
○日向市総合体育館整備基本構想骨子（案）

富士市総合体育館整備基本構想（Ｈ30.6月） 日向市新庁舎建設基本構想（Ｈ25.8月） 水戸市新体育館整備構想（Ｈ26.11月） 鳥取市民体育館再整備基本構想（Ｈ29.6月） 日向市総合体育館整備基本構想（案）

1. 現状と課題
　 1.1. 背景・現状
　　　 ア 社会情勢
　　　 イ 総合体育館建設を巡る経緯
　　　 ウ 本基本構想の目的
　　　 エ 本基本構想の位置づけ
　 1.2. 本市のスポーツ施設利用状況と考察
　　　 ア 市立体育館の利用状況
　　　 イ 市内学校開放施設別利用状況
　　　 ウ 利用状況等の考察
 　1.3. 世論調査結果と考察
　 1.4. 過去の検討内容と関係団体のニーズ
　　　 ア 富士市総合体育館及び武道館基本構想報告書
　　　 イ 富士市体育協会の要望事項
　　　 ウ 過去の検討内容と関係団体のニーズについての考察と考え方
 　1.5. 県内自治体の総合体育館の現状と考察
　　　 ア スポーツの実施目的等に応じた施設規模等の検討
　　　 イ 県内自治体の総合体育館の施設構成等
　　　 ウ 県内自治体の総合体育館の現状の考察
 　1.6. 現状及び課題整理と基本構想における方向性のまとめ

はじめに

第１章 新庁舎建設の必要性とこれまでの経過
　１ 防災拠点施設としての市庁舎の重要性
　２ 市民の利便性と市民サービス上の問題
　３ 設備の老朽化と環境対策
　４ 財政的なタイミング
　５ 市庁舎整備に関するこれまでの経過

第１章 構想策定の基本的事項
　１ 構想策定の背景と趣旨
　２ 水戸市第６次総合計画の位置付け
　３ 検討の経過

はじめに

１ 現状の整理
（１）市民体育館の現状
（２）市民体育館の課題
（３）利用者の将来予測
（４）検討の経緯

はじめに

第１章　基本構想の策定に当たって
　１　背景と趣旨
　２　検討の経緯
　３「日向市スポーツ施設整備基本構想」における
　　　整理事項

2. 基本構想
　 2.1. 基本コンセプト
　　　 ア 必須条件
　　　 イ 戦略的位置づけ
　　　 ウ 事業手法
 　2.2. 基本理念及び目標
　 2.3. 基本方針
　 2.4. 施設規模・整備
　　 　ア 施設規模
　　 　イ 概算工事費
　　　 ウ 施設運営
　 2.5. 基本計画で検討する事項
　 2.6. 建設までの流れ

第２章 新庁舎建設の基本的な考え方
　１ 上位関連計画等との整合性
　２ 市庁舎の在り方について
　３ 新庁舎建設の基本方針
　４ 複合施設としての整備の可能性について

第２章 本市体育館の現状と課題
　１ 市内の主な体育館の現状
　２ 市内の主な体育館の課題
　３ 各施設に共通する課題

２ 市民 ・民間事業者の意見
（１）市民の皆様からご意見
（２）民間事業との意見交換

第２章　現状と課題
　１　現状と課題
　２　利用状況

3. 参考資料１：法令及び各種計画等との関連
　 3.1. スポーツ施策関連法令
　 3.2. 国のスポーツ関連計画及びガイドライン
　 3.3. 県のスポーツ関連計画
　 3.4. 本市の上位計画及び関連計画

第３章 新庁舎の機能
　１ ユニバーサルデザインを取り入れた人に優しい庁舎
　２ 市民サービスの向上を実現する庁舎
　３ 協働のまちづくりの拠点となる庁舎
　４ 防災の拠点施設となる安全・安心な庁舎
　５ 環境共生に取り組む地球環境に優しい庁舎
　６ 日向市の地域性を生かし、周辺環境と調和した庁舎
　７ 市民に開かれた議会の機能
　８ 市民サービスを適切かつ速やかに提供するための行政の機能

第３章 新体育館整備の基本的な考え方
　１ 新体育館の目標像及び整備コンセプト
　２ 新体育館に備える基本的機能
　３ 新体育館の位置付け
　４ 立地場所

３ 新体育館建設の基本的な考え方
（１）計画上の位置づけ
（２）新体育館建設の必要性
（３）建設地
（４）基本コンセプト
（５）施設規模
（６）事業費の考え方
（７）事業手法

第３章　総合体育館整備の基本的な考え方
　１　総合体育館整備の必要性
　２　上位関連計画等との整合性 （位置づけ）
　３　基本方針
　４　基本コンセプト
　５　総合体育館に備える基本的機能

4. 参考資料2：富士総合運動公園の位置と概要 第４章 建設計画に関する考え方
　１ 新庁舎の規模
　２ 新庁舎の建設場所
　３ ゾーニングの考え方
　４ フロア構成の考え方
　５ オフィス環境についての考え方
　６ 新庁舎の将来的な利活用に関する考え方

第４章 施設計画
　１ 想定競技種目
　２ フロアサイズ
　３ メインアリーナ
　４ サブアリーナ
　５ 強化拠点機能
　６ その他の施設
　７ 想定施設規模
　８ 館内動線計画及び施設概念図
　９ 引き続き検討する項目

４ その他
（１）専門家等の意見課題整理
（２）今後のスケジュール

第４章 建設計画に関する考え方
　１ 施設規模
　２ 建設場所
　３ ゾーニングの考え方
　４ 将来的な利活用に関する考え方

第５章 事業計画に関する考え方
　１ 事業費・財源の検討
　２ 事業手法の検討
　３ 事業者選定の考え方
　４ 事業スケジュール

第５章 敷地の利用計画
　１ 建物配置計画
　２ 駐車場及び交通アクセス等の整理

第５章 事業計画に関する考え方
　１ 事業費・財源の検討
　２ 事業手法の検討 （ＰＰＰ/ＰＦＩ）
　３ 施設管理運営
　４ 事業スケジュール

資料編
　資料１ 日向市庁舎の在り方についての提言
　　　　（日向市庁舎の在り方検討市民委員会提言）
　資料２ 市役所庁舎整備に関するアンケート調査結果
　資料３ 日向市新庁舎建設市民懇話会設置要綱及び名簿
　資料４ 日向市新庁舎建設庁内検討委員会設置規程及び名簿
　資料５ 日向市新庁舎建設基本構想策定経過

第６章 構造・設備計画
　１ 構造計画
　２ 設備計画

資料編
　
　１ 市民検討委員会設置要綱及び名簿
　２ 庁内検討委員会設置規程及び名簿
　３ 基本構想策定経過
　４ アンケート（スポーツ施設整備基本構想）

第７章 管理運営方針
　１ 施設管理方針
　２ 施設運営方針

第８章 事業計画に関する検討
　１ 概算事業費及び財源
　２ 事業スケジュール
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