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 道の駅「ＫＯＫＯくろべ」テナント出店者募集要項 

 

１．募集の趣旨 

 黒部市では、国道８号の石田地区において道の駅「ＫＯＫＯくろべ」（以下「道の駅」

という。）の整備を進めています。道の駅は、市内で最も交通量の多い国道８号の沿線

で、交通の利便性に優れた場所にあり、道路利用者に癒しと快適な休憩の場を提供する

とともに、地元特産品等の販売や地元の素材を活かした飲食等の提供を通じ、地産地消

の促進と地域ブランドの確立を図り、地域振興に貢献する交流拠点を目指しています。 

こうした目的のもと設置される道の駅の利用者に、黒部ならではの商品や地元の食材を

使った料理、飲料、デザート等を提供するテナント出店者を募集します。 

 

 

 

 

２．施設概要 

 (１) 名  称  道の駅ＫＯＫＯくろべ 

 (２) 所 在 地  富山県黒部市堀切 925 番地１ 

（３）管理運営  施設管理者※（一部は国が管理） 

 (４) 敷地面積  約 21,900 ㎡  

 (５) 建物概要  施設構造：鉄骨平屋建 

          延床面積：約 1,791.13 ㎡ 

                地域振興施設、情報提供施設、公衆トイレ等 

（地域振興施設内：農林水産物直売所、物販、厨房、フードコート、キッズフロア等） 

 (６) 駐 車 場   駐車台数 236 台 

（大型車 50台、小型車 166 台、障害者４台、おもいやり４台、ＥＶ車２台、バイク 10台） 

（７) 開業予定   令和４年春 

(８) そ の 他   ・推定年間利用者：約 99万人（うち買い物客：約 53 万人） 

                ・地域振興施設開館時間等：８時 30分～21 時※ 原則年中無休※  

 

※管理運営は、指定管理者制度の適用を予定しており、今後設置条例等で定めることとなります。 

また、地域振興施設開館時間等について、上記のとおり予定しており、今後設置条例等で定める 

こととなります。 

「 Ｋ ＯＫ Ｏく ろべ 」 

道の駅 



2 

 

 

 

３．募集箇所（テナント）の概要 

                         【参照】テナントの位置図 

種 別 テナント 面 積
 

用途（想定）
 

物販施設 物 販 269.76㎡ 地域産品等の販売 

飲食施設 

厨房１ 35.27㎡ 

食事等の提供
 

厨房２ 45.81㎡ 

厨房３ 49.37㎡ 

厨房４ 15.84㎡ 
軽食の提供、テイクアウト等

 

厨房５ 15.84㎡ 

・ 事業者は、複数のテナントに応募できます。 

・ 飲食施設はフードコート方式によるサービス提供となります。 

・ 営業のために必要な設備及び内装工事はテナント出店者が行うこととします。 

・ テナント賃貸借料のほか、各テナントにおける経営上必要な諸経費は、テナント出 

 店者が負担することとします。 

 

   

  

  

道の駅「ＫＯＫＯくろべ」のイメージ図 
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厨房４ 

厨房３ 

厨房２ 

【テナントの位置図】 

物販

厨房５ 

厨房１ 

物販

農林水産物直売所
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４．応募資格 

 (１) 応募者は、次に掲げる条件をすべて満たしている法人又は個人とします。 

①  道の駅の設置目的を理解し、管理運営に協力的であること。 

②  市、施設管理者及び他のテナント出店者と協調、協力できること。 

③  安定した経営能力を有していること。 

④  優良なサービスを提供できる能力を有していること。 

⑤  営業に際して必要な許可、免許等を有する者又は許可、免許を受ける 

ことが確実な者であること。 

⑥  公租公課を完納していること。 

⑦  次のいずれにも該当しないこと。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当する者

であること。 

イ 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号から第６号に該当する団体又は団体に属する者であること。 

ウ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁

判所からの更生手続開始決定がされていない者であること。 

エ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁

判所からの再生手続開始決定がされていない者であること。 

オ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 号若しくは第 19 号の規定による破産手

続き開始の申立てがされている者又は同法附則第２条の規定による廃止前の破産

法第 132 条若しくは第 133 条の規定による破産の申立てがなされている者である

こと。 

 

 (２) 応募者の地域要件 

   なし（※黒部市内に限らず、黒部市外の者の応募が可能です。） 
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５．運営条件 

 (１)応募し、決定を受けたテナント出店者の直営を原則とします（賃借権等の第三者への

譲渡はできません。）。ただし、物販施設においては、市と協議の上、当該テナントス

ペースの一部を「４．応募資格」の条件を満たす他の事業者へ転貸することができるも

のとします。 

 (２)営業時間及び営業形態等の詳細については、テナント出店者から提示の上、市及び施

設管理者と協議することとします。 

 (３)テナントの名称については、道の駅のイメージと適合するものとし、市及び施設管理

者と協議することとします。 

 (４)従業員、パート職員等の雇用については、テナント出店者にて対応することとします。 

 (５)テナント出店者は、市が提供するＰＯＳレジシステムを利用し、売上及び仕入れ等を

管理することとし、売上実績等を市及び施設管理者の指示に従い報告することとしま

す。 

 (６)職員休憩室、従業員用駐車スペース等の利用については、契約後、施設管理者による

協議・調整を行うこととします。 

 (７)テナント出店者の責めに帰す事由により、建物やテナントの内装及び備品等を汚損、

破壊した場合及びテナント出店者が退居する場合は、テナント出店者の負担により原

状回復することとします。 

 (８)営業上必要な許認可の申請、取得は、テナント出店者にて行うこととします。 

 (９)物販施設のテナント出店者は、利用者のニーズに応じた道の駅にふさわしい物品や商

品、地域産品を積極的に扱うこととします。 

 (10)飲食施設（厨房）のテナント出店者は、黒部市内をはじめとする地場の食材を活かし

た道の駅にふさわしいメニューの考案や利用者が満足する食事の提供等に努めること

とします。 

 (11)本要項の条件及び締結する契約を遵守できない場合は、契約を解除することとしま

す。 
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６．契約条件等 

 (１) 契約形態 

    定期建物賃貸借契約 

 (２) 契約の相手方 

    市 

 (３) 契約期間 

    令和４年開業日から令和６年３月 31 日まで（その後の更新は５年間とします。） 

    ※ 開業時期が変更になる場合は、契約期間について別途協議します。 

（４) 月額賃貸借料※ 

    賃貸借料は、当該月分を次により算定し、市の指定する期日までに毎月市に納付す

ることとします。 

 

基本賃貸借料又は売上歩合賃貸借料のうち、いずれか高い方の額とします。 

種別 テナント
基本 

売上歩合 
月額賃貸借料※ 

物販

施設 
物 販 

基本賃貸借料 328,900 円 

売上歩合賃貸借料 月売上額の６％に相当する額 

飲食

施設 

厨房１ 
基本賃貸借料  95,229 円（2,700 円/㎡×厨房面積 35.27 ㎡）

売上歩合賃貸借料 月売上額の８％に相当する額 

厨房２ 
基本賃貸借料 123,687 円（2,700 円/㎡×厨房面積 45.81 ㎡）

売上歩合賃貸借料 月売上額の８％に相当する額 

厨房３ 
基本賃貸借料 133,299 円（2,700 円/㎡×厨房面積 49.37 ㎡）

売上歩合賃貸借料 月売上額の８％に相当する額 

厨房４ 
基本賃貸借料  42,768 円（2,700 円/㎡×厨房面積 15.84 ㎡）

売上歩合賃貸借料 月売上額の８％に相当する額 

厨房５ 
基本賃貸借料  42,768 円（2,700 円/㎡×厨房面積 15.84 ㎡）

売上歩合賃貸借料 月売上額の８％に相当する額 

月売上額は消費税を含む額とします。また、月額賃貸借料には消費税を含みます。 

  ※月額賃貸借料については、上記のとおり予定しており、今後設置条例等で定めることとなります。 
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（５) 直接経費 

 各テナントにおける経営上必要な諸経費は、その使用実績に応じて、テナント出店

者が個別に別途負担することとします。 

・電気、ガス、上下水道料金 

・通信料（電話及びネット回線等を引き込んだ場合） 

・ごみ処理費用、ＰＯＳレジシステム保守費用 

・出店者が設置した什器、備品のメンテナンス費用 

・テナント内の衛生管理費用（清掃及び害虫駆除）   等 

 (６) 工事費負担  

通信回線（電話及びネット回線等）の整備、そのほか営業のために必要な設備

及び内装工事、什器、照明、空調設備、備品、店舗サイン等※はテナント出店者

の負担となります。電源、コンセント、給排水設備等の引き込み、ＰＯＳレジシ

ステムは、市で整備します。 

※仕様について、市及び施設管理者と協議を要する場合があります。 

【（別紙）工事区分表参照】 

 (７) 営業日・開館時間等 

市及び施設管理者と協議のうえ各出店者にて設定します。 
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７．募集等スケジュール 

選定の手順 日 程 

募集要項等の公表  10月30日（金） 

応募受付期間  10月30日（金）～12月11日（金） 

質問受付期間 10月30日（金）～12月９日（水） 

質問回答 随時 

一次審査（書類審査）※一次審査通過者には

プレゼンテーション日時を通知 

12月18日（金）  

二次審査（最終審査） 

※プレゼンテーションによる審査 
12月下旬 

選定結果通知 12月下旬 

覚書締結（後に本契約締結） １月下旬 

 

８．応募方法 

 応募者は、下記に定める応募書類を持参または郵送により期間内に提出してください。 

（１）応募受付期間 

令和２年 10 月 30 日（金）～同年 12 月 11 日（金） 

      午前９時から午後５時まで（土日祝日を除く） 

   ※郵送の場合は応募受付期間内必着 

 

（２）提出先  

〒938-8555 富山県黒部市三日市 1301 番地  

黒部市 都市建設部 道路河川課 道の駅推進班 

 

（３) 応募書類 

  【法人の場合】 

①   応募資格確認申請書（様式２） 

（添付書類）  

・会社概要（パンフレット可） 

・登記簿謄本（提出３か月以内に発行されたもの）、定款、規約又はこれに類する書類 

・国税、県税及び市税の納税証明書（直近のもので、写し可） 
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②   出店申込書（様式４） 

（添付書類） 

・事業提案書（参考様式１） 

・過去３期の決算書の写し又は財務内容が分かる資料 

 

【個人の場合】 

①   応募資格確認申請書（様式３） 

（添付書類）  

・事業所（店）概要（パンフレット可） 

・代表者の身分証明書（3 か月以内に発行された住民票） 

・国税、県税及び市税の納税証明書（直近のもので、写し可） 

②   出店申込書（様式４） 

（添付書類） 

・事業提案書（参考様式１） 

・過去３期の決算書の写し又は財務内容が分かる資料 

   

（４）提出部数 

   各２部 

 

（５）提案項目 

事業提案として、次の項目に関する内容の提案を求めます。 

①   事業の実施方針、コンセプト 

②   運営体制（人員配置計画） 

③   事業計画(商品・メニュー計画、販売価格、仕入計画) 

④   収支計画、資金計画（整備に係る資金を含む） 

⑤   工程計画（開業までの工程計画） 

⑥   実績（類似施設等の運営実績等） 

⑦   地域経済社会に対する姿勢 

⑧   特にこだわり力を入れていること（ＰＲ等） 
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（６）質問の受付及び回答 

 募集要項に記載された内容等に関する質問を文書（様式１）により受け付けます。 

「募集要項等に関する質問書」（様式 1）に必要事項を記入の上、メール、持参又は郵

送にて、下記まで提出してください。なお、メールで提出の場合のタイトルは「募集要

項等に対する質問」と明記してください。電話、口頭による質問は受け付けません。 

①   質問の受付期間 

令和２年 10 月 30 日（金）～同年 12 月９日（水） 

      午前９時から午後５時まで（土日祝日を除く） 

   ※郵送の場合は応募受付期間内必着 

②  質問の提出先 

〒938-8555 富山県黒部市三日市 1301 番地  

黒部市 都市建設部 道路河川課 道の駅推進班 

メールアドレス  dourokasen@city.kurobe.lg.jp 

③  質問の回答及び公表 

 質問者へメール等にて回答するとともに、応募する者全員に広く関係すると思

われるものについては、その質問と回答を、随時市ホームページに掲載します（質

問者名等は公表しません。）。なお、意見の表明と解される質問及び本業務に関係

ない事項等の質問に対しては、回答しません。 

 

 

 

８．審査について 

（１) 審査の方法等 

①   審査は、一次審査（書類審査）及び二次審査（プレゼンテーション審査）と

します。 

②   市は選考審査会を開催し、審査基準に基づき総合的に審査します。また、一のテ

ナントに対し応募者一者であっても、選考審査会に諮り、審査を行います。選考審査

会においていずれも不適切と認められた場合は、再度募集を行う場合があります。 

③   選考審査会は非公開とします。 
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【審査基準】 

 評価項目 審査のポイント 

１ コンセプト 道の駅にふさわしい業種であるか。 

２ 
道の駅の魅力向上への貢

献 

利用者に対し、魅力ある商品を継続的に提供し、道の駅の魅力

向上に貢献する事業であるか。 

３ 経験及び実績 
経営者及び中心となるスタッフが、業界において経験を有し、

マネージメント技術、衛生や接客などに関し精通しているか。

４ 事業計画の妥当性 
事業所の実績又は経営者の経験等を踏まえ、事業計画や収支計

画等が実現可能で妥当なものとなっているか。 

５ 商品開発力 

道の駅にふさわしい商品、オリジナリティのある商品や地場の

産品や食材を活かした運営について、具体的な提案となってい

るか。 

６ 地域経済への波及 
営業活動や従業員の雇用等において、地域経済への波及が期待

できるか。 

７ 経営理念 
事業の実施方針やコンセプトに裏づけられた使命感があるか。

また、使命感はスタッフや地域社会と共感できるものか。 

８ 経営安定力 

取引先の支払いはもとより、道の駅内での営業を続けていくた

めの負担について、トラブルが生じないよう、一定の財務内容

や資本調達の裏付けを有しているか。 

  

 (２) 審査結果の公表 

 すべての応募者に対して審査結果を文書で通知するとともに、選定された出店者の

みを市ホームページにて公表します。 

 なお、選定の内容に関するお問い合わせにはお答えいたしません。 

 

(３) 選定の取り消し 

   次のいずれかに該当すると認められた場合は、テナント出店者の選定を取り消しま 

す。 

①  応募に関する書類及び説明等の内容に虚偽が認められた場合 

②  応募する者の参加資格を満たさなくなった場合 

③  その他テナント出店者として不適格な事項及び事実が認められた場合 
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９.その他 

(１) 設置条例に関する事項 

   本募集は、今後制定予定の設置条例における指定管理制度の適用を前提としており

ます。また、「２．施設概要」、「５．運営条件」、「６.契約条件等」につきまして

も、一部、想定した内容となっておりますが、今後、設置条例等で定めることとなりま

す。 

 

(２) 提案書類の取扱い 

①  著作権  

事業提案書の著作権は、当該応募者に帰属します。ただし、市は、本事業に関す

る報告及び公表等のため、市が必要とする場合には、事業提案書の内容を無償で使

用できるものとします。  

②  特許権等  

 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等、日本国の法令に

基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工業材料、施工方法及び維持

管理方法等を使用することにより生じる責任は、原則として応募者が負うこととし

ます。 

③  応募に伴う費用負担 

 応募に係る費用については、全て当該応募者の負担とします。  

④  応募書類の返却 

 事業提案書その他応募者から提出された書類は返却しません。 

 

 (３)その他 

①  選定された方には、営業までの間、諸準備等を行うとともに、市及び施設管理者と 

 の打ち合わせに参加し、協議及び調整を行っていただきます。協議及び調整の過程 

で、事業提案書の内容の変更をお願いする場合があります。また、打合せ等の参加 

に要する経費は、全て事業者の負担とします。 

②  本要項に記載のある事項のほか、記載のない事項、疑義等については、契約締結に 

向けた協議の中で修正、調整、決定していく予定です。 
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応募先・問合せ 

黒部市都市建設部道路河川課 道の駅推進班 

〒938-8555 富山県黒部市三日市 1301 番地  

TEL：0765-54-2644（直通）/ FAX：0765-57-2502  

E-mail:dourokasen@city.kurobe.lg.jp 


