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1 旧南小学校跡地活用事業の趣旨 

別府市（以下「本市」という。）では、平成 23年 4月に策定した「別府市都市計画マ

スタープラン」において「中心市街地活性化の推進」、「低・未利用地の有効活用」、「既

存ストックを活かした利便性の高い、魅力ある住環境の創出」を目指すとともに、平成

28 年 3 月に策定した「別府市総合計画後期基本計画」に基づき、「地域で支えあい、誰

もが健康で安心して暮らしている」まちづくり、また「日常生活が便利で、誰もが快適

に暮らしている」まちづくりを目指しているところである。 

計画地が位置する別府市南部地区は、明治期から昭和初期にかけて栄えた地区である

が、都市基盤整備の遅れなどによる建物の更新が進んでいないことや、近年、高齢化が

進み、活性化に課題がある状況である。しかし、県道別府挾間線が開通したことなどに

より、南部地区の環境は大きく変わろうとしているところである。また、計画地周辺に

ある中央保育所や南部児童館、南部子育て支援センターについては、別府市公共施設再

編計画において、複合化や移転の可能性を検討することとされている。平成 27 年度に

は南部振興プロジェクトチームにより「南部振興プロジェクトチーム H27年度提言書（平

成 28年 3月）」が策定され、その後、これまでの調査検討の内容を踏まえ、南部地区の

基本的な方向性と具体的な取り組みを示した計画を策定している。その中では、計画地

周辺を「魅力的な住環境の形成」や「健康づくり」に資する、まちづくりの中核を担う

「コミュニティ拠点」とすることを目指している。 

計画地は、開校後 120 年以上もの間、地域に親しまれてきたが、平成 14 年 4 月に旧

南小学校と旧浜脇小学校が南小学校として統合されたことから、現在は低未利用地とな

っている。しかし、計画地は密集市街地に位置しており、低未利用地の有効活用により、

利便性の高い魅力ある住環境の創出を図ることが求められている。 

したがって、本市は、旧南小学校跡地活用事業（以下「本事業」という。）に関する

事業提案を公募するものとする。 
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2 土地利用現況・人口動向等 

(1) 土地利用 

計画地は、別府駅から徒歩 15 分、東別府駅から徒歩 10 分の場所に位置している。

計画地の南側には朝見川を望み、対岸には新設された南小学校があり、周辺は低層の

住居が密集している。また、計画地の周辺には、別府市南部児童館(旧レンガホール)

等の歴史的建造物もあり、歴史・文化が感じられる地域でもある。さらに、近隣のシ

ョッピングセンターや国道 10 号線へのアクセスにも優れ、買い物や公共交通等の利

便性が高いエリアである。 

計画地周辺は、商業地域の指定であるが、実態としては専用住宅が多く、個人店舗

も地区の衰退と並行し空き店舗が目立つ状況にある。また、土地利用需要が減少し、

空き家、駐車場、未利用地等が増加している。現在、小学校は廃校となり、体育館と

グラウンドを地元住民に地域開放している。 

 

 

 

 

 

図 1 計画地の位置図 
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(2) 人口動向 

南部地区（「南地区」と「浜脇地区」）と別府市全域の人口はともに減少傾向にある

が、南部地区は別府市全域よりも減少傾向が顕著となっており、平成 17 年度から平

成 27 年度で約 15%減少している。南部地区と別府市全域とも 65 歳以上の高齢者の割

合は高くなっているが、南部地区では平成 27年度に約 41%と別府市全域よりも約 10%

上回っている。高齢者数自体は大きく減少していない状況であることから、年少人口

と生産年齢人口の減少が大きく影響しているといえる。また、別府市全域の将来人口

は年々減少していくことが推計されていることから、南部地区の人口減少も継続する

ものと思われる。 

別府市全域の世帯数は微増傾向にあるが、南部地区の世帯数は減少傾向にあり、平

成 17年度から平成 27 年度で約 12%減少している。1 世帯あたり人員は、南部地区と

別府市全域とも減少傾向にあり、南部地区においては平成 17 年度に約 2.16人であっ

たのが、平成 27 年度には約 2.07人となっており小規模世帯の増加が進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、南部地区の 5歳年齢階級別人口（平成 27年度）を以下に示す。 

 

 

図 2 別府市全域（左）と南部地区（右）の人口推移及び高齢割合 

図 3 南部地区の 5歳年齢階級別人口（平成 27年度） 
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(3) 都市計画等 

計画地周辺の都市計画用途地域は、朝見川より北が商業地域（容積率 400%、建ぺい

率 80％、秋葉通り沿い沿道 35ｍは容積率 500%、建ぺい率 80％）の住商混在地域、朝

見川より南側は第一種住居地域（容積率 200%、建ぺい率 60％）の低層住居地域であ

り、地区全域が準防火地域に指定されている。また、都市計画道路は「3・4・10 秋

葉通線（幅員 20ｍ）」、「3・2・2 海岸通線（幅員 30ｍ）」、「3・3・5 山田関の江線（幅

員 25ｍ）」、「3・4・8 浜脇秋葉線（幅員 16ｍ）」、「7・6・1浜脇 1号線（幅員 8m）」、「7・

6・2 浜脇 2 号線（幅員 8m）」、「7・6・3 浜脇 3 号線（幅員 8m）」「3・5・22 浜脇河内

線（幅員 15ｍ）」の 8路線が指定されている。 

別府市地域防災計画において、計画地周辺は、津波による避難が必要となることが

想定される海抜 10ｍ未満に位置しており、避難地や津波避難ビル等の整備が求められ

ているエリアに含まれている。また、計画対象地付近を流れる朝見川において、別府

湾からの津波の遡上による被害の発生も想定されている。 

また、計画地周辺は不燃領域率が低い地区、消防活動困難区域が広く存在する老朽

木造住宅密集市街地であり、津波だけでなく、火災等に対する防災性の向上も求めら

れている。 

 

図 4 計画地周辺 都市計画図 
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3 南部地区のまちづくり方針 

(1) まちづくりのコンセプト 

南部地区のまちづくりのコンセプトは「共同温泉等の地域資源を活かし、健康づく

りと文化創造、魅力的な住環境の形成を通じて、南部地区に住む魅力を醸成し、次世

代へとつなぐまちづくり」である。 

 

(2) 南部地区振興に向けた取組 

南部地区振興に向けた取り組みのうち、早期に進めていく施策は以下のとおりであ

る。 

ア 旧南小学校跡地におけるコミュニティ拠点の形成 

イ 空き家・空き店舗を活用した新たな担い手人材の誘致 

ウ 楠銀天街の再生に向けた取組み 

エ 都市計画道路の整備 

 

(3) 本事業で期待する効果 

本事業は、南部振興の起爆剤として、民間活力を活用しながら実現性・事業性をも

った活用を行うものと位置付けられており、具体的には以下のような活用が期待され

ている。 

ア 移住・定住の場としての住環境の整備（子育て世代の移住促進、高齢者・地域住

民の居住安定） 

イ 生活支援機能（福祉・交流・健康機能）の導入 

ウ 地区のイメージアップに向けた情報発信や移住・定住の受け入れに向けた体制や

仕組み構築の拠点 

エ 交流人口や移住者の地域活動への参加促進に資する拠点 

オ 地域の防災力の向上による防災・減災 

カ 住み替え住宅、種地・代替地としての活用  
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4 募集要項の位置づけ 

旧南小学校跡地活用事業に係る募集要項（以下「募集要項」という。）は、本事業を

実施するにあたり、公募により事業提案を募集し、事業者を決定するための手続きを示

したものである。 

また、募集要項は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治法施行令（昭和

22年政令第 16号）、別府市契約事務規則（平成 2年 10月 1日規則第 46号）のほか、本

市が発注する調達契約に関し、応募者が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事

項を明らかにするものであり、募集要項に併せて公表する次の資料を含めて募集要項等

と定義する。なお、募集要項等とそれらに関する質疑回答に相違のある場合は、質疑回

答を優先する。また、募集要項等に記載がない事項については、募集要項等に関する質

疑回答によるものとする。 

(1) 要求水準書（添付資料含む） 

本市が事業者に要求する具体的な設計・建設等のサービス水準を示すもの。 

(2) 様式集 

応募者が提出する応募登録書類及び事業提案書の様式（書式）等を示すもの。 

(3) 事業者選定基準 

応募者から提出された事業提案を評価し、事業者を選定する基準を示すもの。 

(4) 基本協定書（案） 

本事業実施のための契約締結に向けた、本市及び事業者の義務を定めるもの。 

(5) 土地売買仮契約書（案） 

本市が事業者に譲渡する土地の売買に係る契約内容を示すもの。 

(6) 設計・施工一括仮契約書（案） 

本市が事業者に要求する公共施設の設計、建設、工事監理に係る契約内容を示すも

の。 
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5 事業概要 

(1) 事業名 

旧南小学校跡地活用事業 

(2) 事業予定地等に関する事項 

ア 敷地与条件・法規制等 

(ア) 計画地：別府市南町 3566番 1（旧南小学校跡地） 

(イ) 敷地面積：9,831.72㎡（都市計画道路及び都市計画緑地を含む） 

(ウ) 地域地区等： 

a 用途地域：商業地域（容積率 400％、建蔽率 80％） 

b 防火地域：準防火地域 

c 日影規制：なし 

d 地区計画等：温泉市街地景観地域 

(エ) 接道状況 

a 北東側：市道北町東別府停車場線（以下「北東側市道」という。） 

道路幅員 5.85～8.70m 

           ※「3・4・8 浜脇秋葉線（幅員 16ｍ）」（以下「都市計画道路」と

いう。）として拡幅する予定（平成 30年度事業認可取得予定） 

b 南西側：市道朝見川北通 1 号線（以下、「南西側市道」という。） 

※南西側市道及び計画地南西側の一部は、1号朝見側緑地に指定さ 

れているため、南西側市道は接道として扱わないこと。また、計画 

地のうち、都市計画緑地に指定されている部分は市有地とする。 

(オ) 既存施設 

a 解体・撤去の対象：広場、体育館、倉庫、客席（スタンド）、パーゴラ、駐

車場、フェンス、防球ネット、樹木、植栽、公衆トイレ、

スロープ、バリカー、建物基礎等 

b 移設の対象：記念碑等 

(カ) その他 

計画地の現況は、周辺住民のスポーツ等のために開放されている。 

イ 土地活用条件 

以下の条件を計画地の土地利用に適用する。 

(ア) 本事業で整備する住宅街区等の区域は実測 5,000～6,000 ㎡程度を想定してい

る。その他、指定する公共施設を整備すること。ただし、都市計画道路及び都市

計画緑地以外の公共施設の位置は指定しないため、区域境界は事業者の提案によ

る。また、公共施設と住宅街区等で計画地全てを活用することを原則とする。 

(イ) 計画地北東側の駐車場として利用している区域の一部は、都市計画道路の拡幅

予定地であるため、提案にあたっては、この部分について「都市計画道路用地」

となることに留意すること。また、前面の都市計画道路の現況縦断が変わる可能

性があるため、計画地への出入口の配置等に留意すること。 
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(ウ) 敷地南西側の市道朝見川北通１号線（以下、「南西側市道」という。）は、南小

学校の通学路として利用されているとともに、道幅が狭く車道としての利用が困

難なため、提案にあたっては、南西側市道を車両出入り口としないこと。 

(エ) 周辺が低層住宅地であることに鑑み、住宅街区等の建物高さ、道路からの見え

方については、「別府市景観計画」及び「別府市景観形成ガイドライン」に準拠

すること。 

 

(3) 本事業の構成 

本事業は、公共施設整備業務、住宅街区等整備並びに既存施設の解体・撤去・移設

から構成される。 

ア 公共施設整備業務 

以下の（ア）～（オ）に掲げる施設を複合施設として整備する。 

(ア) 地域交流センター（多目的ホール、交流サロン、研修室等） 

     ※既存の児童館と地域住民の交流・健康づくり機能を併せた、多世代交流施設 

(イ) 子育て支援センター 

(ウ) 保育所（園庭を含む） 

(エ) 広場（多目的広場・メモリアル広場） 

(オ) 外構（駐車場、駐輪場、植栽、サイン等） 

イ 住宅街区等整備 

人の移住・定住につながり良好な住環境形成に資する施設として、以下の施設を

整備する。 

(ア) 住宅街区（共同住宅（分譲）も可） 

(イ) その他民間施設（地域ニーズや本事業の趣旨に沿った施設） 

その他民間施設の提案の有無及び用途は、事業者の自由提案とするが、以下の

用途としての使用は認めない。 

a 風俗営業又はそれに類する用途、犯罪に関わる又は助長する用途、公序良俗

に反する用途及びその他街区の品位や価値を損なう用途。 

b 騒音・振動・塵埃・視覚的不快感・悪臭・電磁波・危険物等を発生又は使用

する等、周囲に迷惑を及ぼすような用途。 

c 以下の団体等による利用。 

(a) 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「暴対法」という。）第 2条に規定する団体又はその構成員

等の統制下にある団体。 

(b) 法務省による「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指

針」に規定する反社会的勢力。 

(c) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法

律第 147号）第 5条及び第 8条に規定する処分を受けている団体又はそ

の構成員の統制下にある団体。 

また、用途の変更に関し以下の制限を設ける。 
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(ア) 住宅街区については、宅地分譲後 10 年間は住宅以外の用途への変更を認めな

い。建築協定を締結する、又は地区計画の指定をする場合もある。なお、住宅以

外への用途変更があった場合に、本市は、無条件で売買物件を買い戻すことがで

きるものとする。 

(イ) 事業者が住宅以外の用途を提案した場合、所有権移転後 10 年間については、

提案された計画の用途の変更は原則認めないこととする。ただし、その収支状況

等から運営の継続が困難となった場合は、6ヶ月前までに市に報告し、承諾を得

たうえで、事業の中止、用途変更することができる。 

ウ 既存施設の解体・撤去・移設 

以下の既存施設の解体・撤去・移設を実施する。 

(ア) 「5 (2) ア (オ)既存施設」に示す施設の解体・撤去・移設 

(イ) 対象施設内にあるすべての什器・備品等の撤去処分 

 

(4) 本市と民間事業者との役割分担 

本事業における本市と民間事業者との役割分担は、以下のとおりである。 

分類 主な業務項目 
役割分担 

本市 事業者 

施設の設計・建設に関

する業務 

公共施設の性能規定 ○  

設計  ○ 

既存施設の解体・撤去・移設  ○ 

建設工事  ○ 

工事監理  ○ 

什器・備品等の調達・設置 △ △※１ 

維持管理業務 

（保守・修繕・更新等） 

公共施設の維持管理（道路・駐車場･駐輪場等の

外構、住宅街区内道路を含む） 
○  

住宅街区等の維持管理（駐車場･駐輪場等の外構

を含む） 
 ○ 

運営業務 公共施設（駐車場・駐輪場含む） ○  

住宅等販売  ○ 

民間施設（駐車場・駐輪場含む） 

ただし、民間施設を提案する場合に限る。 
 ○ 

※１ 建設工事に含める什器備品は事業者で調達・設置する。 
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(5) 事業形態等 

公共施設は、事業者が設計・建設・工事監理業務を行い、本市へ引き渡し後、本市

が運営を行う。住宅街区等については、本市から事業者に市有地を売却したうえで、

事業者が設計・建設・工事監理、維持管理・運営を行うものとする。なお、体育館等

の既存施設は、土地売買契約により事業者が解体・撤去・移設を実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業形態のイメージ 

(6) 土地の契約条件 

本市は事業者に対し、土地売買契約書で定める指定用途に基づき、以下の条件によ

り市有地を売却することとする。 

ア 売却する価格は本市が提示する土地売買に係る参考価格以上とし、事業者の提案

に基づく金額とする。 

イ 事業者は、土地売買仮契約締結時に契約保証金を納付し、土地売買契約締結時に

土地売買代金のうち契約保証金を除いた金額を一括で納付する。ただし、市が譲渡す

る土地には既存施設が含まれるため、事業者は解体・撤去工事費分を考慮した代金を

支払うものとする。 

ウ 事業者は、既存施設を解体・撤去するとともに、計画地の分筆を行うために必要

な測量、図面及び書類の作成を行うこと。 

エ 所有権の移転登記は本市が実施するが、所有権移転登記等に要する費用は事業者

の負担とする。 

オ 宅地分譲、不動産賃貸等当初より第三者への譲渡あるいは賃貸を想定した事業計

画の場合は、事業提案書にその旨記載すること。 

 

 

事業者 

建物 

（所有者：事業者又は 

住宅等購入者） 

土地 

（所有者：事業者） 

建物 

（所有者：市） 

土地 

（所有者：市） 

土地売買代金 

公共施設整備費 

 

行政財産 

公共施設 

設計・施工一括契約締結・ 

土地売買契約締結 

民有地 

 

市 

 

 

住宅街区等※ 

※住宅等分譲後 

（所有者：住宅等購入者） 
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(7) 事業スケジュール 

本事業のスケジュールは概ね以下のとおりとする。 

内容 時期 

事業者募集 平成 30年 10月 

優先交渉権者決定 平成 31年 3月上旬 

基本協定締結 平成 31年 3月下旬 

土地売買仮契約締結 

設計・施工一括仮契約締結 
平成 31年 5月頃 

土地売買契約締結 

設計・施工一括契約締結 
平成 31年 6月頃 

設計着手 平成 31年 7月頃 

建設工事着工 平成 32年 4月頃 

竣工・引渡し（公共施設） 平成 33年 2月 

公共施設整備費等支払い 平成 33年 3月 

供用開始（公共施設） 平成 33年 4月 

 



12 

6 応募要件等 

(1) 応募者の構成等 

応募者の構成等は以下に掲げるとおりとする。 

ア 応募者は、本事業を実施する国内に本店のある単体企業又は国内に本店のある複

数の企業により構成されるグループ（以下「応募グループ」という。）とする。 

イ 応募者は、各業務を実施する企業（以下「構成企業」という。）から構成するもの

とする。 

ウ 応募者は、構成企業のうち本事業の全体統括を行い、本市との窓口となる企業（以

下「事業代表企業」という。）を定めるものとする。単体企業の場合には当該企業を

もって｢事業代表企業｣とする。 

エ 事業代表企業は、応募登録書類提出時に、設計業務を実施する企業、建設工事を

実施する企業及び工事監理業務を実施する企業並びに住宅等販売等運営・維持管理業

務を行う企業を定めるものとする。 

オ 応募者は、構成企業が自らその他民間施設を運営しない場合には、それを実施す

る者を応募登録書類提出時に定めるものとする。この企業を以下「運営協力企業」と

いう。 

カ 応募登録書類の提出後は、応募者及び運営協力企業の構成を変更又は追加するこ

とを、原則として認めないものとする。ただし、やむを得ない事情により応募者又は

運営協力企業を変更又は追加する場合で、本市が承諾した場合に限り、これを認める

が、この場合であっても事業代表企業の変更は認めないものとする。 

キ 単体企業又は一つの応募グループに属している企業は、他の応募グループに参加

することはできないものとする。 

 

(2) 応募者の資格要件 

応募者は、以下に掲げる資格要件を満たすこと。なお、資格要件の確認基準日は応

募登録書類の受付日とし、基本協定締結までの期間に応募者（業務ごとの資格要件に

ついては当該業務に当たる企業のみ）が以下の資格要件を欠くような事態が生じた場

合には、基本協定の締結はできないものとする。 

ア 事業代表企業の応募資格要件 

(ア) 「要求水準書」に定める本事業において整備する公共施設及び住宅街区等の建

設、住宅等の販売及びその他民間施設の経営（その他民間施設を提案する場合）

に必要な資力及び信用等を有するものであること。 

(イ) 募集要項等に適合して、公共施設及び住宅街区等を建設し、それが完了した後、

公共施設については本市に引渡し、住宅街区については自ら販売又は構成企業に

販売を行わせることができ、その他民間施設（その他民間施設を提案する場合）

については継続して自ら営業又は第三者に営業を行わせることができる者であ

ること。 

(ウ) 公共施設及び住宅街区等の建設、住宅の販売及びその他民間施設（その他民間

施設を提案する場合）の経営に係る資金計画が適切であり、かつ、その計画を確

実に実施できる者であること。 

(エ) 本市と締結する基本協定等の契約を遵守できる者であること。 
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イ 応募者及び運営協力企業に係る共通の資格要件 

(ア) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）167条の 4の規定に該当していな

いこと。 

(イ) 別府市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有す

る者に対する指名停止等措置要領（昭和 60年別府市告示第 76 号）に基づく指名

停止期間中の者でないこと。 

(ウ) 建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 26条第 2項の規定による事務所の閉鎖

命令を受けていないこと。 

(エ) 建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 28条第 3項又は第 5 項の規定による営

業停止を受けていないこと。 

(オ) 破産法（平成 16年法律第 75号）第 18条又は第 19条の規定による破産の申立

て（同法附則第 3条の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係

る同法による廃止前の破産法（大正 11年法律第 71号）第 132 条又は第 133条の

規定による破産の申立てを含む。）がなされていないこと。 

(カ) 民事執行法（昭和 54 年法律第 4 号）に基づく仮差押等金銭債権に対する強制

執行若しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措置

を受け、支払いが不能となっていないこと、又は、第三者の債権保全の請求が常

態となっていないこと。 

(キ) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号））第 17 条第 1 項又は第 2 項の規定によ

る更生手続開始の申立て（同法附則第 2条の規定によりなお従前の例によること

とされる更生事件（以下「旧更生事件」という。）に係る同法による改正前の会

社更生法（昭和 27年法律第 172 号。以下「旧法」という。）第 30 条第 1項又は

第 2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」

という。）をしていないこと又は更生手続開始の申立てをなされていないこと。

ただし、同法第 41 条第 1 項の更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基

づく更生手続開始の決定を含む。）を受けた者が、その者に係る同法第 199 条第

1項の更生計画の認可の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の

決定を含む。）があった場合又はその者の一般競争入札参加資格の再認定がなさ

れた場合を除く。 

(ク) 会社法（平成 17年法律第 86号）第 514条に基づく特別清算開始命令がなされ

ていないこと。 

a 平成 12 年 3 月 31 日以前に民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）附則第 2

条による廃止前の和議法（大正 11 年法律第 72号）第 12条第 1 項による和議

開始の申立てをしていないこと。 

b 民事再生法第 21 条の第 1項又は第 2 項の規定による再生手続開始の申立て

をしていること又は申立てをなされていないこと。ただし、同法第 33 条第 1

項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第 174条第 1項の再

生計画認可の決定が確定した場合を除く。 

c 平成 18年 4月 30日以前に会社法（平成 17年法律第 86号）の施行に伴う改

正前の商法（明治 32年法律第 48号）第 381条第 1項の規定による会社の整理

の開始を命ぜられていないこと。 

(ケ) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54号）に

違反し、公正取引委員会から排除措置等の命令を受けていないこと。 

(コ) 最近 1年間に国税・地方税の滞納をしていないこと。 

(サ) 過去において、以下の行為をしていないこと。 
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a 本市との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物

件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。 

b 本市が執行した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者

又は公正な価格の成立を妨害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者。 

c 本市と事業者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨

げた者。 

d 本市の監督又は検査（地方自治法第 234条の 2第 1項の規定によるもの）の

実施に当たり職員の執行を妨げた者。 

e 本市との契約において正当な理由がなく契約を履行しなかった者。 

(シ) 以下に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力行為の常習者又はそ

のおそれのある者でないこと。 

a 暴力団とは、暴対法第 2条第 2号に規定する団体。 

b 暴力団員とは、暴力団の構成員。 

c 暴力団準構成員とは、暴力団以外の者であって暴力団の周辺にあり、これと

交わりを持つ以下のいずれかに該当する者。 

(a) 暴力団の威力を背景に、暴対法第 2 条第 1 号に規定する暴力的不法行

為等を行うおそれのある者。 

(b) 暴力団又は暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等、暴力団の

維持、運営に協力し、又は関与する者。 

(ス) 法務省による「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に規定

する反社会的勢力でないこと。 

(セ) 本募集に係る業務に関与した者又はその関連会社でないこと。 

a 株式会社 建設技術研究所 

(ソ) 本募集に係る選定委員会の委員本人又は委員が属する企業及びその関連会社

でないこと（関連会社の定義は、以下とする。）。 

a 当該業務に関与した者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有す

る者又はその出資の総額の 100分の 50を超える出資をしている者。 

b 代表権を有する役員が、当該業務に関与した者の代表権を有する役員を兼ね

ている者。 

ウ 業務ごとの資格要件 

(ア) 公共施設の設計業務を実施する者 

公共施設の設計業務を行う者は、以下に示す要件を満たさなければならない。

ただし、複数の設計企業で業務を分担する場合は、統括する設計企業を置くも

のとし、統括する設計企業は、以下に示す要件を全て満たし、その他の設計企

業は aの要件を満たすこと。 

a 建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23条第 1項に基づく一級建築士事務

所登録を行っていること。 

b 公共施設の設計実績（過去 15年以内に完工している建物）を有すること。 

c 公共施設の設計を行う者と資格要件の確認基準日から起算して過去 3 月以

上の直接的かつ恒常的な雇用関係があり、一級建築士である技術者を管理技術

者（設計業務の技術上の管理を行う者。）及び照査技術者（設計成果物の内容

の技術上の照査を行う者。）としてそれぞれ配置できること。なお、事業者選

定後においては、実際に配置する管理技術者等の変更は原則として認められな

い。また、管理技術者と照査技術者は兼ねることができず、管理技術者及び照

査技術者は、工事監理業務管理技術者を兼ねることができないものとする。 
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(イ) 住宅街区等の設計業務を実施する者 

住宅街区等の設計業務を行う者は、以下に示す要件を満たさなければならな

い。 

a 事業提案内容同等の住宅等の設計実績（参加表明書提出日までに完工してい

る住宅等）を有すること。 

(ウ) 公共施設の建設工事を実施する者 

公共施設の建設工事を行う者は、以下に示す要件を満たさなければならない。

ただし、複数の建設企業で業務を分担する場合は、統括する建設企業を置くも

のとし、統括する建設企業は、以下に示す要件を全て満たし、その他の建設企

業は、少なくとも aの要件を満たすこと。 

a 建設業法（昭和 24年法律第 100 号）第 3 条の規定による建築一式工事に係

る特定建設業の許可を受けており、経営事項審査を受けている者であること。 

b 別府市建設工事競争入札参加資格審査及び指名基準に関する規程（昭和 40

年別府市訓令第 2号）に規定する工事の入札参加資格を有する者であること。 

c 上記 bにおいて、建築一式工事について、A等級の格付を受けている者であ

ること。 

d 公共施設の施工実績（過去 15 年以内に完工している建物）を有すること。

ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上のものに

限る。 

e 公共施設の建設工事を行う者と資格要件の確認基準日から起算して過去 3

月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者を現場代理人として配置で

きること。 

f 次に掲げる条件を全て満たす技術者を専任の監理技術者として配置できる

こと。なお、事業者選定後においては、実際に配置する監理技術者等の変更は

原則として認められない。 

(a) 建設企業と資格要件の確認基準日から起算して過去 3 月以上の直接

的かつ恒常的な雇用関係を有する者。 

(b) 建設業法第 26条に規定される建築一式工事に係る技術者の資格を有

し、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有していること。 

(エ) 住宅街区等の建設工事を実施する者 

住宅街区等の建設工事を行う者は、以下に示す要件を満たさなければならな

い。 

a 建設業法（昭和 24年法律第 100 号）第 3 条の規定に基づく建築一式工事に

係る建設業の許可を受けている者であること。 

(オ) 工事監理業務を実施する者 

工事監理業務を行う者は、以下に示す要件を満たさなければならない。 

a 建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23条第 1項に基づく一級建築士事務

所登録を行っていること。 

b 工事監理業務を行う者と資格要件の確認基準日から起算して過去 3 月以上

の直接的かつ恒常的な雇用関係がある一級建築士であり、一級建築士取得後

10 年以上の実務経験を有する者を工事監理業務管理技術者（工事監理業務を

担当するもの。）として配置できること。なお、工事監理業務管理技術者は公

共施設の設計業務の管理技術者、又は、照査技術者を兼ねることができないも

のとする。 

(カ) 住宅等販売・維持管理を行う者 

住宅等販売・維持管理を行う者は、以下に示す要件を満たさなければならな
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い。 

a 宅地建物取引業の免許を有する者であること。 

b 事業提案内容の販売戸数と同等、又は、それ以上の販売実績を有すること。 

エ 運営協力企業の応募資格要件 

(ア) 本事業において整備する民間施設の経営に必要な資格、資力及び信用等を有す

るものであること。 
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7 応募手続き等 

(1) 募集等のスケジュール 

募集等のスケジュールは以下のとおりとする。 

日程 内容 

平成 30年 10月 9 日 募集要項等の公表 

平成 30年 10月 10日～平成 30年 10月 12日 事業者説明会及び現地見学会の申込受付 

平成 30年 10月 16日 事業者説明会及び現地見学会の開催 

平成 30年 10月 9 日～平成 30年 12月 28日 資料の閲覧 

平成 30年 10月 10日～平成 30年 10月 19日 第 1回募集要項等に対する質疑の受付 

平成 30年 11月上旬 第 1回質疑書に対する回答 

平成 30年 11月 2 日～平成 30年 11月 16日 第 2回募集要項等に対する質疑の受付 

平成 30年 11月下旬 第 2回質疑書に対する回答 

平成 30年 11月 2 日～平成 30年 12月 7日 応募登録書類の受付 

平成 30年 12月 14日まで 応募参加資格審査結果の通知 

平成 30年 12月 14日～平成 30年 12月 19日 応募参加資格審査結果への理由説明の受付 

平成 30年 12月 28日まで 応募参加資格審査結果への理由説明の回答 

平成 31年 1 月 7 日～平成 31年 1 月 18日 事業提案書の受付 

平成 31年 2 月下旬 ヒアリング等の実施 

平成 31年 3 月上旬 優先交渉権者決定 

 

(2) 募集要項等の公表 

募集要項は、平成 30年 10月 9日（火）に本市ホームページ上に公表する。 

（URL：www.city.beppu.oita.jp/sangyou/nyuusatu_keiyaku/itaku/minamisyou.html） 

(3) 事業者説明会及び現地見学会の開催 

事業者説明会を以下のとおり開催する。また、事業者説明会の終了後、本事業予定

地等に場所を移動し、希望者を対象として現地見学会を行う。 

ア 事業者説明会 

(ア) 日時：平成 30年 10月 16日（火）午後 1時から午後 2時まで 

(イ) 会場：別府市役所 本庁舎 5階大会議室  

※参加の際、募集要項等を持参すること。 

※当日は本事業に関する質疑は受け付けません。質疑は(5)に記載の要領でのみ受

け付けます。 

イ 現地見学会 

(ア) 日時：平成 30年 10月 16日（火）午後 3時から午後 4時まで 

(イ) 待ち合わせ場所：旧南小学校駐車場前 

※駐車区画が少ないため、できるだけ公共交通機関を利用すること。 
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ウ 申込方法：様式 1-1 に必要事項を記入の上、電子メール（受付メールアドレス：

cip-co@city.beppu.lg.jp）にて、平成 30 年 10 月 12 日（金）午後 5

時までに提出すること。 

(4) 資料の閲覧 

地盤調査結果報告書等の資料等の閲覧を、次のとおり行う。閲覧を希望するものは、

事前に以下の連絡先に連絡すること。 

ア 閲覧期間：平成 30年 10月 9日（火）～平成 30年 12月 28日（金）まで（土日祝

日を除く）の午前 9時から正午まで及び午後 1時から午後 5時までとす

る。 

イ 閲覧場所：別府市建設部都市政策課 

ウ 連絡先：TEL 0977-21-1471 FAX 0977-22-9478 

エ 資料の貸し出し：閲覧の結果、必要に応じ資料の貸し出しを行うので、閲覧当日

その旨を申し出ること。なお、貸し出しできる日は当日とは限

らないので注意すること。 

(5) 募集要項等に対する質疑の受付及び回答 

募集要項等の内容に関する質疑の受付は以下のとおりとする。 

ア 提出方法：添付資料 1「募集要項等に関する質疑書」に記入のうえ、電子メール（受

付メールアドレス：cip-co@city.beppu.lg.jp）で提出すること。電子

メールの件名には「【質疑書】旧南小学校跡地活用事業」と記載するこ

と。記載がない場合は質疑に対する回答がない場合がある。原則として、

電話や口頭による質問は受け付けないものとする。 

イ 第 1 回受付期間：平成 30 年 10 月 10 日（水）から平成 30 年 10 月 19 日（金）ま

でとする。 

ウ 第 1回回答：平成 30年 11月上旬に本市ホームページにおいて公表する。ただし、

質疑者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある

と考えられるものは公表しない。 

エ 第 2回受付期間：平成 30年 11月 2日（金）から平成 30年 11月 16日（金）まで

とする。 

オ 第 2回回答：平成 30年 11月下旬に本市ホームページにおいて公表する。ただし、

質疑者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

ると考えられるものは公表しない。 

(6) 応募登録書類の受付 

本公募への参加を希望する民間企業からの応募登録書類の受付は、次のとおりとす

る。 

ア 受付期間：平成 30年 11月 2日（金）～平成 30年 12月 7日（金）（土日祝日を除

く）の午前 9時から正午まで及び午後 1時から午後 5時までとする。 

イ 提出場所：別府市建設部都市政策課（TEL 0977-21-1471） 

ウ 提出方法：事前に都市政策課に連絡のうえ持参、又は書留郵便によるものとする。 
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エ 提出書類：応募者は、参加資格要件を満足していることを確認するための書類と

して、次の書類を提出すること。なお、民間施設に関する書類は、民間

施設の整備に関する提案を行う場合のみ提出すること。 

(ア) 応募登録書（様式 3-1～様式 3-14） 

(イ) 応募登録書添付書類 

a 会社定款及び会社紹介資料（パンフレット等） 

b 法人登記簿（履歴事項全部証明書）（交付日から 3ヶ月以内のもの） 

c 決算報告書（直近 3ヶ年分） 

d 納税証明書 

e 最近期の有価証券報告書（上場会社のみ） 

f 提案業種に必要な免許等（写）（免許等が必要な場合のみ） 

g 各応募資格要件に関する書類（資格者証の写し、経歴書等） 

(7) 応募参加資格審査結果の通知 

応募登録書類を提出した全ての事業代表企業に対して、資格審査結果を平成 30 年

12 月 14 日（金）までに書面により通知する。この際、事業提案書に係る「事業者番

号」を併せて通知する。 

(8) 応募参加資格審査結果への理由説明の受付 

応募参加資格がないと認められた者は、本市に対して応募参加資格がないと認めた

理由について説明を求めることができる。 

ア 受付期間：平成 30 年 12 月 14 日（金）～平成 30 年 12 月 19 日（水）の祝日を除

く午前 9時から正午まで及び午後 1時から午後 5時までとする。 

イ 提出場所：別府市建設部都市政策課（TEL 0977-21-1471） 

ウ 提出方法：事前に都市政策課に連絡のうえ、持参又は書留郵便。 

エ 提出書類：様式は自由とする。ただし、事業代表企業の代表者印を押印すること。 

オ 回  答：平成 30年 12月 28日（金）までに説明を求めた事業代表企業に対して

書面で回答する。 

(9) 事業提案書の受付 

本公募への参加を希望する民間企業からの事業提案書の受付は、次のとおりとする。 

ア 受付期間：平成 31年 1月 7日（月）～平成 31年 1月 18日（金）の祝日を除く午

前 9時から正午まで及び午後 1時から午後 5時までとする。 

イ 提出場所：別府市建設部都市政策課（TEL 0977-21-1471） 

ウ 提出方法：事前に都市政策課に連絡のうえ、持参すること。 

エ 提出書類：事業提案書については、次の書類を提出すること。なお、民間施設に

関する書類は、民間施設の整備に関する提案を行う場合のみ提出するこ

と。 

(ア) 住宅街区等に係る事業計画書類（様式 A-1～様式 A-3） 

(イ) 提案価格等提案書類（様式 B-1～様式 B-3） 

(ウ) 要求水準の充足に係る誓約書（様式 C-1） 



20 

(エ) 公共施設の施設計画に関する事項（様式 D-1～様式 D-6） 

(オ) 住宅街区等の施設計画に関する事項（様式 E-1～様式 E-3） 

(カ) 公共施設の建設等に関する事項（様式 F-1及び様式 F-2） 

(キ) 住宅街区等の建設等に関する事項（様式 G-1～様式 G-3） 

(ク) 事業用地全体の活用効果に関する事項（様式 H-1及び様式 H-2） 

(ケ) 基礎審査項目チェックシート（様式 I-1） 

(コ) 計画図面等（様式 J-1～様式 J-16） 

(サ) 事業スケジュール（様式 K-1） 

(10) ヒアリング等の実施 

本市は、応募者を対象とした応募登録書類及び事業提案書の内容に関するヒアリン

グ等を実施する予定であり、詳細については、応募者に別途通知する。 
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8 応募に関する留意事項 

(1) 募集要項等の承諾 

応募者は、応募登録書類及び事業提案書の提出をもって、本募集要項、要求水準書

等の記載内容・条件を承諾したものとみなす。 

(2) 応募費用の負担 

応募に関し必要な費用は、すべて応募者の負担とする。 

(3) 価格提案書の取扱い及び留意事項 

価格提案は、公共施設整備費及び土地売買価格（更地で購入を希望する土地価格か

ら、既存施設の解体撤去費相当額を差し引いたもの）で構成され、以下の金額を基準

とする。 

ア 公共施設整備費：630,897千円 以下（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

イ 土地売買価格 ：141,000千円 以上（既存施設の解体撤去費相当額を含む） 

本市は、必要があると認める場合、事業者に対して、工期の変更を伴わず、かつ、

事業者の提案を逸脱しない範囲で、当該施設の設計変更を要求することができるもの

とする。また、提案時点から建設工事着工時点までの急激な物価変動については、契

約時に別途考慮するものとする。 

(4) 本事業における費用負担 

本市と事業者の本事業における費用負担については以下のとおりとする。なお、第

三者への譲渡を前提とする場合、イの(ウ)、(エ)については、事業者が所有している

期間のみの費用とする。 

ア 本市の費用負担 

(ア) 公共施設整備費 

a 公共施設の設計費（各種申請費用を含む） 

b 公共施設の建設費 

c 公共施設の工事監理費 

(イ) 公共施設に係る什器・備品費（調達） 

(ウ) 公共施設の維持管理費（道路・駐車場・駐輪場等の外構等を含む） 

(エ) 公共施設の運営費 

イ 事業者の費用負担 

(ア) 設計・建設に関する費用 

a 住宅街区等の設計費 

b 住宅街区等の建設費 

c 住宅街区等の工事監理費 

d 住宅街区等の各種申請及び登記に係る費用 

(イ) 住宅街区等の維持管理費 

(ウ) 住宅販売に係る費用 

(エ) その他民間施設運営費 
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(オ) 土地売買代金（既存施設の解体撤去費相当額を差し引いたもの） 

(カ) 各契約に係る費用 

(キ) 土地の所有権登記に係る費用 

(ク) 既存施設の解体撤去費 

(ケ) 施設及び土地所有に係る公租公課 

(コ) 保険料 

(サ) 敷地分筆に関する測量等費用 

(5) 応募登録書類及び事業提案書の取扱い 

ア 著作権 

応募者から提出された事業提案書の著作権は、応募者に帰属する。ただし、本市は、

公表、展示、その他本事業に関し、本市が必要と認める用途に用いる場合、優先交渉

権者として選定された応募者の事業提案書の一部又は全部を将来にわたって無償で

使用できるものとする。また、その他の応募者の事業提案書の一部についても優先交

渉権者選定結果の公表に必要な範囲で将来にわたって無償で使用できるものとする。

なお、応募者から提出された事業提案書は返却しないものとする。 

イ 特許権等 

応募者の提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国

の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、

施工方法等を使用した結果生じる責任は、応募者が負うものとする。 

(6) 本市からの提示資料の取扱い 

本市が提示する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することはできないもの

とする。 

(7) 複数提案の禁止 

同一の応募者は、複数の提案をすることはできないものとする。複数の提案を行っ

た者の提案は無効とする。 

(8) 応募登録書類及び事業提案書の変更禁止 

応募登録書類及び事業提案書の変更はできないものとする。ただし、疑義等があり

本市が補正を求めた場合、本市からの改善要請に基づき応募登録書類及び事業提案書

の一部を差し替える場合は、この限りではない。 

(9) 提案内容の公表の禁止 

応募者は、事業提案書の提出から優先交渉権者の決定までの期間、自らの提案内容

を公表及び宣伝することはできないものとする。 

(10) 使用言語及び単位 

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、時刻は日本標準時を使用するものとする。 
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(11) 応募の辞退 

応募者は、事業提案書を提出する前であれば、応募を辞退することができるものと

する。応募を辞退する場合には、応募辞退届（様式 4-1）を別府市建設部都市政策課

に事前に連絡のうえ、提出すること。 

(12) 無効となる提案 

応募参加資格がない者及び虚偽の申請を行った者の行った提案並びに募集要項等

において示した条件等応募に関する条件に違反した提案は、無効とする。なお、本市

により参加資格の確認を受けた者であっても、確認の後、資格要件を欠くような事態

が生じた場合も無効とする。 

(13) 市内業者の活用 

本事業の履行に関し、市内に本店がある事業者を活用することが望ましい。 
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9 提案の応募、審査及び選定に関する事項 

(1) 応募・審査・選定についての基本的な考え方 

事業者の応募・選定の詳細については、事業者選定基準に示すが、基本的な考え方

は、次のとおりとする。 

ア 応募者は、応募者に必要な資格要件を全て備えていること。 

イ 応募者は、応募登録書類及び事業提案書を全て提出すること。 

ウ 本市は、応募登録書類に基づき、応募者の資格、資力及び信用等、資格要件に係

る適否について審査し、資格要件を満たしていないと判断した応募者は失格とする。

なお、応募者が 1者の場合であっても、事業提案書の審査は実施する。 

エ 本市は、応募者から提出された応募登録書類及び事業提案書に基づき、提案内容

等が要求水準を満たしているか否かについて確認したうえで、「旧南小学校跡地活用

事業に伴う事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）」が事業提案内容につい

て審査を行う。本市は、選定委員会の事業提案書に係る審査結果に基づき、最終的に

本事業の優先交渉権者を 1者決定する。なお、提案内容により、優先交渉権者を決定

しない場合もある。 

(2) 審査方法 

本市は、学識経験者及び市職員で構成される選定委員会を設置し、各委員が事業者

選定基準に基づいて審査する。審査委員会及び会議録は非公開とする。 

優先交渉権者決定までの間に、本事業に関して応募者が選定委員会の委員に接触を

求めること、また第三者をしてこれを行わせる、あるいは応募者の PR 書類等を提出

することにより、自らを有利に又は他社を不利にするように働きかけること、又は、

第三者をしてこれらを行わせることを禁止する。これらを行った者の提案は無効とす

る。 

(3) 審査結果の通知及び公表 

本市は、応募登録書類及び事業提案書に係る審査の結果について、各応募者に対し

て、決定時点において文書で通知するとともに、本市ホームページにて公表する。公

表内容は以下のとおりとする。 

ア 優先交渉権者の名称（提案グループの場合は、当該グループ及び事業者の名称）

及び総合評価点、審査事項に係る評価点、提案価格に係る評価点 

イ その他応募者の総合評価点、審査事項に係る評価点、提案価格に係る評価点（名

称は公表しない） 
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10 契約に関する事項 

(1) 契約手順 

契約手続として以下の流れを想定している。 

時期（予定） 契約手続 

平成 31年 3月 基本協定締結 

平成 31年 5月 土地売買仮契約締結、設計・施工一括仮契約締結 

平成 31年 6月 土地売買契約締結、設計・施工一括契約締結 

平成 33年 2 月末 公共施設引渡し 

(2) 基本協定 

本市は、本事業実施に向けた協議・調整を経て、事業の実施に関する基本的な事項、

土地売買契約及び設計・施工一括契約の時期等を定めた基本協定を事業者と締結する。

なお、土地売買契約及び設計・施工一括契約の締結後、事業提案書の内容と実施設計

及び施工等の内容に著しい差異があるときは、本市は契約解除をすることができ、ま

た、指名停止を行うことができるものとする。 

(3) 公共施設に供する土地の無償使用 

公共施設部分の土地の使用について、基本協定締結後から公共施設の引渡日までの

期間、事業者は本市の承諾の上、無償で使用することができる。 

(4) 土地売買契約及び契約保証金 

本市は、基本協定に基づき平成 31年 5月頃、事業者と土地売買仮契約を締結する。

事業者は仮契約の締結時に土地売買代金の 100 分の 10 以上の契約保証金を納付する

ものとする。なお、本契約の成立時点は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第 3条に係る議案が議決された時とする。 

(5) 設計・施工一括契約及び契約保証金 

本市は、基本協定に基づき平成 31 年 5 月頃、事業者と設計・施工一括仮契約を締

結する。なお、本契約の成立時点は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第 2条に係る議案が議決され、設計・施工一括契約書（案）約款第

4条に規定する契約保証金を納付した時とする。 

(6) 設計・施工一括契約に係る支払条件 

設計・施工一括契約に係る支払条件は次のとおり予定しているが、詳細については

事業者と協議のうえ、決定するものとする。 

平成 31年度 

 前 払 金  有（1回）当該会計年度の出来高予定額の 40%以内 

 中間前払金  有（1回）当該会計年度の出来高予定額の 20%以内  
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 部 分 払  有（1回） 

平成 32年度 

 前 払 金  有（1回）当該会計年度の出来高予定額の 40%以内 

 中間前払金  有（1回）当該会計年度の出来高予定額の 20%以内 

 部 分 払  有（1回） 

(7) 土地及び建物の譲渡又は賃貸等 

事業者が土地及び建物の全部又は一部を第三者に譲渡又は賃貸するときは、事前に

書面により本市の承諾を得ること。なお、住宅分譲については書面による承諾は不要

とする。 

(8) 債権の譲渡 

事業者が本市に対して有する土地売買契約にかかる土地の債権（土地買受けの権

利）を譲渡するときは、事前に書面により本市の承諾を得ること。 

(9) 事業者等の契約上の地位 

本市の事前の承諾がある場合を除き、事業者は、基本協定等の契約上の地位及び権

利義務を譲渡、担保提供、その他の方法により処分できないものとする。 

(10) 住宅街区等の整備の開始 

事業者は、土地売買契約の締結日から 6月以内に造成工事に着工しなければならな

い。 

(11) 買戻特約の行使 

事業者が以下の事項に違反したときは、本市は譲渡した土地を買い戻す場合がある。

買戻しの期間は土地売買契約締結日から 10 年を経過する日までとし、買戻し特約の

登記を行う。 

なお、本件土地に存する建物その他付属物の取扱いは土地売買契約に定めるものと

する。 

ア 土地売買契約の締結日から 3年以内に住宅街区を着工できない場合 

イ 本市に無断での土地の譲渡、転貸が行われた場合 

ウ 事業用地での用途、事業内容が当初の提案と大きく乖離し、地域の住環境に影響

を与えている場合 

エ 民間事業が中止されたまま建物が放置されている場合 

(12) 事業計画の変更 

事業代表企業が民間施設の整備に関する提案を行った場合、事業代表企業は、本市

の承諾なく、事業計画の変更を行えないものとする。 

(13) 民間施設の用途指定 

事業代表企業が民間施設の整備に関する提案を行った場合、事業代表企業は、事業

期間を通じて、民間施設を事業計画に定める用途に供しなければならないものとする。
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ただし、その収支状況等から運営の継続が困難となった場合は、6 ヶ月前までに本市

に報告し、承諾を得たうえで、事業の中止、用途変更することができることとする。 

(14) 公租公課 

民間施設及び土地所有に係る公租公課は事業代表企業が負担するものとする。 

(15) 瑕疵担保 

本市は公共施設の引渡しの時から 10 年間、住宅の品質確保の促進等に関する法律

施行令第 5条に定める構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵が

ある場合、事業代表企業に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は

修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるものとする。 

(16) 損害賠償 

事業者が、基本協定等に定める義務を履行しないため本市に損害を与えたときは、

基本協定等に従い、違約金もしくは損害賠償金を本市に支払うこと。また、事業代表

企業は、本事業に関し、事業者の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与えた

場合には、第三者が被った損害を賠償するものとする。なお、事業者は、この損害賠

償に係る費用負担に備えるため、事業期間中、第三者賠償責任保険又はこれに相当す

る保険に加入する等、自己の費用で適切な損害賠償保険に加入しなければならないも

のとする。 

(17) 土地売買契約の解除 

本市は、事業者が本事業に係る土地売買契約に違反したときは、いつでもその契約

を解除することができる。 

この場合、事業者は自己の費用をもって本件土地に存する建物、その他事業者が本

件土地に付属させた物を収去し、本件土地を原状に復して本市に返還するものとする。 

また、本事業の土地売買契約に基づく売買代金の 1割を違約金として本市に支払う

ものとする。 

さらに、本市に損害が発生した場合は、違約金とは別に本市が被った損害のうち合

理的な範囲を事業代表企業は賠償するものとする。 

(18) 設計・施工一括契約の解除 

本市及び事業者は、設計・施行一括契約約款第 7章に規定する内容に該当する場合

はその契約を解除することができる。 

(19) 事業提案書に記載する内容を履行できなかった場合の措置 

事業者は、募集要項等並びに事業提案書に基づき、本事業を行う。事業者の責によ

り、募集要項等並びに事業提案書を満たす事業の履行が行われない場合、本市は事業

者に対し再度の事業の実施を求めるとともに、契約不履行の違約金相当額を設計・建

設一括契約の契約金額から減額することがある。 
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11 事業上の注意点 

(1) 協議 

本市、事業代表企業及び構成企業は、本事業の円滑な実施を目的とし、協議会を設

置し、基本協定締結後、公共施設引渡しまでの間、定期的に協議するものとする。 

(2) モニタリング 

本市は、本事業の目的を達成するために、事業代表企業及び構成企業が定められた

業務を確実に遂行し、要求水準書にて提示される本市の要求サービス水準を達成して

いるか否かを確認するためにモニタリングを行うものとする。 

(3) 関係機関との協議 

本事業に係る関係法令、条例等の適用については、事業者自らの責任で確認し、関

係機関と協議し、遵守すること。 

なお、応募時における本市の審査は、関係法令等に係る適否について具体的に判断

する行政機関の担当部署等に確認のうえ審査するものではない。 

(4) 土壌汚染等 

当事業用地は、土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）第 6 条及び第 11 条に規

定する「要措置区域」及び「形質変更時要届出区域」に該当しない。万が一、土壌汚

染が発覚した場合は本市で対応するものとする。 

(5) 地中障害物等 

通常想定される規模の埋設物等については、契約上の瑕疵担保除外事項とし、事業

者が撤去等の対策を講じること。 

また、地中障害物の有無等を確認するために事業者が調査を実施する場合、その調

査に要する費用は、原則として全て事業者が負担すること。 

(6) 近隣対策 

本事業を実施するうえでの近隣住民等への周知、説明対応等については、事業者が

誠意をもって行い、紛争等が生じた場合も責任をもって対応すること。 

(7) 施設建設に起因する周辺影響対策 

施設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、日影等）に

ついて、実際に施設建設に起因して影響が生じた場合、公共施設を建設したことに起

因する場合は本市、民間施設を建設したことに起因する場合は事業者がそれぞれ対応

するものとし、いずれの施設を建設したことに起因するかが明白でない場合は、本市

と事業者とで協議し対応するものとする。 

 


