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第一章 事業の概要 

 

 １．募集の趣旨 

   旧名古屋市立亀島小学校（以下、「旧亀島小学校」という。）は、平成 14 年に旧本陣小

学校、旧則武小学校との統合によりほのか小学校となり閉校となりました。 

   その後、旧亀島小学校跡地に保育園、公園が整備されましたが、現在も体育館が残り、

地域住民のスポーツ施設として引き続き利用されるなど、閉校後も長年にわたり、隣接

する亀島コミュニティセンターとともに地域コミュニティ活動や防災の拠点としての役

割を果たしてきました。 

   その跡地は、多くの公共交通機関が結節する名古屋駅の北西約 0.5km に位置し、地下

鉄東山線亀島駅が至近にあり公共交通の利便性に優れています。また、その周辺は住宅

以外に保育園、学校、商業施設等が集積し、生活利便性も高い地域となっています。 

   本市は、この優れた周辺環境にあり、隣り合う旧亀島小学校体育館敷地と亀島コミュ

ニティセンター敷地とをあわせた市有地について、地域住民及び本市にとって望ましい

活用につなげていくため、「旧名古屋市立亀島小学校体育館敷地等活用事業」として広く

提案を募集することとしました。 

   本募集要項は、市有地の有効活用として新たに民間活力を活用し、地域コミュニティ

機能と防災機能を長期にわたり安定的に確保するとともに、駅周辺の生活利便性や生活

の質を高め、亀島学区及びその周辺のまちづくりに貢献する事業の提案をしていただく

ため、必要な事項を定めたものです。 

上記趣旨をご理解いただき、多くの事業者の皆様からの積極的な提案を期待していま

す。 
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２．旧亀島小学校跡地の活用と事業実施の経緯 

 （１）旧亀島小学校跡地活用の経緯 

旧亀島小学校は、昭和 10 年に則武尋常小学校から分離、亀島尋常小学校として開校

し、戦争期を経て昭和 22 年に校名を亀島小学校と改めました。その後、戦後の児童急

増期には児童数が 1,300 名を超える時期もありましたが、少子化に伴う児童数の減少

により、平成 14 年に本陣小学校と則武小学校とともに３校が統合され「ほのか小学

校」となり、亀島小学校は閉校となりました。 

閉校後の跡地の活用については、平成 14 年 12 月に学区より「地域コミュニケーシ

ョン施設」「災害避難施設」を中心とした緑豊かな「幼児教育施設」「高齢者施設」とし

て活用する要望書が提出されたことを受け、北東角の敷地において事業者を公募し、

平成 19 年 4 月に「けやきの木保育園」が開園しました。 

校舎と校庭であった敷地には、平成 29 年 7 月に「亀島ふれあい公園」が完成し、公

園内には防災パーゴラ、かまどベンチ等の防災設備が整備されました。また、公園の

東側には、かつて校庭に置かれていた「二宮金次郎像」が移設され、メモリアルとして

旧亀島小学校の記憶が受け継がれています。 

今回の事業の対象となる敷地の南側には、現在も体育館（平場部分：約 430 ㎡、倉

庫：約 30 ㎡）が残っています。体育館は、学区の管理のもと地域住民のスポーツ施設

として活用され、バレーボール、インディアカなどが行われているとともに、避難所

としての機能も担っています（次頁 施設の利用状況１ 参照）。また、敷地の北側は、

体育館やけやきの木保育園等の駐車場として利用されています。 

隣接する亀島コミュニティセンターは、地域住民が気軽に利用できる地域活動の拠

点であり、サークル活動、教養講座などに利用されるほか、避難所として地域の防災

拠点ともなっています（次頁 施設の利用状況２ 参照）。 

こうした体育館やコミュニティセンターの活用・管理運営だけでなく、小学校の跡

地活用として実現した保育園の開設や公園の新設にあたっても、地域が積極的に参画

してきました。 

 

 （２）今回の事業実施の経緯 

平成 26 年に本市より民間活力を活用した小学校跡地の活用方策を学区に提案して

以降、地域と様々な協議を重ねてきました。そして隣接する亀島コミュニティセンタ

ー敷地を亀島学区連絡協議会より本市に寄附いただくことを前提に、小学校跡地と一

体となって整備の可能性を広げたうえで、事業を実施することになりました。 

こうした経緯と『体育館やコミュニティセンターが担ってきた役割や機能が可能な

限り継承され、地域に変わらず親しまれる施設としてほしい』との地域の意向を踏ま

えるとともに、周辺環境と連携・調和した新たなまちづくりに貢献する事業の提案を

募集することとしました。 
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施設の利用状況【平成 28年度実績】 

 

１．旧亀島小学校体育館 

地
域
ス
ポ
ー
ツ
活
動 

競 技 名 チーム数 年間回数 延べ利用人員 

インディアカ ２ 97 1,164 

バレーボール ２(学区内) 71 780 

 ４(学区外) 206 2,270 

卓球 １ 49 440 

バドミントン １ 46 640 

フォークダンス １ 19 380 

太極拳 １ 54 540 

柔術 １ 20 120 

合    計 13 562 6,334 
 

学
区
行
事 

行  事  名 人数 

コミセン祭り （5 月） 350 

防災訓練  （9 月） 250 

餅つき大会 （11 月） 300 

住民説明会 （随時） 120 

合    計 1,020 

＜亀島学区連絡協議会の提供データによる＞    

    ※上記以外に各種選挙の投票所としても利用されている。 

 

 

２．亀島コミュニティセンター 

会合の種類 年間回数 延べ利用人数 

団体の会合 

学区連絡協議会 

町内会定例会 

各種団体定例会など 

114 2,115 

サークル活動 

教養講座 

民踊、詩吟、書道、カラオケ 

切絵、絵手紙、健康体操 

英語、スペイン語など 

657 7,634 

福祉活動等 
ふれあい給食、子育て教室、サ

ロン、その他 
143 3,450 

合   計 914 13,199 

＜亀島学区連絡協議会の提供データによる＞    
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 ３．事業用地の概要 

 （１）所在地等 

   ①所在地（資料１参照） 

    旧亀島小学校体育館敷地・・・・・名古屋市中村区亀島一丁目５０６番１の一部 

    亀島コミュニティセンター敷地・・名古屋市中村区亀島一丁目５２５番 

 

②現所有者 

旧亀島小学校体育館敷地・・・・・名古屋市 

    亀島コミュニティセンター敷地・・名古屋市 

 

   ③事業用地の面積 

    旧亀島小学校体育館敷地・・・・・２，１８６．７１㎡ 

    亀島コミュニティセンター敷地・・・・２１０．００㎡ 

    合計・・・・・・・・・・・・・・２，３９６．７１㎡ 

     なお、事業用地の面積については、確定測量の結果増減を生ずる場合があります。 

 

   ④交通 

    地下鉄東山線 亀島駅 徒歩約１分 

 

   ⑤地域地区等 

    ・都市計画区域：市街化区域 

・用 途 地 域：近隣商業地域 

・容 積 率：３００％ 

・建 ぺ い 率：８０％ 

    ・防 火 地 域：準防火地域 

    ・高 度 地 区：絶対高４５ｍ高度地区 

    ・その他の地域等：緑化地域、駐車場整備地区 

    

   ⑥接道等の状況 

種別 名称 幅員 備考 

道路 
亀島一丁目第１号線 3.63ｍ 市道、西向き一方通行 

亀島一丁目第３号線 9.09ｍ 市道 

公園 亀島ふれあい公園 ― 都市計画公園 

 

 （２）インフラの状況 

    事業者は、別途、関係機関、各事業者と調整のうえ接続してください。なお、引き込

み工事や負担金は事業者が負担するものとし、詳細については関係機関、各事業者に

ご確認ください。 

 

（３）事業用地の状況（資料２参照） 

   ①現況 

     事業用地には、建築物としては旧亀島小学校体育館及び亀島コミュニティセンタ

ーがあり、工作物等としては門扉、塀、フェンス、側溝（グレーチングを含む）、ア

スファルト舗装、プール跡地地中の杭及び樹木等があります。 
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   ②土地利用の履歴等 

     事業用地の履歴調査では、小学校の敷地として利用する以前に工場等の敷地とし

て利用された履歴は確認されませんでした。 

 

   ③埋蔵文化財 

    事業用地は、埋蔵文化財包蔵地ではありません。 

 

   ④瑕疵担保責任の免責 

     定期借地契約締結後、事業用地に数量その他隠れた瑕疵があっても本市において

瑕疵担保責任は負わないものとします。なお、この場合においても定期借地料の減

免、損害賠償の請求または契約の解除をすることができないものとします。 

    

 ４．事業者の業務範囲 

 （１）事業用地の定期借地 

    一般定期借地権（借地借家法（平成３年法律第９０号）第２２条）を設定して事業

を実施してください。 

 

 （２）施設の整備等 

   ①現存する建築物・工作物等の除却 

     事業用地内に現存する建築物・工作物等の除却については、事業者の負担と責任

において適切に行ってください。 

 

   ②地域住民利用施設の整備等 

 （ア）施設の市への貸与 

 事業者が整備した施設の一部分（７００㎡以上）を名古屋市が無償で借り受け、

地域住民利用施設として使用します。 

 

（イ）施設の設計等 

      施設の設計及び整備にあたっては、提案内容に基づき、事業者、亀島学区連絡

協議会及び名古屋市が協議のうえ決定し、実施することとします。 

 

   （ウ）施設の管理運営等 

      施設の管理運営及び修繕については、提案内容に基づき、事業者、亀島学区連

絡協議会及び名古屋市が協議のうえ決定し、実施することとします。 

 

   （エ）工期の設定 

      事業者は、提案する施設を、適切な工期を設定し整備するものとし、亀島コミ

ュニティセンター及び整備するコミュニティ施設の利用に空白期間が生じないよ

うにしてください。 

 

   （オ）施設の瑕疵 

      市は、事業者から無償で借り受ける施設について、借り受け後２年以内（防水

は１０年以内）に瑕疵が発見された場合、事業者に対しその責任と費用負担によ

る補修を要求できるものとします。 
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   ③民間施設の整備等 

事業者は提案した計画内容に基づいて施設を自らの費用で整備し、運営及び維持

管理を行ってください。 

 

   ④事業期間終了時の施設の除却 

事業者は、定期借地契約の終了日までに施設を除却し、事業用地を更地の状態で

市に返還することとします。 

 

（３）協議への参画 

事業者は、管理運営方法等を始めとした各種調整等について協議するため、事業者、

亀島学区連絡協議会、名古屋市の３者で構成する協議の場に参画することとします。 

 

 （４）各種申請・手続き等 

    事業者は、事業実施に当たり必要な補助申請、その他各種の申請・手続きが必要な

場合は市と協議し、資料の作成、申請・手続き等を行うこととします。 

    また、事業実施にあたり必要な許認可、免許取得、関係機関協議等については、事

業者の責任と費用負担で行ってください。 

 

 ５．事業者の費用負担 

  本事業における、事業者の費用負担は以下のとおりとします。 

  ・事業者は、定期借地契約の期間中、賃料を市に支払う。 

  ・事業者は、定期借地契約に係る契約保証金を市に支払う。 

  ・事業者は、事業用地内に現存する建築物・工作物等の除却に係る費用を負担する。 

  ・事業者は、施設の整備に係る費用を負担する。 

  ・事業者は、施設の維持管理・修繕業務に係る費用を負担する。ただし、本市が無償で借

り受ける部分の維持管理については協議によるものとする 

  ・事業者は、民間施設の運営業務に係る費用を負担する。 

  ・事業者は、定期借地契約の終了日までに施設を除却し、この費用を負担する。 
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６．事業スケジュール 

   募集要項公表から土地使用の開始までのスケジュールは、概ね以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記のスケジュールはあくまで現時点の予定であり、変更となる可能性があります。 

 

 

 

 

 

名古屋市 応募者 

開発事業者の決定 開発事業者 
通知 

募集要項公表 平成 29 年 11 月 30 日 

質    問 平成 29 年 12 月 18 日～12 月 22 日 

応募図書の提出 平成 30 年 2 月 8 日～2 月 13 日 

最優秀提案者の決定 平成 30 年 3 月下旬 

通知 
開発事業予定者  平成 30 年 3 月下旬 

基 本 協 定 締 結 平成 30 年 4 月 

定 期 借 地 契 約 締 結 平成 30 年 4 月以降 

土地使用の開始 平成 30 年 4 月以降 

参加表明書の提出 

平成 30 年 1 月 12 日 質問への回答 

契約保証金・賃貸借賃料の納付 

平成 29 年 12 月 11 日～12 月 15 日 事業用地の見学 
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 ７．事務局 

   旧名古屋市立亀島小学校体育館敷地等活用事業事務局 

    名古屋市財政局財政部アセットマネジメント推進室 

        住宅都市局都市整備部まちづくり企画課 

  

８．問い合わせ先 

   住宅都市局都市整備部まちづくり企画課（担当：山岡、森、坂口） 

     電 話：０５２－９７２－２９５５ 

     ＦＡＸ：０５２－９７２－４１６２ 

     所在地：〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 

     E-mail： 

 

 ９．関連データ 

   名古屋市公式ウェブサイト（http://www.city.nagoya.jp/）にて、以下の情報を公開し 

ています。 

 

   〇本募集要項、様式等 

    トップページ＞事業向け情報＞募集情報＞その他の募集＞ 

住宅都市局からのお知らせ＞ 

旧名古屋市立亀島小学校体育館敷地等の活用提案を募集します 

 

     http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000099799.html 
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第二章 施設整備等の条件等 

 

 １．基本方針 

   長きにわたり小学校及びコミュニティセンターが地域のよりどころとして様々な役割

を担ってきたことを踏まえ、この先も地域活動の拠点として地域住民に親しまれる施設

を整備するものとしてください。 

   施設については、小学校跡地及びコミュニティセンター敷地にふさわしく、地域への

貢献や隣接施設等との連携及び周辺環境に配慮した施設の提案を求めます。 

 

 ２．事業用地 

 （１）定期借地権の設定 

   ①定期借地権の設定 

     一般定期借地権（借地借家法（平成３年法律第９０号）第２２条）を設定して事

業を実施します。 

 

   ②賃貸借期間 

     施設の供用期間（事業期間終了時の除却に係る期間を含む）を５０年間とし、施

設の設計及び建設等に係る期間を加えた年数を提示してください。 

 

   ③事業用地範囲の確定 

     事業用地の範囲は、資料２のとおりです。 

     なお、事業用地の範囲及び面積については、基本協定締結後、測量を実施し、確

定させるものとします。測量は事業者の負担と責任において行ってください。 

 

   ④権利の内容 

     事業者は、定期借地期間中、市に事前に承諾を得ることなく次のいずれの行為も

することはできません。 

     ・事業用地及び施設を事業提案書に基づく事業を実施する目的以外で使用するこ

と 

     ・事業用地及び施設にかかる地位又は権利義務を第三者に譲渡・承継すること 

     ・事業用地及び施設を第三者に転貸すること 

 

 （２）土地の貸付料 

   月額５７２，０００円（年額６，８６４，０００円）以上とします 

（原則として、賃料は３年毎に見直します。） 

 

 ３．施設の用途 

   民間事業部分については、以下に掲げるものは禁止用途とします。 

    ・政治的用途 

    ・宗教的用途 

    ・風営法の適用及びこれらに類する用途 

・貸金業法に規定される貸金業の用途 

・暴力団対策法の適用及びこれらに類する用途 

・公序良俗に反する用途 
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 ４．施設計画 

 （１）整備する施設の条件 

    提案にあたっては、第一章「１．募集の趣旨」及び「２．旧亀島小学校跡地の活用と

事業実施の経緯」を踏まえ、以下に掲げる条件を満たす施設及び機能を整備してくだ

さい。 

また、地域住民利用施設については、管理運営及び修繕にかかる最適な方法を提案

してください。 

    なお、地域コミュニティ活動や防災活動について、地域住民との円滑な関係を構築

するための取り組みについてもあわせて提案してください。 

 

   ①地域住民利用施設 

   （ア）コミュニティ施設 

     ・規模は、現在の亀島コミュニティセンター（約３００㎡）と同等とし、室の構成

等は、本市のコミュニティセンターにおける標準的な仕様（資料６）を参考に

してください。 

     ・専用駐車場として駐輪スペースを含め５台分以上のスペースを確保してくださ

い。 

   （イ）避難所 

     ・規模は現在の体育館（平場部分（約４００㎡※））以上としてください。 

      ※（ウ）防災備蓄倉庫を含む。 

     ・有事の際の使い勝手や維持管理に配慮した配置や機能としてください。 

     ・事業用地は大雨または河川氾濫時に浸水の恐れがある地区に該当します（名古

屋市ウェブサイト「あなたの街の洪水・内水ハザードマップ」を参照）。避難所

として、各種災害への安全性の確保に配慮した計画としてください。 

     ・平時は地域住民が気軽にインディアカ、バドミントン等を行える軽運動室とし

て整備してください。 

     ・（ア）コミュニティ施設との連携に配慮した配置や機能としてください。 

（ウ）防災備蓄倉庫 

     ・規模は３０㎡以上としてください。 

     ・学区が保有する備蓄品の保管を目的とし、整備してください。 

     ・有事の際の使い勝手や維持管理に配慮した配置や機能としてください。 

 

   ②地域連携機能 

・事業用地を介して敷地西側道路と亀島ふれあい公園が連絡できる施設としてくだ

さい。 

・災害時等には救急車両が事業用地を介して公園に接近できるような施設の配置及

び構造としてください。 

・公園の接続部については公園の機能維持と提案施設の防犯性の確保等の整合に配

慮したものとしてください。 

 

 （２）駐車場等 

   ・関係法令等を遵守して、建築物の用途に応じた必要かつ適正な駐車・駐輪台数を確

保してください。 

   ・必要に応じて荷さばき場を確保してください。 

   ・駐車場入り口を敷地北側に設けないでください。 



11 

（３）コミュニティ施設 

コミュニティ施設の整備及び現コミュニティセンターの除却にあたっては、コミュ

ニティ施設の利用に空白期間が生じないようにしてください。 

 

 （４）周辺環境への配慮 

    施設等の配置、高さ、外壁や屋根等の意匠及び色彩については、周辺の街並みや景

観及びプライバシー等の住環境を損なわないものとしてください。 

 

 （５）関係法令等の遵守 

    建築基準法、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）、大規模小売店舗立地法（平成 10 年

法律第 91 号）、愛知県人にやさしい街づくりの推進に関する条例（平成 6 年愛知県条

例第 33 号）、名古屋市駐車場条例（昭和 34 年条例第 9 条）、名古屋市自転車等の放置

の防止に関する条例、名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関す

る条例、その他関連法令を遵守してください。 

 

５．施工計画 

  工事にあたっては、以下の事項を遵守してください。 

①関係法令等を遵守し、安全や環境に配慮した施工計画とすること。 

   ②公的機関（道路管理者、交通管理者、愛知県公安委員会、名古屋市消防局、名古屋市

上下水道局、中部電力、東邦ガス、NTT、学校等）、本市及び亀島学区連絡協議会と

十分に協議、調整を行うとともに、安全管理を徹底すること。また、周辺公共施設等

に損傷を与えた場合は、施設管理者等と協議のうえ、事業者の負担により復旧する

こと。 

   ③近隣への騒音・振動・塵埃等の影響を最小限にとどめるよう低振動・低騒音工法の

採用や散水などの対策を十分に講じること。やむを得ず損害等が生じた場合は、事

業者が誠意をもって解決にあたり、事業の円滑な進捗に努めること。 

   ④工事説明会を行うとともに常に近隣住民と十分に調整し、工事時間については、近

隣住民の生活に配慮した時間帯とすること。 

   ⑤工事車両の進入にあたっては、交通整理員を適切に配置するなど、安全管理を徹底

すること。 

   ⑥工事に伴って周辺家屋等に電波障害が発生するおそれがある場合は、事前に調査を

行い、必要な時期に適切にその対策工事を実施すること。 

   ⑦工事に伴って周辺家屋等に毀損等を及ぼすおそれがある場合は、事前に調査を行い、

必要な時期に適切な対策を講じること。 

   ⑧工事期間においては、夜間の周辺地域の安全性に配慮して防犯灯を適切に設置する

こと。 

    

 ６．近隣対策等 

   建築物及びその他工事に伴う騒音、振動、悪臭、粉塵発生、交通渋滞、電波障害、日

影、風害、その他近隣対策等については、近隣住民と良好な関係を保つよう、事業者の

責任において対策を行うとともに、苦情等があった場合には、早急かつ誠実に対処して

ください。 

また、事業説明会を行うとともに、道路管理者、公園管理者等と十分に事前協議を行

い、施設の整備を進めてください。 
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第三章 提案募集への応募 

 

１．応募資格等 

（１）応募資格 

応募者は以下の条件を満たす法人又は複数の法人で構成されるその共同体 （以下、

「グループ」という。)とし、個人での応募は認めません。 

① 次に示す条件をすべて備えているものであること  

ア．提案する事業を実施するために、必要な知識、経験、資格、資力並びに信用を有

する者であること (グループの場合は、構成員間で適切な役割分担がなされ、

各構成員がそれぞれの担当業務において必要な知識、経験、資格、資力並びに

信用を有している必要があります。) 

イ．対象地を借地するのに必要な対価の支払い能力がある者であること 

※次表に掲げる全ての項目について、該当する基準を満たしていることを必須とし 

ます。 

項 目 基 準 

経常損益 ・過去 3期連続で赤字を計上していないこと 

自己資本額 ・最近期末において債務超過状態となっていないこと 

総キャッシュフロー ・過去 3期連続でマイナスになっていないこと 

利払能力 

＝事業損益／支払利息 

・最近期末において利払能力が 1倍未満でないこと 

※資産の流動化に関する法律（平成 10 年法律第 105 号）に規定する特定目的会社 

（TMK）等、特別目的会社（SPC）の応募は認めません 

ウ．許認可が必要な事業を提案する場合は、許認可を取得する見込みであること（応

募図書の提出前に、関係機関と協議すること） 

 

② 募集公表の日から応募図書提出までの間に、次に示す欠格事由のいずれにも該当

しないものとします。グループを結成して応募する場合は、すべての構成員が該当

しないものとします。 

なお、開発事業予定者決定までに欠格事由に該当することが判明した場合は、当

該法人 (グループを結成して応募する場合は当該法人を含むグループ) は応募資格

を失うものとし、開発事業予定者決定後に欠格事由に該当することが判明した場合

は、当該決定を取り消すものとします。 

ア．国税、地方税その他公租公課について滞納のある者 

イ．地方自治法施行令 (昭和 22年政令第 16 号。以下本章において「施行令」とい

う。)第 167 条の 4第 1項の規定に該当する者  

ウ．施行令第 167 条の 4 第 2 項各号に該当する事実があった後 3 年を経過しない者

(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱 (15 財用第 5 号) に基づ

く指名停止 (以下「指名停止」という。) を受けている者を除く。)又はその者

を代理人、支配人その他の使用人として使用する者  

エ．募集要項公表の日から開発事業予定者決定までの間に指名停止の期間がある者  

オ．会社更生法 (平成 14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者(同法に基づく更生手続開始の決定後、名古屋市の競争入札参加資格の

認定を受けている者を除く。)  

カ．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がなされて

いる者(同法に基づく再生手続開始の決定後、名古屋市の競争入札参加資格の認
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定を受けている 者を除く。) 

キ．中小企業等協同組合法(昭和 24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する

法律 (昭和 32 年法律第 185 号) 又は商店街振興組合法(昭和 37 年法律第 141

号) によって設立された事業協同組合等又は当該事業協同組合等の組合員で、

双方が同時に応募した者  

ク．募集要項公表の日から開発事業予定者決定までの間に、「名古屋市が行う契約等

からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」（平成 20 年 1 月 28 日）及び

「名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」 

(19財契第 103号)に基づく排除措置の期間がある者 

ケ．次に示すいずれかに該当する者 

(ア) 役員等 (非常勤を含む役員若しくは支配人又は営業所の代表者をいう。以

下同じ。)に暴力団員又は暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながらそ

の組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者 (以下「暴力団員等」

という。) が就任している者 

(イ) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者 

(ウ) 役員等又は使用人が、暴力団の威力、暴力団員等又は(イ)の法人等を利用

するなどしている者 

(エ) 役員等又は使用人が、暴力団、暴力団員等又は(イ)の法人等に対して資金

等を供給し、又は便宜を供与するなどして、暴力団の維持運営に協力し、

又は関与している者 

(オ) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関

係を有している者 

(カ) 役員等又は使用人が、(ア)から(オ)のいずれかに該当する法人等であるこ

とを知りながら、これを利用するなどしている者 

※名古屋市は、応募者が(ア)から(カ)の法人等であるか否かを愛知県警察本

部長に対し照会します。  

コ．役員等又は使用人が、開発事業予定者決定に関し、暴力団又は暴力団員等か

ら妨害又は不当要求を受けたことを認識していたにもかかわらず、名古屋市

への報告又は警察への被害届の提出を故意に、又は正当な理由がなく行わな

かった者  

 

③ 次に示す事項に該当する場合、当該応募者は応募資格を失うものとします。グル

ープを結成して応募する場合は、いずれかの構成員が該当すれば応募資格を失うも

のとします。 

ア．申込みに必要な書類に虚偽の記載をしたことが明らかとなった場合  

イ．受付期間内に必要な書類を提出しなかった場合  

ウ．本要項に違反すると認められる場合 

エ．その他不正な行為を行ったと認められる場合 
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（２）応募の制限 

① 1つの法人及びグループが複数の案で申し込むことはできません。  

② 1つの法人が複数のグループの構成員に重複してなることはできません。  

③ 2. (4) ①に記載の「開発事業者協定書」提出後のグループ構成の変更は、原則で

きません。 

 

２．応募の手続き 

手続きの主な流れは、下表のとおりです。 

 

手続き 内 容 期間又は期限 

（１）現地確認（任意） 申込の旨電子メールで送

信 

（受付期間） 

平成 29年 12月 1 日 

～平成 29年 12月 8 日 

（現地確認日） 

平成 29年 12月 11 日 

～平成 29年 12月 15 日 

（２）質問の受付 質問事項を電子メールで

送信 

平成 29年 12月 18 日 

～平成 29年 12月 22 日 

（３）参加表明書等の提出 提出する前日までに事務

局と電話で提出日時を調

整のうえ、参加表明書、法

人概要等を持参 

平成 29年 11月 30 日 

～平成 30年 1月 9日 

（４） 質問への回答 名古屋市からの回答に対

し、受領確認を電子メー

ルで送信 

平成 30年 1月 12日 

（５）応募図書等の提出 提出する前日までに事務

局と電話で提出日時を調

整のうえ、開発事業者申

込書、建築計画書等を持

参 

平成 30年 2月 8日 

～平成 30年 2月 13 日 

 

（１）現地確認の開催（任意） 

   応募を希望される方は、現地を確認していただくことができます。 

  ① 開催期間 

   平成 29年 12月 11 日（月）～平成 29年 12月 15 日（金）まで 

② 受付期間 

   平成 29年 12月 1日（金）～平成 29 年 12月 8 日（金）まで 

③ 申込方法 

・現地見学を希望する団体名及び担当者の氏名・連絡先、人数、日時（複数の候補を

挙げてください）を記入の上、電子メールにて送信してください。 

・件名：旧名古屋市立亀島小学校体育館敷地等活用事業（現地確認）法人名○○○ 

・E-mail ： 
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（２）参加表明書等の提出 

開発事業希望者は、参加表明書に所要事項を記入し、下記により事務局へ提出して

ください。 

なお、参加表明書の提出は応募のための要件とするものであり、応募を義務付ける

ものではありません。 

   ① 提出書類 

必要書類 作成様式等 部数 

ア．参加表明書 様式 1 (グループを結成して参加表明する

場合は、グル―プ構成員表も添付） 

1部 

イ．代表者等名簿 様式 2 1部 

ウ．法人概要 パンフレット等 1部 

エ. 事業実績 パンフレット等 1部 

オ．財務状況表 様式 3 1部 

カ．財務諸表 有価証券報告書 (最新 3 期分) (作成して

いない場合は、これに準ずる会社法上の決

算書 (最新 3期分) とします。 監査報告

書を添付することが望ましい。) 

1部 

・グループを結成して参加表明する場合は、全ての構成員についての「イ」から「カ」

の書類を提出してください。 

 

② 提出方法 

・事務局に持参し提出してください。提出する前日までに事務局と電話で提出日時

を調整してください。 

③ 受付期間 

・平成 29年 11月 30日(木)～平成 30年 1月 9日(火) (ただし、土・日曜日、祝日

を除きます。) 

午前 9時から午後 5時まで (ただし、正午から午後 1時までを除きます。) 

④ その他 

・グループを結成して参加表明する場合は、代表法人がグループを構成する全法人

の必要書類をとりまとめて提出してください。 

・参加表明書の提出から応募図書等の提出までの間に、単独応募で参加表明した法

人が代表法人となってグループ応募に変更する場合、グループ応募で構成員を変

更する場合及びグループ応募の代表法人が単独応募に変更する場合は、参加表明

書変更届 (様式４) を、また、新たに構成員となる法人がある場合は当該法人に

ついて、①の「イ」から「カ」の書類とあわせて事務局に持参し提出してくださ

い。なお、代表法人の変更はできません。 

また、構成員が単独応募となるような変更や構成員が代表法人となって新たにグ

ループを結成することはできません。  

・参加表明書提出以降、開発事業予定者決定までは法人名等は公表しません。  

・関係書類について、不明な点は事務局にお問い合わせください。  

・必要に応じて、その他の書類の提出を求める場合があります。  

・提出書類に不備等を見つけた場合は、事務局から連絡します。 
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（２）質問の受付 

質疑趣旨を文書にて簡潔にまとめ、下記により事務局あてに提出してください。 

① 提出方法 

・質問書 (様式５) に質問事項を記入の上、電子メールに添付して送信してくださ

い。 

・件名：旧名古屋市立亀島小学校体育館敷地等活用事業（質問）法人名○○○○ 

・E-mail ： 

② 受付期間 

・平成 29年 12月 18日(月)～平成 29年 12月 22日(金) 

③ その他 

・グループを結成して参加表明した場合は、代表法人が送信してください。 

 

（３）質問への回答 

参加表明書等を提出した者全員 (グループの場合は代表法人)に、全質問事項とその

回答を電子メールで送信します。なお、質問事項の内容が重複している場合は、事務

局で整理のうえ回答します。 

① 回答日 

・平成 30年 1月 12日(金) 

② 回答の受領確認 

回答を受領後、速やかにその旨を下記のとおり電子メールにて事務局あてに返信

してください。 

・件名：旧名古屋市立亀島小学校体育館敷地等活用事業（回答受領）法人名○○○ 

・E-mail ： 

   ③ 留意事項 

・質問への回答は参加表明書等を提出した者のみとします。 

・回答内容については、募集要項と同等の効力を持つものとします。 

・提案内容の是非、事前の審査に該当するような質問については、回答を行いませ

ん。 

・上記の「（２）質問の受付」以外の期間、方法で募集要項に関する質問があっても、

回答を行いません。 

 

（４）応募図書等の提出 

開発事業希望者は、次の書類を下記の受付期間内に事務局へ提出してください。  

① 提出書類 

提出書類 作成様式等 部数 

ア．開発事業者申込書 様式 6 (グループで申し込む場合は、

グループ構成員表も添付) 

1 部 

イ．商業登記簿騰本 

(法人登記簿騰本) 

発行後 3ヶ月以内のもの 1 部 

ウ．印鑑証明書 発行後 3ヶ月以内のもの 1 部 

エ．納税証明書 法人税、消費税及び地方消費税納税証

明書 (その 3の 3)、名古屋市税の滞納

のないことの証明書 

1 部 

オ．誓約書 様式 7 1 部 
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カ．提案する施設と類似する

開発等の実績を示す書

類 

A3横版 1枚程度(様式自由)  

(過去において実績がある場合は、時

期、規模、金額及び関わり方(企画開発、

所有・賃借、施設運営等) 等が分かる

もの) 

10部 

・ 

電子データ 

キ．計画提案書、建築計画書 第四章に従って作成してください。 10部 

・ 

電子データ 

ク．定期借地賃料希望価格 様式 10 1 部 

ケ．開発事業者協定書 様式 11 (グループで応募する場合の

み) 

1 部 

コ．融資関心表明書等 資金計画において、借入先として想定

している金融機関等からの関心表明書

等がある場合はその写し 

1 部 

・必要に応じて、その他の書類の提出を求める場合があります。  

・グループを結成して申し込む場合、「イ」から「オ」については法人ごとに準備し

た上、代表法人がその他の必要書類とあわせて提出してください。  

② 提出方法 

・事務局に持参し提出してください。提出する前日までに事務局と電話で提出日時

を調整してください。 

③ 受付期間 

・平成 30年 2月 8日(木)～平成 30年 2月 13 日(火) （ただし、土・日曜日、祝日

を除きます。） 

午前 9時から午後 5時まで (ただし、正午から午後 1時までを除きます。) 

 

（５）応募の辞退 

開発事業希望者は、参加表明書等の提出以降、提案募集への申込みを辞退する場合

は、開発事業者申込辞退届 (様式 12) を平成 30年 2 月 13日 (火) まで(必着) に事

務局へ郵送または持参により提出してください。 

 

３．その他 

・応募に要した費用は、全て応募者の負担とします。  

・応募者から事務局に提出された応募図書等は返却しません。応募者が提出した提案

書等の著作権は、それぞれの応募者に帰属しますが、本事業の範囲において公表・

展示するとき、その他市が必要と認めるときは、市は無償で使用できるものとしま

す。 

・受付期間以降は、事務局からの指示があった場合を除き、応募図書等の差し替え及

び再提出は認めません。  

・参加表明書等の提出以降、法人名、所在地、代表者及び役員に変更があったときは、

速やかに事務局に届け出てください。  

・募集要項、様式等に変更がある場合は、ウェブサイトに掲載します。参加表明書の

提出後に変更があった場合は、ウェブサイトに掲載するとともに、参加表明した者

全員 (グループの場合は代表法人) へ電子メールによりお知らせします。ただし、

開発事業者申込辞退届 (様式 12) の提出があった場合には、それ以降は当該届出を

した法人 (グループ含む) にはお知らせしません。 
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   ・応募者が提出した提案書等に虚偽の記載がある場合は、応募を無効とするとともに、

虚偽の記載をした者について、所要の措置を講ずることもあります。 

   ・本事業に関して使用する言語及び通貨は日本語及び円、基本単位はメートル法とし

ます。 

   ・市が配布する資料等は、応募にかかわる検討以外の目的で使用することを禁じます。 

    

  



19 

第四章 応募図書の作成方法 

 

応募図書は、以下に従って作成してください。文字サイズは１０ポイント以上とし、指

定様式以外の様式は自由とします。 

計画提案書及び建築計画書の審査は、応募者名が特定できない方法で行いますので、計

画提案書及び建築計画書には法人名や既存施設名などを表示しないでください。 

応募図書は、片面印刷し、Ａ３フラットファイルにとじたものを１０部作成し、それぞ

れにインデックスを付けてください。ただし、ページ番号は付けず、ホチキス綴じはしな

いでください。 

また、応募図書の電子データを記録したＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒを 1 部提出してくださ

い。データのファイル形式は原則としてＰＤＦ形式としてください。 

 

１．計画提案書(Ａ３横版 ３枚) 

次の項目について、計画上の考え方を簡潔に示してください。  

特にアピールしたい点等があれば、その点も踏まえ提案してください。なお、カラー

での作成もよいものとします。  

 

（１）全体計画(Ａ３横版 １枚) 

① コンセプト 

② 配置・平面計画、動線計画 

③ 周辺への配慮事項（日影、騒音、自動車の出入り等） 

 

 （２）施設整備・管理運営等(Ａ３横版 １枚) 

①地域住民利用施設 

（ア）コミュニティ施設 

（イ）避難所 

（ウ）防災備蓄倉庫 

②地域連携機能 

③民間施設 

 

（３）その他 （Ａ３横版 １枚) 

① 亀島学区及びその周辺への効果について 

② 隣接施設・近隣施設との連携について 

③ 防災機能・災害時に対する取組みについて 

④ 民間施設の事業内容について 

⑤ 地域住民との円滑な関係を構築するための取り組みについて 

 

２．建築計画書 

（１）設計の概要 

① 設計説明書(様式８) 

・建築概要 

・面積表 

(各階及び用途ごとに専有部分と共用部分に区分し、地域住民利用施設と民間施設

についても区分してください。) 

・提案施設 
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・内外装仕上表 

・駐車場整備計画 

・自転車駐車場整備計画 

 

② 設計図 (Ａ３横版 カラー又は白黒) 

図面の種類 縮尺 明示すべき事項 

建築物 

各階平面図 300 分の 1以上 

（用途別に着

色） 

方位、用途、地域住民利用施設の

専有面積、民間施設の専有面積・

業種並びに柱、壁、開口部、廊下、

階段及び昇降機の位置 

断面図 

（２面以上） 

300 分の 1以上 建築物、床及び各階の天井の高さ 

立面図 

（２面以上） 

300 分の 1以上 開口部の位置、主な壁面の仕上

げ、斜線制限 

 

建築物の敷地 

配置図 300 分の 1以上 方位、建築物、主要な給水施設、

排水施設、電気施設及びガス施設

の位置並びに駐車施設、その他の

施設 

③ 外観パース１面以上(Ａ３横版 カラー 1枚) 

④ 日影図 (Ａ３横版 １枚、平均地盤面から４ｍの高さにおける３時間及び５時間の

等時間日影図) 

 

（２）資金等計画書(様式９) 

施設供用までに必要となる費用とその調達先を記入してください。補助金等を受け

る予定がある場合は補助金の種類ごとに記載してください。また、支出欄の「ア定期

借地賃料、建築工事費」には、定期借地賃料が明らかにならないように合計額のみ記

載してください。 

あわせて、応募者が予定している敷地の賃貸借期間を記載してください。（施設の供

用期間（事業期間終了時の除却に係る期間を含む）を 50年間とし、施設の設計及び建

設等に係る期間を加えた年数としてください。） 

  

 （３）工程表(Ａ３横版 １枚) 

設計、工事着手、工事完了及び供用開始予定時期を明記した工程表を作成してくだ

さい。なお、新コミュニティ施設の開設及び亀島コミュニティセンターの除却予定時

期も記載してください。 

 

３．定期借地賃料希望価額(様式１０) 

様式 10に賃貸借希望年額賃料を記載してください。 

賃貸借希望年額賃料は、「第二章 施設整備等の条件等 ２．事業用地」に定める賃貸借

予定年額賃料以上としてください。賃貸借予定年額賃料未満の場合には失格となります。 

 

４．開発事業者協定書(様式１１) 

グループを結成して応募する場合については開発事業者協定書を提出してください。 
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５．その他 

・応募図書において使用する言語及び通貨は日本語及び円、基本単位はメートル法とし

ます。  

・ＰＤＦ形式のデータについては、応募図書を印刷したものをスキャナーで画像として

取り込んでＰＤＦ化しないでください。また、セキュリティの設定はしないでくださ

い。 

・応募図書の作成のため事務局が提供した資料は、事務局の了解なく他の目的で公表、

使用することを禁じます。 
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第五章 開発事業予定者の決定 

 

１．基本的な考え方 

開発事業予定者の決定にあたっては、学識経験を有する以下の５名の評価委員（敬称

略）が、提案内容等に対して総合的に評価を行い、最優秀提案者を名古屋市が開発事業

予定者として決定します。 

 

生田 京子  名城大学理工学部建築学科准教授 

小野田 誓  公認会計士小野田誓事務所 公認会計士 

小林 慶太郎 四日市大学副学長・教授 

小松 尚   名古屋大学大学院環境学研究科准教授 

恒川 和久  名古屋大学大学院工学研究科准教授 

 

また、次点提案者は、最優秀提案者が何らかの理由により失格等となった場合、繰り

上がって開発事業予定者となることができます。 

 

２．審査手順 

以下の手順に従って、審査を進めていきます。  

（１）事務局による事前確認 

事務局が、提出書類の不備等の確認、応募者が応募資格等の条件を満たしているか

の確認・調査、本要項に定める条件等を満たしているか等の確認を行います。 

確認の結果、必要な書類が添付されていない場合、応募資格を満たさない場合、本

要項に定める条件を満たしていない場合又は計画が法令に明らかに違反している場合

については、その旨を評価委員へ報告します。 

なお、記載ミス等の軽微な事項については、応募者に修正・手直しを指示します。 

応募資格がないと認められた事業者には、その旨及びその理由（以下「無資格理由」

という。）を書面により通知し、当該事業者が応募した書類の審査は行いません。 

なお、通知を受けた事業者は、以下の通り無資格理由について説明を求めることが

できます。 

 ａ 通知を受けた事業者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して７日（土・

日曜日、祝日を除く。）以内に、書面（様式は自由）により説明を求めることが

できます。 

 ｂ 書面に対する回答は、原則として、その説明を求めることができる末日の翌

日から起算して１０日以内に、その説明を求めた事業者に対して書面により行

います。 

 

（２）計画審査 

   評価委員は以下の表により、各提案内容について評価し評価点を付します。 

なお、提出された計画等が重大な法令違反となる場合や施設の条件を充たしていな

い等により、提出された計画では実現不可能であると名古屋市が判断したときは、失

格とします。 
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  ① 評価点 

評価項目 評価点 評価の視点 

事業の実現性 30 ・法人の財務基盤、事業者信用力 

・類似の開発事業の実績 

・資金調達の確実性、妥当性 

・工程の妥当性 

・提案施設の確実性、賃料等の妥当性 

建築計画 30 ・コンセプトの内容 

・配置・平面計画、動線計画の妥当性 

・各施設の機能性 

・周辺への配慮 (日影、騒音、自動車の出入り等) 

・管理運営方法の妥当性 

まちづくりへの貢献 40 ・民間施設の事業内容 

・亀島学区及びその周辺への効果 

・隣接施設・近隣施設との連携  

・防災機能・災害時に対する取組み 

・地域住民との円滑な関係を構築するための取り

組み 

計 100  

 

② プレゼンテーション 

計画審査に際し、提出内容についてのプレゼンテーションを実施します。 

・プレゼンテーションは平成 30 年 3 月 27 日（火）を予定していますが、正式な日

時及び場所は別途連絡します。 

・プレゼンテーションの出席者は３名以内とします。 

・説明資料は、提出された計画提案書及び建築計画書の書類に限定し、追加資料の

配布等は禁止します。（ただし、事務局が追加資料を求める場合は除く） 

・プレゼンテーションに出席しない場合は、応募意思がないものとみなして失格と

します。  

・応募者が多数の場合は、計画提案書及び建築計画書による事前採点を行い、上位

５者に絞り込んでプレゼンテーションを実施し、評価することとします。  

 

③ 計画審査得点 

評価点の最高得点を得た応募者が、計画審査の配点 (７０点) が満点となるよう、

以下の式 により計算し、各応募者の計画審査得点とします。 

 

当該応募者の計画審査得点 

＝計画審査の配点 (７０点)×(当該応募者の評価点)÷(応募者の中での最高評価点) 

 

評価点が５割以上かつ応募者の中での最高評価点の８割以上の応募者を、次の価

額審査の対象とします。 

計画審査得点で最高得点を得た応募者が（３）の価額審査で失格となった場合は、

価額審査で失格となった応募者を除いて、各応募者の計画審査得点を計算し直しま

す。 
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（３）価額審査 

応募者の賃貸借希望年額賃料から以下の式により計算し、各応募者の価額審査得点

とします。 

なお、賃貸借希望年額賃料が賃貸借予定年額賃料を下回っている場合は失格としま

す。  

 

当該応募者の価額審査得点 

＝価額審査の配点 (３０点) × (当該応募者の賃貸借希望年額賃料) 

÷ (価額審査の対象となった応募者の中での最高賃貸借希望年額賃料) 

 

計画審査得点 70点（評価点 100 点満点を圧縮） 価額審査得点 30点 

 

事業の実現性 30％ 建築計画 30％ まちづくりへの貢献 40％ 

 

 

３．開発事業予定者の決定 

（１）審査結果等 

提出書類を評価委員が評価し、計画審査得点及び価額審査得点の合計で最高得点を

得た応募者を開発事業予定者として名古屋市が決定します。 

なお、最高得点の応募者が同点で複数ある場合には、計画審査得点が高い応募者を

最高得点を得た応募者とします。さらに計画審査得点も同点の場合は、再度各評価委

員から意見を聴き、順位を決定することとします。 

審査の結果、以下のいずれかに該当する応募者は開発事業予定者として選定しませ

ん。 

① 計画審査の評価点が５割に満たない応募者 

② 賃貸借希望年額賃料が賃貸借予定年額賃料を下回っている応募者 

なお、応募が１事業者の場合においても、上記①及び②に該当しなければ、本審査

は成立するものとします。 

事務局は、決定結果を速やかに全応募者に文書で通知します。電話等による問い合

わせには応じません。また、審査結果 (最優秀提案者及び次点提案者) は審査講評と

あわせて、名古屋市のウェブサイトで公表します。建築概要や賃貸借希望年額賃料等

についても、公表する予定です。 

開発事業予定者に決定された後は、原則として辞退することは認めません。やむを

得ず辞退する場合は、その辞退により生じる損害等については開発事業予定者が責任

を負うこととします。 

 

（２）開発事業予定者に選定されなかった応募者に対する理由の説明 

① 上記（１）の審査結果の通知を受けた事業者は、通知を受けた翌日から起算して

７日（ただし、土・日曜日、祝日を除きます。）以内に、当該事業者が開発事業予定

者に選定されなかった理由について、書面（様式は自由）により説明を求めること

ができます。 

① 受付時間 
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  午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除きます。） 

 ※直接持参してください。（郵送・ファックス等は不可） 

 ※電話連絡の上、ご来庁ください。 

③ 提出及び問合せ先 

 「第一章 ８．問い合わせ先」を参照してください。 

④ ①に対する回答は、原則として、その説明を求めることができる最終日の翌日か

ら起算して１０日以内に、説明を求めた事業者に対して書面により行います。 

 

４．評価委員等への接触の禁止 

応募者、応募グループの代表法人並びに構成員等が、開発事業予定者決定までに、自

己の提案が審査において有利な扱いを受けようとすることを目的として、評価委員また

は名古屋市職員に対し接触を行った場合は、失格とします。 

また、募集要項公表から開発事業予定者決定までは、提案内容、審査内容等に関する

問い合わせには応じません。 
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第六章 開発事業者の決定及び契約の締結 

 

１．基本協定の締結 

（１）基本協定の締結 

開発事業予定者決定後、名古屋市と開発事業予定者は、速やかに「旧名古屋市立亀

島小学校体育館敷地等活用事業に関する基本協定書」を締結し、開発事業予定者は提

案内容について責任を持って遂行するものとします。 

なお、実際の基本協定作成にあたっては、参考様式１を基準とします。 

 

（２）基本協定の内容 

① 基本協定の目的 

基本協定は、旧名古屋市立亀島小学校体育館敷地等活用事業を円滑に実施するた

めの必要な諸手続き並びに名古屋市及び開発事業予定者の義務について定めること

を目的とするものです。 

② 基本協定の当事者 

グループによる開発事業予定者については、その代表法人及び構成員のすべてを

協定の当事者とします。 

③ 基本協定の期間 

基本協定の締結期間は、基本協定締結日から借地期間満了日までとします。 

④ 提案内容の遵守  

開発事業予定者は、提案内容に従って、事業を実施する義務があります。  

⑤ 提案内容等の変更 

法制度の変更など止むを得ない理由により、提案内容を変更する必要が生じた場

合は、開発事業予定者は、名古屋市に対し提案趣旨を損なわない範囲での変更を申

し入れることができます。 

⑥ 地位の第三者譲渡 

施設竣工後、名古屋市の事前承諾がない限り、基本協定上の地位及び権利義務を

第三者に譲渡し、もしくは承継させ又はその権利を担保に供してはなりません。ま

た、事業を継続するために定めた権利義務関係は、譲受人が承継するような契約内

容としなければなりません。  

⑦ 協定の解除 

開発事業予定者が基本協定の各条項に違反する事実があり、名古屋市の勧告にも

関わらず、これを是正しないときは、名古屋市は基本協定を解除することができま

す。 

この場合、開発事業予定者は名古屋市に対して違約金を支払うとともに、別途、

名古屋市が被った損害を賠償しなければなりません。 

 

（３）基本協定締結に係る費用の負担 

基本協定締結に要する費用は、開発事業予定者の負担とします。 

 

２．開発事業者の決定 

名古屋市は基本協定の締結後、速やかに開発事業者の決定を行います。 
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３．定期借地契約の締結 

開発事業者は、開発事業者の決定後、速やかに名古屋市と定期借地契約を締結します。  

 

（１）契約価額 

開発事業者として決定した者が、本募集の際に提示した賃貸借希望年額賃料を定期

借地契約における賃貸借年額賃料とします。 

提案提出から定期借地契約までの間に生じた物価変動等による損失は、開発事業又

は開発事業者の権利義務承継人で負担してください。貸付料は、名古屋市が定める方

式により、名古屋市及び賃借人双方から３年毎に改定を請求することができます。 

 

（２）契約保証金 

① 契約保証金の額  

契約保証金は１１７，０００，０００円とします。  

② 契約保証金の支払方法 

土地使用の開始日の前日までに、名古屋市の発行する納入通知書により納付して

ください。 

③ その他 

契約保証金は、開発事業者が契約上の義務を履行しない等により契約を解除する

場合は、名古屋市に帰属します。 

契約保証金の受け入れ期間中の利息は付しません。 

 

（３）定期借地権設定契約書(案) 

参考様式２のとおりとします。 

 

（４）契約に要する費用の負担 

契約に要する費用は、開発事業者の負担とします。 

 

（５）定期借地契約の解除 

以下に該当する事態が生じたときは、名古屋市は定期借地契約を解除することがで

きます。 

・賃借人、賃借人の権利義務承継人において、定期借地契約の各条項に定める義務を

履行しないとき  

・契約の締結又は履行について不正の行為があったとき 

 

（６）違約金及び損害賠償 

名古屋市が定期借地契約を解除した場合は、賃借人及び賃借人の権利義務承継人は

違約金を支払わなければなりません。 

また、定期借地契約が解除された場合、名古屋市は賃借人及び賃借人の権利義務承

継人に対して損害賠償を請求することができます。 

 

 （７）その他 

   ① 目的外利用の禁止 

     契約内容に定められた利用目的以外の利用については、これを認めません。 

    また、契約者以外の者に、形態の如何を問わず、長期かつ独占的な占用を行わせる

ことは認めません。 
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   ② 施設竣工後の第三者譲渡 

     施設竣工後、名古屋市の事前承諾がない限り、基本協定上の地位及び権利義務を

第三者に譲渡し、もしくは承継させ又はその権利を担保に供してはなりません。 

     また、事業を継続するために定めた権利義務関係は、これを新たに所有者となる

ものが承継するような契約内容としなければなりません。 

 

   ③ 更地返還義務 

     定期借地の契約期間の満了等により契約が終了する場合、敷地を更地にしたうえ

で名古屋市に返還しなければなりません。 
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第七章 事業実施に関する事項 

 

１．敷地の引渡し 

名古屋市は、定期借地契約が締結され、定期借地に係る契約保証金が納付された後、

速やかに土地の引渡しを行います。 

 

２．定期借地権の登記 

定期借地権の登記に要する諸費用 (登録免許税、司法書士手数料等) は、開発事業者

の負担になります。 

 

３．建築物の工事着手 

開発事業者は、速やかに開発事業者が本募集の際に提示した建築計画書 (以下、「建築

計画書」という。) に従って建築工事に着手するものとします。 

建築工事に着手したときは、速やかに工事着手届 (参考様式３) を名古屋市に提出し

てください。 

 

４．建築物の工事完了 

建築物の工事を完了したときは、速やかに工事完了届 (参考様式４) を名古屋市に提

出してください。その際あわせて、名古屋市の完了検査を受けるとともに、名古屋市に

対し竣工図書等関係資料を提出してください。 

 

５．建築計画書の変更等 

（１）建築計画書の変更 

開発事業者が、事務局に提出した建築計画書に従い当該建築物を建築することがで

きないやむを得ない事情があるときは、建築計画書を変更することができます。 

その際、書面による協議を行い、名古屋市の承認を受けてください。 

（２）建築工事に関する報告等 

名古屋市は、必要に応じて建築工事に関しての報告もしくは資料の提供を求め、現

場の立ち入り検査を行います。 

 

６．契約の解除 

名古屋市は、開発事業者が建築計画に従って建築物の建築を行わなかったときは、定

期借地契約を解除するものとします。 

 

７．その他 

本要項に定めのない事項については、開発事業予定者決定後、本市と協議したうえで

定めるものとします。 

 

 

 

 


