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１ 開会 

（事務局長） 

 それでは、定刻ですので始めさせていただきます。まず、配布資料の確認をお願いいたしま

す。なお、今回の会議資料は会議終了後に全て回収させていただきますのでご了承ください。 

まず、本委員会の要項第２条第１項より選考委員を選任させていただきました。また、第３

条第１項で「選考委員会に委員長および副委員長を置く」となっており、第２項による理事長

の指名により、委員長を有田智一様、副委員長を仁平実様にお願いしたいと考えております。 

それでは、只今より、桜川筑西ＩＣ周辺地区開発整備事業駅北広場周辺エリアにおける宅地

開発事業者選考委員会を開会いたします。 

本日ですが、桜川市土地開発公社理事長が諸事情により出席できないため、鈴木常任理事よ

りご挨拶申し上げます。 

 

２ 理事長あいさつ 

（常任理事） 

  理事長が諸事情により出席できないため、代わってごあいさつ申し上げます。 

本日はお忙しい中、本委員会に出席いただきありがとうございます。また、選考委員をお引

き受けいただき、併せて感謝申し上げます。 

  今回の募集は周辺施設と連携した土地開発事業のご提案をいただき、提案エリアのまちづく

りを促進するとともに、市の駅北広場の基本計画の策定に合わせて、官民連携による円滑な事

業展開を目的としております。これから、委員の皆さまには提出された事業提案を審査してい

ただく訳ですが、今回の事業提案が当地域における移住定住の促進につながればと考えており

ます。私も当地域の開発担当部長としての立場で審査に参加させていただきますが、皆さまに

は慎重な審査をよろしくお願いいたします。 

  本日の提案が素晴らしいものであると期待し、また、桜川筑西ＩＣ周辺地区の活性化を願い

まして、私のあいさつとさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

 

３ 委員委嘱 

委嘱書を鈴木常任理事より、代表で有田委員長に交付、委員は机上に配布。 

 

【事務局にて、名簿の順に委員の紹介】 

 

４ 委員長あいさつ 

（委員長） 

  只今、ご紹介に預かりました筑波大学の有田でございます。これまでも都市計画審議会や都

市計画マスタープラン等、桜川市の都市計画行政を中心にお手伝いさせていただいており、今

回の桜川筑西ＩＣ周辺地区につきましては、桜川市の重要な拠点となることと考えています。



本日は、事業者の提案につきまして、皆様には慎重かつ適正な審査をしていただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

（事務局長） 

ここからは、要項第３条第３項に基づき、有田委員長が議長となり進行をお願いいたします。 

 

５ 審査方法等について 

（議長） 

要項について、事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局）※会議資料３により説明 

要項第４条第２項より、委員７名中全員が出席ですので、本選考委員会は成立します。 

本日の委員会は、第５条「事業提案書等の審査」、「プレゼンテーション及びヒアリングの審

査及び選考」を行った上で合意をいただき、第６条「宅地開発事業者の選考結果の報告」まで

を行っていただきたいと思っております。また、第７条「選考委員会の委員は、職務上知り得

た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする」とありますのでご承知

おきください。最後に、第４条第７項において、「会議は非公開とする」となっておりますが、

本会議の内容については公開、非公開について明記していませんので、委員の皆様にご意見を

いただき決定していきたいと思います。また、公開とした場合の運用についても併せてお諮り

させていただき、ご意見があればお伺いしたいと思います。 

 

（議長） 

  事務局の方で、何か案はありますか。他の事例ではどうなっていますか。 

 

（事務局） 

本会議は非公開ではありますが、会議の資料はある程度公開していきたいと考えています。

同様の選考委員会では、資料や評価表、会議録などをホームページ等で公開している事例が多

く見られます。ただし、個人情報等、情報公開条例の非開示情報に該当する部分については、

非開示とするのがよろしいかと思います。 

事務局案としては、資料や評価表、会議録などを桜川市ホームページにおいて原則公開し、

評価表における委員の職氏名、項目ごとの細かい採点点数、議事録における発言者の氏名は非

公開ではどうかと考えております。こちらは、他市の事例や、以前、公社で行った事例をもと

に提案させていただきます。 

 

（委員） 

  事業提案書は公開になりますか。また企業名も出しますか。 



 

（事務局） 

事業提案書に関しては原則公開とし、会社の個人情報となる財務諸表などは非公開とさせて

いただきます。企業名は決定すれば公開いたします。 

 

（議長） 

他に意見がなければ本会議の内容は原則公開とし、評価表における委員の職氏名、項目ごと

の細かい採点点数、議事録における発言者の氏名は非公開とします。会議の資料と会議録につ

いては、先ほどの指摘を踏まえ、桜川市ホームページにおいて公開し、市民の皆様に周知して

いくということでよろしいでしょうか。 

 

（委員） 

  資料の事業収支計画は公開しますか。 

 

（事務局） 

事業収支計画の案として、事業者に確認し、基本的には公開していきたいと考えております。 

 

（議長） 

続いて、審査の流れ、評価表の記入について、事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局）※会議資料１、７、８により説明 

  審査の流れ、評価表の記入については以上になりますが、募集要項に提案審査における留意

事項の記載がございますので、説明させていただきます。 

  第一に、参加申込が１件の場合であっても提案審査を実施する旨の記載がありますので、今

回提出された提案は１提案のみですが、提案審査を実施いただきますようお願いいたします。 

  次に、審査の結果、提案内容が最低基準点に達していない場合、最優秀提案者を該当なしと

する場合がある旨記載されています。土地開発公社としましては、最低基準点は評価の平均点

６０点に、委員の皆様の人数を掛けた４２０点を設定したいと考えております。 

最後に、今回の公募については、買受希望単価を２，９００円/㎡で提案いただいており、公

社が定める最低売却単価をクリアしていることをお伝えいたします。 

 

（議長） 

 事務局から説明がありましたが、委員の皆様から、ご意見、ご質問はありますか。 

 

(委員) 

事業者を選考したら土地の売却だけをするのですか。 



 

（事務局） 

公社としましては、今回の募集では事業者を選考し、事業者による開発許可の取得後、当該

土地を売却して終了となります。 

 

(委員) 

工事が途中で中止になった場合、契約書に違約金の条件などは付けますか。 

 

（事務局） 

途中で事業が進まなくなった場合、また、事業者が提案された内容と違うことを行った場合

などは、違約金を徴収するとともに、買戻権を設定して土地を買い戻し、名義を公社に戻すこ

とができるよう契約書に謳うことを考えています。 

 

（委員） 

  何年計画で考えていますか。 

 

（事務局） 

 契約後、２年以内に着工すること、１０年間は同じ事業を継続して行うこととあります。そ

れに適合しない場合は買い戻すか、もしくは指導を行うことになるかと思います。 

 

（委員） 

すでに公社が行っている住宅地造成事業との違いを教えてください。 

 

（事務局） 

住宅地造成事業は業務代行者を募集し、公社が事業主体となって進めています。今回は事業

者自身が主体となって業務を行うため、開発許可を自ら取得していただき、土地を売却します。 

 

（議長） 

  次に、提案者のプレゼンテーションに移ります。提案者の方をお呼びください。 

 

６ 提案者プレゼンテーション 

（提案者）※会議資料５により説明 

 

 

 

 



７ 提案内容等の質疑 

 

（委員） 

一戸建ての敷地面積、集合住宅棟の階層と建築物の高さは、どれくらいを想定しています

か。 

 

（提案者） 

敷地面積は売買価格に直結しますので、法令を遵守し、市と協議しながら進めていきたいと

思います。集合住宅棟は計画では３階となっていますが、戸建て住宅に落とす影等の問題があ

りますので、こちらも市と協議しながら進めていきたいと思います。 

 

（委員） 

土地は建物付きで売却する予定ですか。 

 

（提案者） 

そのように考えています。 

 

（委員） 

高齢者への売却だと２０年後には空き家になる可能性があると思いますが、売却後のフォロ

ー等はありますか。 

 

（提案者） 

今までの事例ですと、約１０年で半分くらいの方が老人ホームへの入居や子供との同居など

で退去されています。退去後は中古物件として新たな方が購入されるので、今のところ空きは

ありません。 

 

（委員） 

市内に高齢者が増えることで、老人ホームの入居者が増えることが想定されます。その場合、

市の医療費・介護負担が増える懸念があるのではないですか。 

 

（事務局） 

保健福祉部と協議中ではありますが、提案では健康なシニアの方が入居されるため、最初か

ら市の負担が増えるとは考えておりません。また、事業による固定資産税の増加や経済効果が

見込まれます。 

将来的に市の負担が増えるおそれはありますが、これは桜川市だけでなく全国的な問題でも

ありますので、桜川筑西ＩＣ周辺地区の開発実現性を考慮して提案を審査いただきたいと思い



ます。 

 

（提案者） 

入居対象者は５０歳以上で、入居時には健康診断書の提出と、責任者であるディレクターの

面談を受けていただきます。また、入居時にご自身で身の回りのことができることが入居の条

件となっており、共用棟を活用していただき、健康寿命を延ばしていただくというコンセプト

になっています。 

 

（委員） 

なぜ人口減少傾向の桜川市を選び、プロジェクトを実施しようと思ったのですか。また、現

在手掛けているマンション６棟の入居率はどのくらいですか。 

 

（提案者） 

１５年前よりシニア向け分譲マンションを行ってきましたが、その先駆者としてシニア住宅

事業をもう少し違った形で展開していきたく模索していました。将来、戸建てに住みたいとい

う需要も多いことが分かり、それができる場所を探していたところ桜川市の公募を知り応募に

至りました。 

現在、６棟の内５棟は完売で、６棟目は今年竣工し、１０４戸の内４０戸程が販売済で、今

も営業を行っています。売却済の古い物件では買い替えの希望が出てきますが、弊社の中古販

売部隊が、随時、販売しており、空いたままというところはありません。 

 

（委員） 

住宅の面積はどれくらいを考えていますか。 

 

（提案者） 

敷地面積との兼ね合いになるため、今後調整していきたいと考えておりますが、マンション

で５０～８０㎡を想定しており、２人住まいであれば７０㎡程度あれば足りるのではないかと

考えております。 

 

（委員） 

中高齢者向けということですが、一般の方の入居者は考えていないのですか。また、今回の

販売に当たり、地元からと首都圏からの入居者の割合はどれくらいを見込んでいますか。 

 

（提案者） 

弊社の実績においては、５０歳以上という制限を設けており、今回も同様に行う予定です。 

資料２９、３０ページの県内の分譲マンションの事例ですと割合にバラツキはありますが、



東京・茨城・埼玉・神奈川あたりからの集客を見込んでいます。 

 

（委員） 

車がないと不便なことから購入者も車を持ってくると思いますが、敷地面積は足りるのでし

ょうか。 

 

（提案者） 

今までの分譲マンションの形態でいきますと、シャトルカーを回し、主要な駅や病院等を巡

回させています。車は手放して入居される方が多かったのですが、今後、茨城県という立地も

検証して、市とも協議して調整していきたいと思います。 

 

（委員） 

共用棟の管理運営サービスが充実しているのが御社の売りかと思いますが、何年間サービス

を維持できると確約できますか。 

 

（提案者） 

実績年数としては１５年くらいですが、例えば、マンションの耐久年数は約５０年ですから、

その間はサービスを維持したいと考えています。 

 

（委員） 

初めて戸建てを行うこと、また、桜川市ということで立地条件が違うことから、これまで築

き上げたビジネスモデルをどう修正する必要があると考えていますか。 

 

（提案者） 

戸建ての実績はありませんが、考え方は一緒だと思っています。健康な高齢者の方が８割以

上いる中で健康寿命を延ばしていくことが重要な課題であり、中高年の間で一戸建てへの志向

もあるため、これくらいの軒数なら充分売却できると考えています。 

 

（委員） 

自立可能な方に限定して分譲し、介護が必要になったら出て行かれるというのが前提で、入

れ替えがあるということは、ここは終の棲家ではないという理解でよろしいですか。 

 

（提案者） 

当初は終の棲家としての認識でしたが、介護が必要になると共用部の利用がしづらくなり、

ご本人やご家族の希望により老人ホームに移りたいという方も出てきます。退去の理由はそれ

だけでなく、最後は家族と住みたいなど様々です。マンションでご家族が看取ったケースもあ



ります。 

 

（委員） 

終の棲家でなくその先に住み替えのパターンがあるのなら、中古住宅の転売の支援までする

のですか。これまでは、物件が大都市の中心部で次に入りたい方がいるという立地条件だった

と思いますが、桜川市が同じ状況になるかは分かりません。今回、購入される方が次の住み替

えをというときに、これまでとは違ってくることを想定しているのかお伺いします。 

 

（提案者） 

まだ計画段階で何ともいえませんが、共同住宅棟をこれまでと同じマンションでいくのか、

老人ホーム的な要素を持ったものにするのかはまだ検討中です。地域の方に入っていただいて

もいいですし、街区を購入された方が優先的若しくは割安で入れるようにすることも流動的に

検討しています。 

 

（委員） 

管理費は、何年か経過すると上がったりするのですか。 

 

（提案者） 

通常のマンションであれば、老朽化から修繕が必要になり管理費が上がるケースがあります

が、本件の管理費は管理会社への委託費やサービス費のため、基本的には変わることはありま

せん。 

 

（委員） 

では、ハードの部分の修繕費は、管理費とは別にかかりますか。 

 

（提案者） 

今までの事例ですと、将来的に管理費を上げなくて済むように、修繕費や管理費などを通常

のマンションよりも高く設定し、その中で賄います。 

 

（委員） 

募集エリアがかぎの手になっていますが、この土地は公社で交渉を行っている未相続地とな

っています。今回はその土地を含めての提案ですが、万が一買収できなかったときの対応はど

のようにお考えですか。 

 

（提案者） 

安心、安全、快適をコンセプトにしており、外周道路を作りエリア内に車が入ってこないよ



うにする考えです。かぎの手で残ると外周道路ができなくなり、コンセプトからずれてしまう

ため、今の段階では買収ができなかった場合には事業を断念せざるを得ないと考えています。

ただ、開発許認可までに１年近く時間がかかるため、我々も用地買収の経験はありますので、

お手伝いできることがあれば協力していきたいと考えています。 

 

（委員） 

全体の総事業費はいくらを見込んでいますか。 

 

（提案者） 

現段階では、桜川市との事前協議もまだしておりません。開発面積も決まっておらず、敷地

面積や建物の高さなどの課題もあり、計算しきれておりません。 

 

（議長） 

  ありがとうございます。では、質疑を終わります。提案者の方は退室してください。 

 

８ 意見交換 

（議長） 

  先程の事業提案と提出いただいている資料について、委員の皆様の意見を伺いたいと思いま

す。まず、財務諸表をご覧になった見解と出資計画などについて、ご意見ございますか。 

 

（委員） 

純資産の中身が重要になってくると思います。不動産業者の特徴ですが、仕掛不動産が多く、

それが正常な債権なのか、そうでないのかの確認が重要になると思われます。先程の話ですと、

それが売却になってきているということですが、平成３０年度の売上と仕掛不動産を見ると、

まだ売却が滞っている物件があるように見受けられ、売却までに期間が掛かるという問題があ

ると思われます。 

会社自体としては、資産は多くあるように見受けられますが、その中身が重要です。また、

長期借入金については、仕掛不動産が売却できる見込みがあり、資金調達がスムーズに行えれ

ば問題はないかと思われます。 

 

（委員） 

  この開発において、市の負担はないのですか。  

  

（事務局） 

基幹道路や駅北広場の整備は市の負担になるかと思いますが、事業者との協議により決定し

ていきたいと考えています。 



 

（委員） 

基幹道路の整備には、費用はどのくらいかかりますか。また、基幹道路を作る前に造成工事

を行いますか。 

 

（事務局） 

費用については、道路をどう作るかにより違ってきます。また、道路整備と造成工事は並行

して行いたいと考えております。開発許可の取得に向けて、事業者と歩調を合わせていきたい

と思います。 

 

（委員） 

本契約までに一部追加買収できなければ撤退するとのことですが、この土地はいつ頃までに

買収できる見込みですか。 

 

（事務局） 

事業者の協力を得ながら、今後１年かけて交渉を進めていきたいと思います。 

 

（委員） 

  戸建てより成功事例のあるマンションを先に建設してもらった方がいいのではないですか。 

 

（事務局） 

  スケジュールでは戸建てを先に建設となっておりますが、成功事例を先行してということも

課題の一つかと思います。調整のうえ、売れる見込みが立ってからの着工になると思います。 

 

（委員） 

  中高齢者向け住宅の需要はあると考えますか。 

 

（委員） 

桜川市は東京からのアクセスが良くなく、車がないと楽しめないと思います。短期的には、

新型コロナウィルスの影響で都内マンションより郊外の戸建てが見直されているようですが、

高齢者がどう反応しているかは分かりません。 

 

（委員） 

エリア内に道路を整備するとのことですが、自由に出入りできるのでしょうか。また、何か

許可がいるなら、その管理はどうなりますか。 

 



（事務局） 

提案を見ると、外周の幹線道路は一般の方も通れますが、住宅の中に入る道路は行き止まり

になっているため、入居者のみの利用になると思われます。 

 

（委員） 

価格は少し高くても、見守り体制があり、温泉などの共有施設が充実していれば、高密度の

都心部から見て魅力的だと思います。しかし、田園の桜川市にくるなら、元気な高齢者は外に

出かけて自然を満喫していただく方がいいのではないでしょうか。 

どこまで商品企画として受け入れられるかは気になりますが、何十年間も管理、運営を行う

という企業の契約方針ですので、多少は安心できると思います。 

 

９ 評価表記入 

（議長） 

評価表の記入は終わりましたか。終わった方から順に、事務局にて評価表を回収し、集計を

行ってください。集計が終了次第、委員会を再開します。 

 

【事務局にて評価表を回収、集計】 

 

１０ 総合評価審査 

（議長） 

 それでは、再開します。はじめに、事務局から評価表の集計結果を報告願います。 

 

（事務局） 

評価表の集計結果を報告いたします。 

  ダイヤモンド地所株式会社の事業提案について、選考委員の評価総合点は４５２点になりま

す。なお、最低基準点の４２０点には達しております。ご協議お願いいたします。 

 

（議長） 

  審査の結果、提案内容は最低基準点に達しているとの報告がありましたが、最優秀提案者と

して決定するかは、委員皆様と合意形成を図りながら決定したいと思います。本日の提案内容

に改善の余地があるようでしたら、先程ご指摘いただいた内容に加えて、ご意見をお願いしま

す。 

  

（事務局） 

本日、皆様に選定いただければ、関係者と協議を詰め、開発許可が取れる見込みが立ってか

ら、公社理事会の承認を受けて本契約を締結したいと思います。 



 

（議長） 

特になければ、提案内容は本地域の発展に必要であるとしつつ、皆様から指摘いただいた条

件等を公社で調整していただきたいと思います。以上の点を踏まえて、現在の総合評価点と勘

案して、ダイヤモンド地所株式会社を最優秀提案者に決定してよろしいでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

（議長） 

それでは、皆様が合意したということで書類を回しますので、委員の皆様の署名をお願いし

ます。 

 

【全委員より総合評価審査結果確認書に署名いただく】 

 

（議長） 

それでは要項第６条にありますように、私の方から理事長代理に選考結果を報告させていた

だきます。 

 

【有田委員長より鈴木常任理事に選考結果報告書が提出される】 

 

（議長） 

なお、要項第２条第２項より、委員の任期は所掌事務が終了する日までとなっております。

本日すべての事務が完了いたしましたので、当委員会は本日をもちまして解散となります。 

 

（事務局） 

委員の皆様には、長時間にわたって慎重な審査をいただきありがとうございます。なお、只

今、合意形成がされたことにつきましては事務局で所定の事務手続きを行い、後日公表すると

ともに関係機関にご報告させていただきます。 

 以上をもちまして、桜川筑西ＩＣ周辺地区開発整備事業駅北広場周辺エリアにおける宅地開

発事業者選考委員会を終了させていただきます。皆様ありがとうございました。 

 

１１ 閉会 １６：００ 

 

 


