令和２年８月 24 日
春日井市まちづくり推進部
ニュータウン創生課企画担当
旧西藤山台小学校施設利活用に関する
サウンディング型市場調査実施要領
本要領は、旧西藤山台小学校施設を活用した生活利便施設の整備を進めるにあたり、
本市が民間事業者に対して行うサウンディング型市場調査（以下「サウンディング調
査」という。）の実施方法等について定めるものです。
１

本事業の趣旨、サウンディング調査の目的
本市では、
「高蔵寺リ・ニュータウン計画」及び「藤山台中学校区小学校施設の活
用のための基本方針」に基づき、平成 27 年度の小学校の統合に伴い余剰施設とな
った旧西藤山台小学校施設（以下「本事業地」と言う。）において、高蔵寺ニュータ
ウンのまちづくりの視点に基づき、民間活力による生活利便施設等の誘致・整備（以
下「本事業」と言う。）を行い、地域住民の生活利便性を向上させるとともに、更な
る地域の魅力向上や新たな居住者の呼び込みにつなげることとしています。
本サウンディング調査は、現時点の本市の考え方に対する課題や提案、更には、
民間事業者の皆様が本事業地を活用して実現したい事業との複合・融合の可能性を
お聞きし、本事業の中身やスキーム等の精緻化を図ることを目的としています。
本サウンディング調査によって、本市と一緒に高蔵寺ニュータウンのまちづくり
の実現を目指していただける民間事業者との出会いを期待しています。

２

上位計画、参考資料
◆高蔵寺リ・ニュータウン計画（市 HP 掲載）
URL「https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/machi/new_town/1008973.html」
◆藤山台中学校区旧小学校施設の活用のための基本方針
URL
「 https://www.city.kasugai.lg.jp/_res/projects/default_project/_pag
e_/001/021/918/houshinn.pdf」
◆旧西藤山台小学校施設への生活利便施設誘に関する周辺住民アンケート結果
URL
「 https://www.city.kasugai.lg.jp/_res/projects/default_project/_page
_/001/021/918/annketo.pdf」

３

本事業における期待

(1) 高蔵寺ニュータウンのまちづくりの視点
本施設は、本市で最初の小学校統廃合の対象となった施設であり、本事業によ
り新たな価値を付加した生活利便施設の拠点とすることで、まちの魅力を向上さ
せたいと考えています。
そのため、単なる生活利便サービス事業の運営の視点のみではなく、周辺の住
環境の保全に配慮した上で、今後の将来的な高蔵寺ニュータウンのまちづくりの
視点をもった事業提案を望みます。
(2) 期待される事業
ア 生活利便施設（サービス）の種類は、商業・飲食・教育・医療・福祉等、広
く考えていますが、借地期間中において継続的に健全な経営が図られ、かつ、
地域住民に還元される事業の提案を求めます。
イ 令和２年度に周辺住民アンケートを実施しており、その結果を参考として、
事業性、将来性なども総合的に判断し、提案をいただければと考えます。
ウ 現在お住まいの住民及びこれから若い子育て世代に高蔵寺ニュータウンを居
住地として選んでいただけるコンテンツとなる事業提案を期待します。
４

事業用地
区 分

事業用地

所在地

春日井市藤山台５丁目８番地

事業用地

約 15,000 ㎡（敷地全体は約 18,673.17 ㎡）
※体育館施設に供する敷地（約 3,500 ㎡を想定※体育
館施設外構等を含む）は事業用地から除外するものとし、当
該体育館敷地との境界は、民間事業者から提案いただ
けます。）

用途地域

第一種住居地域（建ぺい率 60%、容積率 200%）

防火・準防火地域

該当なし （建築基準法第 22 条区域内）

地区計画

該当なし

その他

宅地造成等規制法による宅地造成工事規制区域内

位置図

体育館敷地
(約 3,500 ㎡)
事業用地
（約 15,000 ㎡）

」

事業用地
体育館敷地との境界
（民間事業者より提案いただけます）

・現時点の想定です。
・体育館敷地との境界線（破線）は、民間事業者から御提案いただくことが可能です。

５

本事業に係る本市の考え方

本サウンディング調査の実施にあたり、現時点における本市の考え方を次に記載し
ますが、当調査結果を踏まえ、必要に応じて見直しを行う可能性があります。
(1) 事業用地の活用方法
本事業用地は、借地借家法(平成 3 年法律第 90 号)第 23 条第２項に規定する事
業用定期借地権(賃借権)の設定、または、同法 22 条に規定する定期借地権を設定
し、本市が民間事業者に貸付けることを考えています。
(2) 土地貸付料
１月当たりの土地貸付料は、約 180 円／㎡が通常の市の基準です。
※市の基準により算定した額（土地の正面の前年度の固定資産税路線価に事
業用地の面積を乗じて得た額に 1000 分の４を乗じて得た額（※年度毎に固定資
産税路線価の変動に伴い再計算します。））
(3) 事業期間・貸付期間
事業用地の貸付期間は、春日井市財産管理規則第 10 条第 1 項に基づき、事業用
地の貸付期間は、事業用定期借地権の場合は 10 年以上 50 年未満、定期借地権の
場合は 50 年を考えています。
(4) 土地の転貸
春日井市財産管理規則第 13 条及び春日井市土地等貸付取扱要綱第３条の規定
に基づく手続きを実施することで可能です。
(5) 土地の貸付の相手方
事業主体は複数事業者が想定されますが、土地の貸付の相手方は代表１社（複
数事業者により新たに形成する事業共同体を貸付の相手方とすることも可）を想
定しています。
（6） 旧校舎の解体（令和３年度工事予定）
本市により、旧校舎の解体工事を実施する予定です。なお、その他、一部残置
物（フェンス、側溝、舗装等）は、現状有姿で引渡しを行うことを考えています。
(7) 体育館の存置による活用 及び、体育館活用提案（任意）
体育館を存置することで、投票所、避難所機能を維持します。
また、令和２年度中において、旧更衣室空間を活用し会議室を整備し、有料貸
館及び地域行事開放を予定しており、平常時の活用方法は、今後さらに検討して
いきます。
なお、民間事業者において、体育館の活用も含めて事業を検討される場合は、
自由に御提案ください。
６

提案を求める事項（サウンディング調査項目）
本サウンディング調査において、原則、
「５ 本事業に係る本市の考え方」に基
づき、次に記載する事項について提案を求めます。
なお、
「３ 本事業における期待」の内容等を踏まえ、事業を継続的かつ効果的
なものとするため「５ 本事業に係る本市の考え方」等に対する要望を含め提案い
ただけます。

(1) 事業化の実現が見込まれる生活利便サービス事業の内容（整備する生活利便
施設）
ア 敷地全体の事業コンセプト（体育館を含めるか否かは任意。）
イ 高蔵寺ニュータウンのまちづくりへ寄与する内容
ウ 敷地内に配置する各事業の構成員（見込みでも構いません。）
エ 建設する施設規模、駐車場規模等
オ 配置図（簡易なもので構いません。）
カ 周辺の住環境への配慮事項（車両出入口等の周辺交通への配慮、騒音、排水等）
キ 想定需要、将来性
ク 借地料及び借地（事業）期間（事業が実施可能な範囲等、自由提案）
ケ 事業収支計画（イニシャル・ランニングコスト（概算でも構いません※例え
ばイニシャルコストは、延床面積×坪単価、ランニングコストは、租税や
減価償却費等をもとに算出））
コ スケジュール概略（本市との土地借地契約～開業）
(2) 体育館施設の利活用（任意）
体育館は、前述のとおり、投票所や避難所、体育開放施設等の機能を有する公
共施設として、本市が引き続き管理運営を行う予定ですが、事業をより効果的な
ものとするため、民間事業者が体育館の賃借により新たな機能等の付加を行い、
事業の用で管理運営する提案も受け付けます。
＜物件情報等＞
区 分
土地面積
建物

貸付料

内

容

約 800 ㎡（建物部分約 712 ㎡、想定駐車場 10 台分約
100 ㎡）
構造

鉄骨造、平成 23 年に耐震補強工事済

延面積

712 ㎡

建築年

昭和 54 年

土地

約２万円／月（駐車場 10 台分）

建物

約 28 万円／月

附帯設備

・夏季の暑さ対策
換気設備８基、スポットクーラー２基、送風機２基
・洋式トイレ（令和２年度整備）
・会議室１室（令和２年度整備）

その他

・災害時には避難所、選挙時には投票所として優先使
用いたします。
・会議室は、地域住民が地域活動の用で使用する場合
は無償貸出を行うことを想定しています。

７

サウンディング調査のスケジュール
日程
サウンディング調査実施要領等の公表
事前質問の受付

現地見学会の参加申込（希望者のみ）

項目
令和２年８月 24 日（月）
令和２年８月 24 日（月）から
令和２年９月 ４日（金）正午まで
令和２年８月 24 日（月）から
令和２年８月 31 日（月）正午まで
第１回

現地見学会（希望者のみ）

令和２年９月 1 日（火）
午前 10 時～正午

第２回

令和２年９月２日（水）
午前 10 時～正午

事前質問の回答予定日
サウンディング調査の参加申込

令和２年９月９日（水）
令和２年８月 24 日（月）から
令和２年９月 15 日(火)正午まで

サウンディング調査実施日の調整

令和２年９月 16 日（水)から随時

提案書の提出期限

令和２年９月 30 日(水)
令和２年 10 月５日(月)から

サウンディング調査の実施日

令和２年 10 月９日(金)まで
（午前９時～正午、午後１時～午後
４時）

調査実施結果の公表
８

10 月下 旬 （ 予 定 ）

サウンディング調査の対象者
調査の参加資格は、事業へ参画する意欲がある法人（複数の法人で構成される場

合も含む。）とし、次の要件を全て満たす事業者とします。
（1） 地方自治法施行例（昭和 22 年政令 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない
法人であること。
(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)及び民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)
に基づく更生・再生手続き中ではない者。
(3) 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号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団若しくは暴力
団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しないものをい
う。）の統制下にある法人でないこと。

９

事前質問
別紙「様式１ 事前質問書」に必要事項を記入し、
「15 連絡先」に記載のＥメー
ルアドレスへ送付してください、件名は「サウンディング事前質問」とします。
(1) 事前質問の受付期間 令和２年９月４日（金）正午まで
(2) 質問した事業者名は公表しませんが、全ての質問と回答を市ホームページで公
表します。（回答予定日 令和２年９月９日（木））

10

現地見学会（希望者のみ）の申込
現地見学会への参加を希望する事業者は、別紙「様式２ 現地見学会申込シート」
に必要事項を記入し、「16 連絡先」に記載のＥメールアドレスへ送付してくださ
い、件名は「現地見学会の参加申込」とします。
(1) 受付期間 令和２年８月 31 日（月）正午まで
(2) 見学会当日は、旧西藤山台小学校施設の旧職員室にて受付を行い、見学の参加
申込をした事業者に見学いただけます。
(3) 参加人数は１グループにつき、５名以内としてください。

11

サウンディング調査の参加申込
別紙「様式３エントリーシート」に必要事項を記入し、
「16 連絡先」に記載のＥ
メールアドレスへ送付してください、件名は「サウンディング調査への参加申込」
とします。
(1) 受付期間 令和２年９月 15 日（火）正午まで
(2) 本市から申込者へのサウンディング調査（対話）実施日の連絡
エントリーシートに記載されたＥメールアドレス宛てに連絡します。サウンデ
ィング調査（対話）の希望日程は、必ず複数の候補日を明示してください。
(3) その他
メール件名は「サウンディング調査参加申込」としてください。

12

提案書の提出
提案書を作成の上、
「16 連絡先」に記載のＥメールアドレスへ送付してくださ
い、件名は「サウンディング調査提案書の提出」とします。
(1) 提出期日
令和２年９月 30 日（水）
(2) 提案書の様式の指定はありませんが、Ａ４用紙２～３ページ程度（文字サイズ
11 ポイント、図面等は別紙、縦書/横書いずれも可、片面/両面印刷いずれも
可）とします。

13 サウンディング調査の実施日時、実施方法
(1) 実施日時
令和２年 10 月５日（月）～令和２年 10 月９日（金）
（午前９時～正午、午後１時～午後４時）
(2) 所要時間

１時間程度を予定しています。
(3) 場所
春日井市役所（春日井市鳥居松町５丁目 44 番地）
実施場所の詳細（会議室等）については別途ご連絡します。
(4) 実施方法
ア 調査は、予め提出された提案書をもとに、提案者ごとに実施します。
イ 当日は、提案書を 10 部ご持参ください。
ウ サウンディング調査に出席する人数は、１グループにつき５名以内でお願
いします。
(5) 結果の公表
ア 令和２年 10 月下旬ごろを目途に、市ホームページ等でサウンディング調査
の実施結果概要を公表する予定です。
イ 参加事業者の名称は公表しません。
ウ 参加事業者のアイデアやノウハウの流出に配慮し、公表前に参加事業者に
内容確認を行います。
14

事業スケジュールについて
現時点における、サウンディング調査後のスケジュール（想定）は、次のとおり
です。
年 度
内 容
令和２年度
募集（本公募）要項の公表・事業者募集・選定
優先交渉権者決定
令和３年度
優先交渉権者による設計
市による校舎等解体工事
令和４年度以降 工事（開発許可を含む）
開業（段階的な開業も含む）
※スケジュールは、選定事業者からの提案、ヒアリングを通して変更となる場合が
あります。

15 その他の留意事項
(1) 本調査の参加実績は、事業者本公募等に係る評価の加点要素として検討する予
定です。
(2) 本調査に関する全ての費用は、事業者の皆様の負担によるものとします。
(3) サウンディング調査終了後も、必要に応じ、追加の対話をお願いする場合が
あります。その際は御協力ください。
16

連絡先
担当：春日井市まちづくり推進部ニュータウン創生課
所在地：〒486-8686

春日井市鳥居松町５丁目 44 番地

電話：0568-85-6048

FAX：0568-85-0991

E-mail：nt-sosei@city.kasugai.lg.jp

企画担当

野々垣、松山

様式１
「旧西藤山台小学校施設利活用に関するサウンディング型市場調査実施要領」
事前質問書
１ 法人名

所在地
（グループの場合）
構成法人名
担当者

氏名
所属企業・
部署名
E-mail

Tel

２ 質問内容

※提出期日 令和２年９月４日（金）正午
※送付先 E-mail アドレス ： nt-sosei@city.kasugai.lg.jp

様式２
「旧西藤山台小学校施設利活用に関するサウンディング型市場調査実施要領」
現地見学会申込シート
１ 法人名

所在地
（グループ
の場合）
構成法人名
担当者

氏名
所属企業・
部署名
E-mail

Tel

２ 参加希望日

現地見学会の参加日をチェック☑してください。
□第１回

令和２年９月 1 日（火）午前 10 時 00 分から正午

□第２回

令和２年９月２日（水）午前 10 時 00 分から正午

３ 現地見学会

参加予定者

名
参加人数

※参加人数は,
１グループにつき５名以内としてください。
所属法人名・部署・役職

参加予定者
氏名

※現地見学会への参加を希望しない場合は、本様式を御提出いただく必要はありません。
※提出期日 令和２年８月 31 日（月）正午
※送付先 E-mail アドレス ： nt-sosei@city.kasugai.lg.jp

様式３
「旧西藤山台小学校施設利活用に関するサウンディング型市場調査実施要領
エントリーシート
１ 法人名

所在地
（グループの場合）
構成法人名
サウンディング
担当者

氏名
所属企業・
部署名
E-mail
Tel

２ サウンディング調査の希望日（候補日）を記入し、時間帯をチェック☑してください。

３

月

日（ ）

□９時～正午

□13～16 時

□何時でもよい

月

日（ ）

□９時～正午

□13～16 時

□何時でもよい

月

日（ ）

□９時～正午

□13～1６時

□何時でもよい

サウンディング
参加予定者

名
参加人数

※参加人数は,
１グループにつき５名以内としてください。
所属法人名・部署・役職

参加予定者
氏名

※調査の実施期間は、令和２年 10 月５日（月）～10 月９日（金）午前９時～正午、午後１時～午
後４時とします。参加希望日及び時間帯を実施期間内で複数箇所記入してください。
※エントリーシート受領後、サウンディング担当者様と調査実施日時を個別に調整させていただ
きます。
（都合により希望に添えない場合もありますので、あらかじめ御了承ください。）
※対話に出席する人数は、１グループにつき５名以内としてください。
※提出期日 令和２年９月 15 日（火）正午
※送付先 E-mail アドレス ： nt-sosei@city.kasugai.lg.jp

