（景観誘導区域）等 

■位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細は最終ページ「 参考 対象用地図」を参照 

対象地 

土呂駅 

大宮公園駅 
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2.2 既存公共施設（植竹公民館・植竹児童センター）の現状・課題 

利活用方針では、集約する公共施設として、植竹公民館及び植竹児童センターを想定しました。それ

ぞれの現在の施設の概要は、以下のとおりです。 

 

(1) 既存公共施設の概要 

1) 植竹公民館 

所在地 さいたま市北区盆栽町 430 

延床面積 613.10 ㎡ 

敷地面積 1,135.72 ㎡ 

建築年 S52 年（1977 年）築 45年 

開館時間 午前 9時から午後 9時 30 分まで 

年 間 利 用 者 数

(H30) 

37,927 人 

駐車台数 8 台 

修繕・改修時期 R2 年（2020 年）※ 

更新時期 R18（2036 年）※ 

※さいたま市公共施設マネジメント計画・第 1次アクションプラン（平成 30 年 3 月一部改訂）より 

2) 植竹児童センター 

所在地 さいたま市北区盆栽町 430 

延床面積 485.98 ㎡ 

敷地面積 607.38 ㎡ 

建築年 S57 年（1982 年）築 40年 

開館時間 午前 9時から午後 6時まで 

年 間 利 用 者 数

(H30) 

26,267 人（児童 18,574 人、保護者 7,693 人） 

駐車台数 なし 

修繕・改修時期 R3 年（2021 年）※ 

更新時期 R23 年（2041 年）※ 

※さいたま市公共施設マネジメント計画・第 1次アクションプラン（平成 30 年 3 月一部改訂）より 

 

(2) 既存公共施設の現状・課題 

両施設とも、建設から約 40 年経過しており、修繕・改修の時期を迎えています。今後の更新を見据

え、効果的・効率的なマネジメントによるコスト削減が必要であるため、集約・複合化の検討が必要

です。 
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3. 利活用方針（コンセプト） 
対象地の現況と課題、公共施設マネジメントの観点及び民間のアイデア等を踏まえ、利活用方針（コ

ンセプト）を以下のとおり設定します。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域住民の健康に資する活動・交流・憩いの場の創出 

●「だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツに関わることのできる機会を増やし、健康で活
力ある「スポーツのまち さいたま」~日本一スポーツで笑顔あふれるまち~の実現に努めていま
す。 

●市民の健康増進とスポーツの普及の観点から、多世代が日常的にスポーツに親しめる場を目指
します。 

●民間活力を最大限に活用し、持続可能なスポーツ環境の整備を検討します。 

1 

多世代が憩い、交流することで、活発な暮らしに寄与する場 

●対象地が立地する北区は、人口・世帯数ともに増加傾向にあり、市全域と比べ生産年齢人
口の比率が高い地域です。 

●対象地周辺の特性を踏まえ、幅広く市民及び地域住民が、日常的に集い、コミュニケーション
をとれる場を目指します。 

●周辺の住環境に配慮し、公共施設の複合化や民間収益施設を導入することで賑わいの創
出を図ります。 
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3 

●公共施設は、バリアフリーに対応したものとし、地域の方に親しみを持って、永く使ってもらえ
るような場を目指します。 

●公共施設の複合化により、可能な限り集約を行うとともに、効果的･効率的な施設維持
管理をすることで、持続可能な管理運営を行います。 
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4. 導入機能の想定 
本整備では、3. 利活用方針（コンセプト）を踏まえ、以下の導入機能を想定しています。 

 

4.1 導入機能 

本施設の導入機能は以下のとおり想定します。 

なお、民間事業者の提案によって、利活用の方針の達成に寄与する機能が加わることを妨げるもの

ではありません。 

表 4-1 導入機能の想定 

区分 導入機能 導入機能のイメージ 

民間
機能 

民間収益施設 
スポーツ施設、社会福祉機能、商業機能、文教機能、業務機
能 

公共
機能 

公民館 植竹公民館を移転 

児童センター・ 
放課後児童クラ
ブ 

植竹児童センター・放課後児童クラブを移転 

備蓄倉庫 災害時に備えた備蓄倉庫 

スポーツ施設 屋内スポーツ施設 

 

4.1.1 民間機能 

民間機能は、民間収益施設として、スポーツ施設、社会福祉機能、商業機能、文教機能及び業務

機能の導入を想定します。 

a) 必須施設 

事業者は、民間機能として、スポーツ施設を整備するものとします。 

スポーツ施設は、公共機能として導入を想定する屋内スポーツ施設との相乗効果が期待でき

る機能として、屋内プールや屋内テニスコート、フィットネススタジオ等を想定します。必ず１

つ以上は提案してください。 

b) 提案施設 

事業者は、必須施設以外の民間機能を整備することができます。 

 

4.1.2 公共機能（必須） 

a) 公民館 

植竹公民館を移転、導入することとします。 

b) 児童センター・放課後児童クラブ 

植竹児童センター・放課後児童クラブを移転、導入することとします。 

また、導入施設は、「児童館ガイドライン」（厚生労働省）に準じた施設とします。 

c) 備蓄倉庫 

災害時に備えた備蓄倉庫を導入、整備します。 
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d) スポーツ施設 

地域住民の生涯スポーツ活動を支えるため、屋内型のスポーツ施設を導入することとします。 

使用用途（実施競技）は、子どもから高齢者までの市民が利用することを前提とし、バスケッ

トボール、バレーボール、バドミントン、卓球及びフットサル等を想定します。 

 

4.1.3 外構（民間機能及び公共機能で共有） 

a) 駐車場・駐輪場 

民間機能及び公共機能の駐車需要を賄う駐車・駐輪台数を整備することとします。さいたま市

だれもが住みよい福祉のまちづくり条例に適合した駐車場を確保してください。 

b) 緑地 

市民の憩いの空間を創出し、さいたま市みどりの条例に適合した緑地面積を確保することと

します。 

 

4.2 諸室構成・規模 

(1) 各導入機能の規模 

各導入機能の諸室構成及び規模を以下のとおり想定します。民間機能及び共用部の面積は、提案を

委ねます。ただし、民間機能の規模設定にあたっては、建築基準法による用途制限を考慮して提案し

てください。 

表 4-2 諸室構成・規模の想定 

区分 導入機能 想定規模 備考 

民間
機能 民間収益施設 事業者提案

による 
スポーツ施設は必須とする 

公共
機能 

公民館 610 ㎡ 既存施設と同機能を確保 

児童センター・ 
放課後児童クラ
ブ 

420 ㎡ 既存施設と同機能を確保 

備蓄倉庫 30 ㎡  

スポーツ施設 770 ㎡ 
バスケットボールの公式コート 1 面を配置でき
る体育館類似施設の規模を想定 

全体
共用 共用部 適宜  

 

(2) 駐車場・駐輪場 

駐車場・駐輪場は、公共機能と民間機能の分けをせず共有することとし、それぞれの施設の駐車需

要を賄う駐車・駐輪台数を整備することとします。 



 

6 

公民館及び児童センター・放課後児童クラブの必要台数は、駐車場が 50 台程度、駐輪場が 100 台

程度を想定します。 

 

4.3 配置計画・平面計画の考え方 

配置計画及び平面計画は、以下の考え方に基づき計画します。 

 ・各導入機能の相乗効果を図るため、公共機能と民間機能を一体的に整備することとします。 

 ・人の流れを生み出す開かれた共用空間を形成し、賑わいの創出を目指します。 

 ・徒歩による来訪者にとって、スムーズで分かりやすいアクセス性を確保します。 

 

4.4 留意事項 

(1) 法規制 

民間機能（提案）の設定にあたっては、法規制等を遵守すること。 

特に、導入を予定している公共機能を含めた用途制限に留意してください。なお、建築基準法 48条

で定められている、「第一種住居地域」における主な用途制限は以下のとおりです。 

建築物 制限 

店舗等、事務所等、ホテル、旅館、スポ

ーツ施設（ボーリング場、スケート場、

水泳場、ゴルフ練習場等）等 

合計 3,000 ㎡を超えるものは建築不可 

※店舗等が 500 ㎡以下かつ２階以下の場合

は、店舗等面積を合計 3,000 ㎡に含めない 

劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイト

クラブ等 

建築不可 

※スポーツ施設の観覧席を含む 

建築物附属自動車車庫 2 階を超えるものは建築不可 

工場 危険性や環境を悪化させるおそれが非常に

少ない工場（50 ㎡以下）以外は建築不可 

 

（補足） 

1) 複合施設の共用部の取り扱い 

・共用部は、それぞれの用途の面積に面積按分で計上する。ただし、ある用途の専用として使用

する共用部は、当該用途の面積として計上する。 

2) 敷地分割について 

・敷地分割後、それぞれの敷地の施設が単独で成り立つのであれば「可分」と判断できる（それ

ぞれの敷地で上限 3,000 ㎡まで立地可能） 

・ただし、敷地分割に伴う必要な手続きについて留意（開発行為等） 

 

※本補足は保証されるものではなく、検討の際には市関係課への確認が必要である。 
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5. 事業手法及び地代 
 事業手法の想定及び地代は、以下のとおりです。 

 

5.1 事業手法の想定 

表 5-1 事業手法の想定 

事業方式 

／事業形態 

市 有 地 の 貸 付：事業用定期借地権設定による有償貸付 

公共機能部分の借受：定期建物賃貸借契約による有償借受 

事業期間 30 年程度を想定 

事業範囲 

（主なもの） 

・設計・建設（設計、建設、工事監理等） 

・維持管理業務（保守・修繕・更新等） 

・運営業務（民間機能） 

・既存施設（植竹公民館、植竹児童センター）の解体・撤去 

・事業期間終了時の解体・撤去 

 

本市と民間事業者の役割分担の想定を以下に示します。 

表 5-2 市・民間事業者の分担想定 

分類 主な業務項目 
役割分担 

本市 事業者 

施設の設計・建設に関す
る業務 

公共施設部分の性能規定 ○  

設計  ○ 

建設  ○ 

既存施設（植竹公民館、植竹児童センター）の
解体・撤去 

 ○ 

工事監理  ○ 

什器・備品等の調達（公共施設部分） ○  

事業期間終了時の解体・撤去  ○ 

維持管理業務 
（保守・修繕・更新等） 

公共施設（什器・備品除く）の維持管理  ○ 

公共施設（什器・備品）の維持管理 ○  

公共施設の維持管理（清掃・警備等）  ○ 

民間施設の維持管理  ○ 

共用部分の維持管理  ○ 

外構（駐車場･駐輪場含む）の維持管理  ○ 

運営業務 

公共施設（公民館、児童センター・放課後児童
クラブ） 

○  

公共施設（スポーツ施設） 要検討 

民間施設  ○ 

駐車場・駐輪場  ○ 
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図 5-1 事業イメージ 

5.2 地代 

借地の対象は、「参考 対象用地図」の対象地とし、普通財産貸付料算定基準及び同運用に則り算出

する。 

 

《盆栽町 453（登記地積：9,292.00 ㎡）の場合》 

 基準貸付料年額 ＝ 102,577 円（固定資産税評価額㎡単価） × 4.2 ／ 100 

         ≒ 4,308 円／㎡ 

 

 

（普通財産貸付料算定基準） 

 

（普通財産貸付料算定基準の運用） 

さいたま市 

店舗等 
 

土地:公共所有（民間定期借地） 

屋内ス
ポーツ
施設 

建物:民間所有 

民 間 事 業 者 

地 代固定資産税 
都市計画税 

固定資産税 
都市計画税 

公民館 

児童センター 
放課後児童クラブ 

  

賃 料

一般財源 
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6. 今後のスケジュール（想定） 
 今後の事業スケジュールは、以下のとおり想定します。 

表 6-1 事業スケジュール 

 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 

基本計画策定       

事業者公募準備       

事業者公募       

設計・建設       

開業準備       

供用       

 

7. サウンディングの進め方 
7.1 対象者 

対象用地の利活用による事業（住宅建設を除く）の実施主体となる意向を有する法人又は法人のグ

ループとします。 

 

7.2 サウンディングの方法 

サウンディングは、参加者のアイデア及びノウハウの保護のため、個別での対話により実施します。

なお、サウンディングでの対話にあたり、次に示す対話項目を可能な限り盛り込んだ提案書を事前に

提出していただきます。 

 

№ 対話項目 内容 

1 導入機能 4.1 導入機能に示した導入機能の想定を踏まえ、必要な導入機能等

についてのアイデアをお聞かせください。 

2 施設の配置案 施設の配置案（ゾーニング図）をご提示ください。4.2 諸室構成・

規模に記載の面積を基本に、民間収益が期待できる提案をしてくだ

さい。 
 

3 事業手法 5. 事業手法に示した想定する事業方式／事業形態、事業期間、事

業範囲について、ご意見をお聞かせください。 
 

4 公共施設（スポーツ施設）

の運営形態 
公共施設（スポーツ施設）の運営について下記①～③パターンを軸

とした運営形態を検討しています。運営形態に対するご意見やアイ

デアがありましたらお聞かせください。 
＜想定する運営形態＞ 
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№ 対話項目 内容 

① 公共施設（スポーツ施設）を、民間事業者が独立採算で運営を

行う 

② 公共施設（スポーツ施設）を一定の時間帯に市が借り受け、民

間事業者が独立採算で運営を行う（その場合、市が借り受ける

時間帯をお聞かせください。） 

③ 公共施設（スポーツ施設）を、市が借り受け、市が別途契約し

た第三者が運営を行う 

 

5 想定スケジュール 想定する整備イメージを実現するためのスケジュールをお聞かせく

ださい。 

6 事業化に向けた課題 事業化に向けた課題や必要な条件、市がやらなければならないこと

などをお聞かせください。 

7 事業参画の可能性 自らの事業参画の可能性をお聞かせください。 

8 事業実施体制 参画する場合の事業実施体制（参加形態やグループ組成等）につい

て、想定をお聞かせください。 
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7.3 サウンディングの流れ 

(1) 参加申込み 

申込期限： 令和 4 年 11 月 4 日（金） 

手 続 き： エントリーシートに必要事項を記入し、E メールにてご提出ください。 

申 込 先： 9. 問い合わせ先のとおり 

(2) 対話日時等の連絡 

参加申込のあったグループの担当者宛に、実施日時及び場所を E メールにて連絡します。希望に沿

えない場合もありますので、予めご了承ください。 

(3) 提案書の提出 

受付期限： 令和 4 年 11 月 15 日（火）正午 

手 続 き： 対話項目に対する提案書を作成し、事前に E メールにてご提出ください。（提案書は、

任意様式です。） 

送 付 先： 9. 問い合わせ先のとおり 

(4) 対話の実施 

日 時： 令和 4 年 11 月 16 日（水）午前、17 日（木）１グループ１時間程度 

（エントリーシート記載の希望日時を確認、調整の後に決定します。） 

参加形式： 下記の開催場所またはオンライン形式での参加とします。開催場所での出席者は、1 グ

ループにつき 5 名以内としてください。ただし、オンライン形式での人数制限は設け

ません。 

場 所： 大宮区役所（さいたま市大宮区吉敷町 1 丁目 124 番地 1）403 会議室 

内 容： 提案書をもとに、対話項目に沿って参加事業者の皆様からご説明していただきます。な

お、ご説明いただけない内容があっても構いません。 

(5) サウンディング結果の公表 

サウンディングの実施結果について、概要の公表を予定しています。なお、参加事業者の名称は公

表しません。また、参加事業者のノウハウに配慮し、公表にあたっては、事前に参加事業者へ内容の

確認を行います。 

 

7.4 スケジュール 

サウンディングのスケジュールは以下のとおりです。 

日程 項目 

令和 4 年 10 月 28 日（金） サウンディング型市場調査実施要領の公表 

令和 4 年 11 月 4 日（金） 対話参加の申込期限 

令和 4 年 11 月 7 日（月）～ 対話日程の通知 

令和 4 年 11 月 15 日（火）正午 提案書受付期限 

令和 4 年 11 月 16 日（水）午前、17 日（木） 対話の実施 

令和 5 年 1 月頃 実施結果概要の公表 



 

12 

8. 留意事項 
8.1 参加の扱い 

サウンディングへの参加実績は、事業者公募等における評価の対象とはなりません。 

 

8.2 費用負担 

サウンディングへの参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。 

 

8.3 追加対話への協力 

本サウンディング終了後も、必要に応じて追加の対話やアンケート等を実施させていただくことが

ありますので、ご協力をお願いいたします。 

 

8.4 参加除外条件 

次のいずれかに該当する場合は、対象者として認めないこととします。 

・特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権

を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 32 条

第 1 項各号に掲げる者 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号から第 6 

号までに該当する団体又は団体に属している者 

 

9. 問い合わせ先 
  問い合わせ先は以下のとおりです。なお、本調査は、本市が株式会社 建設技術研究所に委託し実施し

ております。エントリーシートは下記の問い合わせ先に提出ください。提案書の提出先（株式会社 建設

技術研究所）及びその後の案内についてはエントリーシート提出後に個別に連絡します。 

さいたま市 スポーツ文化局 スポーツ部 スポーツ政策室（担当：村上、町田） 

〒330-9588 さいたま市浦和区常盤 6-4-4 

TEL 048-829-1737 

FAX 048-829-1996 

E-mail sports-seisaku@city.saitama.lg.jp 
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参 考 対象用地図 

 

既存公共施設敷地 

9,292 ㎡ 

940 ㎡ 

対象地 


