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「盛岡市立けやき荘（軽費老人ホームＡ型）」の民間譲渡検討のため， 

企業等の皆さまとのサウンディング型市場調査（個別対話）を実施します。 

（盛岡市立けやき荘の活用方法の検討に向けたサウンディング型市場調査実施要領） 

 

１ 調査の目的 

老人福祉法に基づく軽費老人ホームは，民間事業者によるサービス提供が進められている分野

であることから，盛岡市立けやき荘について，入所者を引き続き受け入れていただくことを条件

とした民間譲渡を検討しております。 

けやき荘の敷地は市街化調整区域にあり一定の制約があること及び同敷地内に立地する盛岡市

立太田老人福祉センターが令和５年３月末に移転することから，移転後における敷地全体の効果

的な活用を考慮し，老朽化しているけやき荘の建て替えも含めた民間譲渡の可能性とそのための

条件について検討するため，次のとおりサウンディング型市場調査を実施します。 

※本調査により譲渡する事業者を選定するものではありません。 

 

２ 対象用地・施設の概要 

(1) 対象用地・施設の概要 

名称 盛岡市立けやき荘（軽費老人ホームＡ型） 

土地 

所在地（地番） 盛岡市上太田細工４ 

地 目 宅地 

面 積 7,996.02 ㎡ 

建物 

（けやき荘） 

構 造 鉄筋コンクリート造亜鉛引鋼板２階建 

建築年度 昭和 49年度 

延床面積 1,605.97 ㎡ 

建物 

（ボイラー室） 

構 造 鉄筋コンクリート造１階建 

建築年度 昭和 49年度 

延床面積 81.00 ㎡ 

建物 

（蔵①） 

構 造 土蔵造２階建 

建築年度 不詳（けやき荘建築時以前の建築物） 

延床面積 33.04 ㎡ 

建物 

（蔵②） 

構 造 土蔵造２階建 

建築年度 不詳（けやき荘建築時以前の建築物） 

延床面積 138.84 ㎡ 

その他 

ア 設備：電気，LPガス，下水道設備あり。井戸水。 

イ 建物の耐震診断は，平成 24 年度に実施済み。耐震性は確保され

ています（詳細は，別紙「耐震性能判定表」を参照ください）。 

ウ アスベスト含有調査は，未実施。 

エ 敷地東側は市道，ゲートボール場（市所有）に面し，周囲は田畑

（一部民家）に接しています。 

オ 同敷地内に盛岡市指定天然記念物「宰郷のケヤキ」の木（推定樹
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齢約 700 年，高さ 30ｍ，周囲約 3.8ｍ，盛岡市所有）があります。原

則，伐採はできません。 

都市計画等による

制限 

市街化調整区域，田園・丘陵景観地域（景観形成地域） 

※市街化調整区域のため，既存の事業以外は原則行うことができませ

ん。サウンディングにおいて既存事業以外の新規事業展開（事業を

拡大）の要望等があった場合は，個別に検証を行います。 

※既存建築物の基準延床面積の 1.5 倍以内であれば，同一敷地・同一

用途の場合は都市計画法の許可を受けることなく可能です。 

※詳しい内容については別紙「けやき荘の土地（上太田細工４：市街

化調整区域）に係る制限等」も参照のうえ，詳細及び不明な点は長

寿社会課（019-603-8003）あて御連絡ください。 

 

 (2) けやき荘の入所状況（令和３年１月１日時点） 

居室 
単身者用 ： 42室（4.5畳） 

夫婦用  ： ４室（６畳） 

定員 50人 

入所人員 31人（男性 12人，女性 19人） 

最高年齢 男性 96歳，女性 92歳 

最低年齢 男性 68歳，女性 72歳 

平均年齢 80歳（男性 77歳，女性 82歳） 

 

 (3) 同敷地内に立地する他施設の概要 

現在，けやき荘の行事（家族会や交流会等）は，同一敷地内に立地する太田老人福祉センタ

ーを活用して開催しています。太田老人福祉センターの移転後，老人福祉センターの建物全て

を「けやき荘」として併せて譲渡することも可能です。太田老人福祉センターの建物も併せて

譲渡することで，建替え・増改築を行う場合の都市計画法上の基準延床面積が拡大し，事業展

開の可能性が高まることが見込まれるため，太田老人福祉センターの建物の譲受についても併

せて御意見をお聞かせください。 

名称 盛岡市立太田老人福祉センター 

建物 

（センター） 

構 造 鉄筋コンクリート造亜鉛引鋼板２階建 

建築年度 昭和 50年度 

延床面積 550.25 ㎡ 

建物 

（作業所） 

構 造 木造２階建 

建築年度 不詳（昭和 51年度改修） 

延床面積 158.84 ㎡ 

建物 

（車庫） 

構 造 木造モルタル塗装造亜鉛引鋼板平屋建 

建築年度 昭和 49年度 

延床面積 45.55 ㎡ 

その他 

（センター及び作

ア 設備：電気，LPガス，下水道設備あり。井戸水。 

イ ボイラー室はけやき荘と共用。 

ウ 作業所はけやき荘と渡り廊下により接続。直接往来可能（現在，
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業室について） 渡り廊下の使用はなし）。 

エ 建物の耐震診断，アスベスト含有調査は，未実施。 

オ 盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化中期計画では移転後，建物

は解体する予定となっています。 

都市計画等による

制限 

２(1)に記載の制限と同様。 

太田老人福祉センター移転後，老人福祉センターの建物全てを「けや

き荘」として併せて譲渡する場合は，建替えや増築における基準延床

面積は，太田老人福祉センターの延床面積も合算とした面積となりま

す。 

 

３ サウンディングのスケジュール 

参加申込期限 令和３年２月 19日（金） 

事前質問期間 

①令和３年２月 10日（水）までの質問 ：２月 15日（月）回答予定 

②令和３年２月 16日（火）までの質問 ：２月 19日（金）回答予定 

※市ホームページにて回答予定（質問者は非公表） 

現地見学会 

令和３年２月９日（火） 10時から１時間程度 

【予備日２月 10日（水） 10時から１時間程度】 

※要事前申込，駐車場有（詳細は５(1)を参照願います）。 

サウンディング

実施 

令和３年３月２日（火）～３月３日（水） 

※要事前申込，駐車場有（詳細は４(2)を参照願います）。 

実施結果概要の

公表 
令和３年３月中旬（予定） 

 

４ サウンディングの内容 

(1) サウンディングの対象者 

現在の盛岡市立けやき荘の譲受を検討している民間事業者又は複数の民間事業者で構成する

共同企業体とします。（業種としては，軽費老人ホーム・ケアハウス・特別養護老人ホーム等

を運営している社会福祉法人，設計，建設を想定しています。） 

ただし，次のいずれかによる場合を除きます。 

ア 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 

イ 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

規定する暴力団又は盛岡市暴力団排除条例（平成27年条例第９号）に該当する者 

ウ 法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者 

 (2) 実施日時・場所 

  ①実施期間 

   令和３年３月２日（火）～３月３日（水）の10時から17 時の間で調整します。 

   ※エントリーのあった民間事業者の担当者あてに，実施日時のご連絡をいたします。重複が

あった場合には，希望に添えない場合もありますので，予めご了承願います。 

  ②所要時間 

   所要時間60分程度で設定します。 
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  ③場所 

   盛岡市役所別館８階 808会議室（盛岡市内丸12-2） 

※会場には本館側から入ることはできません。別館エレベーターをご利用ください。 

  ④駐車場について 

   駐車場を御利用の場合は，「市役所裏駐車場（無料）」か「岩手公園地下駐車場（駐車券を

発行します）」を御利用ください。 

  ⑤その他 

   事前に検温のうえ，会場ではマスクの着用をお願いします。 

 

 (3) サウンディングにおいて主にお聞きしたい項目 

 項目 お聞きする内容 

ア 
民間譲渡の可能

性 

●現状のまま譲渡できる可能性について 

入所者も引き続き受け入れていただくことを含め，けやき荘の既

存建物の譲受可能性について御意見をいただきたい。 

・既存建物の有償または無償譲渡の可能性 

・太田老人福祉センターの既存建物の利活用方法及び譲受可能性 

イ 

譲受にあたり考

えられる条件・

方法 

現状のまま譲渡することが不可の場合，どのような条件・方法で

あれば譲受可能か御意見や提案をいただきたい。 

●既存建物について 

例）・既存建物を市で解体 

・既存建物の大規模改修 

・施設の建替え 

・ケアハウスに転換後，現入所者の利用料増額分を市が補填 

・施設整備補助金の交付 

●現在の敷地内（市街化調整区域）で事業を継続する条件，方法 

例）・施設規模の拡充（定員数，入所者数の増員） 

・既存事業以外の新規事業展開（事業の拡大） 

・土地は無償貸与 

・市営の継続 

●既存建物，現在の敷地に拘らない事業継続方法 

例）・事業者（法人）の所有土地や市が所有している他の土地な

ど市街化調整区域外への移転 

・移転の場合，土地の最低必要面積や立地などの条件 

  ・事業所が所有する既存社会福祉施設等と併設 

ウ 
譲受時期につい

て 

上記いずれかの条件・方法により譲受可能な場合，譲受時期等に

ついて御意見や提案をいただきたい。 

※市では太田老人福祉センターが移転する令和５年３月末を検討

しています。 

エ 敷地活用方法 

●現在の敷地内（市街化調整区域）での事業展開の可能性 

敷地内の既存建物を全て解体した場合の跡地活用方法，事業展開

の可能性について御意見や提案をいただきたい。 
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オ 
想定される課題

等 

上記ア～エについて，実施にあたり想定される課題・問題点，実

施に要する期間，コスト等について可能な範囲で御意見をいただ

きたい。 

カ その他 

●社会状況等を踏まえ，軽費老人ホーム・ケアハウスの需要につ

いて御意見をいただきたい。 

●上記ア～エ以外の提案，その他の創意工夫や市への要望等 

 

 (4) 結果の公表 

サウンディングの実施結果については，その概要をホームページで公表します。ただし，御

参加いただいた民間事業者等の名称及び企業ノウハウに係る内容は公表しません。 

公表にあたっては，事前に御参加いただいた民間事業者等に内容の確認を行います。 

 

５ サウンディングの手続き 

 (1) 現地見学会 

   サウンディングへの参加を希望する事業者向けの現地見学会を実施します。 

① 申込方法 

   施設の見学をご希望の場合は，長寿社会課（chouju@city.morioka.iwate.jp）あて電子メー

ルで令和３年２月８日（月）正午までに御連絡ください。電子メールの件名は，「サウンディ

ング現地見学会について」としてください。 

見学を行わずにサウンディングのみの参加も可能です。 

② 見学会開催日時 

   令和３年２月９日（火）10時から１時間程度（予備日：２月10日（水）10時から） 

③駐車場について 

   施設敷地内に駐車可能です。当日，駐車場が込み合っている場合は敷地内の駐車可能スペー

スを御案内します。 

  ④その他 

   事前に検温のうえ，見学中はマスクの着用をお願いします。 

 (2) サウンディングのエントリー方法 

  ①申込方法 

別紙１「エントリーシート」を市ホームページからダウンロードし，記載のうえ令和３年２

月19日（金）午後５時までに長寿社会課（担当：横澤）まで電子メール又はＦＡＸで提出し

てください。電子メール又はＦＡＸの件名は，「サウンディングのエントリーについて」と

してください。 

 電子メール：chouju@city.morioka.iwate.jp 

 ＦＡＸ  ：019-653-2839 

  ②事前質問等の受付 

事前質問がある場合は，併せて別紙２「事前質問シート」を提出してください。サウンディ

mailto:chouju@city.morioka.iwate.jp
mailto:chouju@city.morioka.iwate.jp
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ング実施前に市ホームページで回答するほか参加者全員に対し電子メール等で回答します（質

問者は非公開）。質問内容によっては，回答できない場合もありますので，あらかじめご了承

ください。 

ア 令和３年２月 10日（水）午後５時までの質問 ：２月 15日（月）回答予定 

イ 令和３年２月 16日（火）午後５時までの質問 ：２月 19日（金）回答予定 

③サウンディング実施日時の連絡 

実施日時・場所は，参加者に電子メール等で２月25日（木）までに御案内します。 

※申込多数の場合，ご希望以外の日時で調整させていただく場合がございます。 

    ④その他 

   ア サウンディングは，事業者のノウハウを保護するため，個別に行います。 

   イ サウンディングの実施に際して，特に資料提出は求めませんが，説明のために必要な場

合には提出分として計５部御持参ください。ただし，提出書類は返却しません。 

 

６ 留意事項 

(1) 参加の取扱い 

ア サウンディングへの参加は今後の事業者選定の評価等に影響を与えることはありません。 

イ サウンディングに不参加の場合も，今後の入札の際には参加できます。 

  ウ サウンディングの内容は，今後の検討の参考にさせていただきます。ただし，双方の発言

は，サウンディング時点での想定のものとし，何ら約束するものではないことをご了承く

ださい。 

(2) 費用負担 

サウンディング参加に要する書類作成・提出等の全ての費用は参加者負担とします。 

(3) 提出書類の取扱い 

ア 提出書類の著作権はそれぞれの参加者に帰属します。 

イ サウンディングの結果公表やその後の譲渡方法の検討以外の目的で提出書類等を使用しま

せん。 

 

７ 問い合わせ先・エントリーシート提出先 

担当課：保健福祉部長寿社会課（〒020-8530 盛岡市内丸12-２） 担当  横澤 育 

連絡先：電話 019-603-8003， FAX 019-653-2839， メール: chouju@city.morioka.iwate.jp 

mailto:chouju@city.morioka.iwate.jp

