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Ⅰ 事業の概要 

 静岡市（以下「市」という。）では、今後の高齢化の進展を見据え、「生涯活躍のまち静岡（CCRC）」

構想（以下「CCRC 構想」という。）に基づき、元気な高齢者を中心として誰もが生涯にわたって

活躍できるまちづくりを推進しています。本事業の敷地（以下「本件土地」という。）が位置する

「駿河共生地区」は構想のモデル地区の一つであり、「交流・共生」をテーマとして健康長寿のま

ちづくりに取り組んでいるところです。 

 本事業は、駿河共生地区の市有地において、事業者の皆様のノウハウや技術力により、地域・

多世代の交流を推進するシンボル的な住まい（以下「本件建物」という。）を整備・運営していた

だくものです。 

 

 

Ⅱ 事業の趣旨 

 本事業は、CCRC 構想を実現するための事業のひとつです。 

 本件土地は、周辺に地域交流拠点「地域福祉共生センター みなくる」、駿河区役所、南部図書

館、南部ふれあい公園、総合スーパー等が立地しているほか、駿河共生地区内には子育て支援セ

ンター等の子育て拠点が立地しています。中心市街地ではないものの、まちなかに近く、既存機

能が豊かな住環境を実現しており、利便性が高く住み良い立地と捉えています。 

 本事業の実施に当たっては、上記の「まちなかに近い利便性」や「住環境の良さ」を併せ持つ

立地の魅力を活かし、みなくる等の地域の既存機能との連携、地域住民との交流も含めた良好な

コミュニティ形成に特に注力し、地域と一体で共生する多世代住宅の実現を目指していきたいと

考えています。 

 事業者の皆様においては、CCRC 構想の趣旨及び上記の事業趣旨を理解していただき、本件建物

が、地域や多世代の方との交流（入居者同士や地域住民との良好なコミュニティの醸成や、地域

への社会参加等）を通じて入居者が地域に溶け込み、安心して住み続けられる場所になるよう、

施設機能及び運営方法等について、創意工夫のある提案をしていただくことを期待します。 

 CCRC 構想については、下記参考 URL も参照してください。 

 

【参考 URL】 

・「生涯活躍のまち静岡（CCRC）」 

静岡市 HP  ：http://city.shizuoka.jp/074_000108.hml 

専用サイト HP：http://www.at-s.com/event/featured/ccrc/index.html 
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Ⅲ 事業の前提条件 

１ 土地の概要 

所在地 静岡市駿河区南八幡町 22-4 

面積 2,227.45 ㎡（資料１参照） 

都市計画制限等 [用途地域]第 1種中高層住居専用地域 
（容積率 200％※1、建ぺい率 60％） 

※1 隣接する南部ふれあい公園との建築基準法第 86 条第２項に基づく連

坦建築物設計制度の適用を前提とした提案も可能です。この場合、容

積率制限は 300％まで緩和可能です。ただし、本制度の適用について

は、法令等に定める手続きを経た後、市の許可が必要となります。 

  （資料２参照） 

[高度地区]第２種高度地区（16m）、北側斜線制限（10m+１：1.25） 

※駐車場附置義務なし 

接道状況 【東側】市道南八幡１号線 ：幅員 4.5m 

【南側】市道中田有東２号線 ：幅員 6.0～6.1m 

【西側】市道八幡自転車歩行者道線 ：幅員 4.2m 

【西側】市道森下公園高松線 ：幅員 3.5m 

※西側 都市計画道路指定あり（3・6・80 黒金町石田線） 

埋蔵文化財 周知の埋蔵文化財包蔵地には該当しません。 

土壌汚染 地歴調査（フェーズ１）実施済み。 
全域が「土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地」に分類さ
れています。 

※土壌汚染調査結果の資料は閲覧可能です。閲覧希望の方は、事務局まで

お問合せください。 

現状の土地利用 ・既存建築物なし 
・南部図書館臨時駐車場、駿河区役所公用車駐車場として利用中 
 （令和２年３月 31 日まで） 

インフラ 資料３参照 

その他 地質調査は行っていません。 
なお、隣接する南部図書館の敷地のボーリング調査結果を、参考として
示します（資料４参照）。 
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【位置図】 

 

【周辺道路図】 

 

 

 

 

 

 

 

   ※③との歩車道境界ブロックを含む。 

 

 

周辺道路 幅員 

①市道中田有東２号線 
6.0～ 

6.1m 

②市道南八幡１号線 4.5m 

③市道八幡自転車 

 歩行者道線 
4.2m 

④市道森下公園高松線 3.5m※ 
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２ 事業スキーム 

（１）土地の権利形態 

 本事業は、市が借地借家法（平成３年法律第 90 号）第 22 条に規定する定期借地権（賃借権）

を設定して本件土地を有償で貸し付け、本件土地を借り受けることとなった事業者に本件建物の

設計、建設、所有、運営及び維持管理を行っていただくものです。 
 
 【土地の権利形態のイメージ】 

 

 

 

 

（２）土地の貸付条件 

①引渡し条件 

現況（令和元年５月現在）の状態で引渡しとなります（令和２年３月 31日までは南部図書館臨

時駐車場、駿河区役所公用車駐車場として使用します）。現況の既存工作物等（フェンス、看板、

水路等）の撤去及び変更は、市と協議の上、事業者の負担で実施してください。 

 

②貸付料 

貸付料の 

最低額 

290 万円／年（約 109 円/㎡・月） 

 事業者は、上記を最低額とする範囲で貸付料を提案してください。 

 貸付料は、周辺の地価の変動等の社会経済情勢の変化、事業者が提案した事業

収益を著しく上回る収益の発生その他公有地の減額貸付を見直すべき理由があ

ると認める場合には、市は、事業者と協議の上、価格を増額改定することができ

ることとします。これら以外の事由による改定は原則として行いませんが、やむ

を得ないと認められる場合には、市と事業者の協議により、価格を改定すること

ができます。 

 なお、上記の貸付料の額は、本事業の実施を想定した不動産鑑定士による価格

等調査の結果を参考とし、事業収益を積算の上、設定しています。 

貸付料の 

対象面積 

本件土地の面積 2,227.45 ㎡とします。 

 

③貸付期間 

 50 年とします。 

※貸付期間には、本件建物の建設工事（原則として準備工事を含む）、事業終了に伴う解体撤去工

事（土地の更地化を含む）に要する期間を含みます。 

※一般定期借地権設定契約の締結は令和２年４月１日を予定しており、建設工事の着手は、当該

契約の締結以降とします。ただし、市と協議の上、現況の土地利用（駐車場）に支障のない範

囲であれば、令和２年３月 31日以前に準備工事を実施することも可能です。当該期間は貸付期

間に含まれません。 
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④開業時期 

 令和２年度中に開業してください。 

 ただし、やむを得ない事由により開業が当該期間内に行えない場合は、市との協議により開業

時期を決定します。 

 

⑤用途の指定 

 事業者は、本事業の用途以外で本件土地を使用することはできません。 

 

⑥土地の返還 

 貸付期間満了時、又は貸付期間中において事業者の責めに帰すべき事由により契約を解除した

時は、事業者の負担により、本件建物（建設途中のものも含む。）を解体撤去し、更地にして市に

返還していただきます。 

 

⑦保証金 

 事業者の債務の不履行により生じる損害をてん補するため、事業者は市に対し、保証金として

本件建物の解体費相当額（選考後、基本協定の締結から定期借地権設定契約の締結までに、事業

者の提案を踏まえ、市と事業者の協議により確定します。また、土地を更地に戻す費用も含みま

す。（解体費単価 5 万円/坪程度を想定しています。））を預託してください。なお、保証金の全部

又は一部について、事業者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した

時は、当該保険証で保証金の全部又は一部を補うことができるものとします。 

 保証金は、定期借地権設定契約満了の際、事業者が本件土地を更地に戻し、定期借地権設定登

記の抹消及び施設の滅失登記がなされた場合に返還します。返還する保証金は、事業者の未払い

債務を差し引いた額とします。なお、保証金の返還に当たり、利息は付さないこととします。 

 

⑧定期借地権に係る担保権の設定 

 市の承諾を得ずに本件土地の定期借地権に担保権を設定することはできません。 

 

⑨その他 

 市は、本件土地の隠れた瑕疵について、一切の責任を負いません。 

 

（３）事業者の費用負担 

①負担内容 

 事業者は以下の費用を負担してください。 

ア 本件土地の貸付料 

イ 保証金 

ウ 本件建物の設計、建設、所有、運営及び維持管理に要する費用 

エ 本件土地の更地化に要する費用（貸付期間終了時） 

オ その他、事業提案及び事業の実施に係る一切の費用 

※本件建物の収益はすべて事業者の収入とすることができます。 
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②支払方法 

ア 本件土地の貸付料 

市が発行する納入通知書により、毎年度、四半期毎に３か月分の貸付料を一括して市が指

定する納入期日までに納付してください。貸付料の起算日が月の途中となる場合は、当該期

間の日数によって日割計算した額とします。 

貸付料の支払回数については、市と事業者との協議により、年１回、１年分の貸付料を一

括して納付していただく方法も可能です。 

なお、貸付料の支払が遅延した場合は、各支払期限の翌日から完済の日までの期間の日数

に応じ、当該未払貸付料に年５％の割合（１年未満の期間は当該期間の日数による日割り計

算による。）を乗じて計算した金額を延滞金として徴収します。 

イ 保証金 

市が発行する納入通知書により、定期借地権設定契約締結時に支払うものとします。 

 

（４）予想されるリスクとリスク分担 

 本事業に関し予想されるリスクとリスク分担は、原則として次のリスク分担表によるものとし

ます。 

リスク リスク分担 
発生
段階 

リスク項目 リスクの内容 市 事業者 

共
通 

募集要項リスク 募集要項等本事業に係り公表した資料の誤りに
関するもの、内容の変更に関するもの等 ●  

応募リスク 

契約締結リスク 

応募費用に関するもの  ● 
事業者と契約が結べない又は契約手続きに時間
がかかる場合 

● ● 

契約締結費用に関するもの  ● 
資金調達リスク 必要な資金の確保に関するもの  ● 
制度関連リスク 
 

法制度・税制
度・許認可 

土地所有に関わる法制度・税制度・許認可の新
設・変更に関するもの 

● ● 

上記以外のもの  ● 
許認可遅延 事業者の申請等の手続きによる許認可の遅延に

関するもの 
 ● 

社会リスク 
 

第三者賠償 本事業の実施に関する住民反対運動・訴訟・要望
等に関するもの 

● ● 

本件土地の調査、建物の新築工事及び運営等にお
ける近隣対策に関するもの 

 ● 

本件建物を建設したことに起因する周辺への影
響（電波障害、風害、悪臭、日影、交通渋滞等）
に関するもの 

 ● 

事業期間中の事故に関するもの  ● 
環境問題 事業者が行う業務に起因する有害物質の出・漏洩

等、環境保全に関するもの 
 ● 

事業の中止・延期リスク 事業者の事業放棄、破綻によるもの  ● 
市の事情によるもの ●  

不可抗力リスク 風水害、暴動、地震等による事業実施の変更・中
止・延期 

 ● 

金利リスク 金利の変動  ● 
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計
画
・
設
計 

計画・設計 

リスク 

発注者責任 事業者の発注による工事請負契約の内容及びそ
の変更に関するもの等 

 ● 

測量・調査・設

計 

市が実施した測量・調査に関するもの ●  
事業者が実施した測量・調査・設計に関するもの 

 ● 

計画・設計 上記以外の事業者の要因による不備・変更による
もの 

 ● 

建
設 

物価リスク 建設期間中における物価変動  ● 
建設リスク 用地 建設に要する仮設、資材置場に関するもの  ● 

地中障害物等に関するもの  ● 
工事遅延・未完
工 

工事が契約に定める工期より遅延する又は完工
しない場合 

 ● 

市の要求による設計変更により遅延する又は完
工しない場合 

●  

工事費増大 確認申請による確認済証の交付後、市の要望によ
り設計変更を行った場合の追加工事に要する費
用（市の検査による指摘に基づく変更を除く。） 

●  

上記以外の要因による工事費の増大に関するも
の  ● 

施工監理リスク 施工監理に関するもの  ● 

一般的損害リス
ク 

工事目的物、材料、その他関連工事に関して生じ
た損害 

 ● 

運
営 

需要変動リスク 利用需要の増減による収入の変動  ● 

事業内容の変更リスク 市に起因する事業内容の変更 ●  
運営費用の増大リスク 市に起因する事業内容の変更以外の要因による

運営費用の増大 
 ● 

施設損傷リスク 事故・災害による施設の損傷  ● 

 

３ 関係法令等の遵守 

 本事業の実施にあたっては、都市計画法、建築基準法等の関係法令、条例、規則、要綱等を遵

守するとともに、各種基準、指針等についても適宜参考にしてください。 
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Ⅳ 導入機能等に関する公募条件 

１ 導入機能等の概要 

 本件建物には、次の機能を導入するものとします。 

機能 導入要件 

住機能 高齢者向け住宅 必須 

一般住宅 必須 

地域交流機能 地域交流スペース 必須 

地域トイレ 必須 

その他地域交流機能 提案による 

生活環境向上機能 高齢者向け機能 必須 

子ども向け機能 必須 

その他生活環境向上機能 提案による 

ソフト事業 ソフト事業 必須 

 

２ 導入機能等に関する公募条件 

 本件建物への導入機能等については、次の条件に基づき、提案してください。 

（１）要求水準 

 次の内容は、必ず満たしてください。 

項目 内容 

高齢者向け 

住宅 

・高齢者の身体特性や生活特性に配慮された、安心して住み続けられる住宅を

整備してください。 

・住戸の半数以上は、次の要件を満たしてください。 

①個室住戸で住戸面積（専有面積）が 25㎡以上（壁芯寸法）であること。 

②住戸内（専有部分）にキッチン（ミニキッチン可）、トイレ、洗面設備、

浴室が備えられていること。 

※ サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム等を想定しています（「特定

施設」となる介護付有料老人ホームは不可）。家賃設定は自由です。 

※ 住宅全体の戸数は自由です。 

※ 一般住宅も含め、事業終了時の類似施設への住み替え斡旋等、入居者に配

慮した計画をしてください。 

一般住宅 ・一般住宅を 10 戸以上整備してください。 

・住戸のうち、一部又は全部をファミリー向けとしてください。 

・入居者同士の交流促進に寄与するため、高齢者向け住宅と一般住宅の入口は

共同としてください。 

※ シェアハウスやコレクティブハウス等、共有部分のある住宅とすることも

可能です。 

※ ファミリー向け住戸の戸数や間取りは自由です。 
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地域交流 

スペース 

・入居者の他、地域住民等が利用可能で、交流の促進が期待できる地域交流ス

ペースを整備してください。 

・建物外部から直接出入りできる構造としてください。 

・通勤・通学・散歩時や隣接公園利用時に目に留まりやすく、日常的に気軽に

入りやすいスペースとなるよう、構造や配置の工夫をしてください。 

 （例）外壁をガラス張りとして内部の様子がわかりやすい構造とする等 

・規模は 80 ㎡以上とします。 

・スペースの運営方法を提案してください（利用申込みを必要とせず、地域住

民等含め誰でも気軽に立ち寄れるスペースになることを意図しています。例

えば、スペースは施錠せず誰でも自由に出入りできる構造としながら、高齢

者向け住宅等の事務室から見通し可能な配置・構造とする、防犯カメラを設

置する等の運営方法が考えられます。事業者の皆様のアイディアによる提案

を期待します。なお、必ずしも管理スタッフの常駐は求めませんが、地域や

みなくるとの連携・調整を担うカウンターパートは必置とします。）。 

※ 運営方法等については、優先交渉権者として決定後、市や地域の自治会と

協議のうえ決定していただきます。 

地域トイレ ・入居者のほか、地域住民等が利用可能なトイレを設置してください。 

※ 設置場所は建物１階（地域交流スペース内のほか、当該スペース外の共有

部分も可）とします。 

高齢者向け 

機能 

・高齢者向け機能を１つ以上、設置してください。 

・入居者に加え、地域に対してもサービスを提供してください。 

※ サービス提供対象が主に高齢者と捉えられるものであれば自由に提案可能

です。ただし、介護事業所を提案される場合は、資料５により事業所種類に

よる設置可否を確認してください。 

子ども向け 

機能 

・子ども向け機能を１つ以上、設置してください。 

・入居者に加え、地域に対してもサービスを提供してください。 

※ サービス提供対象が主に子ども（高校生以下）と捉えられるものであれば

自由に提案可能です。 

ソフト事業 ・次の効果が期待できるソフト事業を必ず提案してください。 

  ○入居者同士や入居者と地域住民等の交流促進 

  ○高齢者の活躍、社会参加 

（例） 

 ア）運営者によるイベント等の実施 

・地域住民等も参加できるイベント等を地域交流スペースや隣接公園で日

常的に実施することで、交流のきっかけづくりを図る。 

 イ）住宅内の共助制度の導入 

・入居者自身ができること、得意なことを入居時に登録し、入居者同士で

助け合う共助の仕組みを導入することで、高齢者の活躍や交流の促進を

図る。 
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（２）推奨対象事項 

 次の内容は、市として、導入・展開が望ましいと考えている事項ですので、可能であれば提案

してください。 

項目 内容 

高齢者向け 

住宅 

・市が実施する移住支援への協力 

 （例）・事業者が用意するモデルルーム等の未利用時間を、市が行う移住支

援用の住戸として活用するなど 

※ 提案内容に応じて経費負担は別途協議とします。 

（市の移住支援施策：資料６参照） 

その他地域交

流機能 

・入居者、地域住民等の日常利用や交流促進が期待できる付加的な機能の導入 

 （例）・地域交流スペース内へのカフェ、キッチン、本、ゲーム類等の設置 

    ・建物外部への農園・菜園、広場、ベンチ等の設置 

・交流促進専任のコーディネーター（入居者、地域住民等の交流の促進を目的

として活動し、イベントの企画・運営、近隣小中学校等地域との連携に向け

た調整等を行う人材）の配置 

その他生活環境

向上機能 

・入居者、地域住民等の生活環境の向上が期待できる機能の導入 

 （例）カフェ、コンビニ等 

 

３ その他の条件 

（１）施設整備に関する条件 

① 本件建物の地域交流機能部分は、地域住民等も出入りしやすい施設になることを目指してい

ますが、一方で、入居者の安全を確保するため、施設のセキュリティ対策にも配慮してくだ

さい。 

② 本事業敷地は、公園と隣接している点が住居系施設として大きなメリットと考えています。

施設配置・動線等の計画については、公園に対して開かれた計画を期待します。 

③ 施設の外観は、周辺環境と調和するよう配慮してください。 

④ 施設の設計・建設工事・工事監理等について、事業者は市と綿密な協議を行い、円滑な実施

に努めてください。 

⑤ 工事車両の通行に当たっては、十分な安全対策を講じてください。特に、隣接する南八幡幼

稚園児童の通園時間帯には細心の注意を払ってください。また、工事の施工にあたっては、

騒音、振動、悪臭及び粉じんの排出を最小限にとどめるよう配慮してください。 

⑥ 建設工事に際し、撤去又は保存を要する地中障害物の存在が判明したときは、直ちに市に報

告してください。その処理については、市と協議の上、関係法令等に基づき、事業者の負担

で実施してください。 

 

（２）施設運営に関する条件 

① 駿河共生地区内の既存施設（「地域福祉共生センター みなくる」等）等との連携体制の構築

により一体的に交流を促進していくため、本件建物供用開始後も、CCRC 構想に係る関係者が

集まる市主催の協議会（年数回程度）に参加するとともに、連携体制の構築や交流促進につ

いて関係者と連絡・調整を行う担当者の専任を義務付けます。 
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② 高齢者向け住宅と一般住宅の運営者が異なる場合は、前項①の連携体制の構築や交流促進に

向けて支障がないよう、相互に担当者を明確化する等の体制を整備してください。 

③ 定期借地権設定契約が満了するまでの期間（本件建物の建設及び解体撤去に要する期間を除

く。）は、やむを得ない場合を除き、本件土地において本事業を継続して実施してください。 

④ 施設名称は、市と協議の上、決定してください。 

⑤ 本件建物の住宅には、本事業のコンセプト（「地域・多世代交流」）に共感し主体的に行動す

る方、他者との交流に対して積極的な方の入居を促進できるよう、施設開業時又は開業前か

ら、本事業のコンセプトを継続して発信するよう努めてください。 
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Ⅴ 応募に関する事項 

１ 全体スケジュール  

募集要項等の公表 令和元年５月 28 日（火） 

本公募への質問書の提出期間 令和元年５月 28 日（火）～８月 ２日（金）正午 

参加表明書類の提出期間 令和元年５月 28 日（火）～８月 23日（金）午後５時 

提案書類の提出期間 令和元年５月 28 日（火）～８月 27日（火）午後５時 

事業者説明会 令和元年６月 10 日（月） 午後２時～午後４時頃 

質問の回答期限 令和元年８月 19 日（月） 

提案審査 令和元年 10 月上旬頃 

審査結果の通知・公表 令和元年 10 月下旬頃 

基本協定の締結 令和元年 11 月頃 

定期借地権設定契約の締結、 

本件土地の貸付開始 
令和２年４月１日（水） 

建設工事着手 令和２年４月１日以降 

施設開業 令和２年度中 

 

２ 応募資格 

（1）応募者の構成 

 本事業への応募者の構成は、次のとおりとしてください。 

① 応募者は、単独の法人又は複数の法人によって構成された共同事業者（以下「共同事業者」

という。）とする。 

② 共同事業者を構成する法人は、単独で応募することはできない。また、他の応募している

共同事業者の構成員となることもできない。 

③ 応募書類の提出期間終了後、共同事業者の構成員の変更及び追加は、原則として認めない。 

 

（2）応募者の資格要件 

 本事業に応募できる事業者（共同事業者による応募の場合、すべての構成員）は、次のいずれ

の要件にも該当しない者に限ります。 

① 契約を締結する能力を有しない者 

② 破産者で復権を得ない者 

③ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法（平

成 11年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者 

ただし、更生計画認可決定又は再生計画認可決定がなされている場合は、この限りではない。 

④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団その他の

反社会的団体である者又はそれらの構成員が行う活動への関与が認められるもの 

⑤ 市との契約等において、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 2 項

各号のいずれかに該当すると認められる者及びその者を代理人、支配人、その他の使用人

として使用する者 
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ただし、その事実があった後 3年を経過した者については、この限りではない。 

⑥ 国税又は市税を滞納している者 

 

３ 応募手続き等 

（1）応募書類の提出 

 本公募への応募を申し込む事業者は、次により応募書類（参加表明書類及び提案書類）を提出

してください。 

参加表明書類 提出期間 令和元年５月 28 日（火）～８月 23日（金）午後５時（時間厳守） 

応募書類 提出期間 令和元年５月 28 日（火）～８月 27日（火）午後５時（時間厳守） 

受付場所 本募集要項「Ⅷ 事務局」に記載する窓口 

申込方法 
後掲「４ 応募手続きに係る書類（1）応募書類」に記載する書類
を持参してください。 
※郵送では受け付けません。 

 なお、参加表明書類を提出した応募者が提案書類の提出を辞退する場合は、辞退届（様式 14）

を８月 27 日（火）午後５時までに事務局に提出してください。辞退届を提出した場合において、

これを理由として何ら不利益な取扱いを受けることはありません。 

 

（2）質問書の提出 

 本公募に関する質問は、質問書（様式 12）により受け付けます。令和元年８月２日（金）正午

までに、本募集要項「Ⅷ 事務局」に記載する連絡先宛、電子メールに質問書を添付してお送り

ください。 

 質問への回答は、市ホームページで公表します。回答公表日は令和元年８月 19 日（月）を予定

しています。また、質問への回答は、本募集要項と一体のものとして、同等の効力を有するもの

とします。 

※質問がない場合は、質問書の提出は必要ありません。質問書の提出の有無が、事業者選考の結

果に影響することはありません。 

※意見の表明と解されるもの等については、回答しないことがあります。 

 

（3）事業者説明会 

 本公募に関する事業者説明会を開催します。 

 参加を希望する事業者は、次によりお申し込みください。 

開催日時 令和元年６月 10 日（月）  午後２時～午後４時頃 

開催場所 葵消防署６階 61 会議室 （静岡市葵区追手町 6番 2号） 

申込方法 本募集要項「Ⅷ 事務局」に記載する連絡先宛、電子メールに説明会参加
申込書（様式 13）を添付してお送りください。 

※参加者は１法人あたり３名までとしてください。 

※当日に募集要項等の配付は行いませんので、参加者各自で公募書類をダウンロード及び印刷し、

ご持参ください。 

※なお、説明会に参加しなくとも、本公募への参加は可能です。説明会へ参加の有無が、事業者

選考の結果に影響することはありません。 
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４ 応募手続きに係る書類 

 応募手続き等に係る書類は以下のとおりです。市ホームページにおいて本募集要項とともに公

表する様式集を用いてください。 

（１）応募書類 

①参加表明書類 

 以下の書類は、正本１部・副本１部を提出してください。 

様式 正本 副本 

【様式１】 参加表明書 １部 １部 

【様式２】 参加法人一覧表 １部 １部 

【様式３】 類似事業実績書 １部 １部 

【様式４】 法人概要書及び会社パンフレット等 １部 １部 

【様式５】 
財務状況表及びこれを証明する書類※ 

※直近３か年分の決算報告書 
１部 １部 

【任意様式】 法人登記履歴事項全部証明書 １部 １部 

【任意様式】 印鑑証明書 １部 １部 

【任意様式】 現に滞納がないことの証明書（国税及び市税分） 各１部 各１部 

【様式６】 誓約書 １部 １部 

※本提出書類は、ファイル綴りや見出し付けは不要ですが、適宜ダブルクリップ等でまとめてく

ださい。 

 

②提案書類 

 以下の書類は、正本１部・副本 10 部を提出してください。 

様式 正本 副本 

【様式７】 事業提案書 １部 10 部 

【様式８】 建築計画 １部 10 部 

【様式９】 貸付料提案書 １部 10 部 

【様式 10】 資金調達計画及び事業収支計画 １部 10 部 

【様式 11】 事業スケジュール １部 10 部 

※提出書類は縦型Ａ４版のフラットファイルに左綴じとし、ファイルの表紙に見出しを付けて提

出してください。 

※副本は、事業者が特定できる記載部分（ファイルの表紙、名称、ロゴマーク等）について、す

べてマスキング（塗りつぶし）を施してください。 

（２）その他の書類 

様式 

【様式 12】 質問書 

【様式 13】 説明会参加申込書 

【様式 14】 辞退届 
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５ その他留意事項 

① 応募者は、応募書類の提出をもって、本募集要項等の記載内容を承諾したものとします。 

② 応募に必要な一切の費用は、応募者の負担とします。 

③ 応募書類は返却しません。 

④ 応募者は、１つの提案しか行うことができません。 

⑤ 応募書類の変更、差替え及び追加提出は認めません。ただし、市が認めた場合はこの限り

ではありません。 

⑥ 応募書類の著作権は応募者に帰属しますが、市が必要と認めるときには、市は応募者と協

議のうえ、提出された資料の全部又は一部を無償で使用できるものとします。 

⑦ 提案に含まれる特許権、商標権等、日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象

となっているものを使用した結果生じた責務は、応募者が負うものとします。 

⑧ 情報公開請求があった場合、応募書類は、応募者に不利益が生じない限り原則公開としま

す（静岡市情報公開条例に従うものとします）。 

⑨ 応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年法律第 51 号）に定めるもの、

通貨単位は円、時刻は日本標準時とします。 

 



18 
 

Ⅵ 選考に関する事項 

１ 選考の流れ 

(１)事前審査 

 応募者が提出した応募書類に基づき、本募集要項に記載する条件を概ね満たしているかについ

て、事務局が確認します。 

 公募条件等を明らかに満たしていない場合は失格とします。ただし、その内容が軽微なもので

意図したものではなく、また、提案内容の全体に大きな影響を及ぼすものでない場合、市は当該

提案を行った応募者に対して意向を確認し、当該応募者が当該箇所について本募集要項に記載の

条件を満たすことが可能である場合に限り、当該応募者を失格としないことがあります。 

 提案条件等を概ね満たしている応募者を事前審査通過者としますが、応募者多数の場合は、通

過者を５者程度とする場合があります。この場合は、提案審査の評価基準に基づき、事務局が応

募者の応募書類を審査し、通過者を選考します。 

 

(２)提案審査 

 事前審査通過者の提案内容について、評価基準に基づき提案審査（プレゼンテーション及びヒ

アリング）を行い、評価点を決定します。提案審査は、地域・多世代交流型住宅整備運営事業者

審査委員会（以下「審査委員会」という。）及び事務局が行います。 

 提案審査による評価点が最大となった提案の応募者を最優秀提案者、次点となった提案の応募

者を次点提案者に選考します。 

 

(３)優先交渉権者及び次点交渉権者の決定 

 市は、選考された最優秀提案者を優先交渉権者、次点提案者を次点交渉権者に決定します。優

先交渉権者が、市と定期借地権設定契約を締結するに至らなかった場合は、次点交渉権者が優先

交渉権者としての地位を取得します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前審査 

・応募者の応募書類が提案条件等を概ね満たしていることの確認 

 ※ 応募者多数の場合は、事前審査通過者を５者程度選考する場合があります。 

提案審査 

・事前審査通過者の提案内容のプレゼンテーション及びヒアリング 

・最優秀提案者及び次点提案者の決定 

優先交渉権者及び次点交渉権者の決定 
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２ 提案審査の審査方法 

(１)評価基準 

 提案審査において審査委員会は、評価基準に基づき評価を行います（資料７参照）。 

 

(２)順位の決定 

① 各評価項目の評価点数の合計が最も高い提案の応募者を最優秀提案者、次点となった提案の

応募者を次点提案者に選考します。 

② 満点に審査員の人数を乗じた点数の６割を最低基準点とし、最優秀提案者及び次点提案者は、

最低基準点以上の点数を得た提案の応募者の中から選考するものとします。 

③ 最高順位の応募者が複数ある場合は、下記の優先度順の評価項目に基づき最優秀提案者を選

考します。この場合も同点の場合は、再度各審査員から意見を聴き、順位を決定します。 

優先度 審査項目 

1 評価項目【（1)(2)(3)(4)】の評価点数の合計が最も高い提案の応募者 

2 評価項目【(2)】の評価点数が最も高い提案の応募者 

3 評価項目【(4)】の評価点数の合計が最も高い提案の応募者 

4 評価項目【(7)】の評価点数が最も高い提案の応募者 

 なお、最低基準点以上の点数を得た提案がない場合は、最優秀提案者等を該当者なしとします。 

 

３ 審査結果の通知及び公表 

 事前審査の結果は、全ての応募者（辞退した事業者を除く。）に書面により通知します。 

 提案審査の結果は、提案審査参加者に書面により通知し、市ホームページにおいて公表します。 

 

４ その他留意事項 

① 提出された応募書類に重大な不備もしくは虚偽の記載があった場合、又は市からの質疑にお

いて虚偽の説明等を行った場合は、失格とします。 

② 選考後、応募者が応募資格を満たさなくなった場合、又は提出された応募書類内容に重大な

変更が生じた場合は、選考結果を変更することがあります。 

③ 本公募において、応募がない、又は審査の結果、いずれの応募者においても最低基準点以上

の点数を得なかった場合には、優先交渉権者等を該当者なしとし、その旨を市ホームページ

において公表するものとします。 
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Ⅶ 定期借地権設定契約に関する事項 

１ 契約締結までのスケジュール 

 定期借地権設定契約締結までのスケジュール（予定）は次のとおりです。 

令和元年 11 月頃 優先交渉権者の決定 

令和元年 11 月頃 基本協定の締結 

基本協定締結後～令和２年３月頃 定期借地権設定契約締結に向けた協議 

令和２年４月１日 定期借地権設定契約の締結（事業者の決定） 

土地の引渡し 

 

２ 契約締結までの手続き等 

（1）基本協定の締結 

 優先交渉権者の決定後、市と優先交渉権者は、事業実施に向けた基本的事項を定めた基本協定

を締結します。 

 

（2）契約の締結 

 市と優先交渉権者は、基本協定の締結後、協議の上、定期借地権設定契約を締結します。 

 市は、定期借地権設定契約の締結をもって優先交渉権者を事業者として決定します。また、契

約が締結された時点で、市は次点交渉権者に対し、その地位の喪失を文書で通知します。 

 定期借地権設定契約は、借地借家法第 23条の規定に基づき、公正証書により締結します。公正

証書作成に係る費用及び定期借地権設定登記を行う場合に必要な費用は事業者の負担とします。 

 なお、本事業の実施内容は、定期借地権設定契約の締結をもって決定します。選考時点での優

先交渉権者の提案内容について、やむを得ない事由で実施が困難となった場合、定期借地権設定

契約の締結までに、市と優先交渉権者が協議し、双方が合意する場合には、本事業の趣旨及び優

先交渉権者の提案趣旨を損なわない範囲で、選考時点での優先交渉権者の提案内容を変更して本

事業の実施内容を決定できるものとします。 

 

３ 事業の継続が困難となった場合の措置 

（1）事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

 基本協定書に規定する協定の解除の条項及び定期借地権設定契約書に規定する契約解除の条項

に該当する事由が発生した場合は、市は基本協定及び定期借地権設定契約を解除することができ

るものとします。 

 その場合、市は事業者に対し、基本協定書及び定期借地権設定契約書に規定する違約金及び損

害賠償金を請求できるものとします。 

 

（2）当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合 

 市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場

合は、市と事業者は事業継続の可否について協議するものとします。 



21 
 

４ その他留意事項 

（１）定期借地権の譲渡、転貸等 

 本件土地にかかる定期借地権は「賃借権」とし、市の承諾を得ずに第三者に譲渡、転貸等を行

うことはできません。 

（２）本件建物の譲渡、貸付等 

 本件建物は、市の承諾を得ずに第三者に譲渡、貸付等を行うことはできません。 

 

（３）契約の更新等 

 契約の更新及び貸付期間の延長を行うことはありません。また、本件建物の買取請求権は発生

しません。 

 ただし、貸付期間満了後の再契約については、市と事業者の協議により決定することとします。 

 

 

Ⅷ 事務局 

 本募集要項に関するお問合せは以下の事務局までご連絡ください。 

静岡市保健福祉長寿局健康福祉部 福祉総務課生涯活躍推進室（担当：福井、木村、木股） 

住所 ：静岡市葵区追手町 5 番１号 

電話 ：054-221-1335（直通） 

E-mail ：fukushisoumu＠city.shizuoka.lg.jp 


