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１．七飯町道の駅エリア民間活力導入事業の趣旨 

 七飯町では、道南地域の交通結節点という立地条件を活かし、災害時の防災・

地域振興や情報発信など七飯町の魅力を様々な人に伝え、次世代に「七飯らしさ」

を継承し、地域活性化につながる拠点として道の駅の整備を進めています。 

道の駅に必要な地域連携機能である飲食提供機能、特産品等販売機能、文化振

興機能は、集客の核となる機能であり、専門的なノウハウが必要となる事から、

道の駅と同一エリア内に民間活力の導入を図り、道の駅と相互に連携し、集客へ

の相乗効果を期待するものです。 

 

 

２．本募集要項の位置づけ 

 本要項は、七飯町道の駅基本計画における民間活力の導入にかかる事業者を

選定するために実施するプロポーザルの内容について、規定するものです。なお、

本要項および別紙資料の内容について、既に公表している方針や資料の内容と

相違がある場合には、本要項及び別紙資料の内容を優先することとします。 

 

３．事業内容に関する事項 

（１）名称 

  七飯町道の駅エリア民間活力導入事業 
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（２）対象地等 

  ア 所在地番および面積等 

所在地（地番） 面 積 所有者 

七飯町字峠下３７９番１ 他 地内 約２，０００㎡ 七飯町 

   ※資料１－１七飯町道の駅位置図 １－２七飯町道の駅配置図参照 

 

 イ 用途地域及び法令上の制限等    

用途地域 準都市計画区域 特定用途制限地域：流通工業地区 

防火指定 法２２条地域 

日影規制 規制なし 

建ぺい率 ６０ ％ 

容積 率 ２００％ 

上水・下水等 上水道（七飯町）、電気（北海道電力㈱）、は整備済。 

下水道は計画対象区域外のため、浄化槽の設置が必要

（助成制度あり※七飯町ホームページ参照） 

 

 ウ 周辺道路等の状況 

  ・西側 町道峠下４号線 幅員１１．０ｍ（国道側）～１０．０ｍ（民家付 

近） 

  ・東側 普通河川 新道川 

  ・北側 普通河川 新道川、民間敷地 

  ・南側 一般国道５号線 幅員４２．０ｍ 

 

  エ 対象地の現況 

  ・峠下地区は、ＪＲ新函館北斗駅から一般道道新函館北斗停車場七飯線を通 

じて車で５分程度、北海道縦貫自動車道七飯ＩＣ（仮称）予定地から２分 

程度であり、交通の要衝として発展が期待される地区です。 

  ・周辺民間観光施設として、北海道昆布館、ラッキーピエロ峠下総本店があ 

り、各々年間３０～５０万人／年の入込があります。 

  ・当該敷地は平成２８年度に造成工事を行っています。 

  ・平成２９年６月より、道の駅建築工事を行い、平成２９年１２月完成、 

平成３０年３月開業を予定しています。民間活力導入施設の建築工事に 

ついては、道の駅の建築工事及び、営業へ支障のないようご配慮ください。 

 

（３）事業形態 

  本事業は、町有地に七飯町財務会計規則（平成１９年規則第２５号）及び借 
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 地借家法（平成３年法律第９０号）に基づき、事業用定期借地権を設定し、事 

 業者が施設の設計、建設、所有及び運営を行います。 

 

 事業スキームのイメージ 

 
（４）スケジュールおよび契約等の流れ 

 事業スケジュール（予定） 

   予定時期 項目 

平成２９年 ４月１０日（月） 募集要項の公表 

平成２９年 ４月１７日（月） 

～６月１５日（木） 

質疑書の受付期間 

（回答は随時行います） 

平成２９年 ６月 １日（木） 応募書類の受付開始 

平成２９年 ６月３０日（金） 応募書類の受付締切 

平成２９年 ７月 審査委員会による応募者ヒアリング 

平成２９年 ８月 審査結果公表（最優秀提案者選定） 

平成２９年 ９月 事業協定締結・・・ア 

事業者決定 

事業協定締結後６ヶ月以内 事業用定期借地権設定契約・・・イ 

建設工事着手 

 



4 

 

ア 事業協定 

   七飯町が設置し、有識者等で構成する「七飯町道の駅エリア民間活力導 

入事業プロポーザル審査委員会」（以下「審査委員会」という。）から最優 

秀提案者の推薦があったときには、七飯町および七飯町道の駅運営法人 

は、最優秀提案者と事業協定を締結する旨の決定をそれぞれで行います。 

その後、最優秀提案者と、事業実施に向けた基本的事項に関する協議・調 

整を経て、事業用定期借地権設定契約に向けた三者の協力義務等を定め 

た事業協定を締結します。この事業協定により、本事業の事業者として決 

定します。 

   イ 事業用定期借地権設定契約 

    事業協定に基づき、事業者は、本施設の建設および所有を目的とする 

事業用定期借地権設定契約を七飯町と締結します。 

 本契約は建設工事着手日以前に締結することとします。 

 

４．プロポーザルに関する事項 

（１）名称 

  七飯町道の駅エリア民間活力導入事業プロポーザル 

 

（２）概要 

  「七飯町道の駅基本計画」に基づき、当該土地を賃借する事業者を募集・選 

定します。 

 

（３）問合せ先 

  七飯町経済部商工観光課商工支援係 

  住所 〒041-1192 七飯町本町 6丁目 1-1 

  電話 0138-65-2517 FAX 0138-66-2054 

  e-mail shoukoukankou@town.nanae.hokkaido.jp 

 

（４）最優秀提案者の選定 

  審査委員会が事業提案を総合的に評価し、最優秀提案者を町長に推薦しま 

す。 

（５）募集手続き等 

  ア 募集要項及び別紙資料の配布 

（ア）配布期間 

    平成２９年４月１０日（月）～６月２３日（金） 

（土日祝日を除く、役場庁舎開庁日の午前９時から午後５時まで） 
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（イ）配布場所 

    七飯町経済部商工観光課商工支援係 

    七飯町ホームページでも公表します。 

（http://www.town.nanae.hokkaido.jp/） 

イ 質疑応答 

  （ア）受付期間 

    平成２９年４月１７日（月）～６月１５日（木） 

土日祝日を除く、役場庁舎開庁日の午前９時から午後５時までに行っ 

てください。 

  （イ）提出方法 

    質疑書（様式１）にまとめ、持参、ＦＡＸまたは電子メールにより七飯 

町経済部商工観光課へ提出してください。 

 ※ＦＡＸおよび電子メールの場合は、電話で送達確認を行ってくださ 

い。 

七飯町経済部商工観光課商工支援係 

    住所 〒041-1192 七飯町本町 6丁目 1-1 

    電話 0138-65-2517 FAX 0138-66-2054 

Mail  shoukoukankou@town.nanae.hokkaido.jp  

    ※持参および送達確認は、受付期間内に行ってください。 

    ※電話または口頭による質疑は受け付けません。 

  （ウ）回答方法 

    七飯町ホームページへ随時掲載 

    ※質疑書を提出した法人名等は公表しません。 

    ※意見表明と解されるもの等には回答しないことがあります。 

ウ 応募書類の提出 

  （ア）受付期間 

    平成２９年６月１日（木）～６月３０日（金） 

土日祝日を除く、役場庁舎開庁日の午前９時から午後５時まで 

  （イ）提出場所 

    七飯町経済部商工観光課商工支援係 

    住所 〒041-1192 七飯町本町 6丁目 1-1 

    電話 0138-65-2517 FAX 0138-66-2054 

  （ウ）提出方法 

    本要項に規定する所定の書類、部数を揃えて、必ず持参により提出して 

ください。 

    ※郵送、ＦＡＸおよび電子メールでの提出は受け付けません。 
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  エ 審査委員会によるヒアリング 

   ・応募者からの提案書類に関して説明を求めます。 

   ・ヒアリングには最大５人まで出席できます。 

   ・グループで応募する場合は、各構成員の法人から１人以上出席してくだ 

    さい。 

   ・ヒアリングは平成２９年７月を予定しています。 

   ・実施日時や実施方法は応募書類の受付締切後にご連絡します。 

オ 最優秀提案者の選定 

   ・平成２９年７月末までに選定する予定です。審査結果はすべての応募者 

    に書面で通知します。グループで応募した場合は代表法人に通知しま 

す。 

   ・提出書類、審査に対する質問や異議には一切応じません。 

カ 最優秀提案者との協議 

   ・審査結果の公表後、七飯町および七飯町道の駅運営法人と最優秀提案者 

が協議し、事業実施に向けた基本的事項に関する協議・調整を行い 

ます。 

キ 事業者の決定 

   ・最優秀提案者との協議が整い次第、平成２９年９月下旬を目途に事業協 

    定を締結し、七飯町道の駅エリア民間活力導入事業の事業者として決 

定します。 

 

５．応募に関する事項 

（１）応募者の資格、構成等 

応募者の資格、構成等は次のとおりとします。 

ア 応募者は、事業者として土地賃借、建物の所有・賃借を行う者で、提案     

 施設の設計・建設および事業期間中に継続した運営ができる十分な資金 

力と経営能力、優れた企画力を有し、かつ、計画の実現について過去の経 

歴および実績ならびに社会的信用を有する法人または、複数の法人で構 

成されるグループであること。 

イ グループで応募する場合は、構成員の中から代表法人（土地を賃借する 

 法人）を定めること。 

ウ 一つの法人が複数の応募をすることはできないこと。グループで応募 

 する場合も一法人とみなし、一つの提案を行うものとすること。 

エ 応募者及びそのグループの構成員は、ほかの応募者の構成員になるこ 

 とはできない。 

※応募書類提出以降における構成員の変更および追加は、原則として
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認めません。 

 

（２）応募者・構成員等の制限 

  応募者またはその構成員となる者は、次の条件を満たしていなければな 

 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 

   該当しないこと。 

  イ 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）等に基づく更正または再生手続を行っている法人でない 

こと。 

  ウ 銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経 

   営状況が不健全であると判断される法人でないこと。 

  エ 七飯町指名競争入札参加資格指名停止等措置要綱（平成２０年４月１ 

   日施行）による指名停止を、応募書類提出の際、現に受けていないこと。 

  オ 七飯町暴力団排除条例（平成２７年４月１日施行）による入札参加除外 

   措置を応募書類提出の際、現に受けていないこと。 

  カ 公租公課を滞納していないこと。 

  キ 審査会委員が自ら主宰しまたは役員もしくは顧問となっている営利法  

   人その他の営利組織でないこと。 

 

（３）応募書類 

  応募書類は次のとおりです。 

  ※ア、イ、ウ、エは、分冊で提出すること。 

  ※書類に記載する文字は１２ポイント以上の大きさとすること。 

 

資料名・部数 備  考 

ア 応募申込書 

（様式２－１）・・・１部 

 

イ 構成員調書 

（様式２－２）・・・１部 

・グループで応募する場合のみ 

ウ 基本事項資料 

（様式３－１） 

・・・正本１部 副本１０部 

・グループで応募する場合はすべての構

成員のもの 

・副本はコピーでも可 

・Ａ４判縦方向長編綴じ  

 (ｱ)会社概要書（様式３－２） ・会社案内等の添付も可 

 (ｲ)誓約書（様式３－３）  
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 (ｳ)定款  

 (ｴ)法人登記簿謄本 ・交付から３ヶ月以内のもの 

 (ｵ)印鑑証明書 ・交付から３ヶ月以内のもの 

 (ｶ)決算書 

 ・貸借対象表 

 ・損益計算書 

 ・営業報告書 

 ・利益金処分計算書 

・最近期３期分のもの 

 (ｷ)納税証明書 

 ・都道府県税 

 ・七飯町税 

 ・消費税及び地方消費税 

 ・法人税 

・最近期のもの 

エ 事業企画資料 

（様式４－１） 

・・・製本１０部 製本なし１部 

ＣＤ－Ｒ １枚  

・Ａ３判横方向短編綴じ 

・片面印刷 

・ＣＤ－Ｒは下記(ｱ)～(ｴ)を保存したも

の 

 (ｱ)事業企画概要総括書 

（様式４－２） １ページ 

・事業企画の概要を記載すること。 

 (ｲ)事業計画書  

  a 提案趣旨 

（様式４－３） 

２ページまで 

・事業の基本方針、コンセプト 

・各審査項目に対してアピールしたい事

項 

  b  事業スキーム 

（様式４－４） 

２ページまで 

・事業概要 

※応募者や構成員、その他の法人の役割

や関わり等について、その法人名と具体

的な内容を記載するとともに、その実現

性も含め記載すること。 

  c 施設管理運営計画 

（様式４－５） 

・管理運営体制、手法等 

  d 賃貸借期間 

（様式４－５） 

・工事期間、開業準備期間および営業期

間を合算した期間を賃貸借期間としま

す。 

・工事期間および開業準備期間は、必要

な期間を月単位で、営業期間は年単位で

提案 
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  e 事業スケジュール 

（様式４－６） 

・施設開業までの設計・施工・各種申請、

開業日等を記載 

  f  事業収支計画 

（様式４－７、８、９） 

・事業収支計画の概要 

・資金調達計画 

・投資計画 

・損益計画 

・資金計画 

  g その他 a～fの計画等

に関し参考となる資料 

・入居テナントの構成等 

 (ｳ)施設計画書 ・縮尺は任意 

・図面は、右下段に図面名、図面番号、

縮尺を記載すること。 

  a 施設内容説明書 

（様式５）２ページまで 

・施設全体の構成と内容説明ほか 

・各審査項目に対してアピールしたい事

項 

  b 建築諸元 ・建物用途、構造、階数、高さ、建築面

積、延べ面積、建ぺい率、容積率、用途

別各階延べ面積等の建築諸元を記載す

ること。 

  c 配置計画図 ・外構も含め全体を表現 

  d 各階平面図  

  e 立面図  

  f 断面図  

  g イメージ図  

 公開用提案資料 

（様式６）１ページ 

・法人名等が、判別できないようにする

こと。 

・事業の基本方針、コンセプトを記載。 

・イメージ図 

 

６．提案に関する条件 

（１）民間施設および施設計画全般、土地利用に関する条件 

  民間施設および施設計画全般の事業提案にあたっては、次の条件を遵守し 

てください。 

  ア 隣接する道の駅本体では別紙事業内容（※資料２－１、２－２）を予定 

   しており、また周辺では、別紙周辺図（※資料３）のとおり飲食店等が営 

   業を行っていることから、可能な限り重複しないよう考慮すること。 
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イ 新たな賑わいの創出が期待でき、町民や観光客の集客方策について具 

体的に計画していること。 

  ウ 雇用の創出や周辺事業者等への経済効果が期待できること。 

    （従業員、パート職員等の雇用については、可能な限り七飯町民を優先 

してください。） 

  エ 隣接する七飯町道の駅と相互に連携し、道の駅の魅力と集客率向上を 

図ること。 

  オ 自動車、歩行者、搬入車両等の関係に配慮した動線計画であり、町で整 

   備する道の駅駐車場との位置および規模が適切であること。 

  カ 施設計画および運営に関して、環境、福祉、防災、防犯等に配慮した計 

   画であること。 

  キ 七飯町道の駅基本計画における、民間活力に期待する地域連携機能に 

加え、南北海道の特産品を幅広く取り扱うこと。 

 

（２）着工条件 

  事業協定締結後、６ヶ月以内に提案に基づく建築物等の建設に着工してく 

ださい。なお、６ヶ月以内に着工できない場合においても、６ヶ月以内に事業 

用定期借地権設定契約を結んでいただきます。 

 平成２９年６月より七飯町道の駅の建築工事を行っており、平成２９年 

１２月完成、平成３０年３月に開業予定です。民間活力導入施設の建築工事に 

ついては、道の駅の建築工事及び、営業へ支障のないようご配慮ください。 

 

７．土地の貸付条件 

（１）契約の種類 

  借地借家法第２３条の規定に基づく事業用定期借地権設定契約とします。 

契約は七飯町と事業者が行います。なお、公正証書作成に関する費用は事業 

 者が負担するものとします。 

 

（２）賃貸借期間 

  原則として、工事期間（工事着工日から工事竣工日まで）、開業準備期間（工 

事竣工日から開業日まで）および営業期間（開業日から土地返還日まで）を合 

算した期間を賃貸借期間とします。ただし、６ヶ月以内に着工できない場合に 

おいては、６ヶ月以内に事業用定期借地権設定契約を締結することとします。 

なお、賃貸借契約期間は七飯町財務会計規則第１５９条第１号に基づき 

３０年未満とします。 

工事期間および開業準備期間は、必要な期間について月単位で提案を行っ 
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てください。 

 

（３）貸付対象地及び面積 

貸付者 所在地 面積 

七飯町 七飯町字峠下３７９番１ 他 地内 約２，０００㎡ 

    

（４）貸付料 

  貸付料は、以下の金額とします。なお、改定方法、算定式につきましては事 

業用定期借地権設定契約の中で定めることとします。 

貸付者 貸付料 

七飯町 １，３７２，０００円／年 

  ア 七飯町財務会計規則に基づき、貸付期間が１月以上の土地の貸付料に 

 ついては使用の期間が１年に満たないか又は１年に満たない期間がある 

ときは当該期間については月割計算により、その期間が１月に満たない 

期間があるときは当該期間については日割計算により算定します。その 

額に１０円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとし 

ます。 

  貸付料については、当該年度の前年度の固定資産税の評価額を算定す 

る方法によって算定した価格の１０分の１を乗じた価格とするものとし、 

 当該貸付料に変更が生じたときは町より通知します。（平成２９年度近傍 

地評価額６，８６０円／㎡） 

  土地価格の上昇その他の経済事情の変動等により貸付料が不相当とな 

 ったときは双方協議の上改定できるものとします。 

    

イ 貸付料の他、外構維持管理についての負担を求めます。 

 共用する外構施設：駐車場の管理費（除排雪費、清掃費、外灯・看板電気 

料、交通整理人等）、雨水調整池管理費（草刈、清掃費）、その他 

外構維持管理負担金 ９２８，０００円／年（概算金額） 

※内訳 全体費用概算 

・除排雪費：除雪費：１回あたり１２０，０００円×１５回＋排雪費 

５００，０００円×１回＝２，３００，０００円 

・駐車場清掃費：１時間×１，０００円×１８０日＝１８０，０００円 

・外灯・看板電気料：年間１２０，０００円 

・混雑時の交通整理人：年間３０日間  

３名×１１，０００円＝９９０，０００円 

・調整池管理費：草刈、清掃費 年間 １２０，０００円 
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概算合計 ３，７１０，０００円 

※道の駅本体周辺の面積 約６，０００㎡ 民間施設約２，０００㎡によ 

 り負担割合を道の駅本体が３／４、民間施設が１／４とします。 

 なお、外構維持管理費は指定管理者に支払うものとし、気象条件等によ 

り維持管理費が見込みより２割以上増減した場合、町・指定管理者と協 

議して上記金額を変更するものとします。 

 

（５）保証金 

  月額貸付料の１２ヶ月分とします。 

  なお、保証金は、賃貸借の終了後に債券債務を相殺の上、無利息で返還しま 

す。また、月額貸付料が改定されても保証金の増減は行いません。 

 

（６）貸付料、外構維持管理負担金および保証金の支払方法 

  ア 貸付料 

   貸付料の支払は、土地引渡し時点から行うものとし、毎月、七飯町が定め 

る方法により翌月分の月額貸付料を支払うことを基本とし、事業用定期借 

地権設定契約で決定します。 

  イ 外構維持管理負担金 

   外構維持管理負担金の支払は、土地引渡し時点から行うものとし、上記の 

賃借料との合計額を毎月、指定管理者が定める方法により翌月分の月額維 

持管理負担金を支払うこととします。 

  ウ 保証金 

   保証金の支払は、事業用定期借地権設定契約の締結時にすべて支払うも 

のとします。 

 

（７）借地権の譲渡・転貸 

  事業者は、書面による七飯町の事前承諾を得ることなく借地権の譲渡また 

は転貸を行うことはできません。 

 

（８）事業用定期借地権の再設定 

  原則として事業用定期借地権の再設定は行いません。 

 

（９）賃貸借期間満了時の取扱い 

賃貸借期間満了時には、借地借家法第２３条の規定により、すべての建築 

物その他の工作物を収去し、事業対象地を七飯町へ返還することが原則とな 

ります。 
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  七飯町と事業者は、賃貸借期間満了後の取扱いについて必要な事項の決定、 

事務手続等を行うため、賃貸借期間満了日の３年前から協議を行うこととし 

ます。 

 

８．審査に関する事項 

（１）審査方法 

  応募者から提出された基本事項資料および事業企画資料について、「資格  

 審査」および「提案審査」の２段階に分けて総合的に審査を行います。 

  審査の結果について、最優秀提案者が該当なしとなる場合もあります。 

 

（２）審査結果の公表 

  審査結果はすべての応募者に書面にて通知します。グループで応募した場 

合は代表法人に通知します。なお、次の内容については、七飯町ホームペー 

ジにて公表します。 

 ・最優秀提案者の応募者名（最優秀提案者以外の応募者名は公表しません。） 

 ・審査結果（最優秀提案者の選定理由） 

  

（３）資格審査 

  ・提出資料等に基づき、本プロポーザルへの参加資格を確認します。 

  ・本要項に規定する資格要件を満たしているか、その他関係法令および条 

例・要綱等を遵守し、抵触していないか、書類に不備がないか確認します。 

  ・資格不備の場合、虚偽の記載がある場合または公正な競争を阻害する行為 

があった場合は失格とします。 

 

（４）提案審査 

  事業提案に対する評価を基に、審査委員会における委員の合議により、最優 

秀提案者を選定します。 

  ア 審査項目における採点方法 

   事業提案の審査については絶対評価で行い、次の採点段階区分表の区分 

により当該段階ごとに設定した得点を与えます。 

 

採点段階区分表 

段階 当該項目の評価 得点 

Ａ 優れている 各項目の配点×1.0 

Ｂ やや優れている 各項目の配点×0.8 

Ｃ 普通である 各項目の配点×0.6 
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Ｄ やや劣っている 各項目の配点×0.4 

Ｅ 劣っている 各項目の配点×0.2 

 

（５）審査項目と配点 

提出資料を基に、地域の活性化に寄与し、将来にわたって持続的な事業とな 

っているかなどについて審査を行います。 

 

審査項目と配点 配点 

１．事業計画に関する評価【90点】 

 ①実現性【30点】  

  ・経営状況および信用力が良好で、適切な資金調達計

画および投資計画が立案されていること。 

30点 

 ②確実性、継続性【60点】  

  ・事業の損益計画および資金計画が適切であること。 20点 

  ・事業実施体制が適切に構築されており、長期的な管

理・運営が望めること。 

20点 

  ・事業スケジュールが適切であること。 10点 

  ・事業リスクへの対応策が備わっていること。 10点 

２．地域振興に関する評価【20点】 

 ①地域性【20 点】 

  ・主たる事業所が七飯町内に所在していること。 5点 

  ・七飯町内からの仕入れや、七飯産食材を活用する計

画で、町内の産業振興に配慮していること。 

15点 

３．施設計画に関する評価【90点】 

 ①基本的事項【20点】  

  ・自動車、歩行者、搬入車両等の関係に配慮した動線

計画であり、町で整備する道の駅の駐車場との位置お

よび規模が適切であること。 

10点 

  ・施設計画および運営に関して、環境、福祉、防災、防

犯等に配慮した計画であること。 

10点 

 ②事業効果【70点】  

  ・七飯町内の雇用の創出、七飯町内の事業者等への経

済効果が期待できること。 

20点 

  ・七飯町道の駅基本計画における地域連携機能中、七

飯町の歴史、文化コーナーが設置されていること。 

5点 
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  ・七飯町道の駅基本計画における地域連携機能中、体

験工房が設置されていること。 

5点 

  ・七飯町道の駅基本計画における地域連携機能中、飲

食コーナーが設置されていること。 

5点 

  ・七飯町道の駅基本計画における地域連携機能中、南

北海道の特産品を幅広く取り扱っている土産品コーナ

ーが設置されていること。 

5点 

  ・町民や観光客の集客方策について具体的に計画して

いること。 

10点 

  ・隣接する道の駅との連続性を持った事業内容である

とともに、周辺地域とも一体性があり、相乗効果が期

待できること。 

20点 

合  計 200点 

 

９．契約に関する事項 

 七飯町と事業者が締結する事業協定および事業用定期借地権設定契約の主な

内容を以下に記載します。 

（１）保証金 

  保証金の支払は、事業用定期借地権設定契約の締結時にすべて支払うもの 

とします。 

 

（２）契約の途中終了等 

 ア 事業者の債務不履行等による場合 

  事業者が次の事項に該当すると認められる場合は、七飯町は必要に応じ 

て事業者と事業の継続方法等について協議を行います。その結果、七飯町が 

事業の継続の見込みがないと判断した場合は事業協定を解除し、事業用定 

期借地権設定契約をしない、または既に締結したこれらの契約を解除する 

ことができるものとします。 

（ア）当該プロポーザルの応募申込みに際して虚偽の記載をした場合 

（イ）七飯町の催告にもかかわらず事業者の債務不履行が是正されない場 

合（貸付料の支払については、３ヶ月以上遅延した場合） 

（ウ）事業対象地を事業協定および事業用定期借地権設定契約の内容以外 

の用途に供した場合 

（エ）事業者が支払不能を表明した場合、解散もしくは営業停止、民事再 

   生手続の申し立て（自己申立てを含む。）その他これに類する法的倒 

産処理手続の申立てがあった場合または手形変換所の取引停止処分 
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を受けた場合 

（オ）営業譲渡の決議がされた場合、強制執行の申立て、競売申立て、仮処 

分の申立てを受けた場合。 

（カ）その他事業協定および事業用定期借地権設定契約を解除した場合の 

   取扱いは下記のとおりとします。 

    ・事業者は、月額貸付料の１２ヶ月分以上を違約金として七飯町に支払 

わなければならないものとします。この場合、施設を解体し更地にし 

て七飯町に返還することを基本として、七飯町と事業者の協議によ 

り施設の取扱いを決定します。なお、事業者が負担した設計費用、建 

設費等、必要経費、有益費その他一切の費用は返還しません。 

イ 不可抗力または法令変更による場合 

  不可抗力または法令変更により、長期にわたる事業停止等が生じまたは 

事業実施に過大な追加費用が発生する等事業の継続が困難であると認めら 

れる場合に、七飯町と事業者は協議のうえ、事業を終了し、本事業関連契 

 約を締結しないまたは解除することができます。この場合、当該事態の発生 

 時点における施工状況および事業実施状況等を鑑み、七飯町と事業者の協 

議により施設の取扱いを決定します。 

 

（３）建物の賃貸借等に関する事項 

  事業者が建物の全部または一部を第三者に賃貸借するときは、事前に書面 

により七飯町の承諾を得ることとします。 

  また、当該第三者に対し、「当該建物が事業用定期借地権を設定した土地の 

上に建設されているものであり、当該事業用定期借地権は事業用定期借地権 

設定契約の終了時に消滅すること」を書面で約定してください。 

 

（４）建物および借地権（賃借権）の譲渡・転貸 

  事業者が建物の全部または一部を第三者に譲渡する場合、また、これに伴い 

借地権（賃借権）を譲渡・転貸するときは、事前に書面により七飯町の承諾を 

得ることとします。 

また、当該第三者に対し、「当該建物が事業用定期借地権を設定した土地の 

上に建設されているものであり、当該事業用定期借地権は事業用定期借地権 

設定契約の終了時に消滅すること」を書面で約定してください。 

 

（５）権利制限等に関する事項 

  事業者が以下の行為をしようとするときは、事前に書面により七飯町の承 

認を得ることとします。 
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  ア 建物に抵当権その他の権利を設定しようとするとき。 

  イ 事業者が提出した事業計画および施設計画の内容を変更するとき。 

  ウ 建築物の建設に伴い、通常必要とされる程度を超えて、本件土地の現状 

   を変更しようとするとき。 

 

（６）通知義務 

  事業協定締結後、次に定める事項等が生じた場合は、直ちに七飯町へ通知す 

ることとします。 

ア 事業者が支払不能を表明した場合、解散もしくは営業停止、民事再生手 

 続の申立て（自己申立てを含む。）、破産手続開始、会社更生手続開始、会 

社整理の開始、特別清算開始の申立てがあった場合または手形変換所の 

取引停止処分を受けた場合 

イ 営業譲渡の決議がされた場合、強制執行の申立て、仮処分の申立てを受 

 けた場合 

ウ 合併の決議をした場合 

 

（７）損害賠償 

  事業者が、事業協定に定める義務を履行しないため七飯町に損害を与えた 

ときは、その損害に相当する金額を、（２）アの違約金とは別に、損害賠償と 

して七飯町に支払うこととします。 

 

（８）その他 

建設のために必要な各種法令等に基づく届出は、事業者が行うこととしま 

す。 

  

１０．その他の事項 

  応募費用、応募書類に関する取扱いは次のとおりです。 

  ・応募に係る一切の費用については、すべて応募者の負担とします。 

  ・応募書類は返却しません。 

  ・応募書類に係る著作権は各応募者に帰属します。 

  ・公開用提案資料は、本事業プロポーザルに関する業務に用いる場合は、七 

   飯町はこれを無償で自由に使用することができることとします。 


