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１．公募型プロポーザルの趣旨等 

１．１ 趣 旨 

  射水市（以下、「本市」という。）では、普通財産の売却は原則として一般競争入札による

こととしていますが、市有地である海王町２１番７外６筆及び同２１番９（以下、「本物件」

という。）については、本市を代表する観光及び交流・レクリエーションの拠点である射水ベ

イエリア内に位置していることから、賑わい創出及び交流人口の増加を図ることを目的とし

て、民間事業者等から創意工夫のある意欲的な提案を公募し、応募のあった事業を総合的に

評価した上で最も優れた事業者を選定し、本物件を売却するものとします。 

 

１．２ 事務局 （担当窓口） 

  射水市都市整備部 河川・港湾課  

  〒939-0292 富山県射水市小島 703 番地 大島分庁舎２階 

  電 話 ０７６６－５１－６６８４ 

  ＦＡＸ ０７６６－５１－６６９４ 

  E-mail kasen-kouwan@city.imizu.lg.jp 
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２．本物件に関する事項 

２．１ 概 要 

（１）事業個所図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①海王町 21番 7外 6筆 

② 海王町 21番 9 

㈱新湊かまぼこ 

詳細図 
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（２） 本物件の概要 

   本物件の概要は以下のとおりです。（２区画を一括して売却します） 

地 番 
① 射水市海王町２１番７ 

外６筆 

② 射水市海王町２１番９ 

現況地目 宅地、一部雑種地 宅地 

売却面積(登記面積) 9,936.81㎡ 2,836.49㎡ 

用途地域 第１種住居地域 準工業地域 

地区計画(※1)の区分 住宅地区 臨港道路沿線地区 

建ぺい率／容積率 60％／300％ 60％／300％ 

※１ 詳細については、物件調書等を参照してください。【参考資料１】 

※２ 本物件は、射水ベイエリアにふさわしいまちづくりを誘導する建築物に対する

制限「海王町地区 地区計画」区域に指定されています。【参考資料２】 

※３ 本公募型プロポーザルは上記の土地が対象です。これ以外の土地の利活用を希

望される場合は、事務局までご連絡ください。 

 

（３）特記事項 

①埋設物 

     埋設物調査は実施していません。なお、南境界から約１４ｍの位置に排水管路が埋設

されており、この部分の土地利用は制限されています。提案事業を実施するに当たり必

要な調査や調査により埋設物が確認された場合の処理については、全て提案者の責任に

おいて実施してください。 

②埋蔵文化財 

    本物件は、文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）第 93条に基づく「周知の埋蔵文

化財包蔵地」に該当しません。 

③土壌汚染 

    土壌調査は実施していません。提案事業を実施するに当たり必要な調査や処理につい

ては、全て提案者の責任において実施してください。 

④調査機会の付与 

提案に際し各種調査が必要な場合は、本市と協議の上、一定の期間を設けて許可する

場合があります。なお、調査費用については、提案事業者の負担となります。 

また、調査を実施又は実施しなかったことにより応募者が不利益を被ることがあって

も、本市は一切責任を負いません。 

⑤インフラ施設 

本物件周辺は無電柱化区域であり、地下にハンドホールを敷設し電気及び通信関連

のケーブルを引き込みます。ハンドホールまでの電気ケーブル及びハンドホール敷設

は市負担で実施しますが、それ以外の引き込み費用等は買受人の負担とします。 
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３．プロポーザルの提案に関する条件 

３．１．１ 提案方法 

本物件について、レジャー・娯楽などの特色あるサービスを提供し、賑わいある交流空間

の形成を目指すという趣旨に相応しい事業内容と買い取り価格を提案してください。 

 

３．１．２ １㎡当たり最低売却価格 

本物件における１㎡当たり最低売却価格は次のとおりです。 

所在地 売却面積 １㎡当たり最低売却価格 

①海王町２１番７外６筆 9,936.81㎡ 

１２，４００円 ②海王町２１番９ 2,836.49㎡ 

合 計（全８筆） 12,773.30㎡ 

 

３．１．３ 提案の留意事項 

  ・射水ベイエリアの活性化と雇用及び交流人口の創出につながるもの 

  ・事業活動によって周辺の土地利用にも影響を与え相乗効果を生み出すもの 

 

３．２ その他の条件 

（１）用途指定期間 

本物件の所有権移転の日から起算して１０年間（以下、「用途指定期間」という。）は、

４．９により提出した提案書の内容（以下、「提案内容」という。）に従って、本物件を利

用するものとします。 

   なお、事業実施上の理由等により提案内容を変更する必要がある場合には、本市と協議

の上、その承諾を得なければなりません。 

 

（２）譲渡等の禁止 

   本物件については、用途指定期間中、次の行為をしてはいけません。ただし、提案内容

に明記していた場合又はやむを得ない事由により事前に本市の承諾を受けた場合は、この

限りではありません。 

①売却・贈与・出資等により所有権を移転すること 

②地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他使用・収益を目的とする権利の

設定をすること 

 

（３）工事着手期限 

   提案内容に基づき、契約時等において工事の着手期限を定めるものとします。ただし、

契約の締結後、やむを得ない事由により事前に本市の承諾を受けた場合は、新たな期限を

設けることができます。 
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（４）事業者の費用負担 

次に掲げる費用は、事業者の負担とします。 

①本物件に係る提案及び契約に要する費用 

②本物件の所有権移転登記に要する費用（登録免許税など） 

③事業者にて行う形状変更及びそれに伴う一切の費用 

④公租公課（不動産取得税、固定資産税、消費税など） 

 

（５）公序良俗に反する使用の禁止 

   本物件については、買受事業者及びその譲受者等の所有者並びにそれらの所有者から使

用を認められた者は、将来にわたって、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その他の反社会的団体及びそれ

らの構成員がその活動のために利用すること、並びに周辺住民に著しく不安を与える施設

及び周囲に迷惑を及ぼす施設等公序良俗に反する用に使用し、又は使用させてはいけませ

ん。 

 

（６）実地調査 

本市は用途指定期間中、必要に応じて随時事業者に対し、本物件等の使用状況等につい

て報告を求め、又は調査することができます。 

 

（７）法令等の遵守 

本物件の整備及び運営に当たっては、関係する法令、条例等を遵守するものとします。 

 

３．３ その他の配慮事項 

周辺の安全・安心、街並み等地域の住環境及び環境負荷の低減等に配慮するものとします。 

 

 

４．事業者提案の公募に関する事項 

４．１ 公募方式 

買受けを希望する事業者からの提案（プロポーザル）を公募します。 

 

４．２ 応募資格に関する事項 

（１）応募の制限 

   次の項目のいずれかに該当する方は、応募することができません。 

①会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て、民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立て、破産法（平成

１６年法律第７５号）に基づく破産の申立てを受けている法人 

②当該法人の設立根拠法に規定する解散または精算の手続きに入っている法人 

③地方自治法施行令第１６７条の４に該当する法人 

④応募の日から、公募設置等予定者決定通知日までの間に、射水市入札参加資格停止要
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領第２条による指名停止を受け、当該指名停止期間を経過していない法人 

⑤最近の２年間において、法人税、本店所在地の法人市町村税、固定資産税、消費税及

び地方消費税の滞納のある法人（徴収猶予を受けているときは滞納していないものと

みなします。） 

⑥暴力団の排除に関し、次のいずれかに該当する法人 

ア 応募の日から公募設置等予定者決定通知日までの間において、射水市暴力団排除

条例第２条に規定する暴力団排除措置の対象である法人。（本件については、当該

合意書における「契約等」に準じて取り扱うものとします。以下同じ。） 

イ 応募の日以前において、射水市暴力団排除条例第２条に規定する排除措置の対象

であった法人。ただし当該排除措置の対象外となった日から３年を経過した法人を

除く。 

⑦選定委員会委員が経営又は運営に直接関与している法人 

 

（２）応募者の資格 

   ①応募者は法人（以下「応募法人」という。）又は法人のグループ（以下「応募グループ」

という。）に限ります。 

   ②応募グループで応募する場合は、応募時に共同事業体等を結成し、代表法人（他の法

人は「構成法人」とする。）を定めてください。 

③代表法人は、当事業の業務を統括する責務を負うこととします。また、５．５による

優先交渉権者等となった場合には、代表法人が、本市と締結する売買契約等の相手方

となります。 

④応募法人又は応募グループを構成する代表法人及び構成法人（以下「応募法人等」と

いう。）は、直近決算において債務超過でないこととします。 

 

（３）応募条件 

 ①応募法人は、他の応募グループの代表法人又は構成法人になることはできません。 

②同時に複数の応募グループにおいて、応募グループの代表法人又は構成法人になるこ 

とはできません。 

③応募申込受付期間終了後の応募グループの応募法人等の変更及び追加は、原則として

認めません。 

 

４．３ スケジュール 

 項  目 期  間  等 備  考 

１ 公募要項の公表 令和４年 ５月 ９日（月） 市ホームページで周知 

２ 質問書受付期間 
令和４年 ５月 ９日（月）から 

令和４年 ５月２７日（金）まで 
電子メールにて受付 

３ 現地説明会申込期限 令和４年 ５月２０日（金）まで  

４ 現地説明会 令和４年 ５月２５日（水）  
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５ 質問書最終回答 令和４年 ５月３１日（火） ※市ホームページで公表 

６ 応募申込書受付期間 
令和４年 ５月２６日（木）から 

令和４年 ６月２４日（金）まで 

持参又は郵送（郵送

の場合当日必着） 

７ 提案書類受付期間 
令和４年 ５月２６日（木）から 

令和４年 ７月２６日（火）まで 

持参又は郵送（郵送

の場合当日必着） 

８ 選定委員会による選定 令和４年 ８月上旬 
プレゼンテーション 

質疑応答 

９ 結果通知 令和４年 ８月中旬 

書面にて対象事業者

に通知 

※市ホームページで公表 

10 市と優先交渉権者との協議 令和４年 ８月下旬  

11 仮契約 令和４年 ８月下旬  

12 契約・引渡し 令和４年１０月頃  

※新型コロナウイルス感染症等の影響により日程等が変更になる場合があります。 

 

４．４ 本公募要項の公表 

本市ホームページ(https://www.city.imizu.toyama.jp)において、本公募要項の公表を行

います。 

 

４．５ 公募に関する質問及び回答 

応募を予定する者又は応募を検討する者から、本公募に関する質問を受け付けます。 

（１）質問受付期限 

令和４年５月２７日（金） １７時まで（必着） 

 

（２）質問受付方法 

「質問書」【様式１】に記入の上、電子メールで事務局に提出してください。電子メール

の件名は「質問書（●●）」（●●は法人名）とし、ファイルを添付して送信してください。 

 

（３）質問に対する回答の公表 

質問に対する回答は、随時、本市ホームページで公表します。最終回答公表日は、令和

４年５月３１日（火）を予定しています。また、回答の公表をもって、本公募要項の追加、

修正及び解釈に関する補足等とします。回答に当たっては、質問を行った法人名等は公表

しません。なお、意見の表明と解されるもの等については、回答しないことがあります。 

 

４．６ 本公募要項の修正又は内容の追加 

本市は、４．５に示す質問への対応等のため、本公募要項の修正又は内容の追加を行うこ

とがあります。この場合は、本市ホームページで公表します。 

 

https://www.city.imizu.toyama.jp）に
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４．７ 現地説明会 

  現地説明会への参加を希望される場合は、事前に申し込みが必要ですので、以下のとおり

申し込んでください。現地説明会への参加は、プロポーザルの応募要件ではありません。ま

た、不参加によりプロポーザル審査が不利になることはありません。 

 

（１）受付期限 

令和４年５月２０日（金） １７時まで（必着） 

 

（２）申込方法 

「現地説明会申込書」【様式２】に記入の上、電子メールで事務局に提出してください。

電子メールの件名は「現地説明会申込書（●●）」（●●は法人名）とし、ファイルを添付

して送信してください。 

 

（３）現地説明会 

開催日時 令和４年５月２５日（水）１５時から 

開催場所 現地（射水市海王町２１番９） 

参加人数 １社あたり３名まで 

共同事業者の場合代表事業者及び構成事業者それぞれ２名まで 

 

４．８ 応募申込書の提出 

本公募への参加を希望する場合は、公募要項に規定する条件等を踏まえた上で、以下のと

おり申し込んでください。 

（１）受付期間 

令和４年５月２６日（木）から令和４年６月２４日（金） １７時まで（必着） 

※ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除くものとし、時間については９時から正午まで

及び１３時から１７時までとします。 

 

（２）申込方法 

持参又は郵便書留のいずれかの方法で事務局まで提出してください。なお、持参する場

合は、必ず事前に来庁日時を事務局に電話予約してください。 

 

（３）提出書類 

 ①応募申込書 【様式３－１】（ ７．３ に示す様式集を参照ください。）・・・・・１部 

   ア 応募申込書 

    イ 構成法人票（応募グループの場合のみ） 

   ウ 役員一覧表（応募者及び応募グループの構成法人について別葉にて記載） 

②応募資格がある旨の誓約書 【様式３－２】・・・・・・・・・・・・・・・・ １部 
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（４）提出書類に関する留意事項 

①【様式３―１】については、 総ページ数と当該ページ数を各ページの下部中央に記し

てください。 （例：３／８） 

②応募グループで応募する場合、【様式３－１】ウについては、 代表法人及びその他の

構成法人全ての分を提出してください。 

 

４．９ 提案書類の提出 

（１）受付期間 

令和４年５月２６日（木）から 令和４年７月２６日（火）１７時まで （必着） 

   ※ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除くものとし、時間については９時から正午まで

及び１３時から１７時までとします。 

 

（２）提出方法 

持参又は郵便書留のいずれかの方法で事務局まで提出してください。なお、持参する場

合は、必ず事前に来庁日時を事務局に電話予約してください。 

 

（３）提出書類 

次のものを提出してください。なお、各様式の記載方法、内容等については、７．３に

示す様式集を参照してください。 

 

Ⅰ 提案書 

①事業計画書【様式４－１】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０部 

１ 全体計画 

（１）事業計画概要 

（２）全体コンセプト 

（３）事業スケジュール 

（４）リスク対応 

（５）事業体制等（事業実施・管理体制、 

事業遂行能力） 

２ 図面等 

（１）土地利用計画図（外構を含む） 

（２）イメージパース図 

 

Ａ４判 

 

 

 

 

 

 

＜計画図面、イメージパース図等＞ 

Ａ３判（任意様式） 

②資金計画書【様式４－２】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０部 

ア 事業費概算書 

イ 資金調達計画書 

ウ 収支計画書 

③提案価格調書【様式４－３】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０部 
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Ⅱ 法人概要等 

ア 法人概要・事業経歴書【様式５】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０部 

イ 法人登記履歴全部事項証明書（発行後３か月以内の原本に限ります）・・・・・・１部 

ウ 印鑑証明書（「代表者の印」など法務局に届出がされた印鑑の証明書で、発行後３か月

以内の原本に限ります）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

エ 定款（複写可）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０部 

オ 法人の案内書又はこれらに相当する書類（パンフレット可）・・・・・・・・・１０部 

カ 法人の経営状態を説明する書類等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０部 

・直近３事業年度の会社法に定める計算書類一式（貸借対照表、損益計算書、株主資本

等変動計算書）及び附属明細書又はこれらに相当する書類 

・直近３事業年度の事業報告又はこれらに相当する書類 

・現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類 

・有価証券報告書又はこれらに相当する書類 

キ 市町村税、県税及び国税を証明する書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・各１部 

・地方税：納税証明書（未納の税額がないことの証明。本公募要項の配布開始日以降に本

店等所在自治体から交付された原本に限る） 

・法人税、消費税及び地方消費税納税証明書（未納の税額がないことの証明。本公募要項

の配布開始日以降に本店等所税務署で交付された原本に限る） 

※ 納税義務がない場合は、その旨を記載した「納税義務に係る申立書」【様式６】を提

出してください。 

Ⅲ 提出書類に関する留意事項 

①応募者に対して、５．１に示す選定委員会の判断により、追加資料を求める場合がありま

す。 

②提出書類の詳細については、７．３による様式集を参照してください。 

③押印が必要となる書類で提出部数が複数の場合、１部は押印されたもの（原本）とし、残

りは押印を含んだ複写で可とします。 

④提出書類に押印する印鑑は、全て印鑑証明と同一のものに限ります。 

⑤原本１部、その他（複写等）９部をそれぞれまとめて提出してください。また、提出部数

が１部のものはそれを原本としてください。 

⑥提出書類は、審査の過程で必要に応じて事務局で複写して使用するので、複写しやすい仕

様としてください。具体的には以下の点に留意してください。（提出部数が１部とされて

いるものを除きます） 

⑦提出書類は、ホチキス止めをしないでください。（必要に応じてクリップ等でまとめてく

ださい） 

⑧複数頁になる様式については、それぞれ総ページ数と当該ページ数を書くページの下部中

央に記してください。（例：３／８） 
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４．１０ その他 

（１）応募者の複数提案禁止 

応募は、一応募者につき一提案とします。 

 

（２）費用の負担 

応募に必要な一切の費用は、応募者の負担とします。 

 

（３）使用言語及び単位 

提案に際して使用する言語は日本語、使用する単位は計量法（平成４年法律第 51 号）

に定めるもの、通貨は円を使用してください。 

 

（４）本市が提供する資料等の取扱い 

本市が提供する資料等は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じます。 

 

（５）契約条件等 

「３．プロポーザルの提案に関する条件」に定める内容のほか、「６．売買契約等に関す

る事項」の内容も留意してください。 

 

（６）接触の禁止 

応募者は提案に際し、５．１に示す選定委員会の委員及び事務局に属する職員から、協

力、助言等を受けることは一切できません。協力、助言等を受けている事実が認められた

場合は、応募資格を喪失する場合があります。 

 

（７）提出書類の取扱い 

①提出された提案書類等の著作権は応募者に帰属するものとします。 

②提案書類等の内容等については、審査結果の公表において、応募者が特定されない範

囲かつ本市が必要と認める範囲で、公表できるものとします。ただし、下記④の内容

は除きます。 

③４．９による契約候補者の提案書類については、本市が必要と認める範囲で契約候補

者の同意を要することなく使用できるものとします。ただし、下記④の内容は除きま

す。 

④提案書類に関しては本市（５．１に示す選定委員会を含む。）が知り得た事項のうち、

応募者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるなどの理由によ

り、秘密を要すると応募者から申出のあった事項については、その内容を他に漏らさ

ないものとします。 

⑤本市は、提案書類の取扱い及び保管に当たっては十分注意しますが、不測の事態によ

り生じた損害等については責任を負いません。 

⑥提案書類の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、

応募者は、自己の費用及び責任においてこれを解決するものとします。 
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⑦提案書類の内容は公にすることにより応募者の権利、競走上の地位その他正当な利益

を害することのないよう慎重に扱うものとし、原則として上記②・③以外はホームペ

ージ等で公表はしないものとします。ただし、射水市情報公開条例（平成 17 年射水

市条例第 20 号）に基づき開示請求があったときは、非開示情報を除いて、開示請求

者に開示します。 

⑧提出された書類は一切、返却しません。 

⑨誤字等を除き、提案書類提出後の内容変更及び追加は原則として認めません。ただし、

やむを得ない事情があると本市又は５．１に示す選定委員会が判断した場合には、内

容変更及び追加を認めることがあります。（提案価格調書を除きます） 

 

（８）応募申込後の辞退 

応募申込後に辞退する場合は、「応募取下届」【様式７】を提出してください。 

 

 

５． 優先交渉権者等の決定等に関する事項 

５．１ 選定委員会の設置 

本市は、応募者の応募書類を審査し、優れた提案内容の応募者を選定するため、学識経験

者、有識者及び本市職員等により構成される選定委員会を設置します。 

選定委員会の委員名は非公表とします。 

 

５．２ 選定委員会の運営 

選定委員会は、事業者の企業秘密及び知的財産等を保護する観点から非公開とします。ま

た、議事内容も非公開とします。 

 

５．３ 資格の喪失 

次のいずれかに該当する場合、応募者は、審査を受ける資格、優先交渉権者・次点交渉権

者又は交渉権者となる資格及び売買契約等を締結する資格を喪失するものとします。 

①４．２（１）の資格要件を満たさなくなった場合 

②応募申込書及び提案書類に不備又は虚偽の記載があった場合 

③公正な審査に影響を与える行為があった場合 

④他の応募者の提案を妨害するなど、手続の遂行に支障をきたす行為があった場合 

⑤応募から優先交渉権者・次点交渉権者又は交渉権者として決定するまでの間に、射水市

発注の契約に係る指名停止処分を受けている場合 

⑥その他信頼関係を損なった場合 

 

５．４ 審査方法 

提案の内容について、次の審査項目及び審査方法に基づき審査を行います。なお、本公募

要項に規定する条件に合致しない提案又は５．３に示す資格を喪失した者の提案については、

審査の対象としません。 
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また、審査項目のいずれかにおいて、著しく劣り又は不適と判断された提案は、他の内容

の如何にかかわらず、失格とすることがあります。 

 

（１）審査項目 

審査項目 審査の視点 配点 

１）事業計画 ①活用内容 市有地の利活用方針が明確であ

り、射水ベイエリアの活性化と雇

用及び交流人口の創出につながる

内容となっているか 

40 ②周辺の土地利用との

相乗効果 

事業活動によって周辺の土地利用

にも影響を与え相乗効果を期待で

きるか 

また、周辺環境との調和や景観へ

の配慮が十分になされているか 

２）事業の計画性 ①事業スケジュール 事業のスケジュールの見積が妥当

であるか 

15 ②リスク対応 漏れなくリスクを想定しており、

また顕在時における対策が具体的

に想定されているか 

３）事業体制 ①事業実施体制 提案内容の実現性を裏付ける応募

者の事業実施体制が示されている

か 10 

②事業実績 提案した事業を確実に実施するこ

とができる実績等を有しているか 

４）資金計画 ①資金計画 資金計画の妥当性及び確実性が高

いものとなっているか 
10 

５）提案価格 ①提案価格 以下の計算式により算定する。※ 

【提案価格と１㎡当たり最低売却

価格の差】÷【すべての応募者のう

ち最も高い提案価格と１㎡当たり

最低売却価格の差】× 25 

25 

合  計 100 

※提案価格が１㎡当たり最低売却価格を下回る場合、審査の対象としません。 

 

（２）審査方法 

選定委員会において、各応募者からのプレゼンテーション及び各応募者へのヒアリング

を行います。その後、各提案について、５．４（１）に示す審査項目に基づき審査を行い、

最優秀提案者及び次点提案者を選定します。ただし、複数の提案者が本市の求める一定の
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水準を満たす場合、最優秀提案者・次点提案者を選定せず、複数の提案者を優秀提案者と

して選定することがあります。 

なお、プレゼンテーションについては、提案書を使用して行うこととし、追加資料の配

布及び映像の使用等は認めません。審査の開催日時等については、別途通知します。（令和

４年８月上旬開催予定） 

また、応募者が多数の場合など、選定委員会において、応募書類により事前審査を行う

ことがあります。その結果、事前審査を通過しなかった応募者には、その旨を通知します。 

 

５，５ 優先交渉権者等の決定 

最優秀提案者を優先交渉権者、次点提案者を次点交渉権者として決定します。ただし、最

優秀提案者・次点提案者を選定せず、複数の提案者を優秀提案者として選定した場合は、優

秀提案者をそれぞれ交渉権者として決定します。 

 

５．６ 優先交渉権者等の通知 

優先交渉権者・次点交渉権者又は交渉権者の決定結果については、各応募者（事前審査を

通過しなかった応募者を除きます。）に書面により通知します。なお、結果に関する問い合わ

せ及び異議については一切受け付けません。 

 

５．７ 優先交渉権者等の公表 

本市は、優先交渉権者又は交渉権者（以下、「 契約候補者 」という。）の決定後、契約候

補者を公表します。ただし、契約候補者以外の応募者名については公表しません。 

 

 

６．売買契約等に関する事項 

６．１ 契約の締結 

本市は優先交渉権者の決定後、優先交渉賢者との間で必要な交渉等を経た上で、仮契約を

締結します。また、優先交渉権者との交渉が整わない場合又は優先交渉権者が５．３に示す

資格を喪失した場合には、次点交渉権者と交渉します。この場合、本公募要項における優先

交渉権者に関する規定は、次点交渉権者に適用します。 

 

（１）仮契約 

優先交渉権者には令和４年８月下旬を目途に売買仮契約（以下、「仮契約」という。）を

締結していただきます。仮契約に係る一切の費用は、契約候補者の負担とします。なお、

契約の締結及び所有権移転は、応募申込書（応募グループの場合は応募申込書及び構成員

票）に記載された名義でのみ行うことができるものとします。  

 

（２）議会の議決 

射水市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 17 年射

水市条例第 50号）第３条の規定により、射水市議会の議決を受ける必要があります。 
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仮契約は、射水市議会の議決（令和４年９月市議会定例会を想定）を得た日に、売買

契約（以下「本契約」という。）に移行します。また、射水市議会の議決を得られないと

きは、仮契約は効力を失うものとし、当該仮契約効力を失ったことに関して、本市は一

切の責任を負わないものとします。 

 

６．２ 売買契約に関する特記事項 

（１）売買代金の支払い等 

①契約を締結する事業者（以下、「契約事業者」という。）は、本契約締結の際、契約保

証金として売買代金の１００分の１０に相当する額を本市が発行する納入通知書によ

り納付していただきます（手数料は契約者負担となります）。 

②本契約締結後、契約事業者は、本市が指定する期日までに売買代金を完納しなければ

なりません。契約保証金を売買代金の一部に充当するため 、売買代金と契約保証金の

差額を本市が発行する納付書により支払うものとします 。 

③売買代金の支払いが行われず契約が解除された場合、契約保証金は返還しません。 

 

（２）違約金及び契約の解除 

契約事業者が契約に定める義務に違反したときは、本市は契約事業者から売買代金の１

００分の３０に相当する額を違約金として徴収します。また、本市は契約を解除すること

ができるものとします 。 

 

（３）買戻しの特約 

本市は、所有権移転の日から起算して１０年間、契約事業者が契約に定める義務に違反

したときは、違約金を徴収した上で、民法第５７９条の規定に基づき本物件を買い戻すこ

とができるものとし、その旨の登記を行います。 

 

（４）契約不適合責任 

契約事業者は、契約締結後、本物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合し

ないものであることを発見しても、売買物件の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引

渡しによる履行の追完請求、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をす

ることができないものとします。 

 

（５）所有権の移転・本物件の引渡し 

①所有権の移転 

本物件の所有権は、売買代金を完納したときに、本市から契約事業者へ移転するもの

とします。所有権移転の登記は本市が行います。また、契約に基づき、所有権移転の登

記と同時に買戻しの特約の登記を行います。登記に要する登録免許税等諸費用は契約事

業者の負担とします。なお、登記に必要な次の書類については、契約事業者が用意する

ものとします。 
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ア 所有権移転の登記に必要な書類 

a. 登録免許税の領収証書 

b. その他（必要に応じて別途指示します） 

イ 買戻しの特約の登記に必要な書類 

a. 買戻特約登記承諾書 

b. 印鑑証明書 

c. その他（必要に応じて別途指示します） 

②本物件の引渡し 

本物件は、所有権移転と同時に、その時点における状態のまま契約事業者に引渡しす

るものとします。また、募集開始時点における登記簿面積に基づいた契約とし、登記簿

面積が実測面積と相違しても売買金額等の清算は行いません。 

 

 

７．その他 

７．１ その他注意事項 

①応募者は、本公募要項に記載された事項について十分に熟知しておいてください。 

②本市の総合計画や統計資料等市に関する各種資料については、本市ホームページ等に掲

載されているので、応募者の責任と負担により積極的に活用してください。 

③契約を締結したことにより、建築確認や各種許認可等の審査が免除されるものではあり

ません。また、提案事業は、契約事業者の責任と負担により実施すべきものであり、行

政が建築確認や各種許認可等について特別な計らいをするものではありません。（関係

部局に確認の上、建築確認や各種許認可の申請をしてください。） 

④契約事業者は自らの責任において、計画や工事の内容などについての住民説明等を必要

に応じて適切に行い、円滑な事業の実施に努めてください。また、工事に伴う騒音や振

動、施設を建設したことに起因する電波障害等の問題が生じた場合は、契約事業者の責

任において適切に対応していただきます。 

⑤本公募要項に定めるもののほか、必要な事項については、本市の指示に従っていただき

ます。 

 

７．２ 優遇制度 

射水市観光集客施設立地促進助成金制度（公募内容により、助成対象の可否が決まります） 

・助成対象地域：射水市海王町、海竜町及び海竜新町 

・助成対象施設：観光集客施設 日本標準産業分類に掲げる大分類Ⅰ－卸売業・小売業、

大分類 M－宿泊業・飲食サービス業のうち中分類飲食店、大分類 N－生活関連サービ

ス・娯楽業に属する施設等であり、かつ、観光客を対象とした集客施設であると市長が

認める施設。 

・助成額：固定資産税相当額（土地、建物）を５年間助成 
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７．３ 様式集 

【様式１】 質問書 

【様式２】 現地説明会申込書 

【様式３－１】応募申込書 

【様式３－２】応募資格がある旨の誓約書 

【様式４―１】事業計画書 

【様式４―２】資金計画書 

【様式４―３】提案価格調書 

【様式５】法人概要・事業経歴書 

【様式６】納税義務に係る申立書 

【様式７】応募取下届 

 

７．４ 参考資料 

【参考資料１】物件調書 

【参考資料２】海王町地区計画資料 

【参考資料３】射水市観光集客施設立地促進助成金交付要綱 


