
旧富山紡績工場跡地利活用に関するサウンディング型市場調査実施要領 

 

令和５年１月１０日 

南砺市総合政策部政策推進課 

 

１．調査目的と背景 

南砺市（以下、「本市」という。）は、平成１６年に町村合併により誕生して以降、合併前の旧

４町の役場を利用した分庁舎方式で業務を行ってきましたが、令和２年７月に、市役所機能を１

つの庁舎に統合して業務をスタートしました。この庁舎統合に係る議論をきっかけに行われた、

市民主体の「まちづくり検討会議」からの提言を基に、地域主体のにぎわいづくりの具体的な取

組についての検討が進められています。  

福野地域では、３つのグループ（拠点づくり、空き家等活用、人づくり）で検討が進められて

おり、そのうちの「拠点づくり」グループでは、福野産業文化会館と福野中部交流センター機能

を中心とした複合交流施設を含む、旧富山紡績工場跡地全体を民間活力導入によって地域活動拠

点として活用することを、研修会・ワークショップ等を通して検討し、「ＯＲＡＣＣＨＡ構想」

（以下、「構想」という。）として取りまとめられました。 

民間活力を有効活用し、この「ＯＲＡＣＣＨＡ構想」の実現可能性を高めるための意見や提案

等を広く聴取する目的でサウンディング型の市場調査を実施いたします。 

 

２．対象用地の概要 

所在地 南砺市福野地内 

敷地面積 約１６，５５０㎡ 

土地の権利 南砺市 

都市計画等による制限 ○都市計画：区域内 ○区域区分：非線引区域 ○用途地域：工業地域 

○建ぺい率：６０% 容積率：２００% ○防火・準防火地域：非該当 

 

３．構想の概要 

「ＯＲＡＣＣＨＡ構想」については別添参照 

 

構想に掲げられている機能（※面積はあくまで目安） 

【広場・駐車場】（およそ１３，５００㎡） 

屋外広場 １０，０００㎡ ウォーキング、ランニング、ヨガ教室等の様々な運動や、様々な

ジャンルの年中イベントができる芝生広場（一部屋根付き広場） 

駐車場 ３，５００㎡ ２５０台 

 

【複合施設】（建床面積およそ１，３００㎡） 

屋内広場 １７０㎡ いつでも誰でも立ち寄れる観光・地域トレンド・イベント等の情

報フロア、幼児向け木育遊具、児童学習・子育て交流スペース 



市民センター １９０㎡ 行政窓口 

交流センター ６０㎡ 福野中部まちづくり協議会の活動拠点（クラブ活動、いきいきサ

ロン、健康教室、三世代交流イベント等） 

貸スペース １４０㎡ 誰でも活用できる多目的スペース（会議、シェアキッチン） 

貸テナント ３７０㎡ 金融機関…銀行窓口、起業・経営相談、コワーキングスペース等 

カフェ・食堂…  

（昼）栄養バランスを考えた日替わりヘルシーランチ等 

（夜）地元のこだわり食材を使った健康ソウルフード等  

売店…特産品、駄菓子屋、障がい者の就労支援に寄与する売店事

業等  

コインランドリー等 

貸オフィス ２７０㎡ 地域を基盤とする各種団体（５団体程度） 

 

【集合住宅】（およそ１，４００㎡） 

民間住宅 １，４００㎡ 市産木材を使用した高断熱で安心な住まいの提供 

 

４．スケジュール 

サウンディングのスケジュール 

市場調査実施要領の公表 令和５年１月１０日（火） 

サウンディング参加申込受付期限 令和５年１月１６日（月） 

提案書の提出期限 令和５年２月１０日（金） 

サウンディング（対話）の実施 令和５年２月中旬 

実施結果概要の公表（市ホームページを予定） 令和５年２月下旬 

 

５．サウンディングの内容 

ア 地域貢献や地域連携の可能性  

イ 建築施設計画  

ウ 屋外空間・その他施設計画  

エ 全体事業費  

オ イメージ図  

カ 事業化手法 

 

６．サウンディングの手続き 

（１）サウンディングの参加申込 

サウンディングの参加を希望する場合は、別紙１「エントリーシート」に必要事項を記入し、

電子メールにて info@renovaring.com まで申し込みください。なお、件名は【サウンディング参

加申込】としてください。エントリーが受理された法人又は法人グループの担当者あてに、電子

メールにて受理完了のご連絡をいたします。 
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①申込受付期限 令和５年１月１６日（月） 17 時まで 

②申込先    info@renovaring.com 

（２） サウンディング提案書のご提出 

別紙１「ORACCHA 構想」を確認の上、上記５に指定する項目について提案書としてまとめ、電

子メールにて info@renovaring.com までご提出をお願いします。なお、件名は【提案書提出】と

してください。 

①提出期限   令和５年２月１０日（金） 17 時まで 

②提出先    info@renovaring.com 

 

（３）サウンディング（対話）の日時及び場所の連絡 

    提案書をご提出いただいた方々の中で、場合によっては対話型でサウンディング 調査を実施

させていただく場合がございます。提案書をご提出いただいた後に、該当される方々には「エン

トリーシート」でご提示いただいた候補日をもとに、実施日時を電子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。 

 

（４）サウンディング（対話）の実施 

①実施時期 令和５年２月中旬 

②所要時間 １〜２時間程度 

③場所 オンライン 

④その他 

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

 

（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、提案書の内容をベースとした概要を２月下旬頃に公表す

る予定としています。参加事業者の名称は公表しないほか、公表にあたっては、参加事業者のノ

ウハウ等に配慮し、事前に内容の確認を依頼します。 

 

７．留意事項 

（１）参加事業者の取り扱い 

サウンディングへの参加実績は、今後実施が想定される事業者公募等における評価の対象とは

なりません。 

（２）費用負担 

    サウンディングへの参加に要する費用は、参加事業者の負担といたします。 

（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（文書照会含む）やアンケート等を実施

することがあります。その際にはご協力をお願いいたします。 

（４）参加資格 

    この調査の参加を希望する者で次の事項に該当する場合は、この調査の参加を不可とします。 
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①地方自治法精査工第１６７条の４に規定する者 

②南砺市建設工事等指名停止要領第２条、第３条に規定する期間中の者 

③国税、地方税等を滞納している者 

④南砺市暴力団排除条例（平成２４年南砺市条例第１号）第２条第３号に規定する暴力団員等又は 

同条例第６条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当しない者 

   ⑤会社更生法、民事再生法等により再生又は再生手続きを行っている者又は銀行取引停止、主要

取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状態が不健全と判断される者 

   ⑥宗教活動又は政治活動を主たる目的としている者 

 

８．別紙・参考資料 

別紙１「旧富山紡績工場跡地利活用ＯＲＡＣＣＨＡプロジェクト基本構想」（令和 3年 12 月） 

別紙２「エントリーシート」 

 

９．問い合わせ先 

物件、構想についての問い合わせ： 

〒９３９－１６９２ 富山県南砺市荒木１５５０番地 

南砺市総合政策部政策推進課まちづくり推進係 

電話 ：０７６３－２３－２０５２ 

ＦＡＸ：０７６３－５２－６３３８ 

 

調査運営についての問い合わせ 

〒１７１−００２１ 東京都豊島区西池袋 5 丁目 13-18 コーポ紫雲 402 号 

福野地域 ORACCHA 構想特定業務共同企業体 

電話：０３−５９０４−９６０３ 

メール：info@renovaring.com 
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旧富山紡績跡地 ～ 広域図 ～ 

 

福野小学校 

福野市民センター 

福野中学校 

福野高学校 

福野駅 

福野産業文化会館 

福野中部交流センター 

対象用地 



旧富山紡績跡地 ～ 拡大図 ～ 

 

旧富山紡績工場跡地 



 

 

 

エントリーシート 

【旧富山紡績工場跡地サウンディング型市場調査】 

１ 
法人名  

法人所在地  

グル—プの場合 

の構成法人名 
 

対話の担当者 

氏名  
所属法人名 

部署 
 

E-mail  

Tel  

２ 場合によって対話型のサウンディングを追加で実施予定ですのでご協力をお願いいたします。 

その場合のご希望日・時間帯にチェックしてください。（第 3 希望まで）               

２月 1４日（○） □ 午前  □ 午後  □ どちらでもよい  

２月１７日（○） □ 午前  □ 午後  □ どちらでもよい  

２月２０日（○） □ 午前  □ 午後  □ どちらでもよい  

３ 
対話参加予定者氏名 所属法人名・部署・役職 

  

  

  

※対話型サウンディング を実施する場合には、提案書ご提出の後、調整の上、実施日時及び場所

をＥメールにてご連絡します。（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３名以内としてください。 

 

希望順位 

1・2・3 



旧富山紡績工場跡地 

サウンディング型市場調査 提案書 

 

提出日 令和   年   月   日 

 

（宛先）南砺市長 

（提案者） 

住所又は所在地 

（〒   －    ） 

商号又は名称 
 

代表者の職・氏名 ○印  

 

 下記のとおり、旧富山紡績工場跡地利活用に関するサウンディング型市場調査に係

る提案を行います。 

 

記 

 

１ 提案の対象 

資産名称 旧富山紡績工場跡地 

所在地 南砺市二日町字中島 1331-1 ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

※南砺市記入欄 

受付番号  



旧富山紡績工場跡地 

受付日 令和   年   月   日 

２ 地域貢献や地域連携の可能性（別紙可） 

 

 

３ 建築施設計画（別紙可） 

 

 

４ 屋外空間・その他施設計画 

 

 

５ 全体事業費（別紙可） 

 

 

６ イメージ図（別紙可） 

 



旧富山紡績工場跡地 

 

７ 事業化手法（別紙可） 

 

 

８ その他（別紙可） 

 

 

 

 

 

 

 

９ 本提案に係る担当者・連絡先 

担当者氏名  

部署等  

住所又は所在地 

（〒   －    ） 

電話番号  

ＦＡＸ番号  

E-mail  

 


