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１．静岡県袋井市の概要

静岡県袋井市（ふくろいし）は、静岡県の西部地域に位置しており、人口は約88,500人。
市内には豊かに広がる田園地帯と美しい茶畑があり、果物の王様といわれるマスクメロンの中

でも最高級品として知られる「クラウンメロン」の一大産地でもあります。また、日照時間は年
間2,200時間前後と全国的にも長い時間の地域の一つであり、さらには、「ラグビーワールドカッ
プ2019」一次リーグで日本が劇的勝利を収めたアイルランド戦が開催された、５万人収容の競技
場「エコパスタジアム」も袋井市内にあります。

袋井市キャラクター
『フッピー』

©袋井市
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２．さわやかアリーナの場所・アクセス方法

さわやかアリーナ
袋井市総合体育館

【アクセス方法】

■東名高速道路袋井インター

チェンジより県道61号線経由で

約5分

■国道一号線袋井バイパス堀越

インターチェンジより約5分

●ＪＲ袋井駅から秋葉バス

「久能・さわやかアリーナ入口」

バス停下車徒歩５分

●ＪＲ袋井駅から徒歩35分

袋井ＩＣ

堀越ＩＣ

「久能・さわやかアリーナ入口」バス停
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３．ＰＦＩについて・事業スケジュール

設計期間 2017年 ３月～2018年 ３月（申請期間含む）

解体期間 2017年１１月～2018年 ３月

建設期間 2018年 ４月～2019年 ９月

開業準備等期間 2019年１０月～１１月

プレオープン期間 2019年１２月～2020年 ３月

供用開始 2020年 ４月１日

運営・維持管理期間 2020年 ４月～2035年３月（１５年）

公共施設などの整備を、民間の資金・経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法。

ＰＦＩの導入により国や地方自治体の事業コストの削減、より質の高い公共サービスの提供が可

能となる。(総合体育館では静岡県内初のＰＦＩ方式)

【事業方式】

【事業スケジュール】

ＢＴＯ（Build Transfer Operate）方式

民間事業者が施設を建設し、施設完成直後に公共に所有権を移転し、民間事業者が維持管理及び

運営を行う。

【ＰＦＩについて】
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４．事業スキーム

袋井アリーナＰＦＩ㈱
静岡銀行

浜松磐田信用金庫
PFI推進機構

業務委託

サービス対価
融資（優先）

融資（劣後）

袋井市

本施設（BTO）

利用料

【構成員】
運営

【協力企業】
設計・工事監理

㈱環境デザイン
研究所

㈱アート総合設計

【代表企業】
マネジメント

大和リース㈱ シンコースポーツ㈱

【構成員】
建設

東急建設㈱
丸明建設㈱

【構成員】
維持管理

静岡ビル保善㈱

利用者

自由提案施設（定期借地）

袋井市

自由提案施設事業者

大和リース㈱

利用者

サービス 利用料

借地料

テナント
This is Cafe

賃料

※赤字は静岡県内企業

サービス

利用料
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５．施設のコンセプト

“してみよう、見てみよう、支えてみよう”の意欲を喚起する市民の体育館

①「するスポーツ」
館内外を活用し、世代を問わず多様な人々が気軽な運動から本格的な
競技スポーツまで対応できる空間を作りました。

②「見るスポーツ」
高い視認性と透過性の高い空間を構成し、分かりやすい「見る、見ら
れる」関係を作り、見る側・見られる側双方の意欲を刺激します。

③「支えるスポーツ」
プライバシー性の高い空間に配慮し、指導・相談等の機能を充実させ
る事で、より多くの市民が活用しやすいさまざまな場所を提供します。

④ 交流を生み出す施設

交流を促進する５つの要素（プライバシー、近隣性、許可、楽しさ、
イベント性）を持つ空間にアメニティ性を重視した交流空間を用意し
ました。

⑤ 袋井らしいおもてなしを感じる施設

地域の新たなシンボルとして体育館とこども広場を作りました。こど
も広場には大型遊具を設置し、多くの市民が愛着を持てる体育館を目
指します。

⑥ 市民の元気があふれる施設
誰でも使いやすい施設として、子どもから高齢者までスポーツを通じ
た多世代交流を生み出す事で市民が元気になる施設を目指します。

⑦ 災害時の避難拠点としての施設
耐震性と居住性、さらに衛生面に配慮し、災害時の避難場所として市
民が安心できる体育館にしています。

⑧ 地球にやさしい施設

ライフサイクルコストの削減と地域特性を考慮して自然エネルギーの
活用や省エネルギー手法等を導入し、敷地内にこども広場や緑地帯等
のオープンスペースを創出するなどして地域環境の向上に努めました。
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６．さわやかアリーナ配置図

第二駐車場

メインアリーナ サブアリーナ
武道場兼

多目的フロア
トレーニング

ルーム
キッズルーム

こども広場

カフェ 第一駐車場

駐輪場

身
障
者
用

駐
車
場

円環遊具

調整池

歩車分離境界

エ
ン
ト
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７．さわやかアリーナ平面図

【１階】 【２階】

武道場兼
多目的フロア

メインアリーナ
吹き抜け

サブアリーナ
吹き抜け

ラウンジ

メインアリーナ

サブアリーナトレーニング
ルーム

キッズルーム

多目的室
(研修室)

会議室
エントランスホール

ベビールーム
(授乳室)

だれでもトイレ

だれでも更衣室

屋内ジョギング
コース

防災備蓄倉庫

だれでもトイレ
入口
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所在地 静岡県袋井市久能1912-1

敷地面積 35,068.25㎡

延床面積 7,768.51㎡

建築面積 6,307.81㎡

【事業費】※以下土地購入費は含んでいません。

設計・建設費 約42億４千万円
※その他経費含む

維持管理運営費 約20億3千万円（※15年分）

８．施設概要
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９．利用者数

令和２年度：95,740人
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①メインアリーナ 1896㎡(バスケット2面、バドミントン8面、バレーボール3面他)

②サブアリーナ 790㎡(バスケット1面、バドミントン4面、バレーボール2面他)

③多目的室（研修室） 149㎡(鏡、音響、プロジェクター、机、イスなど) 100名対応

④会議室 116㎡(机、イス、※移動用音響あり) 60名対応可能

⑤トレーニング室 235㎡(トレーニング機器43台、ウエルネスシステム)

⑥キッズルーム 156㎡(屋内遊具、こどもトイレ)

⑦ベビールーム(授乳室) 25㎡

10．施設内容①

【１階】

©袋井市

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦
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10．施設内容②

①武道場兼多目的フロア 589㎡

（柔・剣道場２面、エアロビクス、研修等）

②屋内ジョギングコース 762㎡（一周170ｍ）

③共有ラウンジ 314.77㎡

④固定観客席 500席

【２階】
①

② ③ ④
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10．施設内容③

①駐車場 458台 調整池 1,183㎡

駐輪場 300台 耐震性貯水槽 48㎡・100ｔ

②緑地・こども広場 2,542㎡ マンホールトイレ 18台

ジョキングコース 800ｍ ③かまどベンチ ２台

【その他屋外施設】

① ②

③
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１１．施設の特徴①
メインアリーナ 市民大会等の各種スポーツ大会やス

ポーツ観戦の会場としてバスケットボ
ールコート２面分以上の広さを確保。
２階観覧席に500席の固定席を配置し、
メインアリーナ全体を見渡せる視線に
配慮しながら、北側の調整池側の景色
も取り込んだ自然を感じる明るいフロ
アにしました。

サブアリーナ 市民の日常のスポーツ活動や練習会な
どの利用を主として、公式使用のバス
ケットボールコート１面分の広さを確
保。メインアリーナとの連携がしやす
く、相互利用を踏まえた配置にしてい
ます。

武道場兼多目的フロア 柔道２面や剣道２面など武道の他、多
目的にも利用でき、２室に分割して利
用する事ができます。公式競技の開催
にも対応できる照明照度を確保し、武
道特有の臭気がこもらないよう通風・
換気にも配慮しています。



トレーニングルーム 初心者からアスリートまで幅広く対
応できる機器とシステムを導入。
こども広場の緑を眺めながらトレー
ニングする事が出来、隣接するキッ
ズルームもガラス越しに見える為、
子どもと一緒に来る事ができます。

キッズルーム 子どもが大好きなネット遊具を中心
とした大型遊具や絵本、幼児玩具を
設置し、常に飽きさせない空間を提
供します。
小さな頃からスポーツに触れながら、
雨の日でも遊べる施設となっていま
す。

屋内ジョギングコース 一周170ｍの屋内ジョギングコース
は、三方に大きく開かれた窓から外
の景色を眺めながら運動が出来ます。

15

１１．施設の特徴②
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１１．施設の特徴③
多目的室(研修室) 室内に大型の鏡を設置し、ダンス、

エアロビクス、軽運動などに利用可
能。また、会議や研修会の会場とし
ても利用できます。可動間仕切りに
より、２分割でき、人数に応じた利
用が可能(定員100名)

会議室 可動間仕切りにより、２分割でき、
人数に応じた利用が可能(定員60名)

ベビールーム(授乳室) 授乳中の母親も安心して使用できる
充実した什器備品を提供しています。
・授乳イス、授乳用ベンチ、ベビー
ベッド、コンパクトフィッティング
ボード、電子レンジ、電気ポット等
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初心者からアスリートまで対応可能なテクノジムの機器とシステムを導入

１２．施設のポイント① トレーニングルーム

利用者の基本情報を元に目的に応じた効果的な運動プロ
グラムを提供。自分好みの運動を安全・気軽に取り組む
事ができます。
利用者は各自タグキー(①)を所持し、タッチモニター式
端末(②)を使用して基本情報を登録。それを元にトレー
ナーが処方した運動メニューがキーに記録され、キーを
筋力トレーニングマシンに挿すと処方された回数・重
量・シート番号、適正な可動域を表示し(③)、終了する
と自動的にトレーニング結果がキーに書き込まれます。
運動内容の変更も簡単に出来る為、初心者向きのアイテ
ムとなっています。

【ウェルネスシステム】【機器】

筋力マシン13台
有酸素マシン23台
フリーウエイトの充実
ウェルネスシステム
インボディ配置

① ② ③
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ゴールボール、シッティングフ
ロアバレー、サウンドテーブル
テニスなどパラスポーツ備品を
完備。パラアスリートの練習や
国内大会等での使用も可能です。
また、市民への体験会を開催し
市民のパラスポーツへの理解を
深めていきます。

１２．施設のポイント② パラスポーツ備品完備

ゴールボール用ゴール

サウンドテーブルテニス用卓球台

視覚障害者用アイシェード シッティングフロアバレー用ボール ゴールボール用ボール

ブラインドテニス用ボール プラサウンドボール スポンジボールテニス用ラケット

視覚障害者用テニス用ネット
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袋井市の指定緊急避難場所(※１)(洪水・
土砂・地震・津波・火事)及び指定避難
所(※２)に指定されており約1,500人を
収容可能です。
また、非常用電源設備により72時間電気
を供給でき、停電時においても一部空調
設備も利用可能です。
その他、防災備蓄庫(約120㎡)、耐震性
貯水槽(100ｔ…非常用飲料水)、マン
ホールトイレ(18基)、かまどベンチ(2台
…災害時は炊飯施設として利用) 、簡易
間仕切システム、ポータブル蓄電池など
様々な防災機能・災害対策を備えていま
す。
※１ 指定災害緊急避難場所

災害から命を守る為、緊急的に避難する場所
※２ 指定避難所

災害発生後、自宅が損壊する等により生活
できなくなった方が一定期間、避難をする施設

１２．施設のポイント③ 防災機能・災害対策

非常用電源設備 防災備蓄倉庫

かまどベンチ

簡易間仕切りｼｽﾃﾑ ポータブル蓄電池

マンホールトイレ



20

こども広場内に一周約50ｍの木製屋根付き円環遊具(愛称：ふっ木(き)ー)を設置。
小さな子供から大きな子供まで様々な身体を使ったあそびを体験できます。
また、施設内にもネット遊具(愛称：ふっ家(ち)ー)や絵本・幼児玩具等を配備し
たキッズルームを設置し、隣接するトレーニングルームから子供たちの様子が常
に見えるような配置にしています。

１２．施設のポイント④ 木製円環遊具・キッズルーム

木製円環遊具 木製円環遊具 屋外トイレ

キッズルーム キッズルーム キッズトイレ
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身障者が雨の日でも濡れずに車から降りられる屋根付き身障者用駐車場を体育館南側に
配置。また施設内には車いす使用者やオストメイト(人工肛門・人工膀胱の保有者)、小
さな子供連れや介添えが必要な障がい者や高齢者、LGBTの方々など誰もが気持ちよく
使いやすい広さを備えた「だれでも更衣室」「だれでもトイレ」を設置しました。
他にも、超軽量折りたたみ車いすや足こぎ車いすを配備し、滑りにくく歩きやすい段差
のないフラットな床や利用者の必要に応じた手すり、卓上型対話支援システム、外国人
住民へ配慮した英語やポルトガル語の案内板の設置など、それぞれのライフスタイルに
寄り添い、配慮が必要な全ての人にとって使いやすい「ユニバーサルデザイン」を採用
しています。

１２．施設のポイント⑤ ユニバーサルデザイン

屋根付き身障者用駐車場

だれでもトイレ

超軽量車いす

足こぎ車いす

だれでも更衣室
卓上型対話支援システム
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メインアリーナ２階観客席後方に一周170ｍの屋内ジョギングコースを設置。
見通しを良くし、四隅に退避場所を確保する事で安全にも配慮。また、三方に
大きな窓を配置する事で外の景色を楽しみながら運動が出来ます。(歩行は反時
計回り)

１２．施設のポイント⑥ 屋内ジョギングコース
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授乳中の母親にも安心して体育館を利用してもらう為に、１階に専用のベビー
ルームを配置。カーテンで仕切られた授乳スペースに、授乳用のイスやベン
チ、コンパクトフィッティングボードを備え、入口側にはおむつ替え用のベ
ビーベッド、ミルクや離乳食を安心して準備できるように電気ポットや電子レ
ンジ等を備えています。

１２．施設のポイント⑦ ベビールーム（授乳室）

©袋井市
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１２．施設のポイント⑧ ネーミングライツの導入

１．ネーミングライツパートナー企業
企業名 さわやか株式会社
本社所在地 袋井市宇刈137
事業内容 レストラン（炭焼きレストランさわやか運営）

２．さわやかアリーナ袋井

３．愛称の使用期間
2019年4月1日～2030年3月31日 【１１年間】

総合体育館を市民に親しんでもらうとともに、施設の付加価値と魅力向上、さらに
は、地域経済の活性化と自主財源の確保を目的に、ネーミングライツパートナーを
募集し決定。※PFI事業には含まず、別途市が募集
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１３．落成式典・記念イベント（2019年11月24日）

・落成式典
主催者及び来賓者挨拶、テープカット、地元小学校
マーチングバンドによる演奏他

・元バレーボール日本代表木村沙織氏トークショー
・環境デザイン研究所代表仙田満氏による講演会
・施設内覧会
・防災グッズ展示コーナー
・ボッチャ、ゴールボール体験会
・トレーニングマシン体験、インボディ測定会
・やさしいヨガ教室体験会
・作って飛ばそうスカイスクリュー作り
・パラリンピック写真展
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１４．プレオープン期間（2019年12月1日～2020年3月31日）

・プロスポーツ 試合開催

2020年2月11日 卓球Tリーグ 木下マイスター東京ｖｓ岡山リベッツ

・トレーニングルーム初回者講習実施

・スポーツ教室、ヨガ教室等体験会

・全国からの視察受入れ

静岡県浜松市、牧之原市、焼津市

山梨県韮崎市、北海道室蘭市、山口県下関市他
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１５．供用開始① 多彩なイベントや教室プログラムを実施

■スポーツ教室(年間4期制・1期10回コース)の開催

バスケット、フットサル、バトミントン、親子向け体操教室、卓球、ヨガ、

ピラティス、ストレッチ、フィットネス、太極拳、ダンス等

■スポーツDAY開放日

メインアリーナとサブアリーナをスポーツ種目限定で個人に開放(２時間制)

※毎週日曜日18：30～21：00

毎週月曜日 8：30～21：00

(休館日(毎月第3月曜日)を除く)

施設のコンセプトに合わせてさまざまなイベント、プログラムを提供
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１５．供用開始② 多彩なイベントや教室プログラムを実施
【スポーツ教室】
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１５．供用開始③ 多彩なイベントや教室プログラムを実施

■プロスポーツリーグ 試合

2020年10月17日 フットサルＦリーグ アグレミーナ浜松 ホームゲーム
(vs ポルセイド浜田)※無観客

2021年3月6日 バレーボールＶ２リーグ ブレス浜松 ホームゲーム
(vs 群馬銀行グリーンウイングス）

2021年3月6日 ブレス浜松vs群馬銀行グリーンウイングス
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１５．供用開始④ 多彩なイベントや教室プログラムを実施

■東京オリンピック2020関連
・ブラジル代表卓球チーム合宿（2021年7月13日-21日）
■東京パラリンピック2020関連
・ブラジル代表パラ卓球チーム合宿（2021年8月6日-18日）
・ブラジル代表シッティングバレーボールチーム合宿（2021年8月9日-20日）

卓球チーム合宿 パラ卓球チーム合宿

シッティングバレーボールチーム合宿

卓球チーム合宿

パラ卓球チーム合宿 シッティングバレーボールチーム合宿
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１５．供用開始⑤ 多彩なイベントや教室プログラムを実施
2021年10月23日-24日
■卓球Tリーグ 【男子】木下マイスター東京 vs T.T彩たま

水谷隼選手（静岡県磐田市出身）
東京オリンピック2020卓球混合ダブルス金メダル
東京オリンピック2020卓球団体銅メダル

張本智和選手、丹羽孝希選手
東京オリンピック2020卓球男子団体銅メダル

【女子】木下アビエル神奈川 vs 日本ペイントマレッツ
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１５．供用開始⑥ 多彩なイベントや教室プログラムを実施
2022年2月26日-27日
バスケットＢ３リーグ 2021-22 SEASON
ベルテックス静岡ｖｓしながわシティバスケットボールクラブ
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１５．供用開始⑦ 多彩なイベントや教室プログラムを実施

・みんなdeあそぼ！さわやかholiday(2022年5月29日)

※体験ブース、レッスン、東京パラリンピック2020写真展、アリーナマルシェ
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１５．供用開始⑧ 多彩なイベントや教室プログラムを実施

■ハンドメイドマルシェ『hanalima(ハナリマ)』 (2022年9月19日)
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１５．供用開始⑨ 多彩なイベントや教室プログラムを実施

■袋井市総合防災訓練 (2022年9月4日)

避難所用簡易間仕切システムは袋
井アリーナＰＦＩ株式会社代表企
業の大和リース株式会社より袋井
市に対して災害用備品として100
セット寄贈致しました。
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１６．自由提案施設①

自由提案施設としてカフェを誘致。体育館と屋外遊具、カフェを配置する事で子育て
世代を始めとした多様な利用者の交流（コミュニティ）を生み出し、各施設の相乗効果
をはかっています。

施設名称 This is cafe 袋井店

所 在 地 静岡県袋井市久能1912-1

(さわやかアリーナ袋井市総合体育館敷地内)

敷地面積 1,000.39㎡

建築面積 174.87㎡ (延床面積 164.03㎡）

構 造 軽量鉄骨ブレース構造（DL-Store）

主要用途 店舗

事業内容 設計・建築（基礎・本体躯体）

別途工事 内装工事・設備工事・外構工事

事業手法 借地LOC

事業期間 15年

工 期 約3ヶ月（店舗全工期）

【概要】

【外観】

【内観】
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１６．自由提案施設②
【料理】

【地域との連携】
袋井産季節野菜のペペロンチーノ フッピー抹茶ラテ 袋井産クラウンメロンのタルト



（１）市民のさらなる運動機会増加に繋がる施設となった

ア 課題

袋井市のまちの将来像「日本一健康文化都市」の進化に向けた、健康増進施設が必要だった。

イ 効果（課題解決）

同地域内に「健康」の拠点施設である総合健康センターがある中で、これに加えて、「市民ス

ポーツ」の拠点が立地し、集積することとなり、さらなるシンボルエリアとなった。さわやかア

リーナは、室外・室内でウオーキングやランニングを習慣とする様々な世代の市民が増えており、

さらなる健康文化都市及び健康寿命の推進に繋がっている。（お達者度県内23市で１位を獲得／Ｒ４静岡県発表）

（２）防災機能の充実が図られた
ア 課題

旧袋井市民体育館は、竣工から40年以上が経過し、老朽化が進むとともに、耐震性能も十分では

なかった。南海トラフ巨大地震等の大規模災害時の避難所として利用はできず、危機管理上、課題

を抱えていた。

イ 効果（課題解決）

さわやかアリーナは、整備においても「防災」をコンセプトに入れ、市の指定避難所、指定緊急

避難所となった。マンホールトイレやかまどベンチ等が整備され、大規模災害時の重要拠点ができ

た。
38

１７．当初課題と整備後効果等
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（３）プロリーグ開催が可能、オリンピアンとの交流を推進できる施設になった
ア 課題

旧袋井市民体育館は、施設規模が小さく、人口が増加し、県内でも若年層の率が高い本市にお

いて、多様な市民ニーズに応えることができていなかった。また、都市部と比較して環境面での

課題から、トップアスリートに触れる機会が少なかった。

イ 効果（課題解決）

プレオープンから共有開始後に、Tリーグ（卓球）、Vリーグ（バレーボール）、Bリーグ（バス

ケットボール）、Fリーグ（フットサル）等のプロリーグを開催。2021年には、オリンピック柔道

史上初３連覇を成し遂げてた野村忠宏氏や、北京オリンピック2022フリースタイルスキー男子モー

グルに出場した杉本幸祐選手、東京パラリンピック2020女子バスケに出場した北間優衣選手による

講演やイ ベントを開催し、市民にプロスポーツに触れる機会を提供することができている。

（４）定住促進、人口増加へ寄与するにぎわい拠点施設となった
ア 課題

本市の中心エリアでは、経済発展とともに、宅地開発、人口が増加してきた。しかし、今後、

人口減少やそれに伴う空き家が増えるなどまちの新陳代謝をどう促進するかが課題である。

イ 効果（課題解決）

さわやかアリーナは、都市計画区域の中心部に位置しており、本施設がスポーツ施設にとどま

らず、まちのセントラルパークの要素へと発展することで、定住・移住促進、人口増加へ寄与す

る施設となっている。
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（５）突発的な多様事案に対応できる施設となった

ア 課題

大規模災害時以外でも、突発的に発生する緊急事態（危機管理）に対応できる広い施設

が必要だった。

イ 効果（課題解決）

2021年４月～８月においては、本施設のメインアリーナ、サブアリーナ、会議室等を

を利用して「大規模ワクチン接種会場」として活用した。約450台駐車できる駐車場もあ

り、ワクチン接種会場としてスムーズかつ迅速に対応することができた。

ご清聴ありがとうございました


