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未利用市有地（市営住宅沼団地跡地・旧早鞆中学校跡地）の利活用に向けた 

サウンディング調査（対話型市場調査）実施要領 

 

未利用市有地（市営住宅沼団地跡地・旧早鞆中学校跡地）の利活用にむけて民間事業者との「対

話型市場調査」を実施します。 

 

北九州市では、未利用市有地を効果的に活用する事業者に対し売却を予定しています。 

 その売却方法の決定に先立ち、民間事業者の意見をうかがう「サウンディング調査」を実施し、

売却方法（売却面積など）決定の参考としたいと考えていますので、ぜひご参加くださいますよう

お願いします。 

 

１ 調査の目的 

  北九州市では、「公共施設マネジメント実行計画」を策定し、公共施設の総量抑制に取り組む

とともに、施設の統廃合や廃止により生じた余剰資産は、民間売却を基本としつつ積極的な利活

用を図ることとしています。 

  本調査の対象である閉鎖した市営住宅跡地や学校規模の適正化により閉校した学校跡地は、

敷地が大規模（約 0.5～2ha）であること、接道が狭隘であることなどから、売却にあたり、適

正な面積やその形状、売却方法など様々な条件を調査・検討する必要があります。 

  このため、本調査にて各民間事業者の方々の「土地購入の意向」、「適正な売却面積・その形

状」、「購入した場合の土地の利活用方法」について、ご意見を頂き、まちづくりの視点も取り入

れながら、今後の売却に向け参考にしたいと考えています。 

  なお、本調査で得られたご意見等については、売却の際の条件設定の参考とする予定です。 

 

２ 対象物件の概要 

【物件 1】 

所在（住所表示） 北九州市小倉南区沼緑町四丁目 28番街区内 

地番 北九州市小倉南区沼緑町四丁目 1151-2 外 2筆 

公簿面積 ４，９７６．６３㎡ 

公簿地目 宅地 

用途地域 第１種中高層住居専用地域 

建物 解体済み 

交通アクセス 日豊本線「下曽根駅」から 2ｋｍ 

西鉄バス停「沼緑町一丁目」から徒歩 12 分（約 900m） 

現況 ・平成１１年度に廃止 

・更地（平成 11～12 年度） 

売却額 ・不動産鑑定評価に基づく金額を基に、北九州市市有財産審査委員会で

承認された価格が最低売却価格となります。 
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【物件 2】 

所在（住所表示） 北九州市門司区清見一丁目 16番街区内 

地番 北九州市門司区清見一丁目 2748-2 外 5筆 

公簿面積 １７，６５５．００㎡（グラウンド・校舎跡） 

３，６６５．８３㎡（柔剣道場跡） 

公簿地目 学校用地、宅地 

用途地域 第１種中高層住居専用地域 

建物 解体済み 

交通アクセス JR 門司港駅から 1.4 ㎞ 

西鉄バス停「清見一丁目」から徒歩 2 分半（約 200m） 

現況 ・平成１６年３月末に移転のため、用途廃止。 

・更地 

売却額 ・不動産鑑定評価に基づく金額を基に、北九州市市有財産審査委員会で

承認された価格が最低売却価格となります。 
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４ サウンディングの申込者 

 （１）民間事業者（事業の実施主体となる意向を示す法人または法人グループ等） 

 

 （２）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。以下「法」

という。）第２条第２号に規定する暴力団のほか次に掲げる者に該当しないこと 

     ◆ 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者 

        ※「これに類するもの」とは、公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念

上不適切と認められるものをいう。 

    ◆ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなく

なった日から５年を経過していない者 

    ◆次のいずれかに該当する者 

     ａ 法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者 

     ※役員等とは、「法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の

者」をいう。 

    ｂ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって暴力団を利用している者 

    ｃ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極

的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

    ｄ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

    ｅ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

 

５ サウンディングの内容及び申込 

 （１）サウンディング項目 

   ◆売却面積、敷地の形状、利活用目的、アイデアの概要 

◆事業手法（自己所有等） 

※ 市営住宅沼団地跡地、旧早鞆中学校跡地、いずれか一方の提案も可能です。また、敷

地の一部（最低面積 1,500 ㎡以上）での提案も可能です。 

※ 原則、売却での提案となりますが、貸付での提案も可能です。ただし、いずれの場合 

も、適切な価格での有償を想定した提案をしてください。 

実施要領の公表

基本的な土地・建物の情報

やサウンディングの流れ等

対話の実施

事業の実施主体となる意向の

ある事業者との対話を実施

調査結果の公表

・実施結果の概要公表

・調査で把握した利活用の可能
性等を踏まえ、売却条件の整理
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（２）質問の受付および対応（希望者のみ） 

    本調査に関する質問がある場合は、「質問書」（別紙１）に必要事項を記入し、下記メー

ルアドレス宛に送付してください。質問への回答は、質問者名を除き、質問内容とともに

北九州市ホームページで随時公表します。 

【受付期間】令和３年１２月１日（水）～令和４年１月１１日（火） 

（土、日、祝、年末年始を除く） 

【対応期間】令和３年１２月１日（水）～令和４年１月１７日（月） 

（土、日、祝、年末年始を除く） 

【問合せ先】kikaku-toshimanagement@city.kitakyushu.lg.jp 

 

（３）現地見学（希望者のみ） 

当該物件の概要等について、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

を個別に行います。 

参加を希望される方は、必要事項（参加事業者名、参加者全員の氏名・部署名、担当者

の電話番号及びメールアドレス、参加希望の日時）を記入し、期日までに下記メールアド

レス宛に送付してください。件名は、「市営住宅沼団地跡地・旧早鞆中学校跡地見学申

込」とします。送付後、必ず電話連絡にて到着の確認をしてください。 

見学は、市営住宅沼団地跡地・旧早鞆中学校跡地、いずれか一方の見学も可能です。申

込時にお伝えください。 

【開催日時】令和３年１２月１日（水）～令和４年１月１７日（月） 

      （土、日、祝、年末年始を除く） 

【移動手段】各自手配をお願いします（現地集合・駐車場有）。 

【受付期間】令和３年１２月１日（水）～令和４年１月１１日（火） 

      （土、日、祝、年末年始を除く） 

【申込先】 kikaku-toshimanagement@city.kitakyushu.lg.jp 

  

（４）サウンディングの参加申込 

対話の参加を希望される事業者は、「サウンディング参加申込書」（別紙２）に必要事項

を記入し、下記申込先に提出してください。なお、電子メールで申し込む場合は件名を

「市営住宅沼団地跡地・旧早鞆中学校跡地サウンディング参加申込」としてください。送

付後、必ず電話連絡にて到着の確認をしてください。 

 

【受付期間】令和３年１２月１日（水）～令和４年１月１７日（月）午後５時必着 

      （土、日、祝、年末年始を除く） 

【申込先】 kikaku-toshimanagement@city.kitakyushu.lg.jp 

〒803-8501 北九州市小倉北区城内１番１号 

        北九州市企画調整局都市マネジメント政策課［本庁舎３階］ 

mailto:kikaku-toshimanagement@city.kitakyushu.lg.jp
mailto:kikaku-toshimanagement@city.kitakyushu.lg.jp
mailto:kikaku-toshimanagement@city.kitakyushu.lg.jp
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        ※持参の場合は、事前に連絡の上、午前９時から午後５時までに提出して下 

さい。 

 

 （５）提案書の提出 

対話の参加を希望される事業者は、「提案書」（別紙３）に必要事項を記入し、下記提出

先に提出してください。なお、電子メールで提出する場合は件名を「市営住宅沼団地跡

地・旧早鞆中学校跡地の提案書提出」としてください。送付後、必ず電話連絡にて到着の

確認をしてください。 

 

【受付期間】令和３年１２月１日（水）～令和４年１月３１日（月）午後５時必着 

      （土、日、祝、年末年始を除く） 

【提出先】 kikaku-toshimanagement@city.kitakyushu.lg.jp 

〒803-8501 北九州市小倉北区城内１番１号 

        北九州市企画調整局都市マネジメント政策課［本庁舎３階］ 

        ※持参の場合は、事前に連絡の上、午前９時から午後５時までに提出して 

下さい。 

 

（６）個別対話の実施 

「提案書」の受理後、幅広く意見交換を行う場として、提案事業者との個別対話を行い

ます。実施日時については、直接、ご担当者様と調整させていただきます。なお、対話に

参加できる人数は１事業者（グループ）３名までとします。 

   【実施期間】令和３年１２月１日（水）～令和４年２月上旬予定（個別に日時調整） 

      （土、日、祝、年末年始を除く） 

 

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、北九州市ホームページで概要の公表を予定していま

す。ただし、参加事業者の名称は公表しません。また、参加事業者のアイデア及びノウハウ

保護に配慮し、公表にあたっては、事前に申込者へ内容の確認を行います。  

【公表時期】令和４年３月予定 

 

７ 留意事項 

（１）サウンディングに関する費用 

  サウンディングへの参加に関する費用（書類作成、現地見学、対話等への参加費用等）につ

いては、参加者の負担とします。 

 

（２）資料等について 

mailto:kikaku-toshimanagement@city.kitakyushu.lg.jp
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  測量図等の資料については、希望者に電子メールで送付します。随時（平日は午前９時から

午後５時まで、土、日、祝日、年末年始除く）、受け付けておりますので、「８ 問合せ先」ま

で電子メールもしくは電話でお問い合わせください。 

 

（３）参加事業者の扱い 

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

  当該地に関する事業者公募を後日実施する場合、サウンディングへの参加実績が優位性を持

つものではありません。 

  本調査でご意見・ご提案いただいた内容は、当該地活用の公募条件等を検討・決定する際の

参考としますが、必ずしも条件に反映されるものではありません。 

 

（４）追加対話への協力 

  必要に応じて追加対話（文書照会を含む）を行う場合があります。 

 

８ 問合せ先 

北九州市企画調整局都市マネジメント政策部都市マネジメント政策課 

〒803-8501 北九州市小倉北区城内１番１号［本庁舎３階］ 

℡：093-582-2076  FAX：093-582-2176 

E-mail: kikaku-toshimanagement@city.kitakyushu.lg.jp 
受付日時 午前９時から午後５時まで（土、日、祝日、年末年始を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:-toshimanagement@city.kitakyushu.lg.jp
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市営住宅沼団地跡地 位置図 

 

 
 

 

 

※ 赤色の敷地境界線はあくまでも概略であり、正確な境界を示しているものではありません。 



8 
 

市営住宅沼団地跡地 上空写真 

 

 

 

 

※ 赤色の敷地境界線はあくまでも概略であり、正確な境界を示しているものではありません。 
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旧早鞆中学校跡地 位置図 

 

 

 

 

※ 赤色の敷地境界線はあくまでも概略であり、正確な境界を示しているものではありません。 

グラウンド・校舎側跡 

柔剣道場跡地 
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旧早鞆中学校跡地 上空写真 

 

 

 

※ 赤色の敷地境界線はあくまでも概略であり、正確な境界を示しているものではありません。 

 

 


