
第２回 さいたま市営桜木駐車場用地活用事業者選定委員会 

日時： 令和3年12月20日（ 月) 9: 15～11: 15 

会場： 大宮ソニックシティ８０８会議室

次 第

１． 開  会 

２． 議  題 

（ １） 公募の実施方針について 

（ ２） 公募要項（ 審査項目等は除く ） について 

（ ３） 事業者選定基準（ 審査項目等は除く ） について 

（ ４） 公募要項（ 審査項目等） について 

（ ５） 事業者選定基準（ 審査項目等） について 

（ ６） 契約書類等について 

３． そ の 他 

４． 閉  会 
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前回委員会の意見と対応方針(公開)
《主な意見》

項目 意見内容 対応方針

事業のコンセプト
市が実現したい事柄や事業のコン
セプト等の重要項目をもっと明確
に分かりやすく示すべき。

活用方針を基に事業のコンセプト等を追
記。
→実施方針・公募要項に反映

〃 本事業を実施するうえで応募者が
考慮すべき資料を列挙すべき。

上位計画や関連諸計画を列挙し追記。
→実施方針・公募要項に反映

対象敷地の
接道等の状況 周辺図に新設道路を示すべき。 図中に新設道路を追記。

→実施方針・公募要項に反映

用途指定 将来の社会情勢の変化に柔軟に対
応できるような条件を検討すべき。

禁止用途の指定は設けつつ、用途変更に
ついて市と協議可能とする。
→実施方針・公募要項に反映

市道10019線
（用地北側道路）
の道路整備

対象道路の協力内容や整備範囲、
用地買収の有無を明確に示すべき。

協力を改め設計・工事を行うに変更
道路区域内に限ることを追記。
→公募要項に反映
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桜木駐車場用地活用事業 公募の実施方針（案） 新旧対照表  

第 1 回事業者選定委員会 第 2 回事業者選定委員会 

 

第１章 はじめに 

市では、桜木駐車場用地の活用方法について、民間活力の導入等を前提として実施することを検討し

てきました。市が令和３年 10 月に策定した「桜木駐車場用地活用方針」では、対象敷地において、「東

日本の対流拠点形成に資する機能の導入」を周辺まちづくりとの連携を図りつつ、実現するための基本

的な考え方や事業の方向づけ等を示しています。 

この度、本事業を実施するため、公募条件のうち、事業内容、提案に関する条件、事業者の募集及び

選定の方法等を整理した「桜木駐車場用地活用事業 公募の実施方針」を取りまとめました。 

 

 

 

 

 

【Ｐ１】 

第１章 はじめに 

市では、これまで市営桜木駐車場として暫定的に利用している公有財産の有効活用について検討して

きました。民間活力の導入等を前提とした用地の活用を検討し、令和３年 10 月に「桜木駐車場用地活

用方針」を策定しました。活用方針では、対象敷地において、「東日本の対流拠点形成に資する機能の

導入」を周辺まちづくりとの連携を図りつつ実現することとし、そのための基本的な考え方や事業の方

向づけ等を示しています。 

また、市では、本事業を推進していくにあたり、優れたノウハウを有する事業者から幅広く提案を募

ることで、より良い事業を実現するため、本事業を公募型プロポーザル事業として実施します。公募の

実施に向けて令和３年 11 月に専門家で構成する「さいたま市営桜木駐車場用地活用事業者選定委員会」

を設置し、公募の条件や選定の基準等について検討を継続しています。 

この度、事業者が検討熟度を高め、より一層魅力的な事業が実施されるよう、「桜木駐車場用地活用

事業 公募の実施方針」を取りまとめました。公募の実施方針は、公募条件のうち、事業内容、提案に

関する条件、事業者の募集及び選定の方法等を整理したものです。 

 

 

第２章 事業内容に関する事項 

１ 事業のコンセプト 

本事業は、「東日本の対流拠点形成に資する機能の導入」の実現を目指し、対象敷地において、「誘引・

集積した資源と既存の資源との交流による新たな価値の創出」を目的として実施するものです。また、

対象敷地は大宮駅西口第五地区に含まれ、同地区では「誰もが安心して幸せに暮らせるまち」を将来像

として、「大宮駅西口第五地区まちづくり方針」を取りまとめました。事業者には、活用方針における

対流拠点の形成に向けた考え方等を踏まえ、かつ大宮駅西口第五地区のまちづくりと連携した地域貢献

の視点も含め、具体的な施設・事業を提案していただきます。 

【Ｐ２～Ｐ３】 

第２章 事業内容に関する事項 

１ 事業のコンセプト 

本事業は、「東日本の対流拠点形成に資する機能の導入」の実現を目指し実施するものです。事業者

には、活用方針における対流拠点の形成に向けた考え方等を踏まえ、かつ大宮駅西口第五地区のまち

づくりと連携した地域貢献等の視点も含め、具体的な施設・事業を提案していただきます。 

 

 大宮における対流拠点の考え方と桜木駐車場用地における導入機能の方向性について 

活用方針で示した考え方に基づき、対流拠点を、多様な資源（ヒト・モノ・情報等）が集まり、相

互に交流することで、“新しい価値”を創造・発信する機会が多く得られ、そのような機会を求めて

多様な資源がさらに集まるとともに、そのような循環が持続的に保たれているエリアと定義してい

ます。 

大宮の立地や既存の都市の魅力等の強みを生かしながら、大宮における対流拠点の形成のために

求められる機能を次のように考えています。 

 

○  東日本を中心として各地域から交流人口、人材、企業、知識等の多様な資源を大宮に呼び寄

せ集積するための「誘因・集積」機能。 

○  誘因・集積した資源が、既存の資源と様々な形で交流し新たな価値を創出することを可能に

する「交流・創造」機能。 

○  交流・創造の場を提供、活用することで都市としての魅力向上が図られ、交流・創造の成果を

はじめとするエリアの魅力を積極的に情報発信する「情報・発信」機能。 
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第 1 回事業者選定委員会 第 2 回事業者選定委員会 

大宮における「対流拠点」形成のイメージと機能（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
桜木駐車場用地では、対象敷地の活用が大宮における対流拠点形成の一助となることを期待しま

す。導入機能としては、上図にあげる機能（例）やその複合系などを想定しています。 

 

 周辺まちづくりとの連携 

対象敷地は大宮駅西口第五地区に位置し、地区の貴重な地域資源であることから地区のまちづく

りと連携した地域貢献機能の導入や周辺道路への自動車交通負荷の抑制対策等が求められます。 

 

 本事業と関連する計画等 

大宮駅周辺では、主に下記に示す計画等が立案・実施されており、これらの計画等との関連性や連

携を踏まえた提案を頂くことを想定しています。 

 

【関連する計画等】 

さいたま市の計画等 

〇 桜木駐車場用地活用方針（令和３年 10 月策定） 

https://www.city.saitama.jp/001/010/001/p070045.html 

〇 大宮駅西口第五地区まちづくり方針（令和３年５月策定） 

https://www.city.saitama.jp/001/010/015/004/003/p066379.html 

〇 さいたま市総合振興計画基本計画 （令和３年３月策定） 

https://www.city.saitama.jp/006/007/004/011/004/p080066.html 

＊該当部分は９章１節 

〇 さいたま市総合振興計画実施計画 （令和３年３月策定） 

https://www.city.saitama.jp/006/007/004/011/004/p080107.html 

＊該当部分は 09-1-2-06 

〇 さいたま市都市計画マスタープラン（平成 26 年４月改定） 

https://www.city.saitama.jp/001/010/014/002/p002341.html 

〇 大宮駅周辺地域戦略ビジョン（平成 22 年５月策定） 

https://www.city.saitama.jp/001/010/015/004/001/003/p011083.html 
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〇 大宮駅 GCS プラン 2020（令和３年３月策定） 

https://www.city.saitama.jp/001/010/015/004/007/001/002/p080137.html 

国の計画 

〇 首都圏広域地方計画（平成 28 年３月策定） 

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000643636.pdf 

＊該当部分は東北圏・北陸圏・北海道連結首都圏対流拠点の創出プロジェクト 

 

※ その他必要に応じ、防災や環境等の計画についても関連が想定されます。 

 

 

３ 対象敷地の概要 

（２）対象敷地の接道等の状況 

 
【周辺図】 

【Ｐ５】 

３ 対象敷地の概要 

（２）対象敷地の接道等の状況 

 

【周辺図】 
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第 1 回事業者選定委員会 第 2 回事業者選定委員会 

 

第３章 提案に関する条件 

１ 本事業の事業スキーム 
 
（２）事業スキームの概要 

① 貸付の場合 

 一体貸付における事業スキームの概要 

応募者が対象敷地の一体貸付を選択する場合の事業スキームの概要を下に示します。 

事業スキーム 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約形態   市は、対象敷地を応募者に一体的に貸し付けます。 

  応募者が、市と定期借地権設定契約を締結した後、契約期間内において、事

業者が本施設の設計、建設、運営を行うものとします。  

用途指定   本施設に限ります。 

権利   借地権利は、賃借権とします。 

  転貸は、事前に書面による市の承諾を得た場合に限り認めます。 

  第三者への賃借権の譲渡及び担保設定については、事前に書面による市の承

諾を得た場合を除き不可とします。 

定期借地権設

定契約期間 

  応募者は、定期借地権設定の契約期間を 30 年以上 70 年以内で提案してくだ

さい。 

【一般定期借地権設定契約】 対象敷地の引渡日から 50 年以上 70 年以内 

【事業用定期借地権設定契約】対象敷地の引渡日から 30 年以上 50 年未満 

※契約期間は、本施設の建設及び解体撤去工事期間を含みます。 

提案貸付料   提案貸付料は、下記の基準貸付料以上とします。 

  基準貸付料 7,484,484 円／1,000 ㎡・年（固定資産税評価額×4.2％） 

 

 

 

 

【Ｐ８】 

第３章 提案に関する条件 

１ 本事業の事業スキーム 
 
（２）事業スキームの概要 

① 貸付の場合 

 一体貸付における事業スキームの概要 

応募者が対象敷地の一体貸付を選択する場合の事業スキームの概要を下に示します。 

事業スキーム 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約形態   市は、対象敷地を事業者に一体的に貸し付けます。 

  事業者が、市と定期借地権設定契約を締結した後、契約期間内において、事

業者が本施設の設計、建設、運営を行うものとします。  

用途指定   本施設に限ります。 

  テナントの変更や社会・経済情勢等の変化等による変更については、市と協

議できるものとします（第３章３（２）で示す「禁止、排除する施設、機能」

への変更は除外します。）。 

権利   借地権利は、賃借権とします。 

  転貸は、事前に書面による市の承諾を得た場合に限り認めます。 

  第三者への賃借権の譲渡及び担保設定については、事前に書面による市の承

諾を得た場合を除き不可とします。 

定期借地権設

定契約期間 

  応募者は、定期借地権設定の契約期間を 30 年以上 70 年以内で提案してくだ

さい。 

【一般定期借地権設定契約】 対象敷地の引渡日から 50 年以上 70 年以内 

【事業用定期借地権設定契約】対象敷地の引渡日から 30 年以上 50 年未満 

※契約期間は、本施設の建設及び解体撤去工事期間を含みます。 

提案貸付料   提案貸付料は、下記の基準貸付料以上とします。 

  基準貸付料 7,484,484 円／1,000 ㎡・年（固定資産税評価額×4.2％） 

※Ｐ９「分割貸付」、Ｐ10「一体売却」、Ｐ11「分割売却」の「用途指定」について用途指定部分を同様に

変更。 
 

 

財
産
区
分

契
約
形
態

本施設

借地：事業者

建物

（所有者：事業者）

土地

（所有者：市）

定期借地権設定契約

事業者市
貸付料

財
産
区
分

契
約
形
態

本施設

借地：応募者

建物

（所有者：応募者）

土地

（所有者：市）

定期借地権設定契約

応募者市
貸付料
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桜木駐車場用地活用事業 事業者公募要項（案） 新旧対照表  

第 1 回事業者選定委員会 第 2 回事業者選定委員会 

 

第１章 はじめに 

市では、桜木駐車場用地の活用方法について、民間活力の導入等を前提として実施することを検討し

てきました。市が令和３年 10 月に策定した「桜木駐車場用地活用方針」では、対象敷地において、「東

日本の対流拠点形成に資する機能の導入」を周辺まちづくりとの連携を図りつつ、実現するための基本

的な考え方や事業の方向づけ等を示しています。 

桜木駐車場用地活用事業 事業者公募要項は、本事業を実施するため、事業者を募集する公募型プロ

ポーザルの公募条件等を定めるものであり、同事業に応募しようとする者に交付するものです。 

応募者は、公募要項等の内容を十分に理解した上で、応募に必要な書類を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｐ１】 

第１章 はじめに 

市では、これまで市営桜木駐車場として暫定的に利用している公有財産の有効活用について検討し

てきました。民間活力の導入等を前提とした用地の活用を検討し、令和３年 10 月に「桜木駐車場用地

活用方針」を策定しました。活用方針では、対象敷地において、「東日本の対流拠点形成に資する機能

の導入」を周辺まちづくりとの連携を図りつつ実現することとし、そのための基本的な考え方や事業の

方向づけ等を示しています。 

また、市では、本事業を推進していくにあたり、優れたノウハウを有する事業者から幅広く提案を募

ることで、より良い事業を実現するため、本事業を公募型プロポーザル事業として実施します。公募の

実施に向けて令和３年 11 月に専門家で構成する「さいたま市営桜木駐車場用地活用事業者選定委員

会」を設置し、公募の条件や選定の基準等について検討を継続してきました。 

その後、令和４年３月には、事業者が検討熟度を高め、より一層魅力的な事業が実施されるよう、公

募要項に先立ち、公募条件のうち、事業内容、提案に関する条件、事業者の募集及び選定の方法等を整

理した「桜木駐車場用地活用事業  公募の実施方針」を公表しました。  

そして、この度、事業のコンセプト、事業者が提案すべき事項や遵守すべき事項、契約に関する事項

及びその他事業者の募集・選定に必要となる事項を定めた「桜木駐車場用地活用事業  事業者公募要項」

を取りまとめました。応募者には、公募要項等の内容を十分に理解した上で、東日本の対流拠点形成に

資する魅力的な事業を提案していただくことを期待します。 

 

 

第２章 事業内容に関する事項 

１ 事業のコンセプト 

本事業は、「東日本の対流拠点形成に資する機能の導入」の実現を目指し、対象敷地において、「誘

引・集積した資源と既存の資源との交流による新たな価値の創出」を目的として実施するものです。 

対象敷地は大宮駅西口第五地区に含まれ、同地区では「誰もが安心して幸せに暮らせるまち」を将

来像として、「大宮駅西口第五地区まちづくり方針」を取りまとめました。 

事業者には、活用方針における対流拠点の形成に向けた考え方等を踏まえ、かつ大宮駅西口第五地

区のまちづくりと連携した地域貢献の視点も含め、具体的な施設・事業を提案していただきます。 

 

【Ｐ２～Ｐ３】 

第２章 事業内容に関する事項 

１ 事業のコンセプト 

本事業は、「東日本の対流拠点形成に資する機能の導入」の実現を目指し実施するものです。事業者

には、活用方針における対流拠点の形成に向けた考え方等を踏まえ、かつ大宮駅西口第五地区のまち

づくりと連携した地域貢献等の視点も含め、具体的な施設・事業を提案していただきます。 

 

 大宮における対流拠点の考え方と桜木駐車場用地における導入機能の方向性について 

活用方針で示した考え方に基づき、対流拠点を、多様な資源（ヒト・モノ・情報等）が集まり、相

互に交流することで、“新しい価値”を創造・発信する機会が多く得られ、そのような機会を求めて

多様な資源がさらに集まるとともに、そのような循環が持続的に保たれているエリアと定義してい

ます。 

大宮の立地や既存の都市の魅力等の強みを生かしながら、大宮における対流拠点の形成のために

求められる機能を次のように考えています。 

 

○  東日本を中心として各地域から交流人口、人材、企業、知識等の多様な資源を大宮に呼び寄

せ集積するための「誘因・集積」機能。 

第２回委員会 資料３

２０２１／１２／２０

【公開】 
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○  誘因・集積した資源が、既存の資源と様々な形で交流し新たな価値を創出することを可能に

する「交流・創造」機能。 

○  交流・創造の場を提供、活用することで都市としての魅力向上が図られ、交流・創造の成果

をはじめとするエリアの魅力を積極的に情報発信する「情報・発信」機能。 

 

大宮における「対流拠点」形成のイメージと機能（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
桜木駐車場用地では、対象敷地の活用が大宮における対流拠点形成の一助となることを期待しま

す。導入機能としては、上図にあげる機能（例）やその複合系などを想定しています。 

 

 周辺まちづくりとの連携 

対象敷地は大宮駅西口第五地区に位置し、地区の貴重な地域資源であることから地区のまちづく

りと連携した地域貢献機能の導入や周辺道路への自動車交通負荷の抑制対策等が求められます。 

 

 本事業と関連する計画等 

大宮駅周辺では、主に下記に示す計画等が立案・実施されており、これらの計画等との関連性や

連携を踏まえた提案を頂くことを想定しています。 

 

【関連する計画等】 

さいたま市の計画等 

〇 桜木駐車場用地活用方針（令和３年 10 月策定） 

https://www.city.saitama.jp/001/010/001/p070045.html 

〇 大宮駅西口第五地区まちづくり方針（令和３年５月策定） 

https://www.city.saitama.jp/001/010/015/004/003/p066379.html 

〇 さいたま市総合振興計画基本計画 （令和３年３月策定） 

https://www.city.saitama.jp/006/007/004/011/004/p080066.html 

＊該当部分は９章１節 

〇 さいたま市総合振興計画実施計画 （令和３年３月策定） 
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https://www.city.saitama.jp/006/007/004/011/004/p080107.html 

＊該当部分は 09-1-2-06 

〇 さいたま市都市計画マスタープラン（平成 26 年４月改定） 

https://www.city.saitama.jp/001/010/014/002/p002341.html 

〇 大宮駅周辺地域戦略ビジョン（平成 22 年５月策定） 

https://www.city.saitama.jp/001/010/015/004/001/003/p011083.html 

〇 大宮駅 GCS プラン 2020（令和３年３月策定） 

https://www.city.saitama.jp/001/010/015/004/007/001/002/p080137.html 

国の計画 

〇 首都圏広域地方計画（平成 28 年３月策定） 

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000643636.pdf 

＊該当部分は東北圏・北陸圏・北海道連結首都圏対流拠点の創出プロジェクト 

 

※ その他必要に応じ、防災や環境等の計画についても関連が想定されます。 

 

 

３ 対象敷地の概要 

（１）対象敷地の接道等の状況 

 
【周辺図】 

【Ｐ５】 

３ 対象敷地の概要 

（１）対象敷地の接道等の状況 

 

【周辺図】 

 

 

 

 

 

 対象敷地 

 号線 

 号線 

 私道 項道路

 

まちづくり
用地 

新設道路 
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第３章 提案に関する条件 

２ 本施設の整備に関する条件 

（５）市道 10019 号線の道路整備への協力について 

事業者が、道路法第 24 条に基づく道路管理者の承認を受けて、市道 10019 号線（対象敷地の北側

部分）に係る道路整備の設計及び工事を実施することへの協力を市は求めるものとします。道路整

備に要する費用は市が負担するものとします。 

また、道路整備の設計及び工事の時期は、本施設の設計、建設工事のスケジュールとの整合を鑑

み、市と事業者が協議により決定するものとします。 

※市道 10019 号線の道路整備は、次の事項を想定しています。具体的には道路管理者等との協議

により決定するものとします。 

 ・車道の改良、北側歩道の設置、歩道への植樹、必要に応じた点字ブロックの設置等 

 

【Ｐ９】  

第３章 提案に関する条件 

２ 本施設の整備に関する条件 
 

（５）市道 10019 号線の道路整備 

道路法第 24 条の「道路工事施工承認」に基づき、事業者が道路管理者の承認を受けて、市道 10019

号線（対象敷地の北側部分）に係る道路整備の設計及び工事を実施することとします。道路整備に

要する費用は市が負担するものとします。 

また、道路整備の設計及び工事の時期は、本施設の設計、建設工事のスケジュールとの整合を鑑

み、市と事業者が協議により決定するものとします。 

市道 10019 号線の道路整備は、次の事項を想定しています。具体的には道路管理者等との協議に

より決定するものとします。 

 ・車道の改良、北側歩道の設置、必要に応じた点字ブロックの設置等 

※ 現在の道路区域内での整備に限るものとし、新たな道路用地の取得は含みません。 
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第３章 提案に関する条件 

４ 提案を求める事業スキームについて 

（２）貸付における事業スキーム 

① 一体貸付における事業スキーム 

応募者が対象敷地の一体貸付を選択する場合の事業スキームを下に示します。 

 

事業スキーム 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約形態   市は、対象敷地を応募者に一体的に貸し付けます。 

  応募者が、市と定期借地権設定契約を締結した後、契約期間内において、事

業者が本施設の設計、建設、運営を行うものとします。  

用途指定   本施設に限ります。 

 

 

 

権利   借地権利は、賃借権とします。 

  転貸は、事前に書面による市の承諾を得た場合に限り認めます。 

  第三者への賃借権の譲渡及び担保設定については、事前に書面による市の承

諾を得た場合を除き不可とします。 

定期借地権設

定契約期間 

  応募者は、定期借地権設定の契約期間を 30 年以上 70 年以内で提案してくだ

さい。 

【一般定期借地権設定契約】 対象敷地の引渡日から 50 年以上 70 年以内 

【事業用定期借地権設定契約】対象敷地の引渡日から 30 年以上 50 年未満 

※契約期間は、本施設の建設及び解体撤去工事期間を含みます。 

提案貸付料   提案貸付料は、下記の基準貸付料以上とします。 

  基準貸付料 7,484,484 円／1,000 ㎡・年（固定資産税評価額×4.2％） 

 （詳細は第３章 ６（１）を参照してください。） 
 

【Ｐ11】  

第３章 提案に関する条件 

４ 提案を求める事業スキームについて 

（２）貸付における事業スキーム 

① 一体貸付における事業スキーム 

応募者が対象敷地の一体貸付を選択する場合の事業スキームを下に示します。 

 

事業スキーム 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約形態   市は、対象敷地を事業者に一体的に貸し付けます。 

  事業者が、市と定期借地権設定契約を締結した後、契約期間内において、事

業者が本施設の設計、建設、運営を行うものとします。  

用途指定   本施設に限ります。 

  テナントの変更や社会・経済情勢等の変化等による変更については、市と協

議できるものとします（第３章１（２）で示す「禁止、排除する施設、機能」

への変更は除外します。）。 

権利   借地権利は、賃借権とします。 

  転貸は、事前に書面による市の承諾を得た場合に限り認めます。 

  第三者への賃借権の譲渡及び担保設定については、事前に書面による市の承

諾を得た場合を除き不可とします。 

定期借地権設

定契約期間 

  定期借地権設定契約期間は 30 年以上 70 年以内とします。 

【一般定期借地権設定契約】 対象敷地の引渡日から 50 年以上 70 年以内 

【事業用定期借地権設定契約】対象敷地の引渡日から 30 年以上 50 年未満 

※契約期間は、本施設の建設及び解体撤去工事期間を含みます。 

提案貸付料   提案貸付料は、下記の基準貸付料以上とします。 

  基準貸付料 7,484,484 円／1,000 ㎡・年（固定資産税評価額×4.2％） 

 （詳細は第３章 ６（１）を参照してください。） 

※Ｐ12「分割貸付」、Ｐ13「一体売却」、Ｐ14「分割売却」の「用途指定」について用途指定部分を同様

に変更。 
 
 
 
 

 

財
産
区
分

契
約
形
態

本施設

借地：事業者

建物

（所有者：事業者）

土地

（所有者：市）

定期借地権設定契約

事業者市
貸付料

財
産
区
分

契
約
形
態

本施設

借地：応募者

建物

（所有者：応募者）

土地

（所有者：市）

定期借地権設定契約

応募者市
貸付料
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桜木駐車場用地活用事業 

事業者選定基準の決定に係る検討事項について 

第２回委員会 資料４

２０２１／１２／２０
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１  事業者選定の概要 

 事業選定基準の位置づけ 

桜木駐車場用地活用事業に係る事業者選定基準（以下｢事業者選定基準｣という｡）は､さい

たま市（以下｢市｣という｡）が桜木駐車場用地活用事業（以下｢本事業｣という｡）の実施にあ

たって､本事業を実施する事業者（以下｢事業者｣という｡）を選定するための方法及び評価基

準等を示したもので､本事業の事業者公募要項と一体のものです｡ 

 

 事業者選定方式 

事業者の選定にあたっては､公募型プロポーザル方式を採用し､事業者の自由提案による施

設整備･運営事業計画等と併せて､事業遂行能力､資金調達計画の確実性､リスク負担能力等､事

業者の能力･ノウハウを総合的に評価し､優先交渉権者を決定するものとします｡ 

 

 桜木駐車場用地活用事業者選定委員会の設置 

事業者の選定にあたっては､市が設置する｢さいたま市営桜木駐車場用地活用事業者選定委

員会（以下｢選定委員会｣という｡）｣の委員が応募者から提出された事業提案書等の審査を行

い､その結果を市に答申します｡ 

市は､委員会の意見を踏まえ､優先交渉権者を決定します｡ 

 

 事業者選定の審査手順 

事業者の選定は､｢参加資格確認申請書に係

る審査｣及び｢提案書に係る審査｣により行うも

のとします｡ 

｢参加資格確認申請書に係る審査｣において

は､応募者の資格､資力及び信用等､参加資格要

件に係る適否について市が確認し､資格要件を

満たしていないと判断した応募者は失格とし

ます｡ 

｢提案書に係る審査｣にあたっては､まず参加

資格確認申請書に係る審査を通過した応募者

によるプレゼンテーションを行います｡提出さ

れた事業提案書、プレゼンテーション及びヒ

アリングの内容に基づき､｢提案内容評価｣を行

います｡その後､提案貸付料及び売却価格につ

いて｢提案価格の評価｣を行い､｢提案内容評価｣

の評価点との合計（総合評価点）で事業者を

選定します｡ 

審査の手順は､右図のとおりです｡ 

図 審査手順 

提案書に係る審査

委員会による審査

参加資格確認申請書に係る審査

提案書の提出

価格提案及び事業提案書の確認

ヒアリング

提案内容の評価提案価格の評価

・基準価格を超えていない場合

・応募要件を満たさない場合

失格

・参加資格が確認できない場合

総合評価点の算定

失格

優先交渉権者の決定

参加表明書及び参加資格確認申請書の受付

参加資格の有無の確認

公募要項等の公表



2 

２  審査方法の検討 

提案書に係る審査にあたっての評価では、「定性的評価点における各審査項目の評価方法」、

「判定方式の評価の階層数」、「段階評価の審査基準」の視点から、それぞれ評価手法を選択し、

委員会での評価方法を決定する必要があります。 

評価方法は、委員会での審議を経て決定し、評価方法の決定結果は、後日議事要旨にて公

開することとします。 

評価方法として決定する必要がある事項を下に示します。 
 

  委員会で審議する評価方法一覧 

評価方法の視点 選択肢等 

（１）定性的評価点算出における各審査項目の評価

方法 

①判定方式 

②順位方式 

（２）判定方式の評価の階層数 ①５段階 

②４段階 

③３段階 

④10 段階（参考） 

（３）段階評価の審査基準 

   （標準の位置：５段階評価の場合） 

①中央（Ｃ）を標準とする 

②上から４番目（Ｄ）を標準とする 

③上から５番目（Ｅ）を標準とする 

（４）定性評価における失格要件 ・最低基準点を設ける 

・個別の審査項目において、一つでも

最低評価となる 

（５）事業者選定委員会での審査方法 ①平均点制 

②合議制 

 
（１） 定性的評価点算出における各審査項目の評価方法 

定性的評価点の算出に際しての、各審査項目の評価方法を表-2 に示します。 
 

  各審査項目の評価方法 

 判定方式 順位方式 

概要  ３段階、５段階等の階層とその判定基準
を設け、各応募者の提案内容が該当する
階層を判定し、それに応じた点数を付与
する。 

・提案内容を順位付け（相対評価）し、順
位に対応した点数を付与する。 

評価項目 
の種類 

定性的な項目 
（例：配置・動線計画、施工方法等、定量的に評価できない項目すべてに適用可能） 

長所  順位方式と比較して、評価における評価
結果の根拠を明確に示すことが可能であ
る。 

・明確な判定基準を設定できない場合にも
評価が可能である。 

留意点  評価の考え方は「絶対評価」である（他
との比較での評価ではなく、評価基準に
照らして当該提案がどの程度のレベルか
を評価する）。 

・評価の考え方は「相対評価」である。 
・提案内容により、過大評価/過小評価と

なる場合がある。 
 

得点の付
与方法 

 ３段階評価（優/良/可）の場合、提案内
容が優に該当する場合には配点の満点
を、良の場合には50％を、可の場合には
0点を付与する。 

・応募者のうち、最上位者に満点を、最下
位者に 0 点を付与し、中間の者には均等
に按分した点数を付与する。最下位の者
にも点数を付与す場合もある。 
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判定方式は、複数の事業提案書において同程度の提案内容と判断する場合は、同じ評価

を付与することも可能ですが、その一方、提案毎の得点差が付きにくい傾向があります。 

一方、順位方式は、複数の提案について、順位を付与し、付与された順位に応じて得点

が決定される（最上位者には満点、最下位者には 0 点）ため、提案毎の得点差が大きくな

ることから「メリハリ」の効いた評価となる一方、提案間で大きな差がないと考えられる

場合の点数差が過大になる可能性があります。 

調査した他都市事例では、15 例中の 14 例が判定方式となっています。 

【別紙１ 公有地活用事業での評価方法 項目 参照】 

 

（２） 判定方式の評価の階層数 

上記（１）で、「判定方式」を採用する場合、評価の階層数を検討します。 

３段階評価（Ａ、Ｂ、Ｃ）はシンプルであるが、付与する評価による得点差が大きくな

る点が課題となる可能性があります。また、ＡではないがＢでもないという、中間的な評

価を行いたい場合の対応が難しくなることがあります。 

このような理由から、総合評価等の他都市事例では４段階評価（４例）又は５段階評価

（８例）の採用事例が見られます。さらに評価を細分化する必要があれば「10 段階」を設

定することも考えられます。 

【別紙１ 公有地活用事業での評価方法 項目 参照】 

 

（３） 段階評価の審査基準 

① 段階評価の標準の位置 

上記（２）で４段階評価、５段階評価を採用する場合の評価と評価区分のパターンを

下に示します。「段階評価の評価区分」では、「標準的である」とする評価レベルをどこ

に置くかにより、「提案内容の評価」の評価点の分布が変わってきます。 

 

a ４段階評価の場合 

４段階評価の他都市事例４例では、「標準」の評価レベルは上から３段目（下記例

ではＣ）に設定されています。 

【別紙１ 公有地活用事業での評価方法 項目 参照】 
 

  ４段階評価の審査基準（例１） 

評価区分 得点化方法（係数） 

Ａ 優れた提案である 配点×1.00 

Ｂ ＡとＣの中間程度 配点×0.8 

Ｃ 標準的な提案である 配点×0.4 

Ｄ 具体性がなく劣っている提案である 配点×0 
 

  ４段階評価の審査基準（例２） 

評価区分 得点化方法（係数） 

Ａ 大変優れた提案である 配点×1.00 

Ｂ 優れた提案である 配点×0.8 

Ｃ やや優れた提案である 配点×0.4 

Ｄ 標準的な提案である 配点×0 
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b ５段階評価の場合 

５段階評価の他都市事例８例では、「標準」の評価レベルを上から３段目（下記例

ではＣ）に置く例と、５段目（下記例ではＥ）に置く例に分かれています。Ｅを標準

的とした場合、「標準的提案」を行った場合の得点が「0 点」となる可能性がありま

す。  

【別紙１ 公有地活用事業での評価方法 項目 参照】 

 

  ５段階評価の審査基準（例１） 

評価区分 得点化方法（係数） 

Ａ 優れた提案である 配点×1.00 

Ｂ ＡとＣの中間程度 配点×0.75 

Ｃ 標準的な提案である 配点×0.50 

Ｄ ＣとＥの中間程度 配点×0.25 

Ｅ 具体性がなく劣っている提案である 配点×0.00 

 

  ５段階評価の審査基準（例２） 

評価区分 得点化方法（係数） 

Ａ 大変優れた提案である 配点×1.00 

Ｂ 優れた提案である 配点×0.75 

Ｃ やや優れた提案である 配点×0.50 

Ｄ 標準的な提案である 配点×0.25 

Ｅ やや具体性がなく劣っている提案である 配点×0.00 

  

  ５段階評価の審査基準（例３） 

評価区分 得点化方法（係数） 

Ａ 特に優れた提案である 配点×1.00 

Ｂ ＡとＣの中間程度 配点×0.75 

Ｃ 優れた提案である 配点×0.50 

Ｄ ＣとＥの中間程度 配点×0.25 

Ｅ 標準的な提案である 配点×0.00 

 

② 段階評価の得点化のための係数設定 

上記（３）での４段階又は５段階評価での評価の段階に応じて、係数（配点に対する

掛け目）を設定する必要があります。他都市事例によって係数の設定は異なっており、

基準をどこに置くかの検討と併せ、検討する必要があります。 

【別紙１ 公有地活用事業での評価方法 項目 参照】 

 

（４） 定性評価における失格要件の設定 

提案事項すべてにおいて、一定水準以上のバランスの取れた提案を選択する目的から、

判定方式を採用している場合では、事業者選定基準に次の２つの「失格要件」を設定して

いる例があります。 

【別紙１ 公有地活用事業での評価方法 項目 参照】 
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 提案内容の評価点が、最低基準点に満たない場合は失格とする場合がある。 

 個別の審査項目において、一つでも最低評価（４段階評価の場合はＤ、５段階評価の

場合はＥ）となる場合は失格とする場合がある。 

→（事例で「過半の選定員が、最低評価した審査項目１つでもある場合は、獲得した

点数の大小によらず、当該応募者を順位の決定対象から除外することがある。」と

されているものを含む） 

 

（５） 委員会での審査方法 

委員会において提案内容の評価を行う際の審査方法には、次の「平均点制」と「合議制」

の２つの方式が考えられます。 

調査した他都市事例では、審査方法がわかる８例の内、６例が平均点制、２例が合議制、

となっています。 

【別紙１ 公有地活用事業での評価方法 項目 参照】 
 

  審査方法 

 

    出典：公的不動産（PRE）の民間活用の手引き（平成 30 年 3 月）国土交通省
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審査項目の
評価方法

階層数 標準の位置
段階の係数

（配点×係数）
定性評価の失格要件 審査方法

「事業者選定基準の決定に係る検討事
項について」での該当箇所

２（１） ２（２） ２（３）① ２（３）② ２（４） ２（５）

1 西東京市民会館跡地活用事業 R3.10 西東京市 判定方式 5段階 3段目

A*１
B*0.75
C*0.5
D*0.25
E*0

事業計画審査点の平均が５割に満たない提案
は非選定とする。

平均点制

2 石垣市役所現庁舎等跡地活用事業 R3.8 石垣市 判定方式 5段階 5段目

A*１
B*0.75
C*0.5
D*0.25
E*0

本市が優先交渉権者としてふさわしい応募者
がいないと判断した場合には、優先交渉権者
を決定しないことがある。

不明

3
筑紫野市旧上下水道庁舎用地活用事
業

R2.6 筑紫野市 判定方式 5段階
3段目
(C 標準的な提案である）

A*１
B*0.75
C*0.5
D*0.25
E*0

【事業者選定基準】
定性的事項の審査項目のうち、一項目でも最
低基準点（各審査項目の配点の５割）未満の
項目が存在する場合は、当該応募者は失格と
します。

平均点制

4 梶原四丁目用地利活用事業 R2.6 鎌倉市 判定方式 4段階
不明
(B 優れている)
(C やや劣っている)

A*１
B*0.7
C*0.4
D*0

応募者の提案うち、著しく内容の劣る審査項目
がある場合（例：16個の審査項目のうち、過半
の委員が評価区分Ｄと評価した審査項目が一
つでもある場合）は、獲得した点数の大小によ
らず、当該応募者を順位の決定対象から除外
することがある。（4段階評価）

不明

5
古河市子育て拠点施設西側敷地の利
活用事業

R1.12 古河市 判定方式 5段階
5段目
(E 要求水準を満たす程度)

A*１
B*0.8
C*0.6
D*0.4
E*0

記載なし 不明

6
（仮称）曽野木地区市営住宅跡地等施
設整備等事業

R1.10 新潟市 判定方式 4段階 3段目

A*１
B*0.75
C*0.5
D*0

記載なし 平均点制

7 橘通東2丁目公有地利活用事業 R1.9 宮崎市 判定方式 5段階 3段目

A*１
B*0.8
C*0.6
D*0.4
E*0

当該応募者の合計得点が、各委員の平均で
50点未満の場合は最優秀提案又は優秀提案
として選定しません。

平均点制

No.
事業名

公告
年月

実施
団体

検討事項

別紙１ 
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審査項目の
評価方法

階層数 標準の位置
段階の係数

（配点×係数）
定性評価の失格要件 審査方法

「事業者選定基準の決定に係る検討事
項について」での該当箇所

２（１） ２（２） ２（３）① ２（３）② ２（４） ２（５）

8 福岡東総合庁舎敷地有効活用事業 H30.10 福岡市 判定方式 5段階
3段目
(C 標準的な提案である）

A*１
B*0.75
C*0.5
D*0.25
E*0

【事業者選定基準】
定性的事項の審査項目のうち、一項目でも最
低基準点（各審査項目の配点の５割）未満の
項目が存在する場合は、当該応募者は失格と
します。

平均点制

9 新図書館西敷地利活用事業 H29.9 高知市 不明 不明 不明 不明

ただし，最低基準点360点以上の者を選定の
対象とする。したがって，最低基準点以上の者
がいなければ ，最優秀提案者及び ，優秀提
案者を選定しない。（615満点＝審査員5名×
123点）

不明

10 旧高倉台西小学校活用事業 H30.1 堺市 判定方式 4段階
3段階目

（概ね妥当な提案である）

A*１
B*0.7
C*0.3
D*0

【事業者選定基準】
定性的事項の得点が、２４点未満（８０点満点の
３割未満）であった場合もしくは D 評価があっ
た場合には、優先交渉権者等の選定に至らな
い可能性があります。（→Dが最低評価（評価
すべき提案がない）

不明

11 府中グリーンプラザ敷地活用事業 H29.9 府中市 判定方式 5段階 5段目

A*１
B*0.8
C*0.6
D*0.4
E*0

記載なし 平均点制

12 大浜北町市有地活用事業 H29.1 堺市 判定方式 4段階
3段目
(C 具体的な提案がある)
(D 具体的な提案がない)

A*１
B*0.6
C*0.2
D*0

定性的事項の得点が、２４０点未満（８００点満
点の３割未満）であった場合には、優先交渉権
者等の選定に至らない可能性があります。

不明

13
岡山操車場跡地健康・医療・福祉系施
設導入区域民間提案施設整備事業

H28.5 岡山市 判定方式 5段階 3段目

A*１
B*0.8
C*0.5
D*0.2
E*0

定性的事項の得点が、８０点未満（２００点満点
の４割未満）であった場合には、優先交渉権者
等の選定に至らない可能性があります。

合議制

14 銀座AB地区整備事業 H26.9 刈谷市 判定方式 6段階
5段目
(E 一般提案レベル)

A*5
B*4
C*3
D*2
E*1
未記入　評価に
　　　　　値しない

記載なし 不明

15 上柴地区複合施設整備事業 H20.8 深谷市 判定方式 不明 不明 記載なし 記載なし 合議制

No.
事業名

公告
年月

実施
団体

検討事項
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第１章 はじめに 

市では、これまで市営桜木駐車場として暫定的に利用している公有財産の有効活用につい

て検討してきました。民間活力の導入等を前提とした用地の活用を検討し、令和３年 10 月に

「桜木駐車場用地活用方針」を策定しました。活用方針では、対象敷地において、「東日本の

対流拠点形成に資する機能の導入」を周辺まちづくりとの連携を図りつつ実現することとし、

そのための基本的な考え方や事業の方向づけ等を示しています。 

また、市では、本事業を推進していくにあたり、優れたノウハウを有する事業者から幅広く

提案を募ることで、より良い事業を実現するため、本事業を公募型プロポーザル事業として

実施します。公募の実施に向けて令和３年 11 月に専門家で構成する「さいたま市営桜木駐車

場用地活用事業者選定委員会」を設置し、公募の条件や選定の基準等について検討を継続し

ています。 

この度、事業者が検討熟度を高め、より一層魅力的な事業が実施されるよう、「桜木駐車場

用地活用事業  公募の実施方針」を取りまとめました。公募の実施方針は、公募条件のうち、

事業内容、提案に関する条件、事業者の募集及び選定の方法等を整理したものです。 
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第２章 事業内容に関する事項 

 事業のコンセプト 

本事業は、「東日本の対流拠点形成に資する機能の導入」の実現を目指し実施するもので

す。事業者には、活用方針における対流拠点の形成に向けた考え方等を踏まえ、かつ大宮駅

西口第五地区のまちづくりと連携した地域貢献等の視点も含め、具体的な施設・事業を提案

していただきます。 

 

 大宮における対流拠点の考え方と桜木駐車場用地における導入機能の方向性につ

いて  

活用方針で示した考え方に基づき、対流拠点を、多様な資源（ヒト・モノ・情報等）が

集まり、相互に交流することで、“新しい価値”を創造・発信する機会が多く得られ、その

ような機会を求めて多様な資源がさらに集まるとともに、そのような循環が持続的に保た

れているエリアと定義しています。 

大宮の立地や既存の都市の魅力等の強みを生かしながら、大宮における対流拠点の形成

のために求められる機能を次のように考えています。 

 

○  東日本を中心として各地域から交流人口、人材、企業、知識等の多様な資源を大宮

に呼び寄せ集積するための「誘因・集積」機能。 

○  誘因・集積した資源が、既存の資源と様々な形で交流し新たな価値を創出すること

を可能にする「交流・創造」機能。 

○  交流・創造の場を提供、活用することで都市としての魅力向上が図られ、交流・創

造の成果をはじめとするエリアの魅力を積極的に情報発信する「情報・発信」機能。 

 

大宮における「対流拠点」形成のイメージと機能（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
桜木駐車場用地では、対象敷地の活用が大宮における対流拠点形成の一助となることを

期待します。導入機能としては、上図にあげる機能（例）やその複合系などを想定してい

ます。 
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 周辺まちづくりとの連携  

対象敷地は大宮駅西口第五地区に位置し、地区の貴重な地域資源であることから地区の

まちづくりと連携した地域貢献機能の導入や周辺道路への自動車交通負荷の抑制対策等が

求められます。 

 

 本事業と関連する計画等  

大宮駅周辺では、主に下記に示す計画等が立案・実施されており、これらの計画等との

関連性や連携を踏まえた提案を頂くことを想定しています。 

 

【関連する計画等】 

さいたま市の計画等 

〇 桜木駐車場用地活用方針（令和３年 10 月策定） 

https://www.city.saitama.jp/001/010/001/p070045.html 

〇 大宮駅西口第五地区まちづくり方針（令和３年５月策定） 

https://www.city.saitama.jp/001/010/015/004/003/p066379.html 

〇 さいたま市総合振興計画基本計画 （令和３年３月策定） 

https://www.city.saitama.jp/006/007/004/011/004/p080066.html 

＊該当部分は９章１節 

〇 さいたま市総合振興計画実施計画 （令和３年３月策定） 

https://www.city.saitama.jp/006/007/004/011/004/p080107.html 

＊該当部分は 09-1-2-06 

〇 さいたま市都市計画マスタープラン（平成 26 年４月改定） 

https://www.city.saitama.jp/001/010/014/002/p002341.html 

〇 大宮駅周辺地域戦略ビジョン（平成 22 年５月策定） 

https://www.city.saitama.jp/001/010/015/004/001/003/p011083.html 

〇 大宮駅 GCS プラン 2020（令和３年３月策定） 

https://www.city.saitama.jp/001/010/015/004/007/001/002/p080137.html 

国の計画 

〇 首都圏広域地方計画（平成 28 年３月策定） 

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000643636.pdf 

＊該当部分は東北圏・北陸圏・北海道連結首都圏対流拠点の創出プロジェクト 

 

※ その他必要に応じ、防災や環境等の計画についても関連が想定されます。 
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 事業名称 

「桜木駐車場用地活用事業」 

 

 対象敷地の概要 

 対象敷地 

所在地 さいたま市大宮区桜木町三丁目１番１ 外 

地目 宅地 

地積 19,958.76 ㎡ 

土
地
利
用
制
限 

用途地域 第二種住居地域 

建ぺい率 60% 

容積率 200% 

高度地区 20ｍ地区（特例による緩和措置有） 

防火地域 準防火地域 

地域指定 都市再生緊急整備地域 

景観計画区域 景観誘導区域（市街化区域） 

供給処理施設の状況 
周辺の上水道、下水道、ガス、電気は、「参考資料１ 物件調

書」のようにそれぞれ整備されています。 

土壌汚染 

土壌調査の結果は、「参考資料１ 物件調書」のとおりです。 

鉛（含有）を対象とする「形質変更時要届出区域」に指定さ

れています。 

地盤状況 
地盤の性状等については、事業者が調査してください。ボー

リング柱状図等は「参考資料１ 物件調書」のとおりです。 

埋蔵文化財 埋蔵文化財包蔵地には該当しません。 

その他 

「大宮駅周辺地域・さいたま新都心駅周辺地域 都市再生安全

確保計画」や「都市再生整備計画（大宮駅周辺地区）」の対象区

域に含まれています。 
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 対象敷地の接道等の状況  

NO. 種別 名称 幅員 整備状況 備考 

1 認定道路 10019 号線 約９～19ｍ 供用中 北側 

2 認定道路 10011 号線 約 15ｍ 供用中 東側 

3 私道 私道２項道路 約 3.6ｍ 供用中 南東側 

 

 

【周辺図】 

 

 

  

 対象敷地 

 号線 

 号線 

 私道 項道路

 

まちづくり
用地 

新設道路 
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 用語の定義 

 

No. 用語  定義 

1 活用方針 令和３年 10 月に策定した桜木駐車場用地活用方針をいう。 

2 対象敷地 さいたま市営桜木駐車場の用地（公募対象の用地）をいう。 

3 本事業 桜木駐車場用地活用事業をいう。 

4 本施設 公募要項等に基づき、事業者が提案する施設をいう。 

5 公募要項等 桜木駐車場用地活用事業 事業者公募要項及び関連書類をいう。 

6 応募者 
本事業に応募する単独法人等又は複数の法人等で応募するグルー

プをいう。 

7 応募法人 単独で応募する法人等をいう 

8 応募グループ 複数の法人等で応募する者をいう。 

9 構成員 応募グループ、優先交渉権者、事業者を構成する法人等をいう。 

10 協力法人 
応募者以外の法人等で、本事業で実施する業務を担当し、応募者

と直接業務契約を行う予定の法人等をいう。 

11 事業者 
定期借地権設定契約又は土地売買契約締結後の優先交渉権者及び

協力法人の総称をいう。 

12 一般定期借地権 
借地借家法(平成３年法律第 90 号）第 22 条に定める一般定期借地

権をいう。 

13 事業用定期借地権 
借地借家法(平成３年法律第 90 号）第 23 条に定める事業用定期借

地権をいう。 

14 定期借地権 一般定期借地権又は事業用定期借地権をいう。 

15 定期借地権設定契約 一般定期借地権設定契約又は事業用定期借地権設定契約をいう。 

16 土地売買契約 対象敷地の売買に係る契約をいう。 

17 基本協定 桜木駐車場用地活用事業 基本協定をいう。 

18 委員会 
市が設置するさいたま市営桜木駐車場用地活用事業者選定委員会

をいう。 

19 優先交渉権者 
応募者のうち、市が委員会の審議結果を参考にして決定した者を

いう。 

20 次点交渉権者 応募者のうち、優先交渉権者に次いで優れた提案をした者をいう。 

21 優先交渉権者等 優先交渉権者と次点交渉権者をいう。 
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第３章 提案に関する条件 

 本事業の事業スキーム 
 

 提案を求める事業スキーム 

応募者は、以下に示す事業スキームから選択し提案してください。 

応募者が、対象敷地の分割を選択する場合は、以下に示すとおりの分割を可としますが、

その場合でも対象敷地全体を活用するものとします。 

 

① 貸付 

 

ア 一体貸付（契約形態：定期借地権設定契約） 

イ 分割貸付（契約形態：定期借地権設定契約） 

 

 一体貸付の場合 

応募者は、対象敷地に定期借地権を設定し、事業者が本施設を設計、建設、運営しま

す。 

 分割貸付の場合 

応募者は、分割した敷地に定期借地権を個別に設定し、事業者が本施設を設計、建設、

運営します。 

 

② 売却 

 

ア 一体売却（契約形態：土地売買契約） 

イ 分割売却（契約形態：土地売買契約） 

 

 一体売却の場合 

応募者は、対象敷地を土地売買契約により取得し、事業者が本施設を設計、建設、運

営します。 

 分割売却の場合 

応募者は、分割した敷地を土地売買契約により個別に取得し、事業者が本施設を設計、

建設、運営します。 
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 事業スキームの概要 

① 貸付の場合 

 一体貸付における事業スキームの概要 

応募者が対象敷地の一体貸付を選択する場合の事業スキームの概要を下に示します。 

 

事業スキーム 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約形態   市は、対象敷地を事業者に一体的に貸し付けます。 

  事業者が、市と定期借地権設定契約を締結した後、契約期間内において、

事業者が本施設の設計、建設、運営を行うものとします。  

用途指定   本施設に限ります。 

  テナントの変更や社会・経済情勢等の変化等による変更については、市と

協議できるものとします（第３章３（２）で示す「禁止、排除する施設、機

能」への変更は除外します。）。 

権利   借地権利は、賃借権とします。 

  転貸は、事前に書面による市の承諾を得た場合に限り認めます。 

  第三者への賃借権の譲渡及び担保設定については、事前に書面による市の

承諾を得た場合を除き不可とします。 

定期借地権

設定契約期

間 

  応募者は、定期借地権設定の契約期間を 30 年以上 70 年以内で提案して

ください。 

【一般定期借地権設定契約】 対象敷地の引渡日から 50 年以上 70 年以内 

【事業用定期借地権設定契約】対象敷地の引渡日から 30 年以上 50 年未満 

※契約期間は、本施設の建設及び解体撤去工事期間を含みます。 

提案貸付料   提案貸付料は、下記の基準貸付料以上とします。 

  基準貸付料 7,484,484 円／1,000 ㎡・年（固定資産税評価額×4.2％） 

 

 

 

 

 

  

財
産
区
分

契
約
形
態

本施設

借地：事業者

建物

（所有者：事業者）

土地

（所有者：市）

定期借地権設定契約

事業者市
貸付料
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 分割貸付における事業スキーム 

応募者が対象敷地の分割貸付を選択する場合の事業スキームを下に示します。 

 

事業スキーム 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約形態   市は、事業者の提案に基づき分割した対象敷地を、構成員にそれぞれ貸し

付けます。 

  事業者は、市と定期借地権設定契約を締結した後、契約期間内において、

事業者が本施設の設計、建設、運営を行うものとします。 

対象敷地の 

分割 

  対象敷地の分割は２分割までとし、分割後の両敷地面積は 5,000 ㎡以上、

分割線は東側道路と概ね並行とします。（第３章２を参照してください。） 

用途指定   本施設に限ります。 

  テナントの変更や社会・経済情勢等の変化等による変更については、市と

協議できるものとします（第３章３（２）で示す「禁止、排除する施設、機

能」への変更は除外します。）。 

権利   借地権利は、賃借権とします。 

  転貸は、事前に書面による市の承諾を得た場合に限り認めます。 

  第三者への賃借権の譲渡及び担保設定については、事前に書面による市の

承諾を得た場合を除き不可とします。 

定 期 借 地 権

設 定 契 約 期

間 

  応募者は、定期借地権設定の契約期間を 30 年以上 70 年以内で提案して

ください。 

【一般定期借地権設定契約】 対象敷地の引渡日から 50 年以上 70 年以内 

【事業用定期借地権設定契約】対象敷地の引渡日から 30 年以上 50 年未満 

※契約期間は、本施設の建設及び解体撤去工事期間を含みます。 

提案貸付料   提案貸付料は、下記の基準貸付料以上とします。 

  基準貸付料 7,484,484 円／1,000 ㎡・年（固定資産税評価額×4.2％） 

 

  

財
産
区
分

契
約
形
態

構成員①

構成員②

貸付料

定期借地権設定契約

市
定期借地権設定契約

貸付料

本施設① 本施設②

借地：構成員① 借地：構成員②

建物

（所有者：構成員①②）

土地

（所有者：市）
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② 売却の場合 

 一体売却における事業スキームの概要 

応募者が対象敷地の売却を選択する場合の事業スキームの概要を下に示します。 

 

事業スキーム 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約形態   土地売買契約とします。 

  市は、応募者に対象敷地を一体的に売却し、事業者が本施設の設計、建設、

運営を行うものとします。 

用途指定 
  本施設に限ります。 

  土地売買契約書にて、用途指定期間（売却後 30 年間）を設定します。 

  テナントの変更や社会・経済情勢等の変化等による変更については、市と

協議できるものとします（第３章３（２）で示す「禁止、排除する施設、機

能」への変更は除外します。）。 

権利   土地売買契約締結後、対象敷地の所有権は事業者に移転します。 

  転貸は、事前に書面による市の承諾を得た場合に限り認めます。 

  用途指定期間中（売却後 30 年間）の対象敷地の第三者への譲渡及び担保

設定は、事前に書面による市の承諾を得た場合を除き不可とします。 

  市は対象敷地に再売買予約（売却後 30 年間）を設定します。 

提案売却料   提案売却料は、売却基準額以上とします。 

  売却基準額については第３章６（２）②を参照してください。 

 

  

契
約
形
態

財
産
区
分

本施設

所有者：事業者

建物

（所有者：事業者）

土地

（所有者：事業者）

土地売買契約
事業者市

土地購入代金
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 分割売却における事業スキームの概要 

応募者が対象敷地の分割売却を選択する場合の事業スキームの概要を下に示します。 

 

事業スキーム 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約形態 
  土地売買契約とします。 

  市は、事業者の提案に基づき分割した対象敷地ごとに構成員にそれぞれ売

却し、事業者が本施設の設計、建設、運営を行うものとします。 

対象敷地の 

分割 

  対象敷地の分割は２分割までとし、分割後の両敷地面積は 5,000 ㎡以上、

分割線は東側道路と概ね並行とします。（第３章２を参照してください。） 

用途指定 
  本施設に限ります。 

  土地売買契約書にて、用途指定期間（30 年間）を設定します。 

  テナントの変更や社会・経済情勢等の変化等による変更については、市と

協議できるものとします（第３章３（２）で示す「禁止、排除する施設、機

能」への変更は除外します。）。 

権利   土地売却契約締結後、対象敷地の所有権は構成員に移転します。 

  転貸は、事前に書面による市の承諾を得た場合に限り認めます。 

  用途指定期間中（売却後 30 年間）の対象敷地の第三者への譲渡及び担保

設定は、事前に書面による市の承諾を得た場合を除き不可とします。 

  市は対象敷地に再売買予約（30 年間）を設定します。 

提案売却料   提案売却料は、売却基準額以上とします。 

  分割する対象敷地ごとに、提案売却料を提案してください。 

（第３章６（２）③を参照してください。） 

 

  

財
産
区
分

契
約
形
態

所有者：構成員① 所有者：構成員②

土地売買契約

構成員①

構成員②

市
土地売買契約

土地購入代金

土地購入代金

本施設① 本施設②

土地

（所有者：構成員①②）

建物

（所有者：構成員①②）
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 対象敷地の分割 

応募者が、第３章 １に示す本事業の事業スキームのうち、分割貸付、分割売却を選択す

る場合の、対象敷地の分割に係る条件を下に示します。 

 

ア 区割りは２分割までとすること。 

イ 分割線は対象敷地東側の市道 10011 号線と概ね並行かつ直線とすること。 

ウ ２分割後の用地はいずれも 5,000 ㎡以上とすること。 

エ 分割に伴い発生する費用（測量費、分筆登記費等）は、応募者が負担すること。 

 

 土地利用における条件等 

対象敷地は、概ね現状有姿の引き渡しとなります。以下の事項を踏まえた土地利用計画と

してください。 
 

 対象敷地の引渡しまで 

対象敷地は、令和６年３月まで、市の指定管理者である一般財団法人さいたま市都市整

備公社が駐車場として利用（運営）し、令和６年４月に引渡す予定としています。 

事業者が令和６年３月末までに実施する測量、ボーリング調査及び設計にあたっては、

事前に市及び一般財団法人さいたま市都市整備公社と十分協議を行ってください。 

 

 禁止、排除する施設、機能 

本事業を実施する施設の規模、用途等については、応募者の提案を原則としますが、以

下の施設の提案は将来にわたり認めません。 

 

ア  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、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他こ

れらに類する営業の用に供する施設 

イ  以下の団体等が利用する施設 

(ア)  さいたま市暴力団排除条例（平成25年４月１日条例第86号）第２条第１号及び第

２号に規定する暴力団又はその構成員の統制下にある団体 

(イ)  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８条第２項第１号に掲げる処分を受けている団体 

ウ  政治的用途・宗教的用途に供する施設 

エ  地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供する施設 

オ  青少年に有害な影響を与える施設 

カ  悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に供する

施設 

キ  墓地・霊園、葬祭場など、近隣・周辺環境との調整が難しいことが予想される施設 

ク  都市計画法等の関係法令により、現時点で整備することが制限される施設 

（ただし、高度地区の緩和、都市計画提案制度による用途地域の緩和、又は都市再生

特別地区による用途地域の規制の除外等の都市計画の変更等が見込まれる場合には、

これらによる施設を可とします。） 
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ケ  事業用定期借地権設定契約における居住施設 

コ  一般定期借地権設定契約又は売却における居住施設 

（ただし、対流拠点形成に資する機能の付加施設となる居住施設（社員寮や学生寮等）

は可とします。） 

サ  市の公共施設（ただし市以外の公共施設については禁止の対象としません。） 

 

 

 土壌汚染対策等 

対象敷地の一部で土壌汚染を確認しており、鉛（含有）による形質変更時要届出区域に

指定されています。土地利用にあたっては法令に則り事業者が土壌汚染対策工事を実施す

る必要があります。土壌調査結果は、「参考資料１ 物件調書」を参照してください。 

貸付の場合、本施設の建設に伴い掘削する土壌汚染に限り、事業者が提案する土壌汚染

対策費（ただし運搬費、処分費に限る。）を検証した上で控除した額を提案貸付料とします。 

なお、事業者が提案した以上に土壌汚染対策費が発生する場合でも、市は増加分の負担

を行いません。 

売却の場合、対象敷地の土壌汚染等の全部を適切に取り扱うことを考慮して売却基準額

を決定します。 

 

 現存の建築物等の撤去について 

事業者が、本施設の建設に合わせ、現存の建築物や埋設物等を撤去してください。現存

の建築物等に関しては、調査の結果アスベストの存在は確認されていません。 

 

 本施設の許認可について 

本施設について、設置の許認可が必要なものは、提案書提出前に、応募者が所轄官庁及

び関係機関と協議を行い、許認可の取得の見通しについて確認をとることとします。なお、

応募者が、優先交渉権者等の決定前に実施する所轄官庁等との協議について、市が特別の

配慮等をすることはありません。 

 

 本施設の整備に関する条件 

 自動車交通量の抑制対策等について 

本施設の実施するにあたっては、周辺道路の渋滞が激しい地域であること（参考資料１ 

物件調書）を踏まえ、本施設の運営時も、周辺道路への自動車交通負荷が増大しないよう

にしてください。自動車交通が発生する場合には、事業者が周辺道路への自動車交通負荷

を抑制する対策（出庫時の案内表示、シャトルバスの運行、入・出庫ピークの平準化方策

等）を実施してください。 

対象敷地の利用にあたっては、交通管理者（警察）等との関係機関と十分協議を行って

ください。 

 

 開発許可の取り扱い 

本事業の実施に関して開発許可が必要となる場合、さいたま市の開発にかかる基準等に

従い、事業者の責任において必要な申請手続き、協議等を行ってください。 
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開発許可の対象とならない場合についても、開発許可に準じて協議を行ってください。 

 

 緑化に関する協議 

事業者は、さいたま市みどりの条例第 19 条第１項の規定により、緑化に関する協議を行

ってください。緑化に関する協議時には、さいたま市緑化指導基準等を確認してください。 

 

 

 社会環境の変化や周辺環境への配慮 

本施設では、ウィズコロナやアフターコロナの時代に対応するため、新たな生活様式やＩ

ＣＴの利活用など、社会環境の変化に柔軟に対応できるように配慮を行ってください。 

また、都市再生安全確保計画と連携した防災の視点、都市再生整備計画と連携した歩行者

回遊性や街並みの創出の視点にも配慮を行ってください。 

近隣建物への日照等について、周辺環境への配慮を行ってください。 

 

 地元対応等 

建設工事等に伴う騒音、悪臭、粉塵、水質汚濁、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、周辺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、要望等があった場合には、早急かつ誠実に対応してください。 

 

 地域への貢献に関する条件 

本事業では、東日本の対流拠点形成に資する機能を実現しつつ、地域への貢献を目的とし

て、下記に示す地域貢献機能（必須機能、事業者の提案に委ねる機能）を配置することを条

件とします。また、下記（１）、（２）の【 】内に示す施設等は例示であり、これらに限定

するものではありません。 

なお、地域貢献機能の運営は事業者の責任により実施することとします。 

 

 必須機能 

防災機能 【例：防災備蓄倉庫、地元住民等が災害時に避難できる空間等】 

地域交流機能 【例：広場、コミュニティ空間等】 

 

 応募者の提案に委ねる機能 

地域利便機能 【例：店舗、クリニック、保育施設等】 

その他、住環境への配慮や地域への貢献となる機能 

 

提案内容を基本としつつ、一層地元要望に沿った機能を実現する観点から、地元（大宮

駅西口第五地区まちづくり協議会等）との協議のスケジュールや方法を提案してください。 

地元協議は、広場などの設備・機能等や、コミュニティ空間等が提案された場合の地元

を含めた運営方法等を想定しています。 
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 提案貸付料・提案売却料の考え方 

 提案貸付料 

応募者は、基準貸付料以上を提案貸付料として提案してください。 
 

① 提案貸付料の考え方 

 

提案貸付料 ＝ （基準貸付料（年額）＋上乗せ額（年間））× 契約期間 

      － 土壌汚染対策費 
 

② 基準貸付料 

    基準貸付料は、市の普通財産貸付料算定基準に基づき、年額 7,484,484 円／1,000 ㎡

（固定資産税評価額×4.2％）とします。 

 

③ 土壌汚染対策費 

土壌汚染対策費の考え方は以下のとおりです。提案書提出時には、提案する汚染土処理

量とともに、「参考資料１ 物件調書」に基づくその根拠資料を提示してください。 

 

 

 

土壌汚染対策費単価（運搬費・処分費）の単価は以下のとおりとします。 

項目 明細 単価（円／t） 

汚染土壌処分費   

 鉛含有濃度≦1500mg/kg 
V=5,440  、 

単重 1.8t/  
15,620 

 鉛含有濃度＞1500mg/kg 
V=260  、 

単重 1.8t/  
18,810 

汚染土壌運搬費 1.8t/  3,047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土壌汚染対策費 ＝応募者の提案する汚染土処理量（ ）×土壌汚染対策費単価 

■土壌汚染対策費負担の考え方  

土壌汚染エリア

敷地境界線

根切り範囲

土壌汚染対策費支払範囲

【建築工事等において対象敷地の土壌汚染エリアを掘削する場合】 

土壌汚染エリア内で掘削する汚染土は敷地外に運搬・処理する。 

建築工事等で根切りしない部分の土壌汚染は、対象敷地の返却に伴い市が次回活

用する時に対応するため、左図の土壌汚染対策費支払範囲のみが、市が今回負担

する土壌汚染対策費となる。 

市が負担する総額は範囲内の汚染土の運搬費用と処理費用とする。 

運搬費用計算式： 

3,047 円×掘削面積(㎡)×掘削除去する汚染土層厚(ｍ)×1.8ｔ/  

処理費用計算式： 

15,620 円(≦1500mg/kg)×掘削面積(㎡)×掘削除去する汚染土層厚(ｍ)×1.8t/  

18,810 円(＞1500mg/kg)×掘削面積(㎡)×掘削除去する汚染土層厚(ｍ)×1.8t/  
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④ 貸付料に係る留意事項 

貸付料の支払義務期間は、定期借地権設定契約期間であり、対象敷地の引渡し日が属す

る月の１日から、契約の終了日までとします。 

第１回目の支払いは、本施設の供用開始日前の１か月以内に行うものとします。貸付料

の支払いは、原則として、１年分（提案貸付料／貸付料の支払期間）を事前支払いするこ

ととします。 

 

 提案売却料 

応募者は、売却基準額以上を提案売却料として提案してください。 

 

① 対象敷地の提案売却料の考え方 

 
 

 

② 一体売却の場合の売却基準額（最低売却額） 

売却基準額は、対象敷地の土壌汚染の全部と既存の建築物等の撤去を適切に取り扱う

ことを考慮し決定しています。なお、土壌汚染対策費は、市が令和２年度に実施した調査

により 279,543,000 円（消費税及び地方消費税を含む）と算定しています。 

売却基準額は、公募要項等の公表時に示す予定です。 

なお、参考価格としては○○【実施方針公表時に示す予定】円です。  

 

③ 分割売却の場合の売却基準額（最低売却額）及び契約額 

分割売却を選択する応募者は、提案書提出前までに分割後の不動産鑑定評価を取得し、

鑑定評価額を上記②の売却基準額と見なし、分割する対象敷地ごとに提案売却料を提案

してください。なお、分割後の不動産鑑定評価に反映させる土壌汚染対策費の合計は、上

記②に示す 279,543,000 円（消費税及び地方消費税を含む）を超えないこととします。 

分割売却を選択する応募者が優先交渉権者等に決定した場合、市は提出された不動産

鑑定評価を市の財産評価委員会に諮り、市が分割売却の契約基準額を決定します。 

優先交渉権者等と市の土地売買契約の契約額は、提案売却料と分割売却の契約基準額

の高い方とします。優先交渉権者等が、土地売買契約の契約額を分割売却の契約基準額に

変更は出来ない場合は、当該応募者は優先交渉権者等としての地位を失うこととします。 

 

 

  

提案売却料 ＝ 売却基準額 ＋ 上乗せ額 
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 事業の流れ（想定） 

 

  

事業段階
と期間

プロセス

【売却の場合】　

【貸付の場合】　

契約関係

● 優先交渉権者決定

協議・設計 建設 運営 解体

■基本協定締結

■ 土地売買契約の締結

■ 定期借地権設定契約の締結

■

（事業終了）

● 開業

（貸付の場合）

事業終了 ●

対象敷地の引渡し

対象敷地の引渡し

(定期借地権設定契約 契約期間）
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第４章 事業者の募集及び選定に関する事項 

 基本的な考え方 

事業者の募集及び選考方法は、事業者の有する能力・ノウハウを総合的に評価して選考す

るため、公募型プロポーザル方式によるものとし、最も優れた提案を行った応募者を優先交

渉権者として選定します。 

 

 募集及び選定に係るスケジュール（予定） 

内 容 日 程 

実施方針の公表（公募の開始） 令和４年３月 

公募要項等の公表 令和４年６月頃 

参加表明書及び参加資格確認申請書の提出期限 令和４年７月頃 

提案書の提出期限 令和４年11月頃 

提案内容等に対するヒアリングの実施 令和５年２月頃 

優先交渉権者等の決定 令和５年２月頃 

基本協定の締結 令和５年７月頃 

（貸付の場合）定期借地設定契約の締結 令和５年10月頃 

（売却の場合）土地売買の仮契約の締結 令和５年10月頃 

（売却の場合）土地売買契約を議会に上程 令和５年12月頃 

（売却の場合）土地売買契約の締結 令和５年12月頃 

対象敷地の引渡し 令和６年４月 

 

 応募者の参加資格要件 

 応募者の構成 

ア 応募者は、本施設を建設し、運営することができる企画力、資力、社会的信用度、技

術的能力、施設運営能力等を有する応募法人又は応募グループとします。 

イ 応募グループの場合は、構成員の中から応募手続きを行う代表者を定め、資格確認書

類の提出時に明らかにするものとします。代表者は、契約協議など市との調整・協議等

の窓口役を担うほか、全ての契約締結業務に関して責任を負うものとします。 

ウ 会社法（平成 17 年法律第 86 号）に定める株式会社として特別目的会社（ＳＰＣ）を

設立し、当該ＳＰＣを市と契約を締結する主体としても構いません。 

エ 本施設について、不動産証券化による資金調達のため、資産の流動化に関する法律（平

成 10 年法律第 105 号）に定める特定目的会社、会社法に定める合同会社等を活用した

スキームの提案を可とします。 
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 応募者の参加資格 

ア 応募者は、次の(ア)から(ウ)までの全ての要件を満たしている必要があります。応募

グループの場合は、 構成員全てが(ウ)を満たす必要がありますが、(ア)、(イ)について

は応募グループ全体で全ての条件を備えていれば足りるものとします。 

(ア)  対象敷地を借地又は購入して、本事業を行うことができること。 

(イ)  事業計画提案に関し施設等の建設や事業の実施・運営、貸付の場合は対象敷地

の返還まで責任を負うことができること。 

(ウ)  地方税及び国税に係る徴収金（法人税・所得税、法人事業税、法人（個人）市

民税、固定資産税・都市計画税[土地、建物]、固定資産税[償却資産]）及び消費

税、地方消費税を完納し、滞納がないこと。 

イ アの(ア)から(ウ)までの要件を全て満たす者であっても、次の(ア)から(サ)までに該

当する者は参加資格がありません。 

(ア) 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

又はその者を代理人、支配人その他使用人として使用する法人。 

(イ) さいたま市入札参加停止等措置要領による指名停止を受け、当該指名停止期間

を経過していない法人。 

(ウ) さいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱に規定する暴

力団排除措置の対象である法人。 

(エ) 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

命令を受けている法人。 

(オ) 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をな

されている法人。ただし、同法に基づく再生計画認可の決定を受けている法人を

除く。 

(カ) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続き開始の申立てをな

されている法人。ただし、同法に基づく再生計画認可の決定を受けている法人を

除く。 

(キ) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17 年法律第 87 号）

第 64 条による改正前の商法（明治 32 年法律第 48 号）第 381 条第１項の規定に

よる会社整理の開始の申立て又は同条第２項の規定による通告がなされている

法人。 

(ク) 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づき破産の申立てがなされている法人。 

(ケ) 本事業の公募要項の公表日から起算して過去３年以上営業を行っていると認

められない法人。 

(コ) 委員会の委員が経営又は運営に直接関与している法人。 

(サ) 本事業に係る支援業務に関与した以下の者又はこれらの者と資本関係若しく

は人的関係のある者。 
 

・ 株式会社 エイト日本技術開発 

・ 豊原総合法律事務所 
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 協力法人の参加資格 

ア 本事業の募集開始後、応募者は、応募者以外の者を協力法人として、直接、業務の一

部を請け負わせることができます。 

イ 協力法人についても、上記（２）応募者の参加資格 イの規定を適用します。 

ウ 本施設の設計及び建設に関わる協力法人は、基本的には応募時に選定するものとしま

すが、優先交渉権者として決定後に、協力法人を選定し、市に通知することも可としま

す。なお、建設に関わる協力法人が設計に関する協力法人を兼ねることを可とします。 

エ 応募者は、さいたま市の締結する契約からの暴力団員等排除に関する合意書に規定す

る暴力団排除措置の対象である法人を、協力法人及び資材、原材料の購入契約その他の

契約の相手方としてはならないこととします。 

オ 建物等の設計業務を行う者に関し、次の要件を満たしていること。 (イ)については

設計業務を行う者のうち少なくとも１社が条件を備えていれば足りるものとします。 

(ア)  建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所

の登録を行っていること。 

(イ)  過去 10 年間に竣工した施設のうち、本施設と同等以上の延床面積及び高さの

建物の設計実績があること。 

カ 建物等の建設業務を行う者に関し、次の要件を満たしていること。 (イ)については

建設業務を行う者のうち少なくとも１社が条件を備えていれば足りるものとします。 

(ア)  建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条第１項の規定に基づく、建築一式

工事につき特定建設業の許可を受けていること。 

(イ)  過去 10 年間に竣工した施設のうち、本施設と同等以上の延床面積及び高さの

建物の施工実績があること。 

キ 不動産の開発業務を行う者を協力法人とする場合は、次の要件を満たしていること。 

(イ)については不動産の開発業務を行う者のうち少なくとも１社が条件を備えていれ

ば足りるものとします。 

(ア)  宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）第２条の規定に基づく宅地建物

取引業者であること。 

(イ)  本施設に係る施設用途について、同等以上の延床面積の開発実績があること。 

ク 本施設の運営業務を行う者を協力法人とする場合は、次の要件を満たしていること。  

(ア)  本施設において当該協力法人が行う運営業務について、同種業務の実績がある

こと。 

 

 本事業の担当部署 

担当部署 さいたま市 都市局 都心整備部 

東日本交流拠点整備課 拠点化推進係 （担当       ） 

住  所 〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町１丁目 124 番１  

大宮区役所６階 

電  話 048-646-3280 

F A X 048-646-3292 

E - m a i l higashinihon-kyoten-seibi@city.saitama.lg.jp 

U R L https://www.city.saitama.jp/○○○○/ 
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第５章 提案審査に関する事項 

 審査の方法 

 審査の内容 

事業者を選定する審査は、提案書に記載の提案内容に係る「定性評価」と、提案価格に

係る「定量評価」による「総合評価」にて実施します。 

具体的な審査方法等は、公募要項等の公表時に事業者選定基準において示します。 

 

 提案内容等に対するヒアリング 

提案内容等の審査にあたっては、応募者によるプレゼンテーション及び委員会による提

案内容等に対するヒアリングを実施することを予定しています。 

 

 委員会の設置 

委員会において提案内容等の審査を行い、優先交渉権者等を選定します。委員会の委員

は、以下のとおりです。 

委員（敬称略） 所属等 

足立 慎一郎 ㈱日本政策投資銀行 上席主任研究員 

池田 一義 さいたま商工会議所 会頭 

岩田 真由美 弁護士 

桑田 仁 芝浦工業大学 建築学部 教授 

小嶋 文 埼玉大学大学院 理工学研究科 准教授 

関根 ゆり 公認会計士・税理士・中小企業診断士  

 

 優先交渉権者等の決定 

委員会は、提案内容に係る「定性評価」と、提案価格に係る「定量評価」による「総合評

価」を行い、応募者のうちから優先交渉権者等を選定し、その結果を市に答申します。 

市は、委員会の審議結果を参考にして、優先交渉権者等を決定します。 

市が優先交渉権者等を決定した場合には、全ての応募者（応募グループの場合は代表者）

に対して審議結果を文書で通知するとともに、市ホームページにおいて優先交渉権者等を公

表します。 
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参考資料１ 

物 件 調 書 等 

所  在  地 さいたま市 大宮区 桜木町 三丁目 1 番 1 外 

地    積 19,958.76 ㎡ 登記地目 宅地 

接面道路の幅員 

及び構造 

北側が幅員約 9～19ｍの市道 10019 号線、東側が幅員約 15ｍの 

市道 10011 号線、南東側が幅員約 4ｍの私道に接面。 

法
令
に
基
づ
く
制
限 

都市計画区域 市街化区域 

用 途 地 域 第二種住居地域 

建ぺい率 60％ 容 積 率 200％ 

その他の制限 

・高度地区（20ｍ地区）※特例による緩和措置あり 

・準防火地域 

・都市再生緊急整備地域 

・景観誘導区域 

私道の負担等 

に関する事項 

私道負担の有無 有 
負担の 

内容 

敷地南側に一部私道あり 

※詳細は別添の調書を参照 

道路後退の有無 無 
負担の 

内容 
 

供給設備 

状  況 

供給設備 引込状況 事 業 所 名 

上水道 有 市 水道局 給水工事課 

下水道 有 市 北部建設事務所 下水道管理課 

都市ガス 供給区域 東京ガス㈱本管埋設 状況確認センター 

交通機関 

(現地まで) 

鉄道 

及びバス 

ＪＲ大宮駅の北西方約 550ｍ（道路距離） 

最寄バス停「桜木町」 

使

用

制

限

等 

・ 物件は、土地に現存する物の全てを含みます。 

・ 事業対象範囲は、桜木駐車場用地から市がまちづくり用地として整備する範

囲を除いた用地（明細図、青色着色範囲）です。 

・ 有効使用としては、活用方針に示す「対流拠点形成に資する機能」などです。 

・ 土壌汚染（鉛）が確認されています。（別添 土壌汚染調査結果参照） 

・ 地盤の性状等については、別途調査が必要となる場合があります。（別添 地

盤調査結果参照） 

・ 周辺は渋滞が激しいため交通量の増加に注意が必要です。（別添 桜木駐車場

用地周辺の交通状況参照） 

・ 接道する道路へ車両で通行の際は、歩道、縁石等が有ります。 

・ 都市計画法第 29 条の許可が必要となる場合があります。 

※別途、追加資料がありますので参照してください。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

【公開】 
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第１章 はじめに 

市では、これまで市営桜木駐車場として暫定的に利用している公有財産の有効活用につい

て検討してきました。民間活力の導入等を前提とした用地の活用を検討し、令和３年 10 月に

「桜木駐車場用地活用方針」を策定しました。活用方針では、対象敷地において、「東日本の

対流拠点形成に資する機能の導入」を周辺まちづくりとの連携を図りつつ実現することとし、

そのための基本的な考え方や事業の方向づけ等を示しています。 

また、市では、本事業を推進していくにあたり、優れたノウハウを有する事業者から幅広く

提案を募ることで、より良い事業を実現するため、本事業を公募型プロポーザル事業として

実施します。公募の実施に向けて令和３年 11 月に専門家で構成する「さいたま市営桜木駐車

場用地活用事業者選定委員会」を設置し、公募の条件や選定の基準等について検討を継続し

てきました。 

その後、令和４年３月には、事業者が検討熟度を高め、より一層魅力的な事業が実施される

よう、公募要項に先立ち、公募条件のうち、事業内容、提案に関する条件、事業者の募集及び

選定の方法等を整理した「桜木駐車場用地活用事業  公募の実施方針」を公表しました。 

そして、この度、事業のコンセプト、事業者が提案すべき事項や遵守すべき事項、契約に関

する事項及びその他事業者の募集・選定に必要となる事項を定めた「桜木駐車場用地活用事

業  事業者公募要項」を取りまとめました。応募者には、公募要項等の内容を十分に理解した

上で、東日本の対流拠点形成に資する魅力的な事業を提案していただくことを期待します。  
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第２章 事業内容に関する事項 

１ 事業のコンセプト 

本事業は、「東日本の対流拠点形成に資する機能の導入」の実現を目指し実施するもので

す。事業者には、活用方針における対流拠点の形成に向けた考え方等を踏まえ、かつ大宮駅

西口第五地区のまちづくりと連携した地域貢献等の視点も含め、具体的な施設・事業を提案

していただきます。 

 

 大宮における対流拠点の考え方と桜木駐車場用地における導入機能の方向性につ

いて  

活用方針で示した考え方に基づき、対流拠点を、多様な資源（ヒト・モノ・情報等）が

集まり、相互に交流することで、“新しい価値”を創造・発信する機会が多く得られ、その

ような機会を求めて多様な資源がさらに集まるとともに、そのような循環が持続的に保た

れているエリアと定義しています。 

大宮の立地や既存の都市の魅力等の強みを生かしながら、大宮における対流拠点の形成

のために求められる機能を次のように考えています。 

 

○  東日本を中心として各地域から交流人口、人材、企業、知識等の多様な資源を大宮

に呼び寄せ集積するための「誘因・集積」機能。 

○  誘因・集積した資源が、既存の資源と様々な形で交流し新たな価値を創出すること

を可能にする「交流・創造」機能。 

○  交流・創造の場を提供、活用することで都市としての魅力向上が図られ、交流・創

造の成果をはじめとするエリアの魅力を積極的に情報発信する「情報・発信」機能。 

 

大宮における「対流拠点」形成のイメージと機能（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
桜木駐車場用地では、対象敷地の活用が大宮における対流拠点形成の一助となることを

期待します。導入機能としては、上図にあげる機能（例）やその複合系などを想定してい

ます。 
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 周辺まちづくりとの連携  

対象敷地は大宮駅西口第五地区に位置し、地区の貴重な地域資源であることから地区の

まちづくりと連携した地域貢献機能の導入や周辺道路への自動車交通負荷の抑制対策等が

求められます。 

 

 本事業と関連する計画等  

大宮駅周辺では、主に下記に示す計画等が立案・実施されており、これらの計画等との

関連性や連携を踏まえた提案を頂くことを想定しています。 

 

【関連する計画等】 

さいたま市の計画等 

〇 桜木駐車場用地活用方針（令和３年 10 月策定） 

https://www.city.saitama.jp/001/010/001/p070045.html 

〇 大宮駅西口第五地区まちづくり方針（令和３年５月策定） 

https://www.city.saitama.jp/001/010/015/004/003/p066379.html 

〇 さいたま市総合振興計画基本計画 （令和３年３月策定） 

https://www.city.saitama.jp/006/007/004/011/004/p080066.html 

＊該当部分は９章１節 

〇 さいたま市総合振興計画実施計画 （令和３年３月策定） 

https://www.city.saitama.jp/006/007/004/011/004/p080107.html 

＊該当部分は 09-1-2-06 

〇 さいたま市都市計画マスタープラン（平成 26 年４月改定） 

https://www.city.saitama.jp/001/010/014/002/p002341.html 

〇 大宮駅周辺地域戦略ビジョン（平成 22 年５月策定） 

https://www.city.saitama.jp/001/010/015/004/001/003/p011083.html 

〇 大宮駅 GCS プラン 2020（令和３年３月策定） 

https://www.city.saitama.jp/001/010/015/004/007/001/002/p080137.html 

国の計画 

〇 首都圏広域地方計画（平成 28 年３月策定） 

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000643636.pdf 

＊該当部分は東北圏・北陸圏・北海道連結首都圏対流拠点の創出プロジェクト 

 

※ その他必要に応じ、防災や環境等の計画についても関連が想定されます。 

  



4 

２ 事業名称 

桜木駐車場用地活用事業 

 

３ 対象敷地の概要 

 対象敷地  

所在地 さいたま市大宮区桜木町三丁目１番１ 外 

地目 宅地 

地積 19,958.76 ㎡ 

土
地
利
用
制
限 

用途地域 第二種住居地域 

建ぺい率 60% 

容積率 200% 

高度地区 20ｍ地区（特例による緩和措置有） 

防火地域 準防火地域 

地域指定 都市再生緊急整備地域 

景観計画区域 景観誘導区域（市街化区域） 

供給処理施設の状況 
周辺の上水道、下水道、ガス、電気は、「参考資料１ 物件調

書」のようにそれぞれ整備されています。 

土壌汚染 
調査結果は、「参考資料１ 物件調書」のとおりです。 
鉛（含有）を対象とする「形質変更時要届出区域」に指定さ

れています。 

地盤状況 
地盤の性状等は、事業者が調査してください。ボーリング柱

状図等は「参考資料１ 物件調書」のとおりです。 
埋蔵文化財 埋蔵文化財包蔵地には該当しません。 

その他 
「大宮駅周辺地域・さいたま新都心駅周辺地域 都市再生安全

確保計画」や「都市再生整備計画（大宮駅周辺地区（第 2 期））」

の対象区域に含まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【広域図】 
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 対象敷地の接道等の状況  

NO. 種別 名称 幅員 整備状況 備考 

1 認定道路 10019 号線 約９～19ｍ 供用中 北側 

2 認定道路 10011 号線 約 15ｍ 供用中 東側 

3 私道 私道２項道路 約 3.6ｍ 供用中 南東側 

 

【周辺図】 

 

  

 対象敷地 

 号線 

 号線 

 私道 項道路

新設道路 

 

まちづくり
用地 
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４ 用語の定義 

 

No. 用語  定義 

1 活用方針 令和３年 10 月に策定した桜木駐車場用地活用方針をいう。 

2 対象敷地 さいたま市営桜木駐車場の用地（公募対象の用地）をいう。 

3 本事業 桜木駐車場用地活用事業をいう。 

4 本施設 公募要項等に基づき、事業者が提案する施設をいう。 

5 公募要項等 桜木駐車場用地活用事業 事業者公募要項及び関連書類をいう。 

6 応募者 
本事業に応募する単独法人等又は複数の法人等で応募するグルー

プをいう。 

7 応募法人 単独で応募する法人等をいう 

8 応募グループ 複数の法人等で応募する者をいう。 

9 構成員 応募グループ、優先交渉権者、事業者を構成する法人等をいう。 

10 協力法人 
応募者以外の法人等で、本事業で実施する業務を担当し、応募者

と直接業務契約を行う予定の法人等をいう。 

11 事業者 
定期借地権設定契約又は土地売買契約締結後の優先交渉権者及び

協力法人の総称をいう。 

12 一般定期借地権 
借地借家法(平成３年法律第 90 号）第 22 条に定める一般定期借地

権をいう。 

13 事業用定期借地権 
借地借家法(平成３年法律第 90 号）第 23 条に定める事業用定期借

地権をいう。 

14 定期借地権 一般定期借地権又は事業用定期借地権をいう。 

15 定期借地権設定契約 一般定期借地権設定契約又は事業用定期借地権設定契約をいう。 

16 土地売買契約 対象敷地の売買に係る契約をいう。 

17 基本協定 桜木駐車場用地活用事業 基本協定をいう。 

18 委員会 
市が設置するさいたま市営桜木駐車場用地活用事業者選定委員会

をいう。 

19 優先交渉権者 
応募者のうち、市が委員会の審議結果を参考にして決定した者を

いう。 

20 次点交渉権者 応募者のうち、優先交渉権者に次いで優れた提案をした者をいう。 

21 優先交渉権者等 優先交渉権者と次点交渉権者をいう。 
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第３章 提案に関する条件 

１ 土地利用における条件等 

対象敷地は、概ね現状有姿の引き渡しとなります。以下の事項を踏まえた土地利用計画と

してください。 

 対象敷地の引渡しまで  

対象敷地は、令和６年３月まで、市の指定管理者である一般財団法人さいたま市都市整

備公社が駐車場として利用（運営）し、令和６年４月に引渡す予定としています。 

事業者が令和６年３月末までに実施する測量、ボーリング調査及び設計にあたっては、

事前に市及び一般財団法人さいたま市都市整備公社と十分協議を行ってください。 

 

 禁止、排除する施設、機能  

本事業を実施する施設の規模、用途等については、応募者による提案を原則としますが、

以下の施設の提案は将来にわたり認めません。 

 

ア  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、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これら

に類する営業の用に供する施設 

イ  以下の団体等が利用する施設 

(ア)  さいたま市暴力団排除条例（平成25年さいたま市条例第86号）第２条第１号及び

第２号に規定する暴力団又はその構成員の統制下にある団体 

(イ)  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８条第２項第１号に掲げる処分を受けている団体 

ウ  政治的用途・宗教的用途に供する施設 

エ  地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供する施設 

オ  青少年に有害な影響を与える施設 

カ  悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に供する

施設 

キ  墓地・霊園、葬祭場など、近隣・周辺環境との調整が難しいことが予想される施設 

ク  都市計画法等の関係法令により、現時点で整備することが制限される施設 

（ただし、高度地区の緩和、都市計画提案制度による用途地域の緩和、又は都市再生

特別地区による用途地域の規制の除外等の都市計画の変更等が見込まれる場合には、

これらによる施設を可とします。） 

ケ  事業用定期借地権設定契約における居住施設 

コ  一般定期借地権設定契約又は売却における居住施設 

（ただし、対流拠点形成に資する機能の付加施設となる居住施設（社員寮や学生寮等）

は可とします。） 

サ  市の公共施設（ただし市以外の公共施設については禁止の対象としません。） 
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 土壌汚染対策等  

対象敷地の一部で鉛（含有）による土壌汚染を確認しており、形質変更時要届出区域に

指定されています。土地利用にあたっては法令に則り事業者が土壌汚染対策工事を実施す

る必要があります。土壌調査結果は、「参考資料１ 物件調書」を参照してください。 

貸付の場合、本施設の建設に伴い掘削する土壌汚染に限り、応募者が提案する土壌汚染

対策費（ただし運搬費、処分費に限る。）を検証した上で控除した額を提案貸付料とします

（第３章 ６（１）参照）。なお、応募者が提案した以上の土壌汚染対策費が発生する場合

でも、市は増加分の負担を行いません。 

貸付の場合、対象施設の建設に伴う部分以外の土壌汚染については、法令に則り、契約

期間を通じて適切に管理していれば処分する必要はありません。未処分のまま事業終了後

に市に対象敷地を返還することも可能です。 

売却の場合、対象敷地の土壌汚染等の全部を適切に取り扱うことを考慮して売却基準額

を決定します。 

対象施設の引渡し前に土壌汚染等に関する法令等が改正された場合、当該改正に伴う追

加の土壌汚染調査及び対策に係る費用負担については、市及び事業者が協議の上決定する

ものとします。 

 

 南側私道（NO.３ 私道）内の対象敷地について  

南側私道（建築基準法第 42 条第 2 項道路）内の対象敷地が、11.76 ㎡あります。詳しく

は、「参考資料１ 物件調書」の「私道調書」をご確認ください。 

 

 現存の建築物等の撤去について  

事業者が、本施設の建設に合わせ、現存の建築物や埋設物等を撤去してください。現存

の建築物等に関しては、調査の結果アスベストの存在は確認されていません。 

 

 本施設の許認可について  

本施設について、設置の許認可が必要なものは、提案書提出前に、応募者が所轄官庁及

び関係機関と協議を行い、許認可の取得の見通しについて確認をとることとします。なお、

応募者が、優先交渉権者等の決定前に実施する所轄官庁等との協議について、市が特別の

配慮等をすることはありません。 

 

２ 本施設の整備に関する条件 

 自動車交通量の抑制対策等について  

本施設の実施にあたっては、周辺道路の渋滞が激しい地域であること（参考資料１ 物

件調書）を踏まえ、本施設の運営時も、周辺道路への自動車交通負荷が増大しないように

してください。自動車交通が発生する場合には、事業者が周辺道路への自動車交通負荷を

抑制する対策（出庫時の案内表示、シャトルバスの運行、入・出庫ピークの平準化方策等）

を実施してください。 

対象敷地の利用にあたっては、交通管理者（警察）等との関係機関と十分協議を行って

ください。 
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 開発許可の取り扱い  

本事業の実施に関して開発許可が必要となる場合、さいたま市の開発にかかる基準等に

従い、応募者の責任において必要な申請手続き、協議等を行ってください。 

開発許可の対象とならない場合についても、開発許可に準じて協議を行ってください。 

 

 
 

 緑化に関する協議  

応募者は、さいたま市みどりの条例第 19 条第１項の規定により、緑化に関する協議を行

ってください。緑化に関する協議時には、さいたま市緑化指導基準等を確認してください。 
 

 

 

 雨水流出抑制施設  

雨水の流出を抑制するために必要な対策を講ずるよう努めてください。雨水流出抑制量

は、対象敷地の分割にかかわらず、総量として 950  ／ha を確保してください。 

 

 

 
 

 市道 10019 号線の道路整備  

道路法第 24 条の「道路工事施工承認」に基づき、事業者が道路管理者の承認を受けて、

市道 10019 号線（対象敷地の北側部分）に係る道路整備の設計及び工事を実施することと

します。道路整備に要する費用は市が負担するものとします。 

また、道路整備の設計及び工事の時期は、本施設の設計、建設工事のスケジュールとの

整合を鑑み、市と事業者が協議により決定するものとします。 

市道 10019 号線の道路整備は、次の事項を想定しています。具体的には道路管理者等と

の協議により決定するものとします。 

 ・車道の改良、北側歩道の設置、必要に応じた点字ブロックの設置等 

※ 現在の道路区域内での整備に限るものとし、新たな道路用地の取得は含みません。 

 

 社会環境の変化や周辺環境への配慮  

本施設では、ウィズコロナやアフターコロナの時代に対応するため、新たな生活様式や

ＩＣＴの利活用など、社会環境の変化に柔軟に対応できるように配慮を行ってください。 

また、都市再生安全確保計画と連携した防災の視点、都市再生整備計画と連携した歩行

者回遊性や街並みの創出の視点にも配慮を行ってください。 

近隣建物への日照等について、周辺環境への配慮を行ってください。 

 

 地元対応等  

建設工事等に伴う騒音、悪臭、粉塵、水質汚濁、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、周辺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、要望等があった場合には、早急かつ誠実に対応してください。 

なお、本事業に伴い必要となる関係者・地域住民等への工事計画等の地元説明会や協議・

【市の窓口】北部都市・公園管理事務所  管理課（大宮区役所６階）  

【市の窓口】北部都市・公園管理事務所  開発指導課（大宮区役所６階） 

【市の窓口】北部建設事務所 下水道管理課（大宮区役所６階） 
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調整は、市に相談の上、事業者の責任において行ってください。 

 

３ 地域への貢献に関する条件 

本事業では、東日本の対流拠点形成に資する機能を実現しつつ、地域への貢献を目的とし

て、下記に示す地域貢献機能（必須機能、応募者の提案に委ねる機能）を配置することを条

件とします。また、下記（１）、（２）の【 】内に示す施設等は例示であり、これらに限定

するものではありません。 

なお、地域貢献機能の運営は事業者の責任により実施することとします。 

 

 必須機能  

防災機能 【例：防災備蓄倉庫、地元住民等が災害時に避難できる空間等】 

地域交流機能 【例：広場、コミュニティ空間等】 

 

 応募者の提案に委ねる機能  

地域利便機能 【例：店舗、クリニック、保育施設等】 

その他、住環境への配慮や地域への貢献となる機能 

 

提案内容を基本としつつ、一層地元要望に沿った機能を実現する観点から、地元（大宮駅

西口第五地区まちづくり協議会等）との協議のスケジュールや方法を提案してください。 

地元協議は、例えば広場の設備・機能や、コミュニティ空間の活用方法について、地元を

含めた運営方法に関して協議といった事項を想定しています。 

 

４ 提案を求める事業スキームについて 

 提案を求める事業スキーム  

応募者は、以下に示す事業スキームから選択し提案してください。 

応募者が対象敷地の分割を選択する場合は、以下に示すとおりの分割を可としますが、

その場合でも対象敷地全体を活用するものとします。 

 

① 貸付（契約形態：定期借地権設定契約） 

 一体貸付の場合 

事業者は、対象敷地に定期借地権を設定し、本施設を設計、建設、運営します。 

 分割貸付の場合 

事業者は、分割した敷地に定期借地権を個別に設定し、本施設を設計、建設、運営し

ます。 

応募者は、定期借地権契約期間を 30 年以上 70 年以内で提案してください（下記（２）

貸付における事業スキーム参照）。 

 

② 売却（契約形態：土地売買契約） 

 一体売却の場合 

事業者は、対象敷地を土地売買契約により取得し、本施設を設計、建設、運営します。 
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 分割売却の場合 

事業者は、分割した敷地を土地売買契約により個別に取得し、本施設を設計、建設、

運営します。 

 

 貸付における事業スキーム  

① 一体貸付における事業スキーム 

応募者が対象敷地の一体貸付を選択する場合の事業スキームを下に示します。 

 

事業スキーム 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約形態   市は、対象敷地を事業者に一体的に貸し付けます。 

  事業者が、市と定期借地権設定契約を締結した後、契約期間内において、

事業者が本施設の設計、建設、運営を行うものとします。  

用途指定   本施設に限ります。 

  テナントの変更や社会・経済情勢等の変化等による変更については、市と

協議できるものとします（第３章１（２）で示す「禁止、排除する施設、機

能」への変更は除外します。）。 

権利   借地権利は、賃借権とします。 

  転貸は、事前に書面による市の承諾を得た場合に限り認めます。 

  第三者への賃借権の譲渡及び担保設定については、事前に書面による市の

承諾を得た場合を除き不可とします。 

定期借地権

設定契約期

間 

  定期借地権設定契約期間は 30 年以上 70 年以内とします。 

【一般定期借地権設定契約】 対象敷地の引渡日から 50 年以上 70 年以内 

【事業用定期借地権設定契約】対象敷地の引渡日から 30 年以上 50 年未満 

※契約期間は、本施設の建設及び解体撤去工事期間を含みます。 

提案貸付料   提案貸付料は、下記の基準貸付料以上とします。 

  基準貸付料 7,484,484 円／1,000 ㎡・年（固定資産税評価額×4.2％） 

 （詳細は第３章 ６（１）を参照してください。） 

 

 

  

財
産
区
分

契
約
形
態

本施設

借地：事業者

建物

（所有者：事業者）

土地

（所有者：市）

定期借地権設定契約

事業者市
貸付料
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② 分割貸付における事業スキーム 

応募者が対象敷地の分割貸付を選択する場合の事業スキームを下に示します。 

 

事業スキーム 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約形態   市は、事業者の提案に基づき分割した対象敷地を、事業者の構成員にそれ

ぞれ貸し付けます。 

  事業者は、市と定期借地権設定契約を締結した後、契約期間内において、

事業者が本施設の設計、建設、運営を行うものとします。 

対象敷地の 

分割 

  対象敷地の分割は２分割までとし、分割後の両敷地面積は 5,000 ㎡以上、

分割線は東側道路と概ね並行とします。（第３章２を参照してください。） 

用途指定   本施設に限ります。 

  テナントの変更や社会・経済情勢等の変化等による変更については、市と

協議できるものとします（第３章１（２）で示す「禁止、排除する施設、機

能」への変更は除外します。）。 

権利   借地権利は、賃借権とします。 

  転貸は、事前に書面による市の承諾を得た場合に限り認めます。 

  第三者への賃借権の譲渡及び担保設定については、事前に書面による市の

承諾を得た場合を除き不可とします。 

定 期 借 地 権

設 定 契 約 期

間 

  定期借地権設定契約期間は 30 年以上 70 年以内とします。 

【一般定期借地権設定契約】 対象敷地の引渡日から 50 年以上 70 年以内 

【事業用定期借地権設定契約】対象敷地の引渡日から 30 年以上 50 年未満 

※契約期間は、本施設の建設及び解体撤去工事期間を含みます。 

提案貸付料   提案貸付料は、下記の基準貸付料以上とします。 

  基準貸付料 7,484,484 円／1,000 ㎡・年（固定資産税評価額×4.2％） 

 （詳細は第３章 ６（１）を参照してください。） 

 

  

財
産
区
分

契
約
形
態

構成員①

構成員②

貸付料

定期借地権設定契約

市
定期借地権設定契約

貸付料

本施設① 本施設②

借地：構成員① 借地：構成員②

建物

（所有者：構成員①②）

土地

（所有者：市）
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 売却における事業スキーム  

① 一体売却における事業スキーム 

応募者が対象敷地の一体売却を選択する場合の事業スキームを下に示します。 

 

事業スキーム 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約形態   土地売買契約とします。 

  市は、事業者に対象敷地を一体的に売却し、事業者が本施設の設計、建設、

運営を行うものとします。 

用途指定 
  本施設に限ります。 

  土地売買契約書にて、用途指定期間（売却後 30 年間）を設定します。 

  テナントの変更や社会・経済情勢等の変化等による変更については、市と

協議できるものとします（第３章１（２）で示す「禁止、排除する施設、機

能」への変更は除外します。）。 

権利   土地売買契約締結後、対象敷地の所有権は事業者に移転します。 

  転貸は、事前に書面による市の承諾を得た場合に限り認めます。 

  用途指定期間中（売却後 30 年間）の対象敷地の第三者への譲渡及び担保

設定は、事前に書面による市の承諾を得た場合を除き不可とします。 

  市は対象敷地に再売買予約（売却後 30 年間）を設定します。 

提案売却料   提案売却料は、下記の売却基準額以上とします。 

  売却基準額 〇〇【公募要項等の公表時に示す予定】円 

（詳細は第３章６（２）を参照してください。） 

 

  

契
約
形
態

財
産
区
分

本施設

所有者：事業者

建物

（所有者：事業者）

土地

（所有者：事業者）

土地売買契約
事業者市

土地購入代金



14 

② 分割売却における事業スキーム 

応募者が対象敷地の分割売却を選択する場合の事業スキームを下に示します。 

 

事業スキーム 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約形態 
  土地売買契約とします。 

  市は、事業者の提案に基づき分割した対象敷地ごとに事業者にそれぞれ売

却し、事業者が本施設の設計、建設、運営を行うものとします。 

対象敷地の 

分割 

  対象敷地の分割は２分割までとし、分割後の両敷地面積は 5,000 ㎡以上、

分割線は東側道路と概ね並行とします。（第３章２を参照してください。） 

用途指定 
  本施設に限ります。 

  土地売買契約書にて、用途指定期間（30 年間）を設定します。 

  テナントの変更や社会・経済情勢等の変化等による変更については、市と

協議できるものとします（第３章１（２）で示す「禁止、排除する施設、機

能」への変更は除外します。）。 

権利   土地売却契約締結後、対象敷地の所有権は事業者に移転します。 

  転貸は、事前に書面による市の承諾を得た場合に限り認めます。 

  用途指定期間中（売却後 30 年間）の対象敷地の第三者への譲渡及び担保

設定は、事前に書面による市の承諾を得た場合を除き不可とします。 

  市は対象敷地に再売買予約（30 年間）を設定します。 

提案売却料   提案売却料は、売却基準額以上とします。 

  分割する対象敷地ごとに、提案売却料を提案してください。 

（詳細は第３章６（２）を参照してください。） 

 

  

財
産
区
分

契
約
形
態

所有者：構成員① 所有者：構成員②

土地売買契約

構成員①

構成員②

市
土地売買契約

土地購入代金

土地購入代金

本施設① 本施設②

土地

（所有者：構成員①②）

建物

（所有者：構成員①②）
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５ 対象敷地の分割に係る条件 

応募者が、第３章 ４に示す提案に求める事業スキームのうち、分割貸付、分割売却を選

択する場合の、対象敷地の分割に係る条件を下に示します。 

 

ア 区割りは２分割までとすること。 

イ 分割線は対象敷地東側の市道10011号線と概ね並行かつ直線とすること。 

ウ ２分割後の用地はいずれも5,000㎡以上とすること。 

エ 分割に伴い発生する費用（測量費、分筆登記費等）は、事業者が負担すること。 

 

６ 提案貸付料・提案売却料の考え方 

 提案貸付料  

応募者は、基準貸付料以上を提案貸付料として提案してください。 

 

① 提案貸付料の考え方 

 

提案貸付料＝（基準貸付料（年額）＋上乗せ額（年間））× 定期借地権設定契約期間 

     － 土壌汚染対策費 

 

② 基準貸付料 

基準貸付料は、市の普通財産貸付料算定基準に基づき、年額 7,484,484 円／1,000 ㎡

（固定資産税評価額×4.2％）とします。 

 

③ 土壌汚染対策費 

土壌汚染対策費の考え方は以下のとおりです。提案書提出時には、提案する汚染土処理

量とともに、「参考資料１物件調書」に基づくその根拠資料を提示してください。 

 

 
 

土壌汚染対策費単価（運搬費・処分費）の単価は以下のとおりです。 
 

項目 明細 単価（円／t） 

汚染土壌処分費   

 鉛含有濃度≦1500mg/kg 
V=5,440  、 

単重 1.8t/  
15,620 

 鉛含有濃度＞1500mg/kg 
V=260  、 

単重 1.8t/  
18,810 

汚染土壌運搬費 1.8t/  3,047 

 

 

 

 

 

土壌汚染対策費 ＝事業者の提案する汚染土処理量（ ）×土壌汚染対策費単価 
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④ 貸付料に係る留意事項 

 貸付料の支払義務期間は、定期借地権設定契約期間であり、対象敷地の引渡し日が属

する月の１日から、契約の終了日までとします。 

第１回目の支払いは、本施設の供用開始日前の１か月以内に行うものとします。貸付

料の支払いは、原則として、１年分（提案貸付料／貸付料の支払期間）を事前支払いす

ることとします。引渡し日が属する月から供用開始月の前月までの貸付料については、

供用開始月後の残期間で均等割りして供用開始月後の貸付料に上乗せするものとします。 

 

 提案売却料  

応募者は、売却基準額以上を提案売却料として提案してください。 
 

① 対象敷地の提案売却料の考え方 

 
 
 
 

② 一体売却の場合の売却基準額（最低売却額） 

売却基準額 ○○【公募要項等の公表時に示す予定】円 

売却基準額は、市による対象敷地の土壌汚染等の全部と現存の建築物等の撤去を適切

に取り扱うことを考慮した不動産鑑定評価額に基づき、市の財産評価委員会が適正と認

め、市が決定した額となっています。 

対象敷地全体に対する土壌汚染対策費は、令和２年度に市が実施した調査により、

279,543,000 円（消費税及び地方消費税を含む）と算定しています。 

 

③ 分割売却の場合の売却基準額（最低売却額）及び契約額 

分割売却を選択する応募者は、提案書提出前までに分割後の不動産鑑定評価を取得し、

鑑定評価額を上記②の売却基準額と見なし、分割する対象敷地ごとに提案売却料を提案

してください。なお、分割後の不動産鑑定評価に反映させる土壌汚染対策費の合計は、上

記②に示す 279,543,000 円（消費税及び地方消費税を含む）を超えないこととします。 

分割売却を選択する応募者が優先交渉権者等に決定した場合、市は提出された不動産

鑑定評価を市の財産評価委員会に諮り、市が分割売却の契約基準額を決定します。 

提案売却料 ＝ 売却基準額 ＋ 上乗せ額 

■土壌汚染対策費負担の考え方  

土壌汚染エリア

敷地境界線

根切り範囲

土壌汚染対策費支払範囲

【建築工事等において対象敷地の土壌汚染エリアを掘削する場合】 

土壌汚染エリア内で掘削する汚染土は敷地外に運搬・処理する。 

建築工事等で根切りしない部分の土壌汚染は、対象敷地の返却に伴い市が活用す

る時に対応するため、左図の土壌汚染対策費支払範囲のみが、今回の市が負担す

る土壌汚染対策費となる。 

市が負担する総額は範囲内の汚染土の運搬費用と処理費用とする。 

運搬費用計算式： 

3,047 円×掘削面積(㎡)×掘削除去する汚染土層厚(ｍ)×1.8ｔ/  

処理費用計算式： 

15,620 円(≦1500mg/kg)×掘削面積(㎡)×掘削除去する汚染土層厚(ｍ)×1.8t/  

18,810 円(＞1500mg/kg)×掘削面積(㎡)×掘削除去する汚染土層厚(ｍ)×1.8t/  
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優先交渉権者等と市の土地売買契約の契約額は、提案売却料と分割売却の契約基準額

の高い方とします。優先交渉権者等が、土地売買契約の契約額を分割売却の契約基準額に

変更は出来ない場合は、当該応募者は優先交渉権者等としての地位を失うこととします。 

 

７ 遵守すべき関連法令等 

事業者は、本事業の実施にあたり、以下の関係法令等を遵守してください。 

ア  建築基準法 

イ  消防法 

ウ  都市計画法 

エ  建築士法 

オ  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法） 

カ  建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律 

キ  地球温暖化対策の推進に関する法律 

ク  水質汚濁防止法 

ケ  土壌汚染対策法 

コ  廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

サ  さいたま市景観条例 

シ  さいたま市屋外広告物条例 

ス  さいたま市開発行為の手続に関する条例 

セ  さいたま市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例 

ソ  さいたま市建築物駐車施設の付置等に関する条例 

タ  さいたま市中高層建物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整

に関する条例 

チ  さいたま市みどりの条例 

その他本事業に関係する法令、条例等 

 

８ その他の条件 

その他、対象敷地の利用等にあたって、考慮が必要な事項や法令等で定める必要な手続き

があれば事業者の責において調査、手続きを行ってください。 

 

 

 

 

 

【以下 非公開】 


