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東生駒会社寮跡地利活用事業に係る土地利活用計画 提案要領 

 

１ 事業の概要 

(1) 事業の名称 

  生駒市東生駒会社寮跡地利活用事業 

 

(2) 事業の趣旨 

本事業の対象となる東生駒会社寮跡地が所在する東生駒地域は、交通利便性が高く、環境

良好な住宅都市である生駒市の東の玄関口に位置付けられ、矢田丘陵をはじめとする豊かな

自然環境とともに、戸建住宅や集合住宅、商業店舗が存在し、多様な側面を有する市の拠点

地域のひとつとなっています。 

このような周辺環境の中、本事業の対象となる物件（以下「対象物件」という。）は、平

成 11 年に東地区コミュニティ施設の建設用地として、生駒市土地開発公社（以下「公社」

という。）が先行取得したところですが、平成 18 年 2 月に生駒市が建設の中止を決定し、こ

れまで積極的な活用がされず、公社が保有を継続している状況にあります。 

対象物件は、市民共通の公共財産であり、可能な限り早期に活用することが社会経済上、

また市民にとっても有益であることから、貴重な地域資源として、市民生活に密着したまち

の活気づくりに貢献できる利活用が必要と考えられます。 

これを踏まえ、本件土地を所有する公社では、生駒市の依頼を受け、民間が保有するノウ

ハウや資金を最大限活用することにより、活力に溢れ、うるおい豊かなまちづくりを進める

ため、民間事業者等から土地利活用計画を募り、最も優れた提案者に対象物件を売却するこ

ととしましたが、２度の公募型プロポーザルは、不調に終わっています。 

しかし、公社としては、本件土地を売却する方向性に変更はないことから、民間事業者等

からの土地利活用計画を随時募集することとしました。 

本事業の趣旨を十分にご理解いただき、公民が連携して魅力溢れる地域づくりを進める観

点から、事業者の皆さんの積極的なご提案をお待ちしています。 

 

(3) 事業の内容 

  本要領に定める事業実施の条件等に基づき、事業者が次項に掲げる対象物件を所有者であ

る公社から買い受け、地域住民の利便性の向上など生活の質を高めるような土地の利活用を

実施するものです。 
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２ 対象物件等の状況 （資料１ 参照） 

 対象物件等に係る以下の状況については、提案者においても再度確認してください。 

 

 (1) 対象物件の概要 

 【土地】 

地番 東生駒 2丁目 207 番 11 東生駒 2丁目 468 番 1 

地目 宅地 山林 

面積 4,246.48 ㎡ 1,949 ㎡ 

区域区分 市街化区域 市街化区域 

用途地域 近隣商業地域 

第一種低層住居専用地域 

壁面後退 1.5ｍ 

建物の絶対高さ制限 10ｍ 

（西端部が僅かに近隣商業地域内にある） 

建ぺい率 80% 40% 

容積率 200% 60% 

その他の 

法規制 

20ｍ高度地区 

準防火地域 

宅地造成工事規制区域 

宅地造成工事規制区域 

 

  なお、宅地部分及び山林部分の間には、現在も使用している公共水路（境界明示済）があ

ります。水利組合が使用しているため払い下げはできません。したがって、事業実施のため、

現在の水路の経路及び形状等を変更する際には、水利に影響を与えないような措置が必要と

なります。 

 

 【建物】 

所在 東生駒 2 丁目 207 番地 11 
種類 寄宿舎 
構造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根 6 階建 

1 階 104.49 ㎡ 
2 階 1,085.37 ㎡ 
3 階 889.75 ㎡ 
4 階 910.92 ㎡ 
5 階 910.92 ㎡ 

 
床 
面 
積 

6 階 54.11 ㎡ 

合計 3,955.56 ㎡ 

築年月日 昭和 49 年 3 月 30 日 
 

 (2) 対象物件に係る経緯 

生駒市では、東地区コミュニティ施設を建設するため、平成 11 年 12 月に対象物件である

生駒市東生駒２丁目に位置する会社寮を生駒市土地開発公社にて取得し、準備を進めていま

した。 

しかし、平成 18 年 2 月に「不要不急の大型公共施設については見直しを図る」などの公
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約を掲げた現市長が就任し、東地区コミュニティ施設の建設中止を決定しました。 

  中止決定から現在までの間、地元住民と公募市民からなる懇話会での検討、市による再取

得の差し止めを求める住民訴訟（市の勝訴）等を経て、利活用の可能性や需要の動向を注視

してきたところですが、昭和 49 年に建設された現行建物の経年劣化の進行や防災・安全・

景観上の観点からも早期の利活用が求められています。 

  ※資料１「東生駒会社寮跡地の概要」参照 

※懇話会：東生駒会社寮跡地利用検討懇話会のページを参照 

http://www.city.ikoma.lg.jp/kashitsu/02200/03/01.html 

 

 (3) 立地条件 

  対象物件は、近鉄奈良線東生駒駅の南約 1km、近鉄生駒線菜畑駅の東約 1㎞に位置し、県

道大阪枚岡奈良線（幅員約 16ｍ）と市道菜畑壱分線（幅員約 12ｍ）・大谷線の交差点に面し

ています。 

  また、奈良交通のバス停が近接（70～80ｍ程度の距離に 2箇所）しているとともに、阪奈

道路 富雄インターチェンジから約 800ｍの距離にあります。 

  対象物件の北及び西には一戸建ての住宅を中心とした閑静な住宅街が形成されており、東

側は対象物件に接して矢田丘陵の尾根筋が南北に走っています。また、近隣には中層店舗を

主体とした商業施設が存在するとともに、丘陵の東側には帝塚山大学が立地しており、対象

物件の北面道路は学生の通学経路ともなっています。 

 

 【近隣の公共施設等】 

   清掃ﾘﾚｰｾﾝﾀｰ  東約 300ｍ   なばた幼稚園  南西 500ｍ 

   帝塚山大学    東約 500ｍ   生駒東小学校  南約 700ｍ 

   福祉ｾﾝﾀｰ      南約１km     緑ヶ丘中学校  西約 1.8km 

 

【地域の人口推移（住民基本台帳人口）】 

H18.4.1 H24.4.1 増減 
町名 

世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 

中菜畑１丁目 244 620 251 571 7 △49 

中菜畑２丁目 456 1,129 496 1,107 40 △22 

菜畑町 35 69 33 63 △2 △6 

西菜畑町 218 583 217 540 △1 △43 

東生駒１丁目 965 2,471 1,074 2,597 109 126 

東生駒２丁目 201 555 214 514 13 △41 

東生駒３丁目 311 808 343 890 32 82 

東生駒４丁目 225 613 255 643 30 30 

東生駒月見町 422 1,087 445 1,044 23 △43 

東菜畑１丁目 419 1,076 458 1,185 39 109 

東菜畑２丁目 420 1,187 472 1,211 52 24 

緑ケ丘 442 1,225 483 1,253 41 28 

生駒東小学校区計 4,358 11,423 4,741 11,618 383 195 
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(4) まちづくりにおける地域等の位置付け 

本市のまちづくりの基本方針を示す「第 5次総合計画」では、近鉄生駒駅周辺地域を中心

としつつ、隣接する東生駒駅周辺地域と連携した都市拠点を形成し、様々な都市機能を集積

することとしています。 

対象物件の周辺地域については、「都市計画マスタープラン」において、生活利便型住宅

地（住宅と商業系施設等が立地する複合市街地）として、住環境と生活利便施設の良好な共

存等を図ることとしています。 

 

 (5) 境界の状況 

  東生駒 2丁目 207 番 11（宅地部分）及び 468 番 1（山林部分）ともに境界は確定済みです。 

 

(6) 土地の利用歴 

○昭和 36年頃から昭和 43 年 6 月頃まで 

 生駒市（旧生駒町）のごみ焼却施設として利用されていた。 

  ○昭和 49年 4 月～ 

    野村證券社員寮（公社取得時には既に使用していない状況にあった） 

  ○平成 11年 12 月～ 

    生駒市土地開発公社が取得し、現在に至る。 

 

(7) 土壌等調査（資料２ 参照） 

対象物件は、「(6) 土地の利用歴」に記載のとおり、ごみの焼却施設として利用されてい

たことから、公社において自主的な土壌調査を行いました。 

調査の結果、対象物件の宅地部分東側において、深さ 2.4m～6.0m の地点に焼却灰等が埋

設されていることが確認され、この焼却灰等について、「鉛及びその化合物」が土壌対策汚

染法（平成 14 年 5月法律第 53 号）に基づく土壌含有量基準及び土壌溶出量基準を超過する

結果となっています。地歴調査等の結果、埋設量は、約 2,700m3（資料２平面図参照）と推

定されています。 

なお、併せて地下水調査を実施し、すべての項目で土壌対策汚染法に基づく地下水基準未

満となっており、周辺への影響は認められていません。 

調査の内容、結果の詳細は、資料２「東生駒会社寮跡地土壌等調査結果概要」で確認して

ください。 

 

(8) 建物におけるアスベストの状況 

建物内の 2～5階寮室 天井について、平成 17 年 11 月、平成 19 年 2 月、平成 20年 9 月に

アスベスト含有量調査を実施しており、結果は不検出でした。 

 

(9) 地下埋設物等の状況 

対象物件の敷地内地下に、現在使用していない軽油、灯油等を貯蔵するタンクがあります
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が、油の抜き取り及び洗浄は処理済となっています。 

また、対象物件は、文化財保護法に基づく「周知の埋蔵文化財包蔵地」には指定されてい

ません。 

 

(10) 供給処理施設（ライフライン）の状況 

  上水道（生駒市）、下水道（生駒市）、電気（関西電力）、都市ガス（大阪ガス）等の供給

は可能ですが、供給や施設整備の方法等については、各事業者と協議してください。 

なお、現在、県道大阪枚岡奈良線側の敷地内に関西電力の電柱を支える支線（4本）が設

置されており、占用を承認しています。 

 

 (11) その他 

・この要領その他の公表資料に記載があるもののほか、対象物件の地下埋設物調査、地盤調

査等は、行っていません。  

・公社には宅地建物取引業法が適用されないことから、今回の公募・売却手続においては、

同法に規定する重要事項説明書等の書面は交付しません。本要領その他の公表資料の内容

に留意してください。 

 

３ 事業実施の条件 

本件事業の提案・実施に当たっては、次に掲げる事項を遵守及び配慮してください。 

 ・対象物件での事業実施に際して適用される関係法令、条例等を遵守してください。 

 ・環境負荷低減、省エネルギー等の環境に配慮した事業内容としてください。 

 ・原則として、対象物件の引渡し後２年以内に提案した事業計画に従い、着工してください。 

 ・短期的、暫定的な利用ではなく、中長期的に安定した土地利用による事業を実施してくだ

さい。所有権移転の日から７年間は、提案した事業計画に則った用途に供してください。 

ただし、事業計画の趣旨を逸脱しない範囲で、かつ、公社の同意を得た場合は、所有権の

移転の日から７年以内であっても、事業計画の変更が認められます。 

 ・事業計画に伴う権利設定や事業計画の趣旨を逸脱しない範囲での所有権移転は、公社の同

意を得た場合に限り認められます。 

ただし、所有権移転に関わらず、公社から所有権を移転した日から７年以内に事業計画の

趣旨を逸脱した場合等においては、買戻特約に基づき、買戻しが行われることを譲渡者に

対して、重要事項説明書等で必ず説明してください。（買戻特約については、P.13(4)を参

照） 

 ・東生駒 2丁目 207 番 11（宅地部分）と 468 番 1（山林部分）を一括して売却します。 

 ・事業内容については、本要領の「事業の趣旨」等を踏まえ、関係法令等の範囲内で公序良

俗に反しない土地活用を行うこととし、地域の活性化等につながる要素を取り入れた形で

の自由な活用内容・規模とします。 

・商業施設の提案を行う場合は、地域のまちづくり等との調和に留意した内容としてくださ

い。 
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・地域における良好な景観や環境の保全、すべての人が使いやすいデザインの考え方、防災・

防犯機能の向上に十分配慮した事業内容としてください。 

・対象物件に係るこれまでの経緯等を考慮し、地域まちづくりへの貢献の観点から、地域住

民の利便性向上、地域の公共公益的な活動の支援（※下記「参考例」参照）など、地域に

開かれた土地活用に関する提案を含めるようにしてください。 

  （参考例） 

・緑の空間やオープンスペースなど環境・防災に配慮した地域に開かれた空間 

・自治会や市民団体などの地域活動のための施設 

・医療、介護など地域の安心につながる機能の整備 

・保育所、キッズスペースなど子育て支援につながる施設 

・地域の防災力の向上につながる機能 

 ・対象物件を次の用途で使用することは認めません。 

・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

第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類

する業の使用 

・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 条第 2

号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員によるその活動のための

使用 

・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

条に規定する観察処分を受けた団体の活動のための使用 

 ・既存建物については、昭和 49年 3 月の竣工以来 35 年以上が経過しており、耐震性など安

全面の課題があることから、事業者の負担により、建物全部の解体・撤去を実施すること

を前提とした事業計画としてください。 

・対象物件に存する建物、工作物(フェンス、給排水施設、舗装等)、樹木その他の設備・備

品などは、現状有姿で引き渡すものとし、これらを使用しない場合の除却、撤去、廃棄等

に要する一切の経費は、事業者の負担とします。 

・上記 2(7)の敷地内に埋設されている焼却灰等についても、現状有姿で引き渡すことから、

活用方法に応じて、除去等が必要な場合における一切の経費は、事業者の負担となります。 

・対象物件の売買契約締結後においても、公社又は生駒市の求めに応じ、事業計画や施工等

に関する関係機関、関係部局との協議や調整、報告を適宜行ってください。 

・事業における近隣、地元自治会等への説明は事業者の責任において十分に実施し、真摯に

対応してください。 

・事業者は、日影、風害、電波障害、プライバシー等の周辺への影響に配慮するとともに、

問題が発生した場合は、事業者の責任と費用負担において誠実に対応してください。 

 

４ 最低売却価格 

 対象物件の最低売却価格は、252,200,000 円とします。 

 最低売却価格未満での提案は受け付けられません。 
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５ 提案に関する事項 

(1) 提案資格 

本件土地利用計画を提案することができる者は、次の要件を満たす法人とします。（個人

での提案はできません｡) 

① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4の規定に該当しないこと。 

② 国税及び地方税を滞納していないこと。 

③ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申立てをしていな

いこと、及び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てを

していないこと。 

  ④ 他の提案者との関係が次のいずれにも該当しないこと。該当する場合は、当該該当す

る者のうち１者のみが提案できるものとする。 

Ａ 親会社（会社法第 2 条第 4 号の親会社をいう。以下同じ。）と子会社（同条第 3 号

の子会社をいう。以下同じ。）の関係にある場合 

Ｂ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

Ｃ 一方の会社の役員が、他方の役員を現に兼ねている場合 

Ｄ その他ＡからＣに掲げる場合と同視しうる資本関係又は人的関係があると認めら

れる場合 

 

(2) グループで行う提案 

複数の法人がグループを構成する場合は、代表となる法人を定めて提案してください。 

なお、グループの構成員となった場合には、別に単独で提案することはできません。また、

他の複数のグループの構成員となることもできません。 

土地所有者と土地活用者（建物表示登記時の表題部所有者等）が異なることとなる場合及

び不動産を共有する場合は、全ての法人をグループの構成員としてください。 

 

 (3) 関係書類の配布 

配布場所 ・「9提出・問い合わせ先」に記載する担当部署 

・生駒市のホームページからダウンロード 

（HP アドレス http://www.city.ikoma.lg.jp/） 

 

 (4) 現地の視察 

東生駒会社寮跡地現地の視察を希望される場合は、視察を希望する日の１週間前までに「9

提出・問い合わせ先」に記載の担当部署までご連絡ください。連絡後、調整の上、視察日時

を決定することとします。 

 

 (5) 質問の受付及び回答 

  本件土地や本事業に関する質問等がある場合は、企業名、担当者名、連絡先等の必要事項
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を記載の上、「9提出・問い合わせ先」に記載の担当部署へご連絡ください。（様式任意） 

  質問の提出後、１週間を目途に記載された連絡先に対し回答します。 

 

 (6) 提案書類 

提案時には、次の書類を提出してください。 

提出部数は、正本 1部、副本 7部とします。 

①提案申出書（様式 1） 

②グループ構成員調書（グループ提案の場合。様式 2） 

  －構成員１法人ごとに１部ずつ作成してください。 

③提案する法人に関する書類（グループ提案の場合は、構成員となる全ての法人のもの

を提出してください。） 

・定款 

・登記簿謄本（現在事項全部証明書） 

・事業報告書及び確定申告書の写し（税務署へ報告している別表、決算書、勘定科目明細

などすべてのもの）（いずれも直近 2事業年度分） 

・法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書（未納がないことを証するもの） 

・主たる事業所を有する所在地に係る都道府県税及び市町村民税の納税証明書（未納がな

いことを証するもの） 

・事業実績を記載した書類（様式任意。本件と同種又は類似する土地活用に関係する

事業実績を中心として簡潔に記載してください。） 

④事業計画書（様式 3-1～3-5） 

  －記載すべき事項については、下記の「(8) 事業計画書の記載事項」を参照してく

ださい。 

⑤買受価格提案書（様式 4） 

 

 (7) 提案書類の提出 

①提出方法 持参又は郵送で提出してください。これ以外の方法による提出はできません。 

      郵送で提出する場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法

としてください。 

  ②提出先 「9提出・問い合わせ先」に記載する担当部署 

 

 (8) 事業計画書の記載事項 

   事業計画書には、本要領に定める事業趣旨や審査基準等を踏まえ、次に掲げる事項を記

載してください。 

   なお、事業計画書は、図面を除き、１０枚以内で簡潔にまとめて記載するようにしてく

ださい。 

  ①提案の趣旨、対象物件の活用基本方針（様式 3-1） 

提案のコンセプト、土地活用、施設整備等に関する基本的な方向性・考え方等につい
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て、文章、概念図等により、総括的に記載してください。 

②事業の実施体制・役割分担、事業リスク、事業収支及び資金調達計画等（様式 3-2） 

・実施体制については、事業の構成員その他事業に関わる者（土地建物所有者、工事施工

者、施設管理者、建物利用者、入居テナント、金融機関等）について、それぞれの体制、

役割、関係等を、施設の管理運営時も含めて分かりやすく説明してください。 

・事業リスクについては、提案事業内容におけるリスクとその対応策について説明してく

ださい。 

  ・事業開始から５ヵ年の事業収支計画 

各年度の収入・支出（人件費、公租公課、減価償却費、メンテナンス費、借入利息等）

の区分と金額、年度収支（単年度損益、累積損益）を記入してください。 

  ・資金調達計画 

営業開始時点までの総事業費の調達額、調達区分（自己資金、借入金等）（グループ

提案の場合は、各構成員の資金計画が分かるもの）を提出してください。 

  ③対象物件の活用計画（様式 3-3） 

  ・施設内容の説明（規模、構造、形態、意匠、機能等） 

  ・駐車場、駐輪場に関する計画 

  ・交通処理の計画、自動車・歩行者の動線に関する計画 

  ・安全対策、災害時等の対応に関する考え方 

  ・環境負荷低減、省エネルギーに対する配慮 

  ・施設管理、防災、防犯に対する配慮 

  ・バリアフリー・すべての人が使いやすいデザインに対する配慮 

  ・地域における景観、環境の保全に対する配慮 

  ・既存建物の取扱・処理方法 

  ・事業スケジュール（対象物件引渡し以降の諸手続き、施工計画、営業・販売・入居等開

始時期等） 

・図面等 

少なくとも次に掲げる図面等を A3 判片面印刷で作成・添付してください。縮尺等は

任意とし、必ずしも詳細な建築図面は必要としませんが、提案内容が分かるように、分

かりやすく表現してください。 

※土地利用・配置計画図 

※土地利用・建物利用面積表 

※施設各階の平面図、立面図（住宅の場合は、代表的な住戸の間取り図。１階平面図に

は外構計画も記載してください。） 

※イメージスケッチ（周辺を含む全体が分かる視点で 2面以上作成してください。） 

  ・事業計画を提案するに当たり、市場調査等を行った場合は、その内容が分かる資料を添

付してください。 

  ④地域への貢献に関する提案（様式 3-4） 

③の活用計画の内容等を踏まえ、地域住民の利便性向上など地域貢献に資する提案内
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容を総括してください。 

⑤その他アピールしたい事項を説明した書類・図面等（様式 3-5） 

 

(9) 提案に関する留意事項 

①接触の禁止 

「6事業計画の審査、事業実施候補者の決定に関する事項」に定める審査委員会委員に

対して、本件提案についての接触を禁じます。接触の事実が認められた場合は、失格とな

ることがあります。 

②グループ構成員の変更 

グループで提案する場合、審査の公平性及び業務遂行上支障がないと公社が判断した場

合を除き、代表法人及び構成員の変更は認めません。 

③提案の辞退 

提案書類の提出後に辞退する場合は、辞退届（様式 5）を提出してください。 

提出先：「9提出・問い合わせ先」に記載する担当部署 

④内容変更の禁止 

いったん提出された書類の内容については、変更することはできません。 

⑤虚偽の記載をした場合の無効 

提出書類に虚偽の記載があった場合、その提案は無効とします。 

⑥提出書類の取扱い 

・公社に提出された提案書類は、理由の如何を問わず返却しません。 

・公社は、受託者の選定の公表等必要な場合は、提案書類の内容を無償で使用できるも

のとします。 

・公社は、生駒市情報公開条例の規定により、開示請求を受ける実施機関に位置付けら

れますので、提案書類は、第 2条第 2号に定める行政文書に該当します。 

⑦費用負担 

提案に関して必要となる費用は、全て提案者の負担とします。 

⑧その他 

・公社が提供する資料を提案に係る検討以外の目的で使用することを禁じます。 

   ・公社が必要と認めるときは、追加資料の提出を求める場合があります。 

 

６ 提案提出期限の取扱 

 提案の提出期限については、本要領が公表された日から随時受け付けることとしますが、最

初の提案を受け付けた日から１４日を経過した日をその他の提案提出の期限とし、提案提出の

受付を終了することとします。 

 なお、提案が提出された場合は、市 HPにおいて提案提出の期限をお知らせします。 
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７ 事業計画の審査、事業実施候補者の決定に関する事項 

(1) 審査委員会による審査 

提案された事業計画は、学識経験者及び市職員等で構成する「東生駒会社寮跡地利活用事

業候補者審査委員会」（以下「審査委員会」という。）において、本要領に定められた事業実

施の条件等に適合しているか等を総合的に審査し、事業実施候補者としての適否を判断しま

す。 

事業実施候補者への決定については、契約内容等の交渉権を付与するものであり、一定期

間内に合意に至らなかった場合は、不調となります。 

 

①形式審査 

提出書類の確認その他必要な照会等による形式審査を行い、提案者（グループ提案の場

合は、すべての構成員）が提出時点において、次のいずれかに該当する場合は、提案を受

け付けられません。 

Ａ 本要領に定める提案資格を満たしていない場合 

Ｂ 提案書類に記載された内容が、関係法令、条例等に明らかに抵触している場合 

Ｃ グループを構成して提案する場合において、別に単独で提案した場合又は他の複数

のグループの構成員となった場合 

Ｄ 本件に関し選定委員会委員への接触の事実が認められた場合 

Ｅ 提案書類に虚偽の記載があった場合 

Ｆ 提案買受価格が最低売却価格未満であった場合 

 

②最終審査（プレゼンテーションによる審査） 

提出された提案書類及びプレゼンテーションを総合的に審査し、下記の「審査基準」に

基づいて、事業実施候補者としての適否を判断します。 

 

※審査の具体的な日程等は、提案の受理後に改めて通知します。 

※最終審査において、事業計画に関する新たな資料の提出は認められません。ただし、パワ

ーポイントを使用する場合のみ、パワーポイントのスライド資料を配布することは認めら

れます。 

※審査の結果、提案された事業計画が適格でないと判断される場合があります。 

 ※審査の結果は、書面により通知します。 
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 ○審査基準 
 

審査項目 審査の視点 配点 

コンセプト 
地域の特性や対象物件の経緯を理解し、本事業の趣旨に沿

った方針が示されているか 
10 

安定した事業の実施体制があり、ﾘｽｸへの対応方針が明確

に示されているか 事業の実現

性・継続性 事業の収支計画及び資金調達計画により継続的な事業実

施が確実に見込めるか 

10 

土地活用、施設整備の用途・規模等は明確かつ適切か 

駐車場の配置・規模、交通処理、動線等の計画は適切か 

安全対策、災害時等の対応は適切か 

環境負荷低減、省エネルギー等の環境への配慮がなされて

いるか 

施設管理、防災、防犯に対する配慮はなされているか 

すべての人が使いやすいデザイン、防犯、防災等の安全へ

の配慮は十分か 

土地活用の

計画内容 

施設のﾃﾞｻﾞｲﾝ等を含め景観への配慮がなされているか 

25 

事業計画

の内容 

地域への貢

献 

地域の活性化・利便性の向上に貢献する具体的で効果的な

提案がなされているか 
15 

団体の財務状況、経営状況から運営の継続性、安定性を欠

くような点はないか 法人の安定性 

同種・類似の土地活用に関する事業実績があるか 

15 

提案価格 最低売却価格を超える提案買受価格に応じて配点します 25 

合計 100 

 

(2) 公社による決定 

  公社は、上記(1)による審査結果を踏まえ、生駒市と協議の上、理事会において事業実施

候補者として決定し、事業実施候補者と対象物件の売買及び活用に係る契約の締結に向けた

協議を実施します。 

  なお、提案された事業計画の内容等について、生駒市との協議及び理事会における決定に

際し、条件が付与されることがあります。その場合は、その条件を承諾することにより、事

業実施候補者として決定することとなります。 
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８ 契約の締結及び契約上の規定内容等 

(1) 契約締結 

・事業実施候補者は、契約の締結と同時に売買代金の 100 分の 10 以上の契約保証金を公社

へ支払うものとし、一定期間内に売買代金から契約保証金を除いた残額を支払うものとし

ます。 

・契約書に貼付する収入印紙及び対象物件の所有権移転に要する登録免許税等、本契約の履

行に関して必要な一切の費用は、事業者の負担とします。 

 

(2)  売買代金の支払い 

・売買代金については、公社の指定する方法で指定する期日までに支払うものとし、契約保

証金は、売買代金の一部に充当するものとします。 

 

(3) 対象物件の引渡し 

・売買代金が全額支払われたときに所有権を移転するものとし、所有権の移転登記は、嘱託

により公社が手続を行うものとします。 

・所有権の移転登記手続きが完了した後、引渡し時の現状有姿で対象物件を引き渡すものと

します。 

・売買契約を締結した当該年度に課される公租公課は、対象物件の引渡し日を以て、公社と

事業者の間で按分し、負担することとします。 

・対象物件の占用による収益は、対象物件の引渡し日以降に収入するものについては、事業

者に帰属することとします。 

・審査委員会による選定及び公社との契約の締結は、開発事前協議及び建築確認等の手続き

とは一切関係がありませんので、事業の実施に向けた関係機関との協議及び手続は、事業

者の責任において実施してください。 

 

(4) 買戻特約 

・事業計画の確実な実施を担保するため、本事業に係る契約には買戻特約を付し、所有権移

転登記と同時に買戻特約の登記も行います。 

・公社との協議に基づき決定された事業計画と異なる内容で事業が実施されると公社におい

て判断した場合など、本事業の趣旨を逸脱するおそれがあると認められるとき、また、公

社が適正でないと判断した対象物件の所有権移転及び権利設定が行われた場合は、本件土

地の買戻しを行います。 

 ただし、事業計画に伴う権利設定や事業計画の趣旨を逸脱しない範囲での所有権移転は、

公社の同意を得た場合に限り認められます。 

・買戻しをする際には、事業者は原則として建物等の建築物（附帯設備を含む。）を撤去し、

原状復帰（更地）等を行うものとします。 

・買戻しができる期間は、所有権移転の日から７年間とします。 

・買戻しをする場合において、売買代金を返還する際、事業者に下記(6)の違約金を支払う
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義務があるときは、返還する売買代金と相殺するものとします。 

 

(5) 瑕疵担保責任（「民法第 570 条」の免除） 

・契約締結後、対象物件に数量の不足その他隠れた瑕疵（2(7)の土壌の質を含む。）を発見

しても、売買代金の減額、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとし

ます。 

 

(6) 違約金 

・事業者が契約上の義務に違反した場合は、売買代金の 3割に相当する額を違約金として支

払う義務があるものとします。 

 

 (7) その他 

・所有権移転の日から７年間は、公社の求めに応じて、報告及び協議を行う義務があること

とします。 

 

９ 提出・問い合わせ先 

〒630-0288 生駒市東新町 8番 38 号 

生駒市土地開発公社 事務局 

 企画政策課（4階 44番窓口） 

電話 0743－74－1111（内線 214）  FAX O743－74－9100 

E－mail kikaku@city.ikoma.lg.jp 

（執務時間：土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12/28～1/3)を除く 8:30～17:15） 

 


