
お問い合わせ

〒708-8501 津山市山北520

津山市総務部財産活用課ＦＭ推進係

電話：0868-32-2122

E-mail zaisan@city.tsuyama.lg.jp

阿波地域の公共施設を実際に使って、試してみませんか？

～トライアル・サウンディングの実施について～

津山市では本年度、阿波地域の公共施設について効果的な利活用を図るため、民間事業者

等の皆様から、市場性の有無やアイデア、事業参入の可能性など対話によるサウンディング

型市場調査を実施したところです。

今回、阿波地域への民間活力導入に向けて、収益性や市場性等をより詳細に把握し、さら

に具体的な事業の検証を行うため、「トライアル・サウンディング」を実施します。

【トライアル・サウンディング】ってなに？

民間事業者に検証対象となる公共施設を暫定的に使用してもらい、民間事業者の提案事業

を試験的に実施する機会を提供するものです。

事業化の検討に向けて立地条件、施設の使い勝手、必要な設備や収益性などの市場ニーズ

を確認できること、そして民間活力による効果を地域住民に実感してもらうことも可能とな

ります。

トライアル・サウンディングの概要

（１）実施期間 令和元年11月28日（木）～令和３年3月31日（水）

（２）対象施設 阿波こぶしアリーナ・阿波児童館 ・阿波農産物加工施設

（３）対象者 民間事業者等（民間企業、ＮＰＯ法人、個人事業主、各種団体）

（４）提案内容の要件

・民間活力の導入により、収益性のあるビジネスモデルにつながるものとします。

・地域住民や施設利用者の安全性に配慮し、利便性、サービスの向上が見込まれる内容と

します。

・特に効果の現れた事業においては、来年度以降実施の「津山市公共施設等の利活用に

関する民間提案制度」へ移行し、詳細検討を行うことができます。

トライアル・サウンディングの流れ

（１）事前相談・現地調査の実施 提案書類作成のため事前相談を受け付けます。

（２）試験事業の申請 提案書類を事務局へ提出してください。

（３）試験事業の実施 提案の審査後、暫定利用者を決定します。事前協議後、試験事業を

実施します。暫定利用の実施期間は最短１カ月～令和３年３月３１日。

（４）試験事業の報告 試験事業終了後、実績報告書を提出してください。内容をもとに

ヒアリングを行います。
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１.トライアル・サウンディングの目的

今年度、本市では、阿波地域の公共施設について効果的な利活用を図るため、民間事業

者等の皆様から、市場性の有無やアイデア、事業参入の可能性など対話によるサウンディ

ング型市場調査を実施したところです。

今回、阿波地域への民間活力導入に向けて、収益性や市場性等をより詳細に把握し、さ

らに具体的な事業の検証を行うため、「トライアル・サウンディング」を実施します。

なお、トライアル・サウンディングとは、民間事業者に検証対象となる公共施設を暫定

的に使用してもらい、民間事業者の提案事業を試験的に実施する機会を提供するものです。

２.実施方針

（１）実施方針

（ア）阿波地域の公共施設を利活用した事業実施に向け、潜在的な需要や市場性を把握

するため、試験的な事業（以下、「試験事業」という。）を行うこととします。

（イ）暫定使用期間中における一時的な営利のみを目的とせず、阿波地域における民間

活力の導入（公民連携事業）に繋がる試験事業の提案を求めることとします。

（２）対象施設

①阿波こぶしアリーナ

②阿波児童館

③阿波農産物加工施設

※詳細は別紙「対象施設の概要」をご参照ください。

３.期待される効果

本事業により、次のような効果が期待できると考えています。

・早い段階で市場性を確認できて、幅広い検討や早期の課題発見が可能になります。

・公共施設を利活用した地域ならではの事業参入の誘発につながります。

・民間事業者からの提案による、公有資産の魅力・アピール力の向上につながります。

・民間事業者の事業内容と地元地域の相性などを確認することができます。

・民間活力による効果を、地域住民等に実感してもらうことができるとともに、今後の

公民連携事業を盛り上げる機運となります。
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４.民間事業者のメリット

・事前に本市の意向や、公共施設の使用における留意事項や課題などの情報を把握でき、

今後の阿波地域における公民連携事業への参加の判断材料が得られます。

・民間事業者による提案が本市や阿波地域においての需要やコンセプトにマッチングし

ているか確認することができます。

・立地、使い勝手、必要な設備、投資額の感触をつかむことができます。

・本格運営ではなく短期間での実施により、リスク負担が少なく参入できます。

・収益性など、市場ニーズを確認することができます。

５.トライアル・サウンディングの流れ

1 事前相談・現地調査 申請に係る資料作成のため、事前相談を受け付けます。

事前相談申込書及び現地調査申込書により随時実施します。

2 試験事業の申請 公共施設等を活用し、暫定的に試験事業を行いたい民間事業

者等は、実施したい内容について、提案書類を作成し、当該

書類を本市に提出することにより申請します。

提案時には、９.提案申請方法（1）書類提出に示す（ア）～

（オ）の書類を提出してください。

3 提案審査及び

暫定利用者の決定

提案内容を市で審査することとし、必要に応じてヒアリング

を行います。また、当該審査によって試験事業を実施する事

業者（以下、「暫定利用者」という）を決定します。

4 事前協議 審査の結果、暫定利用者となった者は、財産活用課と施設所

管課との間で、試験事業の実地に必要な条件等を確認するた

めの事前協議を行います。

5 試験事業の実施 暫定利用者は提案の内容及び事前協議による取り決めに基

づき、試験事業を実施します。（試験事業の公共性・公益性

を鑑み、使用料は減免とします。）施設所管課に行政財産使

用許可申請書及び減免に関する申請書を提出し、許可を得て

ください。

実施期間は最短１ヶ月～令和３年３月３１日までとします。

6 試験事業の報告 暫定利用者は試験事業終了後に市に対してすみやかに実績

報告書を提出してください。

加えて、実績報告書の内容をもとにヒアリングを行います。
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６.スケジュール

７.提案の要件等

（１）提案内容の条件

試験事業の提案内容は、以下の事項を遵守するものとします。

（ア）阿波地域における民間活力の導入により、収益性のあるビジネスモデルにつなが

るものとします。

（イ）実現可能な事業内容とします。

（ウ）地域住民や施設利用者等の安全に配慮するとともに、利便性、サービスの向上が

見込まれる内容とします。

（エ）他の利用者の施設利用を妨げないこととし、業務に支障をきたさないこととしま

す。

（オ）試験事業の実施に当たって、市の財政負担を前提としないこととします。

（カ）試験事業の検証において、必要と認められる場合は、実施期間の延長について、

協議を行うものとします。また、特に効果の現れた事業においては、来年度以降実

施の「津山市公共施設等の利活用に関する民間提案制度」へ移行し、詳細な検討を

行うことができます。

（２）提案の対象外となるもの

次に掲げるものは提案の対象外とします。

（ア）政治的または宗教的活動に関する事業。

（イ）青少年等に有害な影響を与える物販、サービス等を提供する行為。

内 容 日 程

実施要項の策定・公表 令和元年１１月28日（木）

提案書類作成のための事前相談 令和元年１１月2８日（木）

～令和３年1月２２日（金）

提案書類の提出期限 令和３年１月２９日（金）最終受付としま

す。

暫定利用者の決定 随時提案の審査を行い決定します。

試験事業に向けた事前協議 暫定利用者が決まり次第行います。

試験事業の実施 提案の内容及び事前協議で定めた期間と

します。

実績報告書の提出・ヒアリングの実施 試験事業終了後、速やかに提出してくださ

い。
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（ウ）騒音や異臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為。

（エ）「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5号に規定する指定暴力団等の活動に関連するもの。

（オ）公序良俗に反し、または反社会的な破壊の恐れがある活動。

（カ）その他、市が本事業との関連性が低いと判断する行為。

（３）提案者の参加要件

（ア）トライアル・サウンディングにより試験事業の提案を行う者は、（以下、「提案者」

という）提案内容の実施ができる能力（資格）を有する民間企業、ＮＰＯ法人等の

法人、個人事業主、各種団体等とします。

（イ）提案者は単独またはグループ（複数の企業・団体等の共同体をいいます。）とし、

グループで応募する場合は、参加表明時に提案者の構成員を全て明らかにし、各々

の役割分担を明確にすることとします。

（ウ）提案者は、津山市や公共施設の管理者等との協議や調整ができる者であることと

し、併せて事業化に向けて提案内容に変更等が生じても柔軟に対応ができる者であ

ることとします。

（４）提案者の制限

提案の受付期間の最終日において、次の要件のいずれかに該当する者は、提案者及び

提案者の構成員になることができません。

（ア）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者。

（イ）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをしている者、または民事再生法に

基づき再生手続開始の申立てをしている者。

（ウ）津山市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団，同条第２号に規定する

暴力団員及び同上第３号に規定する暴力団員等（以下、「暴力団員等」という。）

のほか、また暴力団員等と社会的に非難されるべき関係性を有する者。

（エ）津山市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置

（指名保留を含む。）を受けている者。

（オ）法人税、消費税若しくは地方消費税又は市税を滞納している者。

（カ）宗教活動又は政治活動を主たる目的としている者。

（キ）法令等の規定により許認可等が必要とされる場合において、許認可等の条件とな

る免許を有していない者

８.留意事項

（１）費用負担

応募に関するすべての書類の作成及び提出に係る費用は、提案者の負担とします。
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（２）提出書類の取り扱い・特許権等

（ア）著作権の取り扱い

提出書類の著作権は、提案者に帰属しますが、提出書類は返却しません。

（イ）無断使用の禁止

提案者の提出書類については、提案審査以外で提案者に無断で使用しません。ま

た、第三者に情報を漏らしません。

（ウ）特許権等による責任負担

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法に基づ

いて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法維

持管理方法等を使用した結果生じた責任は、提案を行った提案者が負うものとしま

す。

（３）法令等の遵守

提案にあたっては、事前に提案者の責任において関係法令等を確認し、事業実

施時における法令適合のリスクは暫定利用者に帰属することとします。

（４）その他

提案の実施にあたっては、当該施設の現運営事業者及び市所管課と十分協議のうえ

行うこととします。

９.提案申請方法

（１）書類提出

提案者は、次の書類を事務局へ提出するものとします。なお、行政財産使用許可・

使用料の減免に必要となる申請書類については、別途施設所管課に提出してください。

（ア）事業計画書（任意様式）

以下の事項の記載が必須です。

提案者・事業内容・施設の利用範囲・スケジュール・収支計画

※期間は、最短1ヶ月～令和３年３月３１日までとします。

※各種イベントが重なった場合や各施設の予約状況によっては、日時の変更をお

願いする場合があります。

（イ）津山市暴力団排除条例に係る誓約書

（ウ）納税証明書

（エ）誓約書

（オ）提案者等に関する基本事項

（２）事前相談等

（ア）事前相談
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・提出書類作成のために、事前相談を受け付けます。

・事前相談を希望する場合は、事前相談申込書を事務局へ提出し、日程調整を行っ

たうえで実施することとします。

（イ）現地調査

・提出書類作成のために現地（施設）調査を希望する場合は、現地調査申込書を

事務局へ提出し、日程調整を行ったうえで実施することとします。

・現地調査にあたっては、施設管理者及び利用者への迷惑を及ぼさないこと、施

設運営者に支障のない範囲で行うこととします。

１０.事業実施にあたって

（１）責任及びリスク分担の考え方

トライアル・サウンディングにおける責任及びリスク分担の考え方は、暫定利

用者が実施する事業については、暫定利用者が責任を持って遂行してください。

当該事業に伴い発生するリスクについては、原則として暫定利用者が負うもの

とします。

（２）許可証の取り扱い

使用許可書が交付された暫定利用者は、許可書に記載された条件のとおり公共

施設を使用し、申請した利用内容に応じた事業を実施することができます。なお、

使用期間中は、事業に必要となる使用許可書を携行するようにしてください。

（３）事業中止となる場合

申請した利用内容に反するなど、トライアル・サウンディングの目的から逸脱

し、市から警告等が発せられても改善が見られない場合は、暫定利用を中止する

ことがあります。

１１.申込先・連絡先

・事務局

〒708-8501 岡山県津山市山北520番地

津山市総務部財産活用課 ＦＭ推進係

担当者：久常

TEL：0868-32-2122 FAX：0868-32-2039

Eメール：zaisan@city.tsuyama.lg.jp



物件名称 物件番号 1

住　　所

敷地面積

接道状況

都市計画区域 区域外 用途地域 ―

建ぺい率 ― 容積率 ―

その他制限

車利用

公共交通機関利用

建築年度 耐 震 性 有

延床面積 駐 車 場 15台

階　　数 構　　造 鉄骨造

主な諸室

平成27～29年度
利用状況

種類 状況 種類 状況

電気 高圧 ガス LPG

給水 水道直結 排水 集落排水

電話 NTT インターネット CATV

対象物件の概要

阿波こぶしアリーナ

１　敷地に関する情報

津山市阿波1785-2

3501.73㎡

南側に市道あり

土砂災害防止法　警戒区域

中国自動車道（津山ＩＣ）から車で約35分

ＪＲ因美線美作河井駅から市営阿波バス乗車「阿波出張所前」停留所約5分

２　施設に関する情報

法令等に
基づく制限

交通機関

築28年（1991年建築）

1593.72㎡

地上2階建て

１階　アリーナ、ステージ、ミーティングルーム、事務室、指導員室
２階　放送室、指導員室

改修以前の為、こぶしアリーナとしての利用状況はありません

提案例
・合宿を招致し、スポーツを中心とした地域発展を目指す。
・施設整備を行い、スポーツイベント等を通じて地域交流を行う。

提案に対する
条件

３　その他の情報

供給施設の
状況

施設の特徴

阿波出張所の北側にあるスポーツ練習施設です。平成29年度に小学校の体育館
を改修して現在の施設となりました。アリーナの広さはバスケットボールコー
ト2面分程の広さがあります。施設設備はバスケットボール，バレーボール，
バドミントン，卓球等の設備器具が備えられています。2階ギャラリーへのエ
レベーターはありませんが、障がい者対応トイレ、車いす対応スロープ等のバ
リアフリー設備も整備されています



内観　ミーティングルーム　広さは約100㎡でアリーナ南側に位置しています

外観　阿波出張所の北側に位置するスポーツ施設です

対象施設の写真

内観 アリーナ　バスケットボールコート2面分程の広さがあります



対象施設の図面

１階平面図

2階平面図



物件名称 物件番号 2

住　　所

敷地面積

接道状況

都市計画区域 区域外 用途地域 ―

建ぺい率 ― 容積率 ―

その他制限

車利用

公共交通機関利用

建築年度 耐 震 性 有

延床面積 駐 車 場 無

階　　数 構　　造 木造

主な諸室

開館時間・休館日

種類 状況 種類 状況

電気 低圧 ガス LPG

給水 水道直結 排水 集落排水

電話 NTT インターネット CATV

提案例
・施設の整備を行い、子供の教育や地域振興のためのイベントを開催する。
・施設の大幅な改修を行い、建物のデザイン性を活かした企業活動を行う。

提案に対する
条件

３　その他の情報

供給施設の
状況

施設の特徴

　阿波農産物加工施設の北側にある児童館です。屋内ではけん玉，オセロ，と
び箱等で、屋外ではボール遊び，砂場等で遊ぶことができます。図書室では児
童書の貸出しも行っています。利用するのは子供だけではなく、保護者が保育
士資格や教員免許を持った職員に子育て相談をするためにも利用しています。

築24年（1995年建築）

197.64㎡

地上1階建て

１階　遊戯室、図書室、集会室、事務室、休憩室

開館時間：月、水、木、金曜日　13：00～17：00まで
休 館 日：・火、土、日曜日(行事開催時は、臨時開館することがあります。)
　　　　　・祝日及び年末年始（12月29日～1月4日まで）

南側に市道あり

土砂災害防止法　警戒区域

中国自動車道（津山ＩＣ）から車で約35分

ＪＲ因美線美作河井駅から市営阿波バス乗車「阿波出張所前」停留所約5分

２　施設に関する情報

法令等に
基づく制限

交通機関

対象物件の概要

阿波児童館

１　敷地に関する情報

津山市阿波1782-1

871.96㎡



内観 図書室　遊戯室に直接通じています。 内観 集会室　屋外に直接通じています。

対象施設の写真

外観 木を基調としており建物全体のデザイン性が高いです。

内観 遊戯室　ウッドデッキを介して屋外と繋がっています。 内観 遊戯室　天井が高く開放感があります。



対象施設の図面



物件名称 物件番号 3

住　　所

敷地面積

接道状況

都市計画区域 区域外 用途地域 ―

建ぺい率 ― 容積率 ―

その他制限

車利用

公共交通機関利用

建築年度 耐 震 性 有

延床面積 駐 車 場 10台

階　　数 構　　造 鉄筋コンクリート造

主な諸室

平成27～29年度
利用状況

種類 状況 種類 状況

電気 高圧 ガス LPG

給水 水道直結 排水 集落排水

電話 NTT インターネット CATV

提案例 ・製品加工の効率を向上させ、地域商品のブランド化を目指す

提案に対する
条件

「令和2年3月31日」までの管理運営は委託業者である「一般財団法人あばグ
リーン公社」が行います。

３　その他の情報

供給施設の
状況

施設の特徴

阿波出張所の南側に位置する施設です。平成28年度に小学校の特別教棟を改修
して現在の施設になりました。この施設では農産物，農産加工品の生産等を
行っています。その他にも、阿波地域の昔ながらの食・暮らしを「あば村ブラ
ンド」として消費者に届けようと、パッケージデザインの統一や認定マークの
作成などに取り組んでいます。現在、2階が使用されておらず、他用途への転
用が期待されています

築27年（1992年建築）

686.01㎡

地上2階建て

１階　加工室×3室、倉庫×3室、事務室
２階　多目的室、会議室、書庫、控室、倉庫×3室

平成27年度　改修以前の為、農産加工施設としての利用状況無し
平成28年度　441回
平成29年度　475回

西側に県道あり　北側に市道あり

土砂災害防止法　警戒区域

中国自動車道（津山ＩＣ）から車で約35分

ＪＲ因美線美作河井駅から市営阿波バス乗車「阿波出張所前」停留所約5分

２　施設に関する情報

法令等に
基づく制限

交通機関

対象物件の概要

阿波農産物加工施設

１　敷地に関する情報

津山市阿波1212

2800.00㎡



現在使用されていない2階部分です

平成28年に改修を行ったため、設備は新しいものが多いです

内観

対象施設の写真

外観 阿波小学校の特別教棟を改修して現在の施設となりました

内観



対象施設の図面


