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西普天間住宅地区の利活用に関するサウンディング型市場調査 実施要綱 

 

令和 3年 10月 18日 

宜野湾市長 松川 正則 

 

１．サウンディング型市場調査について 

宜野湾市（以下、「本市」と言います。）では、西普天間住宅地区（以下、「本地区」と言います。）

の一部の土地について、本市の総合計画に位置付ける「跡地利用の先行モデル地区となる沖縄健

康医療拠点の形成」に向けて、計画的な土地利用に向けた検討を実施しています。 

今回実施するサウンディング型市場調査は、土地利用の方向性や公募条件等を検討する際の参

考とするために実施するものであり、西普天間住宅地区の土地利用に関する民間事業者のご提案

やご意見を広く募集します。 

□サウンディング型市場調査とは 

公有地等の活用検討の初期段階において、活用方法等について民間事業者との意見交換等を

通し、事前に事業に対する様々なアイディア（提案）や意見、土地の市場性や活用条件等をあ

らかじめ把握する調査手法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．西普天間住宅地区について 

 本地区は平成 27年 3月に返還された駐留軍用地（キャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区）跡地であ

り、平成 25年に発表された「統合計画※１」に基づき返還された最初の大規模返還地として、今後

の跡地利用の先行モデルケースとなる跡地利用を目指した取り組みを実施しています。 

 本地区では、平成 27 年 7 月に跡地利用計画を策定（平成 30 年 4 月変更）し、琉球大学医学部

及び同病院を中心とした「沖縄健康医療拠点※２」の形成、その周辺におけるゆとりある住環境の

整備、この他、地域の景観資源と調和した良好な街並みの形成やにぎわいの形成、健康まちづく

りの推進など、持続可能で地域価値を高めるまちづくりに取り組んでいます。また、これらの取

り組みの基盤として、平成 31 年 2 月より土地区画整理事業による都市基盤の整備も進めていま

す。 

 今回のサウンディング型市場調査は、本地区のうち、土地区画整理事業により創出される大規

模な保留地及び地権者と協力した土地利用を進めるエリアを対象に、本市及び本県の健康医療の

推進や本地区のにぎわい形成の拠点となる土地利用の推進に向けて、事業化検討段階から民間事

事業発案 事業化検討 事業者公募等 
事業者選定 

事業実施 

民間事業者との対話 

（サウンディング） 

▶市場性の有無や実現可能性の把握  

▶アイディアの収集  

▶行政だけでは気づきにくい課題の把握  

▶民間事業者の参入意欲の把握  

▶民間事業者が参入しやすい公募条件の把握 
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業者との対話により、実現可能性の把握や行政だけでは気づきにくいアイディア・課題の把握を

目的に実施します。 

 ※１統合計画…「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画（平成 25 年 4 月）」。沖縄本島

中南部の人口密集地に所在する嘉手納飛行場以南の米軍施設・区域のうち、約 1,048

ヘクタールを超える土地の返還に関する計画 

 ※２沖縄健康医療拠点…琉球大学医学部及び同病院の移転を中心に、高度医療や研究機能の拡充、

地域医療水準の向上、国際的な研究交流及び医療人材育成等を図る拠点 

 

３．対象用地の概要 

 本地区内の以下の３つのエリア。詳細は参考資料１をご参照ください。 

 なお、サウンディング型市場調査は基本的に３つのエリア全てを対象に対話を行います（３つ

のエリアそれぞれの役割分担や機能連携についてお伺いします。ただし、事業参画の意向は３つ

全てである必要はありません）。また、このエリア外でもご提案があれば、対話の対象とします。 

図 サウンディング型市場調査の対象エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

琉球大学医学部 
・琉大大学病院 

モデル街区（琉大前） 

大規模保留地 
モデル街区（県道沿道） 

コンベンション 
センター 

宜野湾市役所 

西普天間 
住宅地区 

普天間飛行場 

北中城 IC 

国土地理院地図を加工し作成 

それぞれのエリアの詳細は参考資料１_P4をご参照ください。なお、モデル街区とは一般の地権者の仮

換地が指定されており、その地権者と協力し、本地区のモデルとなる土地利用や街並み形成を図るエ

リアです。ただし、敷地の共同化などが決定しているものではありません。（参考資料１_P3・4参照） 
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４．本市が求める都市機能 

 対象用地それぞれで本市が求める都市機能は以下のとおりです。詳細は参考資料１をご参照く

ださい。なお、これらはあくまで現時点の本市の想定であり、サウンディング型市場調査による

対話、その他関係機関との調整等により、これらの内容について検討を進めます。 

モデル街区 

（県道沿道） 

「西普天間の玄関口となる交流・商業施設」 

・周辺住民をメインターゲットに、地域の生活利便性を高める商業施設。 

・向いのヒルズ通りと連携し、にぎわいと居心地のよさを提供する機能。 

・琉大医学部・病院との連携及び機能分担を図る施設。 

モデル街区 

（琉大前） 

「人が溜まり楽しむ魅力ある交流・商業施設」 

・健康医療に関する都市機能や眺望等の地域資源と連携しながら、人が

溜まり楽しむ、本地区全体の魅力を引き上げるような交流・商業機能。

または、小規模ながらも各店舗が連携し、にぎわいと居心地のよさを

提供する機能、地域住民の健康増進に寄与する機能。 

・琉大医学部・病院との連携及び機能分担を図る施設。 

大規模保留地 

「先進的健康増進施設」 

琉大医学部・病院と強く連携し、沖縄健康医療拠点として本市及び本県

の健康・医療の推進を支える都市機能。また、今後の健康・医療の推進

にあたり、モデルとなるような先進的な取り組みを提供する都市機能 

 ※上記はあくまで本市の考える一つのイメージであり、必ずしもこの考え方に沿った提案であ

る必要はありません。（この考え方以外でも提案は可能です） 

※モデル街区における、求める都市機能や民間事業者との関わり方については地権者と協議・

決定したものではありません（上記もあくまで本市の考える一つのイメージです）。ただし、

求める都市機能や民間事業者との関わり方については、本調査を参考に検討を進めます。 

 

５．スケジュール 

実施要綱の公表 令和 3年 10月 18日（月） 

民間事業者からの質問の受付期限 令和 3年 10月 29日（金） 

質問の回答 令和 3年 11月 9日（火） 

サウンディング参加申し込み期限 

（エントリーシートの提出期限） 
令和 3年 11月 19日（金） 

サウンディング実施日時及び場所の連絡 令和 3年 11月 26日（金） 

事前サウンディングシートの提出期限 令和 3年 11月 26日（金） 

サウンディングの実施 令和 3年 12月 6日（月）～14日（火） 

サウンディング結果概要の公表 令和 4年 1月上旬 
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６．サウンディングの対象者 

事業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。ただし、次のいずれかに該当す

る場合を除く。 

①地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する者 

②参加申込書提出時点で、宜野湾市指名競争入札参加者の指名等に関する規程（昭和 60 年訓

令第 9号）に基づく指名停止の措置を受けている者 

③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・再生手続き中の者 

④宜野湾市暴力団排除条例（平成 23 年宜野湾市条例第 14 号）第 2 条第 1 号に規定する暴力団

及び同条第 2号に規定する暴力団員、又は法人及び役員等がこれらの者と関係を有する者。 

⑤無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147号）第 5条及び

第 8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員が関与している団体。 

 

７．サウンディングの主な対話内容 

今回のサウンディング型市場調査では主に以下の内容の対話を実施します。対話内容の詳細は

「別紙３事前サウンディングシート」もご参照ください。 

モデル街区 大規模保留地 

事業参画の意思 

土地利用の方向性（【４．本市が求める都市機能】に記載する市の考えの実現

性含む） ※市が考える方向性が困難な場合、その他の活用提案 

地域住民や市民・県民の健康増進につながる取り組み 

土地利用にあたり行政に期待する支援や配慮してほしいこと 

スケジュール（民間事業者の希望） 

本事業に与える新型コロナウイルス感染症の影響 

その他懸念される事項 

事業参画にあたり必要となる敷地規模 希望する敷地の条件（造成方法） 

希望する参画手法（土地賃貸借・建物賃貸

借等） 

都市計画の条件（参考資料１_P15記載）に

対するご意見 

整備イメージ（参考資料１_P3記載）や都市

計画の条件（参考資料１_P15記載）の実現

に向けたご意見 

販売方法に関する希望 

 

８．質問の受付・回答  

（１）質問の受付 

ご質問がある場合は、別紙１「質問書」に必要事項を記入し、件名を【サウンディング調査質

問書送付】として、「12.対話のお申込み・お問い合わせ先」に記載の E メール宛てにご提出くだ

さい。 

 ※質問書受付期間 令和 3年 10月 29日（金） 
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（２）回答 

質問に対する回答は、令和 3年 11月 9日（火）までに本市ホームページにて公表（質問者は非

公表）します。なお、本件に関係がないと思われる質問など、質問内容によってはお答えできな

い場合がありますので、ご了承ください。 

 

９．サウンディングの手続き 

（１）サウンディングの参加申込み  

サウンディングの参加を希望する場合は、別紙２「エントリーシート」に必要事項を記入し、

件名を【サウンディング調査参加申込】として、「12．対話のお申込み・お問合せ先」に記載のＥ

メール宛てにご提出下さい。 

※申込受付期間 令和 3年 11月 19日（金） 

 

（２）事前サウンディングシート・提案書等の提出  

①事前サウンディングシートの提出  

別紙３「事前サウンディングシート」に必要事項を記入し、件名を【事前サウンディングシ

ートの提出】として、「12.対話のお申込み・お問合せ先」に記載のＥメール宛てにご提出下さ

い。 

※申込受付期間 令和 3年 11月 26日（金） 

②提案書等の提出  

サウンディングの実施に際して、特に提案資料の提出は求めませんが、説明のために必要な

場合には、事前サウンディングシートとあわせてご提出ください。 

 

（３）サウンディングの日時及び場所の連絡  

令和 3 年 11 月 26 日（金）までに、サウンディングへ参加申込のあったグループの担当者あて

に、実施日時及び場所をＥメールにて連絡します。なお、希望に添えない場合もありますので、

予めご了承下さい。 

 

（４）サウンディングの実施  

①実施期間：令和 3年 12月 6日（月）～12月 14日（火） 

      ※1グループ 30～60分程度を目安に対話を実施します。 

 ②方  法：対面での対話または WEB会議での対話 

       ※対面の場合、宜野湾市役所にて行います。新型コロナウイルス感染症の拡大防

止の観点から、ご参加は 3名まででお願いいたします。 

※WEB 会議の場合、別途参加方法等をご連絡いたします。なお、WEB 会議は

Microsoft Teamsを活用する予定です。 

③その他： 

 ・サウンディングは参加事業者のアイディア及びノウハウの保護のため個別に行います。 

 ・対面方式で実施する場合、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、手洗いなど感

染防止対策にご協力いただき、発熱や風邪のような症状がある方は参加を控えていただき
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ますようお願い致します。また、今後の状況の変化によっては、実施方法の変更等を行う

場合がありますので、予めご了承下さい。 

 

（５）追加対話への協力 

サウンディング実施後に事業内容を検討するにあたり、必要に応じて追加対話（文書照会を含

む）を行うことがありますので、その際にはご協力をお願いします。 

 

（６）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、本市ホームページにて結果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が、業種については公表させていただきます。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。 

 

10．留意事項 

（１）参加事業者の取扱い  

・このサウンディング型市場調査は、実現可能な事業内容、事業手法、その他懸念事項等を把握・

検討するための調査であり、事業内容や事業者を決定するものではありません。そのため、そ

の後の事業者公募の内容が、サウンディングで提案された内容が強く反映されたものであって

も、当該提案を行った事業者が選定されるとは限りません。 

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

・双方の発言は、あくまでもサウンディング時点での想定のものとし、何らの約束をするもので

はありません。  

（２）費用負担  

・サウンディングへの参加に要する費用（書類作成、対話への参加費用等）は、参加事業者の負

担としますので予めご了承下さい。  

（３）地権者への対話内容の公表 

・モデル街区に関する対話の内容は、モデル街区における地権者と協力した検討を進めるために、

事業者名及び対話内容をモデル街区の地権者に対して公表する予定です。なお、事業者名の周

知や対話の内容の公表の可否、その程度については、対話の際にお伺いします（事業者名や対

話内容の地権者への公表を望まない場合または一部の情報の公表を望まない場合は対話の際に、

お知らせください）。 

 ※モデル街区の地権者とは、仮換地指定後、個別ヒアリングやタウンミーティング（ワークシ

ョップ）を実施し、モデル街区における土地利用の方向性等の検討を行っております。今回

のサウンディング型市場調査の結果もその検討の参考にさせていただきます。ただし、P3に

記載のとおり、民間事業者との関わり方について決定しているものではありません。 

 

11．開示資料 

以下の資料を開示資料として公表します。 

①実施要綱（本紙） 

②別紙１：質問書 
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③別紙２：エントリーシート  

④別紙３：事前サウンディングシート  

⑤参考資料１：西普天間住宅地区の利活用に関するサウンディング型市場調査参考資料（対象

土地の概要） ※必ずご確認ください。 

  

12．対話のお申込み・お問合せ先 

玉野総合コンサルタント株式会社沖縄支店（本調査に関する業務委託先） 

TEL ：098-852-1960 

MAIL：ts-nishifutenma2101@tamano.co.jp 

担当：前田・小野 

 

 


