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第１章 プロポーザル概要 

１-１．募集の趣旨

 磐田市鎌田第一土地区画整理事業は、来春開業予定の御厨駅南側に位置し、

駅を核としたまちづくりを担う地区として、磐田市の都市計画マスタープラン

や立地適正化計画により都市機能を誘導する区域とされています。 

 このような環境のなか、25 街区保留地は、南口駅前広場に面した近隣商業地

域であるため、まちの賑いに寄与する都市機能の誘致を積極的に行っていくこ

とが求められています。 

 この計画を実現に向けて、民間事業者の企画力、資金力、ノウハウを活用す

るために、公募型プロポーザル方式による公募を行うものです。 

１-２．実施の概要

 (1)売却方法 

  公募型プロポーザルの参加申込者が提示した企画提案書等の内容について

審査委員会による審査を行い、25 街区保留地の利活用について優良な提案を

行った事業者と契約します。 

１-３．売却対象物件 

 (1)所在地・地目・地積 

  所在地 ： 磐田市鎌田 2156 番地 1外 （１－４画地） 

  地 目 ： 宅地 

  地 積 ： 1,589.88 ㎡ 

 (2)位置図 

神明中学校 

売却対象物件 
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           仮換地図 

 (3)法規制等 

  用途地域  近隣商業地域 

  防火指定  指定なし 

  建ぺい率  80％ 

  容 積 率  200％ 

  高さ規制  20ｍ ※1 

  日影規制  対象建築物＞10ｍ、平均地盤面からの高さ 4ｍ、 

規制日影時間 5ｍ＜L≦10ｍ ５時間 

      10ｍ＜L    ３時間 

  道路斜線  適用距離 20ｍ、勾配 1.5 

  隣地斜線  立上がり 31ｍ、勾配 2.5 

  そ の 他  磐田都市計画鎌田第一地区計画 

※１ 高さ規制 20ｍは現在、地区計画の変更手続き中であり、令和元年度末に撤廃予定 

 (4)対象物件の売却最低価格 １４７，５４１，０００円 

（売却最低単価 ９２，８００円/㎡） 

保留地 
(1589.88 ㎡) 
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 (5)その他 

  保留地（1-4 画地）の南側の仮換地 2-1、2-2、3-1、3-2 画地は保留地と 

併せた土地利用が可能です。企画提案される場合は、南側４筆を含んだ提 

案も募集します。 

 地 目 ： 宅地 

 地 積 ： 2-1 画地 186.25 ㎡ 

       2-2 画地 681.56 ㎡ 

       3-1 画地 334.03 ㎡ 

       3-2 画地 226.52 ㎡ 

  法規制等： 保留地と同様 

  ※仮換地の契約は、土地所有者と契約となりますが、価格については原則

保留地と同一単価です。 

１-４．プロポーザルの条件

 (1)提案内容の基本条件 

  御厨駅周辺は、駅を中心に土地区画整理事業により良好な環境が確保され 

た住宅地や既存工場群からなる市街地が形成されており、今後は開業する駅

の利便性を活かしたにぎわいのある土地利用が求められます。 

御厨駅の駅前地区は、磐田市都市計画マスタープランにおいて、商業業務 

 地区と位置づけられており、新たな交通拠点としての機能向上を図るととも

に、既存の用途地域規制や地区計画制度に加え、立地適正化計画制度の活用

により、通勤やスポーツ観戦等を含む駅利用者も対象とした商業・業務・子

育て施設等がコンパクトに配置された都市機能の誘導を図っていくことにな

っています。 

  以上のことを踏まえ、来訪者や市民が便利で快適な日常生活を支える拠点

づくりにつながる土地利用の提案を求めます。 

(2)提案施設 

 提案施設のイメージは、 

複合型施設（ビジネスホテル＋商業・医療・金融施設） 

複合型施設（分譲マンション＋商業・医療・金融施設） 

複合型施設（食品スーパーなどの物販＋レストラン等） 

  など、民間事業者の自由な発想による幅広い分野にわたる施設の提案を募

集します。 
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１-５．スケジュール 

予 定 日 程 内     容 

令和元年 11 月 19 日(火) 

  ～令和元年 12 月 10 日(火) 

実施要領の配布 

組合ホームページに掲載 

令和元年 11 月 19 日(火) 

  ～令和元年 12 月 10 日(火) 
質問書の受付期間 

令和元年 11 月 20 日(水) 

  ～令和元年 12 月 20 日(金) 
参加申込書の受付期間 

令和元年 11 月 25 日(月) 

～令和元年 12 月 24 日(火) 
参加資格確認結果通知（順次） 

令和元年 12 月 25 日(水) 

  ～令和 2年 2月 28 日(金) 
提案書の受付期間 

令和 2年 3月 12 日(木) 

  ～令和 2年 3月 13(金) 
プレゼンテーション及びヒアリング 

令和 2年 3月中旬 候補者決定 

令和 2年 3月下旬 土地売買契約締結 

第２章 参加者の資格 

２-１．参加者の資格等 

 (1)次の要件をいずれも満たすものであること 

  ①国内に本店を有する法人であること。 

  ②指定期日までに契約保証金及び売買代金の支払いが可能であること。

（選定された買受事業者が指定期日までに契約保証金及び売買代金の支

払いができない場合は、契約を解除します。） 

 (2)次のいずれの項目にも該当しないこと 

  ①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第２条に掲げる営業に該当する事業者 

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）第２条に規定する団体 

  ③参加申込書提出時において、会社法（平成１７年法律第８６条）第４７

５条又は、第６４４条の規程に基づく清算の開始、破産法（平成１６年

法律第７５条）第１８条第１項若しくは第１９条第１項の規定に基づく

破産手続き開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第

１７条に規定する更生手続開始の申立てがなされている者（同法第１９

９条に規定する更生計画認可の決定を受けている者を除く。）又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条に規定する再生手続開始

の申立てがなされている者（同法第１７４条に規定する再生計画認可の
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決定を受けている者を除く。） 

  ④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 

  ⑤法人税、消費税及び地方消費税に滞納がある者。また、法人市民税の滞

納がある者 

 (3)その他 

  ①提出書類に虚偽の記載があった場合は、参加資格を喪失します。 

  ②同一事業者が、複数の事業提案をすることはできません。 

２-２．要領配布・質問書の提出 

 (1)関係書類の配布 

  ①配布期間 

   令和元年１１月１９日(火)から令和元年１２月１０日(火)まで 

  ②配布場所 

   ・磐田市鎌田第一土地区画整理組合事務所 

     住所：磐田市鎌田 2087 番地１ 

    ※土・日曜日を除く午前９時から午後５時まで 

   ・磐田市鎌田第一土地区画整理組合ホームページ 

 (2)質問及び回答 

  プロポーザル実施に関する質問及び回答は、次のとおりとします。 

  ①質問書 

   【様式３】で作成してください。 

  ②受付期間 

   令和元年１１月１９日(火)から令和元年１２月１０日(火)まで 

  ③提出方法 

   電子メールで行うこととし、電子メール以外の方法は、受け付けませ

ん。また、電子メール発信後、電話でメール発信の連絡をお願いしま

す。 

   ＜送付先＞電子メール kamada0001@rx.tnc.ne.jp

   ＜連絡先＞電話番号 ０５３８－８４－６１５１ 

  ④質問に対する回答 

   ア 質問に対する回答は、令和元年１２月１７日(火)まで、随時ホーム

ページ内に掲載します。 

   イ 回答の内容及びその他の内容修正は、本要領の追加・訂正として取

り扱うものとします。企画提案はこの内容を踏まえて提出してくだ

さい。 

   ウ 質問及び回答は、本要領に関するものとします。それ以外のもの
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や、単なる意見表明と解されるものには回答しません。 

２-３．参加申込書等の提出・結果通知 

 (1)受付期間 

  令和元年１１月２０日(水)から令和元年１２月２０日(金)まで 

  ※土・日曜日を除く午前９時から午後５時まで。 

 (2)提出場所 

  磐田市鎌田第一土地区画整理組合事務所 

   住所：磐田市鎌田 2087 番地１ 

 (3)提出方法 

  持参又は郵送により提出してください。 

  ※ＦＡＸ、電子メールでの提出は受け付けません。 

 (4)提出書類 

  ①参加申込書 【様式１】 

  ②商業登記簿謄本又は法人登記簿謄本および法人の印鑑証明書    

（発行から３ヶ月以内のもの。） 

  ③誓約書【様式２】 

  ※なお、別途、納税証明書、決算書類について提出をお願いする場合があ

ります。予めご承知おきください。 

 (5)参加申込みにおける注意事項 

  ①提出書類に虚偽の内容が認められた場合、失格とします。 

  ②参加受付後に辞退される場合は、辞退届【様式６】を提出してくださ

い。 

 (6)参加資格確認結果の通知 

   上記の書類により、参加資格要件への適合性を確認し、順次、プロポー

ザルへの参加要請を書面でご連絡します。また、参加を認められない場

合には、その旨を書面で通知します。 

 期間：令和元年１１月２５日(月)から令和元年１２月２４日(火)まで 

第３章 企画提案 

３-１．企画提案書等の提出 

 (1)提出期間 

  令和元年１２月２５日(水)から令和２年２月２８日(金)まで 
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   ※土・日曜日・祝日を除く午前９時から午後５時まで。 

 (2)提出場所 

  磐田市鎌田第一土地区画整理組合事務所 

   住所：磐田市鎌田 2087 番地１ 

 (3)提出方法 

  持参又は郵送により提出してください。 

  ※ＦＡＸ、電子メールでの提出は受け付けません。 

 (4)提出書類 

  ①企画提案書の作成にあたっては、表紙は【様式４】としますが、それ以

降については任意様式とします。 

  ②文章を補完するための写真、イラスト、イメージ図等を貼付してくださ

い。 

  ③契約締結から企画提案事業が完了するまでのスケジュールを示してくだ

さい。 

  ④概算事業費、資金調達計画が分かる事業収支計算書を提出してくださ

い。 

  ⑤価格調書【様式５】を提出してください。買受希望価格は、算用数字を

使用し、金額の前に必ず「￥」を付けてください。金額を訂正した場合

は無効になります。 

 (5)提出部数 

  １０部（原本１部、副本９部） 

 (6)企画提案書提出に当たっての注意事項 

  ①企画提案書等の作成に要する費用は、全て応募者の負担とします。 

  ②企画提案書の著作権は、応募者に帰属します。 

  ③提出する書類のうち押印が必要なものについては、参加申込時に使用し

た印鑑証明書と同じ印を押印してください。 

第４章 審査方法 

４-１．プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

 (1)プレゼンテーション及びヒアリング日時・場所 

  日時：令和２年３月１２日(木)から令和２年３月１３日(金) 

     時間の詳細は後日連絡します。 

  場所：磐田市鎌田第一土地区画整理組合事務所 
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 (2)プレゼンテーションの時間 

  各提案者６０分以内（提案３０分、質疑３０分以内）とし、出席者は、説

明者を含め３名以内とします。 

 (3)その他 

  ①プロジェクター及びスクリーンは、組合で用意しますが、パソコンその

他の必要な機器は、提案者で用意してください。 

  ②理由なく欠席した場合は、審査及び選定から除外します。 

４-２．審査委員会による審査 

 (1)審査委員会 

   企画提案書に係る審査については、「２５街区保留地の売却に係る公募

型プロポーザル審査委員会」（以下「審査委員会」という。）を組織し、

提出された企画提案書及びヒアリングにより審査します。 

 (2)審査方法 

   審査委員会では企画提案書及びその附属資料の内容について審査を行

い、総合的に評価を行った上で、最も高い評価となった者を最優秀提案者

として、次に高い評価となった者を優秀提案者として選定します。ただ

し、応募者数に関係なく該当なしとなる場合もあります。 

 (3)審査基準 

   企画提案書等の審査項目及び配点は１００点満点で評価し、内訳は、企

画提案に関する評価を７０点、買受希望価格に関する評価を３０点とし、

合格基準は審査委員全員の平均点が７０点以上とします。 

  ①企画提案に関する評価（７０点） 

   企画提案審査において、以下の項目について評価を行うものとします。 

  【基本方針との適合性】 

   ・定住人口や交流人口の増加、雇用の創出等、地域の活性化に資するも

の。 

   ・地域住民等の利便性の向上に期待できるもの。 

   ・磐田市の上位計画に適合している。 

  【提案事業の実現性・継続性】 

   ・事業スケジュールが具体的であり、実現可能な計画・体制が構築され

ている。 

   ・事業に要する経費、運営経費などの資金調達方法や収入・支出に関す

る具体的な収支計画を提案している。 
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   ・同様の事業に実績があるか、又は他に優れた実績がある。 

   ・法人としての財政状況に信頼度がある。 

  【施設計画】 

   ・施設の配置は適切に計画されている。利用者にとって使いやすい平

面、動線計画になっている。 

   ・ユニバーサルデザイン等に配慮した計画となっている。 

   ・駐車場確保の考え方が適正で、現実的である。 

   ・その他特筆すべき工夫がなされている。 

  【周辺環境対策】 

   ・周辺の環境（防災、日照、騒音等）に配慮した計画となっている。周

辺道路の交通対策に配慮している。 

   ・周辺環境に配慮し、周囲のまちなみや自然環境に溶け込む、魅力ある

外観、デザインになっている。 

   ・環境負荷軽減への積極的な取組がなされている。 

 ②買受希望価格に関する評価（３０点） 

   最高買受希望価格を提示した者の得点を３０点とし、価格提示状況を

踏まえて配点します。 

 (4)企画提案の無効 

  次の条件を満たさない企画提案は無効とします。 

  ①提案内容に係る事業について土地の引渡し及び使用収益の開始日から、

継続して１０年間運営すること。 

  ②事業の着手は、契約の日から１年以内とすること。 

 (5)買受希望価格提案の無効 

  次のいずれかに該当する買受希望価格提案は無効とします。 

  ①予定価格を下回る買受希望価格による提案 

  ②買受希望価格提案に所定の記名押印がない提案 

  ③その他買受希望価格に関する条件に違反した提案 

 (6)審査結果の通知 

  ①最優秀提案者及び優秀提案者は、令和２年３月中旬に決定する予定と

し、該当者へ書面にて通知します。 

  ②全ての提案者に審査結果を買受事業者決定後に書面にて通知します。 

   ※審査結果に対する質疑や異議には応じられません。 
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４-３．最優秀提案者又は優秀提案者との協議及び買受事業者の内定 

  組合と最優秀提案者が協議し、提案内容や契約内容に関する調整を行っ 

たうえで、当該売却物件の買受事業者として内定し、保留地売却決定通知書

を交付します。 

  また、最優秀提案者との協議の結果、売買契約を締結しないこととなっ 

た場合には、次点の優秀提案者と協議を行うこととします。 

第５章 契約に関する事項 

５-１．買受事業者との契約の締結 

 (1)契約 

   買受事業者として内定した者には、保留地売却決定通知書を交付し、交

付した日から１０日以内に売買契約を締結します。 

   なお、契約に係る費用は、買受事業者の負担とします。 

(2)契約保証金 

 ①保留地売却決定通知書を交付し、交付した日から７日以内に売却価格の 

１００分の１０以上に相当する額を納入していただきます。 

 ②契約保証金は、売買代金の一部に充当します。 

 ③売買代金の支払いが行われず、契約が解除された場合、契約保証金は返

還しません。 

(3)その他 

  保留地南側の仮換地（2-1、2-2、3-1、3-2 画地）に対する個人との契約 

は、相互に協議して契約します。 

５-２．売買代金の支払い 

  売買代金は、売買契約を締結した日から３０日以内に納入していただき 

ます。 

５-３．土地の引渡し及び使用収益 

(1)土地の引渡し及び使用収益の開始日を工事の進捗に合わせて決定し、買

受事業者にその旨を通知します。 

(2)本件土地は、原則として現状有姿で引き渡します。 

(3)売買した保留地の所有権移転の登記は、土地区画整理法（昭和２９年法

律第１１９号）第１０７条第２項に規定する換地処分に伴う登記が完了し

た後に申請してください。なお、登記に要する諸費用は、買受事業者の負

担とします。 
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(4)登記地積と契約地積に変更がある場合があります。 

 換地処分時に行う確定測量の結果、登記地積に誤差が出ることがありま

す。その場合は、購入時の価格にて変更契約を行い精算します。 

５-４．買受事業者の責務、売却条件等 

 (1) 土地の引渡し及び使用収益の開始日から１年以内に提案事業に係る工事

に着手し、着手後３年を経過する日までに提案の土地利用を開始してくだ

さい。また、使用収益の開始日から継続して１０年間提案の土地利用をし

てください。 

 (2)土地売買契約締結後の土地利用に当たっては、関係法令や条例等を遵守

してください。 

 (3)建物の建設等にあたっては、計画内容等の地元説明会、近隣住民との協

議を、自らの責任及び負担で行ってください。 

 (4)提案事業の実施にあたって、許可申請の手続きによる変更等、止むを得

ない事情により、提案内容を変更する場合には、事前に文書により組合に

申し出て承認を得てください。但し、本事業の趣旨に反する変更は認めま

せん。 

 (5)上・下水道の引込は下記のとおり完了しています。なお、上水道負担金

及び下水道受益者負担金は、買受事業者の負担とします。 

  ①上水道 口径φ２０ 

  ②下水道 口径φ１００ 

  ③都市ガス 口径φ２５ 

 (6)消防水利、車両乗り入れ口（歩道の切り下げ）等については、市及び組

合と協議の上、自らの負担で行ってください。 

５-５．その他 

(1)買受事業者以外の提出書類（参加申込書及び企画提案書の規定様式以外の

添付書類）は返却します。 

(2)本要領に定めのない事項は、関連諸法令・法規に定めるところにより処理 

  します。また、磐田市が定める各種計画に整合させるものとします。 



（様式第６号）  

土 地 売 買 契 約 書

磐田市鎌田第一土地区画整理組合（以下「甲」という。）と          

（以下「乙」という。）との間において、次の条項により土地の売買契約を締結する。 

第１条 甲は、乙に後記表示の土地を金           円也（１㎡当たり 

      円也）をもって売渡すものとする。   

第２条 乙は、契約保証金          円也を渡し、甲は、これを   

年  月  日受領した。 

第３条 乙は、第１条の買受代金を    年  月  日までに甲に支払うものとす

る。この場合に前条の契約保証金は、買受代金に繰り入れるものとする。 

第４条 甲は、前条の売買代金を受領したときは遅滞なく売買した土地を乙に引き渡さ

なければならない。この場合に甲は、当該土地を使用し、収益する一切の権利を消滅

させたうえ、乙に引渡し、第三者からこの契約について異議の申出又は権利の主張等

があったときは、甲の責任において解決するものとする。 

２ 乙が使用収益開始前の土地を購入した場合は、当該土地を使用し収益する一切の権

利を消滅させたうえで、土地利用が可能となったとき乙に引渡し、第三者からこの契

約について異議の申出又は、権利の主張等があったときは、甲の責任において解決す

るものとする。 

第５条 乙は、前条により土地の引渡しを受けたときは、当該土地を使用し、収益する

ことができる。 

第６条 売買した土地について、後日地積に変更があったときは、その増減した面積に

応じ、第１条による単価により算出した金額をもって精算するものとし、本契約書を

保留地地積変更による変更契約書により更正するものとする。 

第７条 甲は、乙に売渡した土地については、土地区画整理事業に要する費用を賦課し

ないものとする。 

収入印 

紙 欄 



第８条 売買した土地の所有権移転の登記は、土地区画整理法の規定により換地処分に

伴う登記が完了した後に遅滞なく行うものとする。 

２ 公租公課並びに前項の登記に要する諸費用は、乙の負担とする。

第９条 乙は、買受けた土地の権利を第三者に譲渡しようとするときは、その者と連署

して当該土地の権利の譲渡について甲に申請し、その承認を受けなければならない。 

この場合に、譲受人はこの土地売買契約書による乙の権利義務を継承することを誓

約しなければならない。 

第 10 条 乙が第３条の期日までに売買代金を支払わないとき、又は契約の条項に違反し

たときは、甲はこの契約を解除することができる。この場合、乙は第２条の契約保証

金の返還を求め、又はこれにより生じた損害を請求することができない。 

第11条 この契約条項又は、この契約条項に記載のない事項について疑義のあるときは、

全て甲の解釈するところによるものとする。 

この契約を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙各自記名押印しそれぞれ１通を 

保有するものとする。 

    年  月  日 

甲 磐田市鎌田第一土地区画整理組合 

理事長           印 

乙  住所              

氏名            印 

売買物件の表示

磐田市鎌田第一土地区画整理組合保留地

街区番号 符  号 地  積 摘  要 

 別紙図面のとおり 

(住所：鎌田  ) 


