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■募集の概要 

竹岡健康学園は、昭和１０年７月に、児童の健康増進を目的とした夏季臨海学校として、

開校しました。その後、虚弱児童の健康教育を目的とした東京市立竹岡養護学園となり、昭

和１９年には、都立竹岡疎開学園として東京都の学童疎開に貢献しました。戦争が終了した

後は、昭和２１年５月に豊島区立竹岡養護学園として再スタートを切りました。昭和５３年

に「竹岡健康学園」に名称変更し、運営を続けてきましたが、平成２５年度に閉園しました。

閉園を機に今後の活用方法を検討して参りましたが、平成２６年度以降は、民間事業者に普

通財産の貸付を行いつつ現在に至っております。 

現校舎棟と体育館を新築してから三十年以上を経過し、当時と比べて区が遠隔地施設を

所有している意義も薄れてきており、区の財政負担の軽減を図るため、当施設を遠隔地施設

として有効に活用していただける民間事業者に売却（譲渡）することといたしました。つき

ましては、公募型プロポーザル方式により売却（譲渡）先を募集いたします。 

 

■売却（譲渡）する物件  

 ≪旧竹岡健康学園≫ 

 

  所在及び地番 地目 面積 

1 土地 

千葉県富津市竹岡字松原下３８０番１ 学校用地 2740㎡ 

千葉県富津市竹岡字松原下３８０番２ 宅地 122.31㎡ 

千葉県富津市竹岡字松原下３８３番１ 宅地 73.78㎡ 

千葉県富津市竹岡字松原下３８３番３ 宅地 14.73㎡ 

千葉県富津市竹岡字松原下３７８番２ 宅地 3.3㎡ 

千葉県富津市竹岡字松原下３８４番 宅地 135.53㎡ 

千葉県富津市竹岡字松原下３８５番 宅地 185.12㎡ 

千葉県富津市竹岡字松原下３８７番１ 宅地 1262㎡ 

千葉県富津市竹岡字松原下３８７番２ 宅地 39㎡ 

千葉県富津市竹岡字松原下３８７番５ 宅地 25.82㎡ 

千葉県富津市竹岡字松原下３８８番１ 宅地 114.87㎡ 

千葉県富津市竹岡字松原下３８９番 学校用地 704㎡ 

千葉県富津市竹岡字松原下３９０番６ 宅地 13㎡ 

その他 

（土地） 

※登記簿上の面積は５４３３．４６㎡ 実測 5995.57㎡ 

都市計画区域外（建築確認申請必要区域） 
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  符号 所在 構造・用途 延床面積 

2 建物 ① 同所所在 鉄筋コンクリート造２階建 521.04㎡ 
 

  竣工：昭和４２年３月３１日   

② 同所所在 鉄筋コンクリート造３階建 921.55㎡ 
 

  校舎   
 

  竣工：昭和４３年３月３０日   

③ 同所所在 鉄筋コンクリート造地下 1階付 1366.44㎡ 
 

  ２階建 寄宿舎・体育館   
 

  竣工：平成２年３月２２日   

その他 

（建物） 

登記：未登記（登記にかかる費用は事業者負担） 

アスベスト：あり 未分析 飛散の恐れのない措置を講じている 

ＰＣＢ：使用及び保管なし 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書：対象機器なし 
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土地及び建

物に係る付

属物 

土地に付属する樹木、看板その他設備及び建物に付属するプール・倉庫・

換気設備その他設備 

4 
設備・備品・

物品 

建物に備える机、いす、楽器、学校用具その他物品 

（別紙の一覧のとおり） 

 

■施設等の売却（譲渡）条件 

 

 １．財産に関すること 

（１）本件は施設の土地建物を現状有姿で売却（譲渡）するものです。解体撤去工事及び改修

工事のかかる一切の費用については、買受者（提案者）の負担とします。本区は、解体撤去

工事及び改修工事に起因して発生する損害等について、責任を負わないものとします。施設

は令和５年３月３１日までは民間事業者に貸付しております。 

（２）売却（譲渡）物件は売却（譲渡）後５年間は第三者に売却（譲渡）及び建物の解体はできな

いものとします。 

 （３）旧竹岡健康学園の土地境界は一部未確定箇所がありますが現状のまま引き渡します。 

（４）北側で４ｍの公衆用道路に、南側約４５ｍが幅員３ｍの富津市管理の赤道に等高に接面し 

ています。 

（５）建物は未登記です。建物保存登記が必要な場合は買受者の負担で買受者が行うこととし 
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ます。 

（６）（２）の期間経過後、施設を解体することがあった場合、豊島区と事前に協議することとしま

す。 

   

 ２．施設の運営に関すること 

  （１）施設活用用途（どのような施設として活用するか）をご提案いただきます。買受者は、引き渡 

しの日から最低５年間、この度の実施要項で提案いただいた施設として運営するものとします。 

  （２）土地建物を一括で売却（譲渡）します。ただし、当該施設は大自然の中で精神身体を健康 

に導くための養護施設、区民からも強い思い入れがある施設として長い間親しまれてきました。 

その意図を汲んだ上での施設の魅力的な活用提案を期待します。 

  （３）当施設をＮＰＯ「竹岡からこんにちは」が施設の一部を利用する際に、可能な限り優先して 

使用できるよう配慮を行っていただきます。使用部分は教室一室程度で費用は無償とします。 

使用頻度は年に２～３回程度です。 

  （４）買受者は本物件を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項に定める風俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営業

の用に使用してはなりません。 

（５）買受者は本物件を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の事務所の用に供してはなりません。 

  （６）買受者は本物件を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５条に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所の用に 

供してはなりません。 

   

 ３．議会の議決 

   このたびの物件売却（譲渡）にかかる契約に際しては地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

第９６条第１項第６号の規定による）により、豊島区議会の議決が必要となる場合があります。

令和５年第１回定例会に上程し、議決が得られないときは、この要項による譲受者としての決

定が無効となり、売却（譲渡）できなくなります。無効となった場合であっても、買受者は応募に

要した費用等について区に請求できません。 

 

＜参考価格：消費税抜＞   

旧竹岡健康学園 （土地） … ２１，１００，０００円  

     （建物） … ３５，５００，０００円  

  ※参考価格は「最低売却金額」ではありません。売却価格は売却（譲渡）先に決定した事業者

の提案する金額とします。建物には別途消費税がかかります。 
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４．その他 

  （１）売却（譲渡）に関連して生じる経費は買受者の負担とします。なお、売却（譲渡）物件は

令和５年４月１日以降、豊島区が指定する日に現状有姿のまま引き渡します。買受者に

おいて事業開始のために必要な修繕、備品購入等は、買受者の責任において負担して

いただきます。 

また、買受者は、売却（譲渡）契約締結後に売却（譲渡）物件に数量の不足その他契

約不適合のあることを発見しても、豊島区に対し損害賠償の請求又は契約の解除を求め

ることはできません。 

    （２）門の「竹岡健康学園」の表札と天皇来訪の記念碑（校舎入口左の石碑）、門扉の傍に建

造予定（令和 4 年度中に完成）の石碑については売却後に取り壊すことなく残してくださ

い。なお、既存の場所から同敷地内の別の場所へ移設することは可としますが、その場

合の移設先については区と協議して定めるものとします。 

（３）事前予約の取扱い他、現在の運営事業者との引継ぎが必要な場合は、買受者決定後、

事業者間において適宜行ってください。 
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募集・契約手続きの流れ （日時はやむを得ず変更することがあります） 

1 実施要項の公表 
□２０２２年（令和４年）９月１３日（火）から 

□実施要項及び関係書類は、本区ホームページから入手してください。 

   

2 現地見学会 □２０２２年（令和４年）９月２６日（月）実施予定 

   

3 
質問の受付 

及び回答 

□２０２２年（令和４年）９月２９日（木）午後５時まで 

□質疑については、質疑応答登録書（様式１）を提出した方を対象に質問

票（様式４）によって行います。質疑書に記入の上、電子メールにより提出

してください。質問に対する回答は、１０月６日に質疑応答登録を申込んだ

事業者にメール送付する予定です。 

   

4 
書類審査及び 

提案内容書類提出 

□２０２２年（令和４年）１０月５日（水）から１０月２０日（木）まで 

Ｐ１０記載の必要書類を提出していただきます。  

   

5 提案内容審査 
□提案内容についてプレゼンテーション及び質疑応答を実施します。 

□２０２２年（令和４年）１１月８日（火）を予定しております。 

   

6 
優先交渉権者 

決定通知 

□プレゼンテーション及び質疑応答終了後、審査委員会において、審査

項目に基づき審査し、優先交渉権者を選定します。 

□結果については、参加者全員に文書により通知します。 

   

7 売買仮契約 
□２０２２年（令和４年）１２月頃、優先交渉権者は区と施設運営にかかる協

定を取り交わした後に土地建物売買仮契約を締結します。 

   

8 売買代金の支払 
□売買仮契約締結日から２０日以内に売買代金の１０％（契約保証金）を

お支払いください。 

   

9 所有権の移転 

□所有権は売買代金の完納後、２０２３年（令和５年）４月１日以降で区の

指定した日に引渡しします（４月中旬以降予定）。 

□物件引渡し日における現状有姿で買受者に引渡し致します。 

 

 

 

ｖ 
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■プロポーザルの実施 

1．参加資格  

（１） 直近３年間の法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

（２）参加しようとする法人及び構成員が次の各項目に該当しないこと。 

①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（一般競争入札に関

わる契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者、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号に規定する団

体もしくはそ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下にある団体）に

該当する者。 

②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５条

及び第８条第２項第１号に掲げる処分を受けている団体に所属、または関与している者。 

③会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第１７条の規定に基づく更生手続き開始の申し立

て、又は同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件にかか

る同法施行による改正前の会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）第３０条に基づく更生

手続き開始（同法第１７４条に規定する再生計画認可の決定を受けている場合を除く）の

申立てがなされている者。 

④民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第２１条の規定に基づく再生手続き開始の申し立

て又は平成１２年３月３１日以前に同法附則第３条の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる和議事件にかかる同法施行による廃止前の和議法（大正 11 年法律第 72 号）

第１２条第１項の規定による和議開始の申立てがなされている者。 

⑤清算中の株式会社である事業者について会社法（平成 17 年法律第 86 号）第５１１条に

基づく特別清算の申立てがなされている者。 

⑥破産法（平成 16 年法律第 75 号）第１８条もしくは第１９条の規定による破産手続開始

の申立て、又は同法附則第３条の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件

にかかる同法施行による廃止前の破産法（大正 11 年法律第 71 号）第１３２条又は第１

３３条の規定による破産申し立てがなされている者。 

⑦豊島区競争入札参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置期間中である者。 

⑧東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和 62 年 1 月 14 日付 61 財経庶第 922 号）第

５条第１項に基づく排除措置期間、又は豊島区暴力団等排除措置要綱（平成 21 年 3 月 6

日総務部長決定）第３条第１項に基づく入札参加除外措置期間中である者。 
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 ２．スケジュール   

スケジュールは次のとおりです。ただし、やむを得ない事情により変更する場合があります。 

① 募集要項の配布開始 令和４年９月１３日（火）から９月２９日(木)まで 

② 参加意思表明書 令和４年９月１３日（火）から９月２９日（木）まで 

③ 質疑応答登録書受付 令和４年９月１３日（火）から９月２２日（木）まで 

④ 現地見学会申込 令和４年９月１３日（火）から９月２２日（木）まで 

⑤ 現地見学会 令和４年９月２６日（月） 

⑥ 質問受付 令和４年９月２９日(木)まで 

⑦ 質問に対する回答日 令和４年１０月６日(木)（予定） 

⑧ 書類審査・提案内容審

査書類提出 
令和４年１０月７日（金）から１０月２０日（木）まで 

⑨ 提案内容審査（プレゼン

テーション及び質疑応答） 
令和４年１１月８日（火）（予定） 

⑩ 優先交渉権者決定通

知 
令和４年１１月１１日(木)（予定） 

⑪ 売買（売却（譲渡））仮

契約 
令和４年１２月下旬（予定） 

⑫ 物件の引渡し 令和５年４月１日以降で豊島区が指定した日 

 

３．募集要項の公表 

    公表期間： 令和４年９月１３日（火）から ９月２９日(木)まで 

    豊島区遠隔地施設「旧竹岡健康学園」売却（譲渡）先公募プロポーザル実施要項は、豊島

区ホームページから入手してください。 

    豊島区ホームページ：  

    （区ホームページ「区政情報」⇒「入札・契約」⇒「プロポーザル関連情報」を検索してくださ

い） 

４．参加意思表明書 

    申込期間：令和４年９月１３日（火）から 令和４年９月２９日（木）まで 

 

５．質疑応答登録書 

   申込期間：令和４年９月１３日（火）から 令和４年９月２２日（木）まで 

    参加意思表明書・質疑応答登録書は豊島区ホームページから入手してください（区ホーム

ページ「区政情報」⇒「入札・契約」⇒「プロポーザル関連情報」を検索してください）。 
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    ★以下のア～イについては質疑応答登録をした事業者のみを対象とします。 

ア． 本プロポーザルに関して質問期間に受け付ける質疑。 

イ． 質問に対する回答書の交付 

 

  ＜提出先＞ 

    参加意思表明書は、令和４年９月２９日(木)午後５時までに、質疑希望者は、令和４年９月２

２日（木）午後５時までに質疑応答登録書を、豊島区役所本庁舎７階財産運用課用地グ

ループ窓口まで原則持参のうえ登録申込を行ってください。 

 

６．現地見学会 

    土地・建物の現地見学会を実施します。参加を希望する場合は、豊島区役所本庁舎７階財

産運用課用地グループ窓口まで現地見学会参加申込書を原則持参のうえお申込みくださ

い。1 施設あたり 1 事業者 1 回限り、3 名まで。現地集合。希望事業者が多数の場合は見

学時間を調整することがあります。 

    現地見学会申込期間：令和４年９月１３日（火）から令和４年９月２２日（木）まで 

 

    見学会日時（見学時間１時間程度） 

    旧竹岡健康学園：令和４年９月２６日（月）午前１０時 現地集合 

    ※営業中のため見ることができない場所もあります。 

 

７．質疑の受付及び回答 

    質疑書に質疑の要旨をまとめ、担当部局へ電子メールでご提出ください。 

     提出先 

●豊島区財産運用課電子メールアドレス： A0011502@city.toshima.lg.jp 

    受付期間：令和４年９月２９日（木）午後 5時まで 

    回  答：令和４年１０月６日(木)に電子メールにて回答予定です。  

mailto:A0011502@city.toshima.lg.jp
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８．審査書類の提出 

  （１）【資格審査用】提出する書類 

    ア．会社概要・事業経歴書（様式第 3号） 

    イ．誓約書（様式第 5号） 

    ウ．暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書（様式第 6号） 

    エ．印鑑証明書（発行後、3か月以内の原本に限る） 

    オ．法人登記事項証明書（履歴事項証明書） 

    カ．国税の納税証明書（「法人税」、「消費税及び地方消費税に滞納がないことの証 

明書＜法人用＞） 

    キ．「法人都道府県民税及び法人市町村民税」の納税証明書（法人都道府県民税及 

      び法人市町村民税の滞納がないことの証明書） 

    ク．定款（複写可） 

    ケ．会社案内（パンフレット可） 

    コ．決算書（直近 3期分の貸借対照表、損益計算書、連結キャッシュフロー計算 

書、連結決算を行っている場合は、直近 3期分の連結貸借対照表、連結損益計 

算書、連結キャッシュフロー計算書も提出のこと） 

      ※非上場企業等の場合で、キャッシュフロー計算書を作成していない場合は 

キャッシュフロー計算書の提出は不要とします。 

     

    ※提出部数は正本１部、副本（写し）１部とし、A4フラットファイルに綴じて提出してください。 

    ※上記により難い書類がある場合は、あらかじめ本区担当課と協議し、当該書類に準じた内

容の書類を提出してください。 

    ※提出書類にはインデックス（記号も）をつけること。 

    ※提出書類の追加、差し替え、訂正はできません（本区から指示があった場合を除く）。 

    ※提出期限までに必要書類が整わない場合には、受付できません。 

    ※代理人がこの募集に応募した手続きを行う場合は委任状（様式第 13号）を提出してくださ

い（１部）。 

 

（２）【提案内容審査用】 

  ＜提案上の注意事項＞ 

     ◆購入価格の提案にあたっては、■施設等の売却（譲渡）条件の「３ 参考価格」を参考に

0 円以上の購入金額を提案してください（「参考価格」は最低売却価格ではありません

のでご注意ください）。 

      売却価格は売却（譲渡）先に決定した事業者の提案する金額とします。 

      なお、提案額は土地・建物に分けてご提案いただきます（例：土地３０００万・建物４０００

万 総額７０００万など）。決定した建物の売買金額には別途消費税がかかります。 
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     ◆提出する書類 

      ア．参加意思表明書（様式第２号）※提出済みの事業者は不要 

イ．提案書（様式第７号） 

      ウ．経営全般に対する考え方（様式第８号） 

      エ．維持管理業務説明書（様式第９号） 

      オ．運営企画書（様式第 10号） 

      カ．収支見込説明書（様式第 11号） 

      キ．開業に向けたスケジュール（様式第 12号） 

      ※提出部数は 10部（正本１部、副本 9部）A4スライドレールファイル 10冊に綴じて提出

してください。インデックスをつけること。副本には「事業者名」は入れないこと。 

      ※上記の内容（副本）を格納した CD枚も提出してください。 

      ※様式記載があれば、添付のファイル以外を使用することも可能です。 

 

  （３）提出先 

〒171－8422 豊島区南池袋２－４５－１ 

豊島区役所本庁舎７階 財産運用課用地グループ窓口に提出又は郵送してください。 

（４）提出期限 

     令和４年１０月２０日（木）午後５時まで（必着）  

 

９．書類の審査 

   応募者が参加資格要件を満たしているかどうかについて、資格審査書類を確認することで審 

査を行います。要件を満たさないと判定されたものは、この時点で失格となります。 

                      

１０．提案内容の審査 

 提案内容は提案書及び、プレゼンテーションの内容により審査します。 

 

１１．プレゼンテーション等の実施 

    応募した事業者には、提出した提案書に基づき、下記日程でプレゼンテーションを行ってい 

ただきます。 

   日時：令和４年１１月８日（火） 予定 

   場所：豊島区役所 ８階 教育委員会室（予定） 応募事業者のプレゼンテーション及び質疑

応答を行ったうえで書類、プレゼンテーション、質疑応答での提案内容について審査判定

します。 
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◆評価の視点 

   （１）経営状況                         配点 10点 

   （２）施設運営実績    配点 10点 

（３）提案金額     配点 30点 

（４）経営理念・方針等    配点 10点 

（５）維持管理体制    配点 10点 

   （６）自由提案          配点 10点 

   （７）維持管理と事業計画の実効性、安定性  配点 10点 

   （８）地元地域に対する考え方   配点 10点 

  

   ※６人の選定委員が審査し、合計６００点満点 

 

１２．優先交渉権者決定 

    本区では、選定委員会の審査結果を基に、最高得点の事業者を優先交渉権者に決定しま 

す。 

※審査の結果は応募者全員に文書で通知します。 

令和４年１１月１１日(木)に発送予定。 

     

１３．その他 

①書類提出後に手続き途中で辞退する場合は、あらかじめ財産運用課用地グループへ電話

で連絡のうえ、辞退届（任意様式）を財産運用課に提出してください。 

②本区が配布及び公表する資料は、応募に関する検討以外の目的で使用することを禁じま

す。 

③業者から提出された書類は返却しないものとし、選定目的以外には使用しません。ただし、

事業者名、提案概要については公表する場合があります。 

④事業者は提案内容や区との協議事項、交渉内容について守秘義務を遵守することとし、事

前に本区の承諾がないまま公表してはなりません。 

⑤不可抗力によりプロポーザルを公正に執行することができない恐れがあると認めたとき

は、すでに公告もしくは通知した事項の変更又は当該プロポーザルを延期もしくは中止

することがあります。この場合においては、事業主は本プロポーザルに要した経費を本区

に請求することはできません。 
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●プロポーザル・不動産の売買に関すること 

〒171－8422 豊島区南池袋２－４５－１ 

豊島区 総務部財産運用課 用地グループ 竹川 

電話  03-3981-4571  FAX03-3980-5164 

E-mail A0011502@city.toshima.lg/jp 

最寄駅：池袋駅（ＪＲ・東武・西武・東京メトロ） 

    東池袋駅（東京メトロ）雑司ヶ谷駅（都電） 

mailto:A0011502@city.toshima.lg/jp

