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１．事業の概要 

（１）事業名称 

安寧のまちづくり（近江八幡市版 CCRC）事業「静かな水辺で暮らす」 

 

（２）事業目的 5 

・近江八幡市（以下「市」という。）では、平成２７年１０月に策定した「近江八幡市まち・

ひと・しごと創生総合戦略」において、生涯活躍のまち（日本版 CCRC）について、市の

特色を加えた形で取り組むこととした。 

・市では、この生涯活躍のまちについて、“安心でおだやかな地域づくりをめざす”という

意味で、「安寧のまちづくり」というプロジェクト名で取り組んでいる。 10 

・この「安寧のまちづくり」について、平成２９年３月に「近江八幡市安寧のまちづくり基

本計画（以下「基本計画」という。）」として、事業化に向けての目標、基本要件、事業内

容、事業化のプロセス等を示した。 

・基本計画では、“近江八幡市ならではの魅力と資源を共創により活かし育てるまちづくり”

に向け、①新旧市民が最期まで元気に暮らし続けられる「地域社会」をつくる、② 本市15 

の固有の価値を活かした誇りと生きがいのある暮らしをつくる、③ 新旧シニア市民の「知

的資産・社会的資産」を活かす場をつくる、④ 多様な年齢の市民が共に暮らし交流する

まちをつくることをめざしている。 

・基本計画では、市の立地環境や地域特性を踏まえて、５タイプの個性的な魅力を備えた「安

寧のまちづくり拠点地域」を整備することを示しており、本事業はその中の１つ「静かな20 

水辺で暮らす」タイプについて、近江八幡市安土町下豊浦字弁天地先の市営住宅跡地（以

下「市有地」という。）及び国有地を含む「安寧のまちづくり計画区域」（別紙３参照）の

内外において、「安寧のまちづくり拠点地域」の整備を行うべく、官民連携による事業実

施の担い手となる事業者（以下「パートナー事業者」という。）の公募を行うものである。 

※「安寧のまちづくり」の詳細については、基本計画を参照のこと。 25 

 

（３）事業方式 

・市有地については、パートナー事業者が購入し、本事業の施設整備・運営を行い、住宅

等を売却、貸与、サービス利用料等で得られる収入等によって事業を実施することとす

る。 30 

・国有地については、パートナー事業者による提案を受け、市との協議のうえ整備方針を

決定する。事業施設の整備・運営については、市と協議した整備方針に基づき、官民が

連携して実施することを想定する。 
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（４）事業期間 

・本事業の事業期間は、パートナー事業者による施設の供用開始から概ね 10年以上と想定

するが、市とパートナー事業者との協議のうえ決定する。 

・その期間における住宅機能、福祉医療機能等、パートナー事業者が提案した事業を実施

する。 5 

・パートナー事業者は、購入した土地を第三者に譲渡、又は土地に地上権、借地権、その

他収益を目的とする権利等を設定する場合は、市の承認を得ることとし、当該第三者に

対して、事業終了までの間、当該事業の実施を義務付けることとする。 

 

（５）事業スケジュール（参考） 10 

・本事業のスケジュールを参考までに下表のとおり示す。 

平成 30年 3月 募集要項の公表・説明会の開催・質問の受付 

平成 30年 4～5月 参加申込書の受付・個別対話の実施・提案書類の受付 

平成 30年 6月 
プレゼンテーション及びヒアリングの実施・優先交渉権者の 

特定・パートナー事業者協定書の締結  

平成 30年 6月～ 事業計画の作成・事業契約に向けた協議 

平成 31年春頃 事業契約の締結・市有地の売買契約の締結 

平成 32年夏頃～ 供用開始・維持管理運営開始 

 

（６）根拠法令等 

・本事業を行うにあたり必要とされる関連法令及び関係条例等を遵守するものとする。 

 15 

・まち・ひと・しごと創生法（平成 26年法律第 136号） 

・地域再生法（平成 17年 4月 1日法律第 24号） 

・都市計画法（昭和 43年 6月 15日法律第 100号） 

・建築基準法（昭和 25年 5月 24日法律第 201号） 

・景観法（平成 16年 6月 18日法律第 110号） 20 

・土地改良法（昭和 24年 6月 6日法律第 195号） 

・文化財保護法（昭和 25年 5月 30日法律第 214号） 

・「生涯活躍のまち」構想に関する手引き（内閣官房まち・ひと・しごと創

生本部事務局） 

・その他関連法規 25 
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２．事業用地の概要 

（１）位置・範囲 

・本事業では、近江八幡市安土町下豊浦字弁天地先の市有地及び国有地を事業用地とする。

（別紙１、別紙２参照） 

 5 

（２）事業用地の概要 

・市有地及び国有地の規模、法的条件等は、以下のとおりである。 

 ①市有地 ②国有地 

所有者 近江八幡市 国（農林水産省） 

所在 

近江八幡市安土町下豊浦字弁天 

7576番 1、7576番 7、7576番 8、 

7576番 9、7576番 10、7576番 11、 

7576番 12、7576番 13 

近江八幡市安土町下豊浦字弁天 

7426番、7468 番 

地積 7,327.35㎡ 8,614.00㎡ 

現状 更地（元市営住宅用地） 更地（元役場用地） 

主な法的条

件 

●市街化調整区域（建ぺい率 70％・容積率 200％） 

●都市計画法第 34条第 11号区域（市有地のみ） 

●近江八幡市風景計画（全市計画区域） 

●埋蔵文化財包蔵地（要届出） 

●小中之湖土地改良区 排水負担あり（6円／㎡）※平成 30年 3月現在 

●開発許可等の基準等に関する条例 

●地区計画（予定） 

道路条件 

・敷地南側：4～6ｍ道路に接する 

・敷地東側：一部は 4ｍ未満道路 

・敷地内：建基法第 42 条第 1 項第 3

号道路（市道認定されていない） 

・敷地西側は 6ｍ以上道路に接する 

・敷地北側は 4ｍ未満道路 

・その他は 4～6ｍ道路 

インフラ条

件 

●電気    関西電力㈱ 

●ガス    なし 

●上水道   近江八幡市水道事業所（引込可） 

●汚水雑排水 浄化槽設置義務化区域 

周辺施設 

●幼稚園      近江八幡市立安土幼稚園（約 1.4km） 

●小学校・中学校  近江八幡市立安土小学校（約 1.7km） 

近江八幡市立安土中学校（約 2.9km） 

●駅        JR安土駅（約 1.9km） 

●商業店舗     フレンドマート安土店（約 1.3km） 
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売却条件及び特記事項 

 

 市有地の売却は、近江八幡市安土町下豊浦字弁天 7576番 1、7576 番 7、7576番 8、

7576番 9、7576番 10、7576番 11、7576番 12、7576番 13の８筆一括売却となる。 

 5 

 売却については、以下の事項を買受者の履行条件とする。 

 売却敷地（7576番 11、12、13）内に、隣接する民有地の居住者に上水を供給す

る上水道管が埋設されている。土地利用にあたっては、当該居住者に、引き続

き上水を供給できるようにすること。なお、上水道管の移設が必要な場合は、

移設に係る全ての費用は買受者の負担とする。移設等については、市水道事業10 

所の指示に従うこと。 

 土地利用にあたっては、関係法令、条件等により規制がかかる場合があるので、必

ず提案書の提出を行う前に、調査・確認を行うこと。また、現況のまま(工作物含む)

での売却となるため、事前に現地の確認を行うこと。 

 土地利用にあたっては、都市計画法及び「近江八幡市開発事業における手続及15 

び基準等に関する条例」を遵守し、事前に市都市計画課と協議を行うこと。ま

た、道路及び通路については市管理調整課、公安委員会と協議を行うこと。 

 市有地の売買契約締結までに策定を予定している地区計画の内容に沿った土地

利用、整備を行うこと。 

 上水道整備については、売却条件及び購入者の事業計画によって給水装置工事20 

(本管敷設替工事含む)に対する条件等があるため、市水道事業所と協議を行う

こと。 

 浄化槽の設置に関しては、市水道事業所で確認を行うこと。 

 地盤調査、土壌汚染等の物件に関する個別調査は行っていない。 

 敷地内に工作物がある場合は、移設及び撤去の可否等の取扱について、設置者25 

又は管理者に問い合わせること。なお、工作物の補修、改修、撤去、再築造及

びその費用負担等について、市は一切対応しない。 

 敷地内の樹木、切株及び雑草等がある場合は、剪定、除去及び伐採の費用負担

について、市は一切対応しない。ガラ及び砕石等の除去についても同様とする。 

 既設防犯灯の取扱については、自治会、周辺住民及び市と協議を行い、地域の30 

防犯機能を踏まえて対応すること。 

 当該地権者は土地改良区の排水負担金(賦課金)が必要となるため、継承者にも

引き継ぐこと。 

 土地利用については、関連法令条例等を遵守すること、また土地改良区および

自治会、周辺住民とは事前に十分協議を行うこと。 35 

 売却敷地（7576 番 1）内の一部は、隣接する土地所有者及び居住者が日常通行

する通路（建築基準法第 42条第 1項第 3号道路）となっている。土地利用にあ

たっては、当該通路利用者に事前に十分な説明と協議を行い、通行権を確保す

ること。 
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 雨水、雑排水(浄化槽排水等)を 7576番 2内の水路へ放流する場合、水路の流量

計算を行い、適切な水路断面を確保すること。 

 当該地は近江八幡市風景計画の全市計画区域にあたるため、３階建て以上もし

くは高さ 10ｍ以上の建築物、または床面積の合計が 1,000 ㎡を超えるものを建

築する際には届出が必要となる。 5 

 当該地は遺跡にあたるため、土地利用にあたっては文化財保護法第 93条の規定

による届出が必要となる。申請手続きについては、市文化観光課に照会するこ

と。 

 当該地は、琵琶湖が氾濫した場合、最大 2.0～5.Oｍ未満まで浸水する想定区域

とされている。この浸水想定は国土交通省近畿地方整備局が作成した「琵琶湖10 

浸水想定区域図（H17.6.10 指定）」において示されているもので、「近江八幡市

洪水ハザードマップ」に掲載されている。また、滋賀県作成「地先の安全度マ

ップ」では、降雨確率により河川や内水の氾濫の場合に想定される最大浸水深

が示されている。 

※「市洪水ハザードマップ」の「琵琶湖浸水想定区域図」と県の「地先の安15 

全度マップ」では、条件による浸水深が異なるので注意すること。 

※参考 

「市洪水ハザードマップ」は、琵琶湖が氾濫した場合に国土交通省近畿地方

整備局琵琶湖河川事務所が作成した「琵琶湖浸水想定区域図」の浸水想定区

域を示している。これは、過去に琵琶湖流域に甚大な被害を与えた明治 2920 

年 9 月洪水を想定している。琵琶湖の水位が＋2.5ｍまで上昇した場合、当

該地は 2.0～5.Oｍ未満まで浸水する想定区域である。 

「地先の安全度マップ」は、滋賀県が独自に作成したもので、大河川だけで

なく中小河川があふれた場合の浸水状況についても表現していることから、

市町においては「浸水想定区域図」を補完する情報として活用されている。25 

このマップによると降雨確率100年に一度及び200年に一度の猛烈な雨が発

生した場合、当該地で最大 3.0～4.Oｍ未満の浸水深が示されている。 

「市洪水ハザードマップ」は市のホームページで公表している。また、「地

先の安全度マップ」及び「地先の安全度マップ Q&A 集」は滋賀県のホーム

ページで公表されている。それぞれ、事前に確認すること。 30 

 本件の記載内容と現状が異なる場合には、現状を優先すること。 
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（３）事業用地の売却等 

・市有地の売却価格については、事業者からの事業提案書と土地価格提案書をもとに、市

とパートナー事業者の間で協議を行い決定する。 

・国有地については、現在、地権者である国と払い下げについて協議中であり、払い下げ

の時期については未定である。 5 

・市は、パートナー事業者の事業提案書をもとに、国と国有地の払い下げについて協議を

行う予定にある。 

・国有地における事業については、市が国から土地を取得したのちに、官民が連携する事

業として実施することを想定している。 

 10 

（４）地区計画の策定 

・市有地及び国有地を含む「安寧のまちづくり計画区域」（別紙３参照）については、市街

化調整区域に位置することから、本事業による施設整備を可能とするため一つないしは

複数の地区計画を策定する。 

・地区計画については、現在、市において検討を行っているところであるが、パートナー15 

事業者協定書の締結後は、パートナー事業者も交えて検討を行い、市有地の売買契約締

結までに策定を行う。（別紙４参照） 
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３．事業実施に関する事項 

（１）事業契約、市有地の売買契約 

・選定委員会が選定した最も優れた提案を行った応募者（以下「最優秀提案者」という。）

を、市が優先的に交渉する事業者（以下「優先交渉権者」という。）として特定し、本事

業の実施に向けた協議を行うためのパートナー事業者協定書を締結する。 5 

・市と協定を締結したパートナー事業者は、事業提案書と土地価格提案書をもとに市と協

議を行い、本事業実施に向けた事業計画の作成と事業契約及び市有地の売買契約を締結

する。 

 

（２）パートナー事業者の権利義務に関する制限 10 

・市と事業契約を締結したパートナー事業者は、市の承諾がある場合を除き、事業上の地

位、権利義務を、譲渡や担保提供、処分をしてはならない。 

・パートナー事業者は、事業契約に基づく債権及び事業契約上の地位を、市の承諾なしに

譲渡、担保権設定等の処分をしてはならない。 

 15 

（３）パートナー事業者の責任 

・事業計画に定めた事業については、パートナー事業者が責任をもって行い、事業に伴い

発生するリスクは、原則、パートナー事業者が負うこととする。 

 

（４）事業実施状況の報告 20 

・パートナー事業者は、事業計画に規定する方法によって、事業実施状況及び財務状況等

を市が指定する時期に事業報告とあわせて市に報告しなければならない。 

・市は、パートナー事業者の報告に基づき、事業計画に規定した水準に適合するか確認を

行う。 

・事業の進行管理のためにパートナー事業者が行う報告等に係る費用は、全てパートナー25 

事業者の負担とする。 

 

（５）事業計画についての疑義が生じた場合の措置 

・事業計画の解釈について疑義が生じた場合、市とパートナー事業者は誠意をもって協議

するものとし、協議が整わない場合は、事業計画に規定する具体的措置に従う。 30 

 

（６）事業の継続が困難となった場合の措置 

・事業の継続が困難となった場合は、その発生事由ごとに次の措置を講じる。 

ア．パートナー事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続に懸念が生じた場合又は継

続が困難となった場合 35 

・市は、パートナー事業者に対する注意・改善勧告を行うとともに、契約の全部又は一

部を変更又は解除することができる。 
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イ．その他の事由により事業の継続が困難となった場合 

・不可抗力その他市又は契約者の責めに帰することができない事由により、本事業の継

続が困難となった場合、市及びパートナー事業者は、事業継続の可否について協議し、

一定の期間内に協議が整わないときは、市は、契約の全部又は一部を変更又は解除す

ることができる。 5 
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４．提案に関する条件等 

（１）応募者の構成等 

・応募者は、単独の法人又は複数の法人により構成されたグループ（以下「グループ」と

いう。）であること。 

・グループで応募する場合は、代表法人を定め、代表法人が申請手続を行うこと。 5 

・代表法人は、グループの主たる業務を担う法人であること。 

・単独で応募した法人は、他のグループの構成法人になることはできない。また、グルー

プの構成法人は、2 以上のグループの構成法人となることはできない。 

 

（２）応募者の要件 10 

・応募者は、基本計画において示された「静かな水辺で暮らす」タイプの「安寧のまちづ

くり拠点地域」の整備を、実現できる企画力、技術力及び経営能力を有するものとする。 

 

（３）応募者の制限 

・応募者は、提案書類提出の際、次の要件を満たす必要がある。 15 

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

者でないこと。 

イ．地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定による指定の取り消しを受けたことが

ないこと。（本市の取り消しに限定しない。） 

ウ．会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225号）20 

等の規定に基づき更生又は再生手続をしていないものであること。 

エ．暴力団（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をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構

成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者の

統制の下にいない団体であること。 25 

オ．法人税並びに消費税及び地方消費税の未納がないこと。 

 

（４）参加資格確認の基準日 

・参加資格要件の確認は、提案書類受付日を基準日とする。 

・パートナー事業者（グループの場合は、代表法人又は構成法人）が、土地売買契約まで30 

の間に「（３）応募者の制限」に抵触した場合は原則として協定を破棄する。 

・ただし、グループの場合、その構成法人が本制限に抵触したときは、当該構成法人を除

外することについて市の承認を受けた場合は、この限りではない。 
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（５）留意事項 

①提案に伴う費用負担 

・応募者は、募集要項の記載内容を承諾したうえで提案すること。 

・応募者の提案に係る費用については、全て応募者の負担とする。 

 5 

②提案書類の取り扱い 

・提案書類の著作権は、応募者に帰属する。 

・優先交渉権者に特定された応募者の提案書類については、市は提案書類の全部又は一部

を使用できるものとする。 

・優先交渉権者に特定されなかった応募者の提案書類については、本事業の審査結果の公10 

表以外には応募者に無断で使用しない。 

・提案書類は返却しない。 

 

③その他 

・市が提供する資料は、提案に際しての検討以外の目的で使用することはできない。 15 

・応募者は複数の提案を行うことはできない。 

・応募者は提案書類提出後に提案書類の変更を行うことはできない。 
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５．提案の手続き等 

（１）募集要項の公表 

・公表時期：平成 30年 3月 8日（木） 

・募集要項掲載サイト：市ホームページ http://www.city.omihachiman.shiga.jp 

安寧のまちづくりプロジェクトサイト http://www.o8c.jp 5 

 

（２）説明会の開催 

①第１回説明会 

・開催日時：平成 30年 3月 8日（木）14：00～16：00 

・会場：西の湖すてーしょん（近江八幡市安土町下豊浦 4187-3） 10 

②第２回説明会 

・開催日時：平成 30年 3月 9日（金）14：00～16：00 

・会場：阪急グランドビル 26階 貸会議室 12号室（大阪市北区角田町 8-47） 

・申込み先：（９）提出・問い合わせ先 

・申込み方法：法人名、担当者の部署、氏名、電話、FAX、E-mailを申込み先に連絡 15 

 

（３）質問書の提出 

・提出期間：平成 30年 3月 8日（木）～平成 30年 3月 30日（金） 

・提出方法：持参、FAX又は E-mailによる 

FAX又は E-mailによる場合は、提出後に電話にてその旨連絡すること 20 

・提出先：（９）提出・問い合わせ先 

・提出書類：質問書（様式１） 

・回答方法：市ホームページにて公表 

・留意事項：質問者名は公表しない。 

質問者の特殊技術、ノウハウに係る事項、質問者の権利等、正当な利益を害25 

するおそれがあると市が認めたものについては個別に回答する。 

 

（４）参加申込書の提出 

・提出期間：平成 30年 4月 9日（月）～平成 30年 5月 8日（火） 

・提出方法：持参又は郵送による 30 

・提出先：（９）提出・問い合わせ先 

・提出書類：参加申込書（単独の場合は（様式２）、グループの場合は（様式３-１）及び

（様式３-２）） 

法人の概要がわかる資料（パンフレット等でも可） 

・留意事項：郵送の場合は、配達証明付き郵便とする。 35 

参加申込書が受理されていない場合、提案書の提出はできない。 

市は参加申込書を受理した際に「受理書」を交付する。 
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（５）個別対話の実施 

・参加申込のあった応募者のうち、希望する応募者と個別対話を実施する。 

・個別対話の日時は個々に日程調整を行うので、参加申込の日から平成 30年 5月 8日（火）

午後 5時までに、（９）提出・問い合わせ先へ電話により申込むこと。 

・個別対話期間：平成 30年 4月 16日（月）～平成 30年 5月 18日（金） 5 

・個別対話の内容：具体的な事業に対する意見交換 

 

（６）提案書の提出 

・提出期間：平成 30年 4月 9日（月）～平成 30年 5月 31日（木）（開庁時間内） 

・提出方法：持参に限る 10 

・提出先：（９）提出・問い合わせ先 

・提出部数：以下ア～エについては、正本１部、副本１０部 

以下オ～ケについては、正本１部 

・提出書類：以下のとおり 

提出書類 様式等 

ア．事業提案書 
任意様式 

Ａ４・２０㌻以内 

イ．土地価格提案書 様式４ 

ウ．類似事業実績書 様式５ 

エ．法人概要書 様式６ 

オ．誓約書 様式７ 

カ．法人・商業登記現在事項全部証明書（写

し可。発行日より３か月以内のもの。） 
 

キ．財務諸表（写し可。賃貸借対照表、損益

計算書及び株主（社員）資本等変動計算書

いずれも終了した直近３カ年のもの） 

 

ク．納税証明書（写し可。法人税、消費税及

び地方消費税について未納がないことを

証明するもの。） 

 

ケ．印鑑証明書（代表者印の印鑑証明書発行

日より３か月以内のもの。） 
 

 15 

・留意事項：事業提案書の提出後に、提案内容を変更することはできない。 

ただし、市が内容の変更を求める場合はこの限りではない。 

選定委員会での検討にあたり、市は提出書類を補足する他の資料の提出を求

める場合がある。  
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（７）参加申込の辞退 

・参加申込後、優先交渉権者の特定までの間に、参加申込を辞退する場合は、様式８の書

面を速やかに市に提出すること。 

 

（８）事業スケジュール（参考） 5 

・本事業のスケジュールを参考までに下表のとおり示す。 

平成 30年 3月 募集要項の公表・説明会の開催・質問の受付 

平成 30年 4～5月 参加申込書の受付・個別対話の実施・提案書類の受付 

平成 30年 6月 
プレゼンテーション及びヒアリングの実施・優先交渉権者の 

特定・パートナー事業者協定書の締結  

平成 30年 6月～ 事業計画の作成・事業契約に向けた協議 

平成 31年春頃 事業契約の締結・市有地の売買契約の締結 

平成 32年夏頃～ 供用開始・維持管理運営開始 

 

（９）提出・問い合わせ先 

近江八幡市総合政策部政策推進課 

〒523-8501 近江八幡市桜宮町 236番地 10 

TEL：0748-36-5527 

FAX：0748-32-2695 

E-mail：010202@city.omihachiman.lg.jp 
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６．提案書に求める内容 

（１）事業者に求める役割 

・事業者には、基本計画に示された「静かな水辺で暮らす」タイプの「安寧のまちづくり拠

点地域」の整備を担う主体としての提案を求める。 

・そのため、事業提案にあたっては、基本計画に示されている機能を実施できる体制を構築5 

することを求める。 

・選定委員会が選定した最優秀提案者を、市が優先交渉権者として特定し、最終的に事業実

施に向けた協議を行うパートナー事業者としての協定を結ぶ。 

・パートナー事業者は、提案内容の変更や追加について、市と協議を行い、本事業の事業計

画を策定し、必要となる契約を締結することとする。 10 

・パートナー事業者（グループの場合は代表法人）は、市が本事業を推進するために組織す

る「近江八幡市安寧のまちづくり推進協議会」の下部組織として設けるワーキンググルー

プに参加し、そこでの協議を踏まえて事業検討を行うこととする。 

 

（２）提案書に求める内容 15 

・提案書として、「安寧のまちづくり計画区域」を範囲とする「西の湖周辺（安土）まちづ

くり提案」と、「市有地及び国有地における事業提案」を求める。（別紙３参照） 

 

Ⅰ．西の湖周辺（安土）まちづくり提案（全体） 

・基本計画の実現に向けた、「安寧のまちづくり計画区域」全体に関する「西の湖周辺（安20 

土）まちづくり提案」を求める。 

・提案内容は、市有地及び国有地とともに周辺の低未利用地等も含め、今後の土地利用の

方向性とその具体化に向けた事業イメージについての提案であること。 

・事業の推進にあたっては、“近江八幡市ならではの魅力と資源を共創により活かし育てる

まちづくり”に向けた産官学民等の連携を図ること。 25 

・土地利用・交通に関する提案のほか、西の湖の魅力を活かした景観形成や西の湖の環境

保全と活用に関する提案を含むことが望ましい。 

・平成 29年 11月から平成 30年 1月に、主に周辺の地域住民を対象に開催した「西の湖ま

ちづくりワークショップ」で検討された内容も提案の参考とすること。（［参考資料］西

の湖まちづくりワークショップ開催報告書参照） 30 

 

Ⅱ．市有地及び国有地における事業提案（個別） 

・「安寧のまちづくり計画区域」内の、市有地及び国有地における事業提案を求める。 

①市有地における事業 

・市有地については、パートナー事業者が市から土地を取得し、本事業施設の整備・運営35 

を行う事業提案を求める。 
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・市有地の事業については、パートナー事業者が住宅の売却や賃貸、その他のサービス利

用料で得られる収入等により事業を実施する。 

②国有地における事業 

・国有地については、地域住民の交流や観光客向けサービス等、公共性と公益性のかなう

地域交流施設等の整備・運営に係る事業提案を求める。 5 

・国有地については、現在、地権者である国と払い下げについて協議中であり、払い下げ

の時期については未定である。 

・市は、パートナー事業者の事業提案書をもとに、国と国有地の払い下げについて協議を

行う予定にある。 

・国有地における事業については、市が国から土地を取得したのちに、官民が連携する事10 

業として実施することを想定している。 

・国有地については、上記条件を前提としているため、応募者自身が事業実施主体となら

ない提案も可とする。 

③その他の事業 

・市有地及び国有地における施設整備の提案とともに、「安寧のまちづくり計画区域」内外15 

における「安寧のまちづくり」の推進に資する諸サービスの提供や、地域全体の空間的・

社会的エリアマネジメント体制の構築に関する事業提案を含むことが望ましい。 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 

 

①市有地における事業 
パートナー事業者が用地を取得したうえで民間事業として事業を実

施 

②国有地における事業 
パートナー事業者が提案した地域交流施設等の事業を官民が連携し

て実施することを想定 

③その他の事業 
「安寧のまちづくり」の推進に資する事業として、事業者が単独で、

あるいは他の事業者等や市、住民等と連携して実施することを想定 

 

  

事業者に求める提案内容 

Ⅰ．西の湖周辺（安土）まちづくり提案（全体） 

Ⅱ．市有地及び国有地における事業提案（個別） 

②国有地に 

おける事業 

③その他の 

事業 

①市有地に 

おける事業 
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（３）市有地・国有地に配置する機能について 

・市有地及び国有地に配置する機能として、以下の機能に関する具体的な事業の提案を求め

る。 

①居住機能：基本計画に基づき、高齢者や子育て世帯が安心して、快適に生活できる、生

涯活躍のまちに資する居住環境を構築する。 5 

②福祉医療機能：整備する住宅地に入居する高齢者及び周辺地域の高齢者のニーズに応じ

た福祉医療環境を構築する。 

③地域交流機能：地域内外の住民の交流や観光客向けサービスの提供等、地域活性化に資

する環境を構築する。 

④その他の機能：「安寧のまちづくり計画区域」内外における「安寧のまちづくり」を支援10 

する様々なサービスを供給する。 

 

 居住機能 福祉医療機能 地域交流機能 その他の機能 

市有地 ◎ ○ ○ ○ 

国有地  ○ ◎ ○ 

  ◎：必須機能、○：望ましい機能 

 

（４）施設整備にあたっての配慮 15 

・施設整備にあたっては、以下の点に配慮した施設整備計画、運営計画とすること。 

ア．周辺の環境や景観に配慮した施設整備 

イ．再生可能エネルギーの活用や効率的なエネルギー利用に資する施設整備 

ウ．自然災害等に対する防災機能の確保と、災害時における対応に配慮した施設整備 

 20 

（５）居住機能 

①業務の概要 

・基本計画に基づき、高齢者や子育て世帯が安心して、快適に生活できる、生涯活躍のまち

に資する居住環境を構築する。 

 25 

②業務実施要件 

ア．高齢者向け住宅の整備 

・市有地を活用して、高齢者向けの住宅を整備する。 

・高齢者を含み多様な世代が、安心して最期（看取り）まで暮らし続けられる住宅である

こと。 30 

・居住者に対する緊急通報設備等、ソフトサービスの提供を行う場合は、周辺の地域住民

等も利用可能なものとすることが望ましい。 

イ．子育て世帯向け住宅の整備 

・市有地を活用して、子育て世帯向けの住宅を整備する。 
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・公園等、居住者の子育てに対するサービスを行う場合は、周辺の地域住民等も利用可能

なものとすることが望ましい。 

ウ．魅力ある環境の形成と生活の質を高めるための配慮 

・建築計画や道路・駐車場等の外構計画については、周辺環境との調和に配慮し、良好な

景観の形成に資する計画とする。 5 

・歩行者に配慮した道路計画等、安全安心に配慮した計画とする。 

エ．自然災害等に対応する防災機能の確保 

・内水の氾濫等、自然災害に対応した計画とする。 

 

（６）福祉医療機能 10 

①業務の概要 

・周辺地域や整備する住宅地に入居する高齢者に対する福祉医療環境を構築する。 

 

②業務実施要件 

ア．高齢者向け住宅に対する福祉医療サービス体制の整備 15 

・本事業で整備する高齢者向け住宅において、必要に応じて福祉医療サービスの提供を行

うこと。 

・当該地で福祉医療サービスの提供を行う際には、周辺の高齢者等も利用できることが望

ましい。 

イ．住宅地における生活支援サービス体制の整備 20 

・24時間見守りサービスや緊急通報サービス、移動支援等、高齢者向けサービスのほか、

教育・育児サービス等、子育て世帯向けサービスの提供等、生活支援サービスを提供す

ること。 

 

（７）地域交流機能 25 

①業務の概要 

・住宅地入居者をはじめとする地域住民の交流や、観光客向けサービスの提供等、地域活性

化に資する環境を構築する。 

 

②業務実施要件 30 

ア．地域交流施設の提案 

・国有地における、当該住宅地入居者及び地域住民の交流や、観光客向けサービスの提供

に向けた地域交流施設の整備、維持管理運営業務の提案を行うこと 

イ．施設整備 

・国有地における施設については、市とパートナー事業者が連携して実施する事業を想定35 

している。 

ウ．地域交流施設の内容 

・地域交流施設の機能については、「西の湖まちづくりワークショップ」において示され
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た住民の考えるまちづくりの方向性と齟齬をきたさないこと。 

 

（８）その他の機能 

①業務の概要 

・「安寧のまちづくり計画区域」内外における「安寧のまちづくり」を支援する様々なサー5 

ビスに関する提案を含むことが望ましい。 

・事業者が開発する住宅地や地域交流施設の管理運営だけでなく、地域全体のエリアマネジ

メントの体制構築についての提案を含むことが望ましい。  

 

②業務実施要件 10 

ア．サービス供給体制 

・基本計画の実現に向け、必要な機能が適切に供給できる事業者で構成すること。 

イ．「安寧のまちづくり」を支援するサービス機能の例 

・持続的な住宅地運営や施設運営、周辺の地域住民や事業者等との協働のまちづくりを円

滑に進める「まちづくりコーディネート機能」。 15 

・近江八幡市ならではの魅力ある「安寧のまちづくり」を支援するため、「安寧のまちづ

くり計画区域」の外出環境・移動環境の改善や、地域住民や来街者が集い交流し活動す

る場の創出など、生活環境の向上につながる取組、「安寧のまちづくり計画区域」の魅

力の発掘と発信、市内外からの住み替えの促進、その他、西の湖周辺（安土）や市全体

の活性化につながる取組を行うことが望ましい。 20 

・以下は、「安寧のまちづくり」を支援するサービス機能の具体例であるが、必ずしも以

下のサービスに限定するものではなく、事業者からの有効な提案を求めるものである。  

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 

（９）留意事項 

・提案内容について、市との協議を通じて詳細を定めるべきものがある場合、当該部分に

ついては概略的な表現にとどめることができる。 

・より良い提案を行うため必要な場合、上記の諸条件の一部を緩和又は変更した提案を行

うことができる。 35 

  

①移住希望者に対するサービス 

・お試しツアーの実施や住み替え支援等 

②高齢者の暮らしのサポートサービス 

・外出支援サービスの提供（デマンドタクシー事業等）等 

③産業創出等につながる機能の確保 

・地産地消レストランやマルシェ等地域活性化の取組等 
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７．優先交渉権者の特定手続き等 

（１）選定委員会の設置 

・市は、本事業者募集の優先交渉権者の特定にあたり、学識経験者及び市職員等により組織

する選定委員会を設置する。 

 5 

（２）第１次選定の実施 

・選定委員会により、応募のあった全ての提案書類の審査を行う。 

・第１次選定においては、５者程度までに絞り込むこととする。 

・応募者数が５者程度であった場合は、第１次選定を行わない。 

 10 

（３）第２次選定の実施 

・第１次選定の通過者によるプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。 

・選定委員会は、応募者の提案資料、提案価格、プレゼンテーション、ヒアリングを通じて

総合的に審査し、最優秀提案者の選定を行う。 

・なお、応募者数が１者の場合でも第２次選定を実施する。 15 

 

（４）優先交渉権者の特定 

・市は、選定委員会の最優秀提案者の選定を受け、優先交渉権者の特定を行う。 

・第１次選定、第２次選定の結果は、全ての応募者に通知する。 

・優先交渉権者の提案内容については、市ホームページにて公表する。 20 

・審査結果に関する問い合わせ、異議申し立ては一切受け付けない。 

 

（５）評価の視点 

・第２次選定のプレゼンテーション、ヒアリングを踏まえ、選定委員会において提案内容を

以下の観点から評価し、最優秀提案者の選定を行う。 25 

 

①事業者の評価 

ア．事業実績 

・提案内容と類似事業の実績を有するか 

・産官学民等連携事業の実績を有するか 30 

イ．経営状況 

・財務状況が健全であるか 

・安定的な事業遂行能力があるか 

 

②企画提案書の評価 35 

ア．西の湖周辺（安土）まちづくり提案（全体） 

・基本計画の実現に寄与する提案がなされているか 

・将来の西の湖周辺（安土）のまちづくりに寄与する提案がなされているか 

・周辺の地域住民等の意向を実現する提案がなされているか 

・地域らしさを実現する提案がなされているか 40 

イ．市有地及び国有地における事業提案（個別） 
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・実現可能性の高い提案がなされているか 

・安定的な事業として実施される提案がなされているか 

・高齢者の居住に資する提案がなされているか 

・子育て世帯の居住に資する提案がなされているか 

・地域活性化に資する提案がなされているか 5 

・地域コミュニティの形成に資する提案がなされているか 

ウ．独自の提案 

・独自性・独創性のある提案がなされているか 

エ．市有地の土地価格 

・提案された市有地の土地価格が妥当か 10 

  



21 

８．その他 

（１）失格要件 

・以下に該当する場合は失格とする。 

ア．提出書類に虚偽記載をした場合 

イ．提出期間内に提出書類が提出されなかった場合 5 

ウ．選定の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合 

エ．市有地の売買契約締結までの間に、「４．（３）応募者の制限」に抵触した場合 

 

（２）事業者募集の中止等 

・緊急かつやむを得ない理由等により、本事業者募集を実施することが困難と認める場合、10 

事業者募集の停止、中止又は取り消すことがある。 

・その場合、本事業者募集に要した費用を市に請求することはできない。 





別紙５

7576-11,13

7576-12

別紙２





別紙４ 

 

西の湖周辺（安土）「安寧のまちづくり計画区域」における

地区計画の策定について 

 

 

（１） 地区計画の予定区域 

別紙３の「安寧のまちづくり計画区域」（市有地・国有地及びその周辺区域で農

振農用地を除いた区域）については、一つまたは複数の地区計画を定める予定で

ある。 

 

（２） 地区計画の策定方針 

① 市有地には西の湖ライフスタイルを求める居住者のための住宅やその関連施設

を誘導し、国有地には既存コミュニティのニーズにも応える地域交流施設の立地

を誘導する。 

② 住宅や施設が既に存在する場所は、その土地利用の継続を前提とした計画とする。 

③ 農地及び未利用地については、パートナー事業者の提案をベースに地権者・パー

トナー事業者・市が協議しながら土地利用方針を定める。 

④ 道路、公園等の地区施設（主として区域内の居住者等が利用する小規模な道路、

公園等の公共施設）の計画については、区域内の土地利用計画の進展に応じて必

要なものを定める。 

⑤ 流域治水における浸水区域であることから、安全の確保に必要なものを定める。 

 

（３） 地区計画の決定時期 

市有地についてはパートナー事業者の整備計画がまとまった時点（平成 31 年春

頃を想定）で先行して定め、その他の区域は関係する地権者との協議が整ったと

ころから逐次的に決定する。 

 

 

 


