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新市街地（みなくるタウン）第１期整備地区まちづくり協議会
（事務局：久御山町事業建設部新市街地整備室）

令和２年 11月４日

事業化に関する提案募集における質問について、下記のとおり回答します。

１．提案募集の概要

２．応募の手続き

3．提案書作成の条件・留意点

番号 質問 回答

１

測量業務以外に事業化検討パートナーが立
替えを行い実施すべき業務をご教示くださ
い。
また、立替金については、事業化検討パー

トナーが適正に設定した金利を付することが
できると考えてよろしいでしょうか。

事業化検討パートナーとして選定された場
合、貴社が事業化の検討を行うにあたり、必
要と考える業務があれば先行的に費用を立て
替えて実施してください。
パートナーとして現在、町が公開している

資料等で事業化の検討が可能であれば、業務
代行予定者（事業成立の判断ができた時点で、
パートナーから速やかに移行）となった後に
測量等を実施していただければ結構です。
なお、当該地区については、地籍調査業務

を令和元年度に実施しており、一部測量業務
に転用できる情報があります。
金利につきましては、適正に設定した金利

を付すことは可能と考えます。

２

３）応募者の資格要件（２）公募要件に、「②
当該事業における事業化検討パートナーとし
て選定された場合、先行的に費用の立て替え
を行い、事業化に必要な測量等の業務を実施
することが可能な者であること。」と記載があ
りますが、業務内容や立て替え費用の額・時
期について、具体的にご教示ください。

3
「先行的に費用の立て替え」とありますが、

立て替え金額はどれくらいを想定しておられ
るでしょうか。

番号 質問 回答

4
提案参加申込書の提出後、不測の事態が発

生した場合に提案書の提出を取りやめること
は可能と考えてよろしいでしょうか。

可能です。ただし、辞退理由書をご提出く
ださい。（任意様式）

番号 質問 回答

5

提案対象地の地区界についてご教示くださ
い。対象地南西端に沿う形で通る農道は第１
期整備地区の事業区域に含まれるでしょう
か。また、対象地南東端および北東端に沿う
形で通る遊歩道は第１期整備地区の事業区域
に含まれるでしょうか。

現時点では、農道の半幅員及び遊歩道は含
めた事業区域としております。
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3．提案書作成の条件・留意点
番号 質問 回答

6

市街化調整区域内での地区計画制度活用に
よる土地区画整理事業の事業認可手続きにつ
いて、京都府様との協議見通しをご教示くだ
さい。

みなくるタウン整備に関する都市計画協議
及び農政協議を現在進めているところであ
り、令和４年度の区画整理事業認可、令和５
年度の市街化区域編入を目指して引き続き協
議を行うこととしています。

7
農振地区に指定されていますが、解除の想

定時期をご教示ください。

8
地区計画の都市計画決定の想定時期をご教

示ください。

9
地区計画による用途制限や容積率・建ぺい

率等について、想定されている内容をご教示
ください。

確定したものではありませんが、工業系の
用途地域を想定しています。なお、用途制限
や容積率・建ぺい率・高度地区等については、
今後、検討します。

10
高度地区等の規制は予定されているでしょ

うか。

11

４－２提案内容の基本条件に、「地区計画の
制度活用により、土地区画整理事業を想定し
ている」とありますが、想定される用途、容
積率、建蔽率、高さ制限、緑地率などの施設
立地の条件をご教示ください。

12
市街化区域編入後の想定される用途地域を

ご教示ください

13
市街化区域編入後の想定されておられる建

物の高さ規制、日影規制についてご教示くだ
さい

14
現時点で想定される都市計画上の用途につ

いてご教示ください。

15

地権者意向調査結果（資料３）を考慮とあ
りますが、産業立地ゾーンの土地利用意向に
ついて、面積ベースの集計結果をご開示いた
だけますか。

貸したい：約 3.4ha、売りたい：約 2.5ha、
自己活用：約 1.1ha、農地継続：約 1.3ha、そ
の他：約 0.2ha、未回答：約 1.0ha
（複数回答の数に合わせて登記簿面積を等分
に振り分けて集計）
農地継続意向の地権者は 11 名です。（うち

6名は複数回答）

16
今後の土地利用意向における、各意向別の

面積をご教示ください。

17
検討対象地内に土地区画整理事業後も農業

継続意向の地権者は何名いらっしゃいますで
しょうか。また、その面積をご教示ください。
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３．提案書作成の条件・留意点
番号 質問 回答

18

これまでの地権者様とのお話し合いの中
で、求められている条件、または提示なされ
た条件等（想定減歩率、借地料、売買単価、
保留地処分単価 等)がありましたらご開示い
ただけますか。

具体的に提示された条件等はありません
が、市街化区域編入が見込まれていますので、
市街化区域見合いの単価等が想定されます。

19
地権者の皆様から平均減歩率や保留地の処

分単価等のご意見は出ているでしょうか

20

都市計画マスタープランによれば概ね 5～
10年後に市街化区域編入が予定されています
が、編入に向けた協議見通しをご教示くださ
い。

令和 5年度に予定されています第 7回京都
府都市計画定期見直しに合わせて、手続きを
進める予定です。

21
提案対象地が市街化区域に編入される予定

時期をご教示ください。

22

第１期整備事業において国庫補助金の導入
はお考えでしょうか。また、久御山町様単独
の補助金または助成金の見込みについてご教
示ください。

現時点では、地区内都市計画道路の整備は
組合での施行を考えています。補助金等の導
入は検討しています。
※過去に本町において組合施行で実施され
た土地区画整理事業で町からの補助金支
出の経過あり。

23

新たに都市計画決定する道路につきまして
は、第１期整備事業区域内部分は組合が施行
するものと考えてよろしいでしょうか。また、
その場合は補助金の交付は見込まれるでしょ
うか。

24

資料１記載の提案対象地現況平面図に記載
の幹線道路（W=14.0m）は都市計画事業とし
て貴町で整備を予定されていますが、検討対
象地内の整備手法（公管金や下層路盤から上
部は町が発注等）をご教示ください。

25
事業収入について、保留地処分金以外のも

のがあればご教示お願い致します

26

事業区域内で土壌汚染の調査（文献、詳細
含む）及び浄化が必要になった場合、従前権
利者が責任を持って処理し、その費用は事業
費に計上しないと考えてよろしいでしょか。

そのように考えています。

27

水利組合や土地改良区等の地元組織はある
でしょうか。また、開発負担金や離農金に類
するものはあるでしょうか。

地元組織としては巨椋池土地改良区があり
ます。農地転用決済金は必要ですが、開発負
担金等の有無につきましては、把握していま
せん。
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３．提案書作成の条件・留意点
番号 質問 回答

28

都市計画道路の都市計画決定の想定時期を
ご教示ください。また、事業区域内の都市計
画道路の位置変更について協議させていただ
くことは可能でしょうか。

事業認可に合わせて行います。
なお、現在想定している区域内基幹道路（都

市計画決定予定）については、原則として変
更等はないものと考えています。

29

地区内に整備予定の調整池の放流先は大内
都市下水路を想定してよろしいでしょうか。
若しくは、事業区域内に新たに都市計画決定
する道路に雨水管線を整備する予定にされて
いるでしょうか。

放流先は大内都市下水路を想定していま
す。

30
雨水貯留槽の設置は不要という理解でよろ

しいでしょうか。
雨水調整池の整備は必要です。京都府策定

の「重要調整池に関する技術基準」が基準と
なります。

31
雨水調整池の整備の要否をご教示くださ

い。また、整備する場合は基準についても、
ご教示ください。

32

４－２提案内容の基本条件に、「長期にわた
り安定的な管理運営を行い」とありますが、
どの様な管理運営を想定されておられるのか
ご教示ください。

持続可能なまちづくりを行うための管理運
営方針をご提案ください。

33

４－２提案内容の基本条件に、「地区計画の
制度活用により、土地区画整理事業を想定し
ている」とありますが、地区計画に関する関
係権利者の合意形成についてどの様にお考え
かご教示ください。

京都府からは全員同意が必要との指導を受
けています。

34

４－２提案内容の基本条件に、「法令・条例
等で定められているものを遵守してくださ
い」とありますが、検討対象地において特に
注意が必要な条例についてご教示ください。

「久御山町開発指導要綱」、「久御山町特別
工業地区条例」の遵守が必要と考えますが、
その他条例などは確認のうえ、事業化の検討
を進めてください。

35
都市計画道路（予定）の道路計画高さをご

教示お願い致します
詳細は決まっていませんが、地区周辺の既

存道路の高さがコントロールになります。

36

都市計画道路（予定）の施工範囲について
ご教示していただけないでしょうか（例えば
10.5M道路との交差点は隅切りまで施工され
る予定でしょうか）

施工範囲はまだ決まっていません。
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４．提案書の作成

５．審査結果公表後の取り組み予定

６．その他

番号 質問 回答

37

５－１（イ）まちづくり事業構想に「運営・
管理など運営マネジメントに必要な事項」と
ありますが、その対象についてどの様なイメ
ージをお持ちかご教示ください。

みなくるタウン産業立地促進ゾーン及び住
街区促進ゾーンの将来土地利用、整備計画
（案）にある「まちの将来像」を実現するた
めに必要な運営マネジメント等をご提案くだ
さい。

38

５－１（イ）まちづくり事業構想に「事業
完了後のアフターフォロー等、その他配慮事
項」とありますが、その対象についてどの様
なイメージをお持ちかご教示ください。

みなくるタウン産業立地促進ゾーン及び住
街区促進ゾーンの将来土地利用、整備計画
（案）にある「まちの将来像」を実現するた
めに必要なアフターフォロー等をご提案くだ
さい。

番号 質問 回答

39
覚書の内容には事業化検討パートナーが保

留地の取得義務を負う旨の記載はないと考え
てよろしいでしょうか。

貴社の見解のとおりです。

40

信義誠実の原則に基づく協議の結果、不調
に終わった場合は互いに一体の罰則・補償等、
何らの責も負わないとありますが、立替金は
返還なされると考えてよろしいでしょうか。

不調になった原因にもよると思いますの
で、協議会及び町と協議して決めることにな
ります。

番号 質問 回答

41

提案募集が１案のみとありますが、1つの
提案書のなかで複数の土地利用パターンを提
案することはできると考えてよろしいでしょ
うか。

可能です。

42
資料１記載の都市計画道路（施行区域外の

部分）の整備完了予定時期をご教示ください。
第二京阪道路から府道八幡宇治線の区間は

当該事業と合わせて速やかに整備を行う予定
です。

43

都市計画道路（予定）の想定スケジュール
についてご教示お願い致します。可能でござ
いましたら、都市計画道路に埋設される管渠
（雨水、汚水、電話、電気等）の施工と併せ
たスケジュール感をご教示していただけない
でしょうか

44
納税猶予を受けている地権者の方がいらっ

しゃれば、その人数、面積についてご教示下
さい。

現在把握しているものとしては、地権者数
6名、面積約 1.0ha になります。
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６．その他
番号 質問 回答

45

現時点における地権者数と仮同意の同意率
（対面積、対地権者）をご教示下さい。

まちづくり協議会設立に向けた書面議決結
果では、
【対地権者】
58（賛成）/66（議決権総数）＝約 88％
【対面積】
86,035 ㎡/95,700 ㎡＝約 90％
となっています。

46
移転・補償（対象者、時期、場所（区域内・

外）、費用等）で地権者の意向等がございまし
たらご教示ください。

補償に関する意見は聞いていますが、詳細
な内容までは把握していません。

47
借地権者の有無、また市民農園や貸し農園

等の有無についてご教示ください。
土地区画整理でいう借地権者はいません。

小作権などについては把握していません。ま
た、市民農園、貸農園はありません。

48

雨水排水、汚水排水、上水道、電気、ガス
などの公共インフラ設備の整備状況をご教示
ください。

地区内北側の既存道路に汚水管（Φ200）及
び上水道（Φ300）が整備されています。電気
は地区内に電柱が敷設されています。ガスは、
地区北側の府道にΦ400 の中圧管が敷設され
ています。

49
農業用用排水路の整備状況をご教示くださ

い。
地区南西から北東に向かって用水路が整備

されています。

50
検討対象地東南側と北東側に設置されてい

る既存水路は存置との考えでよろしいでしょ
うか。

大内都市下水路は存置の想定です。

51
現時点の公共用地、宅地、農地等の面積を

ご教示ください。
公共用地：約 10,800 ㎡、宅地：約 95,700

㎡となっています。宅地の種目は、畑、雑種
地となっています。

52
施行前（現状）の公共用地面積についてご

教示ください

53
事業完成時における給水（工水、上水）量

についてご教示ください。
給水量は誘致施設により変わります。

54

検討対象地内は緑地の整備もしくは公園の
整備が必要と考えられますが、公園の整備は
必須でしょうか。また、公園の整備が必須の
場合にはどの程度の仕様（遊具の有無、フェ
ンス等）をお考えかご教示ください。

認可権者の意見を聴く必要があると思いま
すが、現状、公園・緑地の整備は必要と考え
ています。
整備内容につきましては、今後の管理者協

議で決めていただくことになります。
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６．その他
番号 質問 回答

55
埋蔵文化財包蔵地に指定されていません

が、試掘調査は必要ないと考えてよろしいで
しょうか。

京都府の指導により試掘の可能性がありま
す。

56
現時点で産業廃棄物等ゴミの埋設有無は把

握されておられるでしょうか。把握されてお
られるようでしたら、場所をご教示ください。

把握しておりません。

57

検討対象地において事業行程に影響を及ぼ
す恐れのある地下埋設物、土壌汚染などの調
査をされておられるようでしたら、調査結果
の開示をお願いします。

調査しておりません。

58
地下水の汲み上げは可能でしょうか。また、

取水量の制限等がございましたらご教示くだ
さい。

取水制限はありません。

59
提案対象地の土地の履歴についてご教示く

ださい。
土地の履歴調査はしておりません。

60

過去、補助金を受け、圃場整備等をされて
おられるでしょうか。
補助金を受けて整備されている場合、「補助

金等に係る予算の執行の適正化に関する法
律」に基づく補助金の返済等は必要でしょう
か。必要であれば、金額をご教示ください。
また、補助金の返還が必要な場合は、いつ

まで待てば不要となるかご教示ください。

第１期整備地区内で圃場整備等は行われて
いません。

61

当該地域もしくは近傍地の土質調査データ
がありましたら開示をお願いします。

近傍のボーリング調査結果を開示いたしま
すので、必要であれば事務局で閲覧してくだ
さい。（閲覧を希望される際は事前に事務局へ
ご連絡ください）

62
想定されておられる、事業スケジュール（土

地区画整理事業）について、ご教示ください
2022 年度（令和 4年度）中の事業認可（組

合設立認可）を目指しています。

63

仮に本計画事業（土地区画整理事業）が遅
延しても、都市計画道路については、予定通
り、町にて推進されるという認識でよろしい
でしょうか

区画整理事業区域内につきましては、基本
的に区画整理事業による整備を考えていま
す。
区画整理事業区域外につきましては、町で

の整備を考えています。

64
本募集は、将来に部分的な業務代行者では

なく、一括業務代行者を担える企業を募集す
るものと想定してよろしいでしょうか

一括業務代行・部分業務代行は問いません。
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６．その他

以上

番号 質問 回答

65
まちの維持管理について、保留地売却後（企

業誘致後）も工業団地の組合設立などの関与
が必要でしょうか

ご提案ください。

66
提案させていただく、まちづくりのコンセ

プトは、１期以降の周辺地域も含めてのもの
が必要でしょうか

ご提案いただいて結構です。

67
農地に対する配慮とはどのようなことを想

定されているでしょうか（どのようなご意見、
要望が出ておられるでしょうか）

意見等は把握しておりません。
営農希望の意向等も踏まえてご提案くださ

い。

68

ハザードマップでは浸水３～５ｍエリアで
すが、町としてはBCP対策をどのように考え
ているでしょうか。又、宅盤の高さレベルに
ついての町の指標はございますでしょうか

BCP対策は各誘致企業で行っていただきま
す。宅盤の高さについての指標はありません
ので、ご提案ください。

69
調整池の管理につきましては、町がしてい

ただけるものと考えてよろしいでしょうか
久御山町で管理する予定です。

70

食品、農業に関連する企業を誘致する場合、
地下水が必要となってきますが、地区内及び
周辺地域の地下水、井戸の状況（水質等）に
ついてはいかがでしょうか

当該地区周辺の企業で、飲料水用に地下水
を利用されています。

71

雨水排水台帳（写し）の提供、もしくは閲
覧させていただけるでしょうか

雨水排水台帳につきましては、久御山町事
業建設部都市整備課で閲覧可能です。（閲覧を
希望される際は事前に事務局へご連絡くださ
い）

72
都市下水路は公共にて管理（清掃）してい

ただけるでしょうか
久御山町で管理する予定です。


