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奥入瀬麦酒館及び味蕾館の民間譲渡に係る事業者募集要領 

 

１．趣旨 

  市有観光施設である道の駅奥入瀬（以下「奥入瀬ろまんパーク」という。）の効果

的・効率的な管理運営を目指すとともに、雇用の増大、情報発信力の強化、誘客力の

強化など、民間のノウハウを活用しながら奥入瀬ろまんパーク全体の活性化につなが

るサービスの高度化を実現するため、奥入瀬麦酒館及び味蕾館を民間事業者へ譲渡し

ます。 

 この要領は、奥入瀬麦酒館及び味蕾館の譲渡に係る民間事業者の募集に関し、必要

な事項を定めたものです。 

 

２．譲渡する施設等 

  譲渡する施設等に関する事項は、次のとおりです。 

 ⑴ 建物に関すること 

  ア 譲渡後 10 年間は、事業（用途）を継続することを条件として、次の建物を無

償で譲渡します。 

名称 奥入瀬麦酒館 味蕾館 

事業（用途） 地ビールの製造・販売 レストラン 

所在地 十和田市大字奥瀬字堰道３９－１ 

建設年月 1997年３月 1996年３月 

構造 鉄骨造・一部木造 木造 

延床面積 546.83㎡ 293.59㎡ 

その他 

①ビール製造可能量 

約 120kl／年 

②椅子席 56席（増席可） 

椅子席 48席、座敷席 20席 

位置、図面等 別紙１ 別紙２ 

  イ 譲渡する建物は、奥入瀬麦酒館及び味蕾館の全部又はいずれか１つ。 

また、施設は、いずれも現状有姿で譲渡するものとし、隠れた瑕疵について、

市は一切の責任を負いません。 

ウ 事業を実施するうえで必要となる投資（修繕・改修・更新等）は譲渡先の責任

で行うこととします。 
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 ⑵ 土地に関すること 

   ア  建物譲渡後 10 年間は、事業を継続することを条件として、建物敷地を以下

のとおり有償で貸付けます。（貸付期間は５年とし、貸付期間経過後は、契約を

更新できるものとします。） 

名称 奥入瀬麦酒館 味蕾館 

面積 1,125㎡ 509㎡ 

行政財産貸付料 約 140千円／年 約 63千円／年 

貸付範囲 別紙３ 別紙４ 

  イ 土地の形状変更及び土地上へ譲渡建物以外の新たな施設等の建設は、原則と

してできません。 

  ウ 貸し付けた土地の使用権の譲渡又は転貸等は、原則としてできません。 

 

⑶ 設備及び備品に関すること 

  ア 市が所有する譲渡建物に係る付帯設備及び備品は、無償譲渡します。 

イ （一財）十和田湖ふるさと活性化公社（以下「公社」という。）が所有する譲

渡建物に係る付帯設備及び備品の譲渡は、引き渡しまでの間に市が責任を持っ

て対応します。 

ウ 上記ア及びイの付帯設備及び備品は、現状有姿で譲渡するものとし、隠れた瑕

疵について、市及び公社は一切の責任を負いません。 

エ 市及び公社が所有する設備・備品等の状況（名称等、数量、購入年月）は、別

紙５（奥入瀬麦酒館）、別紙６（味蕾館）のとおりです。 

 

⑷ 譲渡の条件等に関すること 

ア 10 年以内に事業（用途）を廃止・長期間休止する場合は、建物の所有権を市

に返還していただく場合があります。 

イ 奥入瀬ビールの名称を使用すること。（建物の名称は、市の承認を得て変更可） 

ウ 現在、奥入瀬麦酒館及び味蕾館で雇用している職員は、事業譲渡開始の際に、

本人の意向を踏まえ、雇用を原則とします。 

エ 酒税法に基づき、奥入瀬麦酒館における酒類製造免許を取得してください。 

オ 奥入瀬ろまんパーク内の駐車場、園地・園路の管理は、市又は市が指定する

指定管理者が必要最小限度の範囲内で行うものとし、その範囲を超える管理は、

市の承認を得て行うことは可能です。 
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カ 10 年以内に事業（用途）を第三者に譲渡できません。（事業の継承が明らか

で市の承認を得た場合はこの限りではありません。） 

キ 譲渡する建物には、国庫補助事業により処分制限期間（奥入瀬麦酒館：令和

９年度まで、味蕾館：令和８年度まで）がありますので、用途変更及び施設の

改・増築はできません。（軽微な修繕は可能） 

ク 譲渡する建物には、国庫補助事業により上記キの処分制限期間内は、市が国

に対して毎年度事業実績報告（奥入瀬麦酒館：年間生産量等、味蕾館：年間収支

等）が必要となるため、その状況を報告していただきます。 

ケ 水道は、市が設置した奥入瀬ろまんパーク用の専用水道となります。 

コ ビール製造に使用する水は、現事業者が敷地外で調達し、輸送していますの

で、調達・輸送に係る費用が発生します。 

サ 奥入瀬ろまんパークの敷地内にビール関係物品を保管する倉庫はありません。

現在は、敷地外にある他者の倉庫を現事業者が借りていますので、保管場所・

保管作業に係る費用が発生します。 

 

⑸ 市の補助金交付措置に関すること 

     本市が譲渡先の事業者と決定した者に対し、事業運営開始後に真に必要と認め

られる費用について令和４年度に限り補助を行う可能性がありますが、確約する

ものではありません。（別途協議を行う予定です。） 

  

⑹ 現在の施設の経営状況に関すること 

   ア 奥入瀬麦酒館の過去５年の経営状況は、別紙７のとおり 

  イ 味蕾館の過去５年間の経営状況は、別紙８のとおり 

 

 

３．譲渡年月日 

  令和４年４月１日（予定） 

 

 

４．譲渡後の施設運営開始日 

  令和４年４月１日から譲渡した施設の運営を開始してください。 
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５．応募資格 

  応募可能な者は、次の条件をすべて満たす法人又は複数の法人で構成するグルー

プ（以下「応募者」という。）とし、応募者の所在地は市内、市外を問いません。  

  ① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項各号の

規定に該当するものでないこと。 

② 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中

又は更生手続中でないこと。 

③ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立中又

は再生手続中でないこと。 

④ 十和田市暴力団排除条例（平成 23 年条例第 39 号）第７条に規定する措置

の対象に該当していないこと。 

⑤ 本市から現に指名停止を受けていないこと。 

⑥ 国税及び地方税を滞納していないこと。 

⑦ この要領に規定する内容を遵守できること。 

 

 

６．失格事項 

  次の事項のいずれかに該当した場合は失格とします。 

 ⑴ 上記５．応募資格に規定する要件を満たしていないことが判明した場合 

 ⑵ 申請書類の提出期限を守らない場合（市が補正を認めた場合は除く。） 

 ⑶ 申請書類に虚偽又は不正があった場合 

 ⑷ 特別の事由がなく、市が指定するプレゼンテーションの時間に遅れた場合 

 ⑸ その他、選定に対して不当な要求その他不正行為があったと市長が認める場合 

  

 

７．その他応募に関する留意事項 

⑴ 奥入瀬麦酒館及び味蕾館の２つの施設の譲渡を希望する応募者には、評価点数

に加点をします。 

⑵ 提出期限後の申請書等の書類の変更は、原則認めないこと。 

⑶ 提出された申請書等の書類は返却しないこと。 

⑷ 優先交渉権者に決定した応募者が提出した書類は、その全部又は一部を公表す

る場合があります。この場合、応募者の利益を害する恐れがあると認められる情

報は公表しないものとします。 
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⑸ 優先交渉権者の決定行為は、不服申し立ての対象となりません。 

⑹ 譲渡の決定を受けた応募者は、提案した内容を履行する義務を負うこと。 

⑺ 応募に係る費用は、すべて応募者の負担とすること。 

 

 

８．応募等の手続 

 ⑴ 公募等のスケジュール 

   公募及び事務手続きに関する主なスケジュールは、概ね次のとおり 

   ①公募の告示         令和２年 11月 30日（月） 

   ②現地説明会         令和２年 12月 15日（火）（事前申込制） 

   ③応募意思確認書の提出  令和２年12月15日（火）～令和２年12月25日（金） 

   ④質問の受付及び回答   令和２年 12月 16日（水）～令和３年２月 15日（月） 

⑤応募書類の提出期限   令和３年１月 15日（金）～令和３年３月 1日（月） 

   ⑥プレゼンテーション    令和３年５月上旬 

   ⑦優先交渉権者の決定   令和３年５月中旬 

   ⑧建物等譲渡仮契約     令和３年５月中旬 

   ⑨事業運営の仮基本協定  令和３年５月中旬 

   ⑩設備更新等の協議     令和３年７月～11月中旬（新年度補助金用） 

⑪引継、各種契約等      令和３年 12月～令和４年３月 

⑫民営化による事業開始  令和４年４月１日（金） 

 

⑵ 現地説明会 

  譲渡する建物等に関する現地説明会を事前申込制により実施します。 

 ア 申込期限  令和２年 12 月 14 日（月）午後５時締切 

 イ 申込方法  市ホームページ内の『募集案内』⇒『市有観光施設の民営化（奥

入瀬麦酒館、味蕾館）』（以下「市ＨＰ」という。）から「現地説明

会参加申込書（様式６）」をダウンロードし、必要事項を記載のう

え、電子メールで送信し、送信後に電話確認を行ってください。

電話確認は、平日午前８時 30 分から午後５時まで 

         送信の際は、メールの件名は「現地説明会参加申込（申込社（者）

名）」とし、添付ファイル名は「現地説明会参加申込書（申込社（者）

名）」としてください。 
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 ウ 申込先   十和田市商工観光課 担当 小泉又は松尾 

         shokokanko@city.towada.lg.jp  電話 0176‐51‐6771 

 エ 開催日時  令和２年 12 月 15 日（火）午後２時開始（２時間程度） 

 オ その他   ①現地説明会は一斉に行います。（個別対応でないことに留意） 

         ②説明資料は現地でお渡しします。 

         ③参加者は、１事業者３人までとします。 

         ④質問は、その場で時間を設けますが、公平を期すため、その

時間以外での質問は、後日に行う書面等による質問の受付期

間にてお願いします。 

         ⑤現地説明会後における施設等への直接の質問は、できません。 

⑥現地説明会への参加の有無は、選定には影響がありません。 

 

⑶ 応募意思確認書の提出 

   応募の意思がある場合は、市ＨＰから「応募意思確認書（様式７）」をダウンロ

ードし、必要事項を記載のうえ、原則として令和２年 12 月 25 日（金）午後５

時までに電子メールで送信し、送信後に電話確認を行ってください。 

電話確認は、平日午前８時 30 分から午後５時まで。電子メールアドレス、電

話番号等は、上記⑵ウと同様です。 

 

⑷ 質問の受付及び回答 

   応募意思確認書の提出後、応募書類の提出に当たって質問がある場合には、次

のとおり質問を受付し、その回答は、市ホームページに随時掲載するとともに、

応募意思確認書の提出者には、最終回答の際に、一括して全員に通知します。 

 ア 受付方法  市ＨＰから「質問書（様式８）」をダウンロードし、必要事項を

記載のうえ、令和３年２月 10 日（水）午後５時までに電子メー

ルの送信により提出してください。提出先は上記⑵ウと同様です。 

         送信の際は、メールの件名は「質問書（社名又は個人名）」とし、

添付ファイル名も同様に「質問書（社名又は個人名）」としてくだ

さい。なお、電話、来訪による質問は受け付けできません。 

 イ 回答方法  回答は、正当な利害を害する恐れがあるものを除き、随時、市

ホームページ上で行います。最終回答は、令和３年２月15日（月）

とし、その後、電子メールにて一括して質問書に記載されている

担当宛に送付します。（ただし、質問者名は公表しません。）   

mailto:shokokanko@city.towada.lg.jp
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⑸ 応募意思確認書の取下げ 

   質問の回答の結果等により応募意思確認書を取り下げる場合は、市ＨＰから「取

り下げ書（様式９）」をダウンロードし、令和３年２月 19 日（金）午後５時まで

に、電子メールにて提出してください。提出先は、上記⑵ウと同様です。 

 

⑹ 応募に関する書類 

   ア 提出書類 

    ①応募申込書（様式１） 

    ②グループ構成員表（様式２） 

    ③事業計画書（様式３） 

④収支計画書（様式４） 

    ⑤誓約書（様式５） 

    ⑥定款 

    ⑦納税証明書 

    ⑧登記事項証明書（全部証明書） 

    ⑨会社概要 

    ⑩直近３年間の決算書（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書） 

    ⑪その他必要に応じ、追加書類の提出を求める場合があります。 

 

⑺ 応募書類の受付期間等 

 ア 受付期間   令和３年１月 15 日（金）から令和３年３月１日（月）まで 

（土日・祝日を除く。） 

 イ 受付時間   午前８時30分から午後５時まで（正午～午後１時を除く。） 

 ウ 提出方法   郵送又は持参（郵送の場合は、簡易書留により必着とします。） 

 エ 提出先    十和田市商工観光課 

          〒034-8615 十和田市西十二番町６番１号 

 オ 提出部数   正本１部、副本９部 

 カ その他    応募書類の提出に当たっては、この要領及び質問の回答に留

意してください。 

 キ 応募の辞退  応募書類の提出後、辞退をしようとする場合は、市ＨＰから

「辞退届（様式 10）」をダウンロードし、必要事項を記載のう

え、郵送又は持参により提出してください。 

提出期限は、令和３年３月１日（月）午後５時まで（必着） 
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９．優先交渉権者の審査 

有識者及び市職員による十和田市観光施設移譲先検討会議（以下「検討会議」

という。）において審査を行います。 

 

 ⑴ 検討会議による審査 

    検討会議において、プレゼンテーションを開催するとともに、審査項目及び審

査基準により審査を行います。また、検討会議の委員及び審査の内容は、公平・

公正な審査を期すため、原則、非開示・非公表とします。 

  

⑵ プレゼンテーションの開催 

   ア 開催日    令和３年５月上旬（日時・場所等は別途通知します。） 

イ 所要時間（予定） 

   ①プレゼンテーション １施設 20 分以内、２施設 40 分以内 

              （２施設の場合は持ち時間内での配分は自由です。） 

②質疑応答      １施設 20 分以内、２施設 40 分以内 

           （２施設の場合は、２施設まとめて質疑を行います。） 

  ウ その他 

   ①出席者は、説明者を含め３人以内（２施設応募した場合も同様とします。） 

   ②プレゼンテーションを欠席又は遅刻した場合は、応募失格となります。 

（ただし、やむを得ない事業があると認められるときはこの限りではありま

せん。） 

   ③スクリーン及びプロジェクターは市で準備しますが、その他必要な機器（Ｐ

Ｃ等）は、応募者で準備してください。 

 

⑶ 審査項目及び審査基準 

   審査項目は、次の表のとおりとし、奥入瀬麦酒館及び味蕾館の施設毎に 100

点満点で評価します。（ただし、2 つの施設の譲渡を希望する場合は、評価点合計

点数の 10％をそれぞれに加算します。） 

また、審査基準は、審査項目ごとに計画内容の具体性や実現可能性を審査しま

すので、事業計画や収支計画の内容には、その根拠を可能な限り示してください。

（根拠資料の添付もお願いします。） 
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審査項目 審査の着眼点 審査内容 評価配点 

基本方針 
提案の基本コン

セプト 

民営化の趣旨を理解し、施設の譲

渡先事業者として相応しい経営

方針・事業戦略となっているか。 

20 

事業内容 施設の有効活用 

譲渡施設を有効に活用し、集客力

のある質の高いサービスの提供

を期待できるか。 

30 

継続性 収支計画 

10 年以上の安定的な事業継続

が見込まれる適切な収支計画と

なっているか。 

２0 

地域貢献 

奥入瀬ろまんパ

ークなど地域経

済への波及効果 

奥入瀬ろまんパーク全体の活性

化や地域経済の発展に寄与する

事業内容となっているか。 

３0 

  

 

10．優先交渉権者の決定 

検討会議の評価における審査結果を踏まえ、市長が施設毎に優先交渉権者及び次

点者を決定し、その結果を速やかに市ホームページで公表するとともに、すべての

応募者に文書により通知します。ただし、検討会議での評価点数が 60 点に満たな

い場合は、優先交渉権者等を決定しない場合があります。 

 

11．建物等の無償譲渡仮契約及び事業運営の仮基本協定の締結 

優先交渉権者の決定を受けた応募者は、市との間において、奥入瀬麦酒館又は味

蕾館の建物等の無償譲渡に係る仮契約及び事業運営に係る仮基本協定を令和３年

５月中旬までに締結する予定です。 

 ⑴ 建物等の無償譲渡仮契約 

建物等の無償譲渡契約には、十和田市議会の議決が必要となりますので、その

手続きとして、予め、無償譲渡に係る仮契約を締結するものです。 

 

 ⑵ 事業運営の仮基本協定 

事業（用途）の継続に当たり必要となる基本的な事項について、予め、仮基本

協定を締結するものであり、その内容は、この要領に定めている譲渡の内容、条

件等や補助金の交付などについて、協定を取り交わすものです。 
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12．十和田市議会における議決 

上記 11．の建物等の無償譲渡仮契約及び事業運営の仮基本協定の締結後に、市

は、奥入瀬麦酒館及び味蕾館を廃止し、その建物等を無償譲渡するために必要な条

例改正や無償譲渡に関する議案を十和田市議会（令和３年第２回定例会を予定）に

提出します。議会の議決が得られたときは、当該仮契約及び仮基本協定は、それぞ

れ本契約及び本基本協定となります。 

また、設備等の更新費用等に係る補助金については、令和４年度十和田市一般会

計当初予算案として十和田市議会（令和４年第１回定例会（令和４年３月予定））へ

の提出を検討します。 

 

 

13．設備等の更新計画の協議 

   建物等の譲渡に係る関係議案について十和田市議会の議決が得られた後、市は、

基本協定の締結者（以下「譲渡契約者」という。）と必要に応じ令和４年度に交付す

る可能性がある補助金の対象範囲、時期、補助金額について検討するため、設備等

の更新計画の協議を行います。ただし、補助金は、予算措置の議決が前提であり、

交付を確約するものではありません。 

 

 

14．事業の引継、準備行為  

   譲渡契約者は、民営化による事業開始前において事業の運営に関する引継及び準

備のために、市の承認を得て必要な行為（各種許認可、名義変更の事務手続き等）

を行うことができます。ただし、譲渡を予定している設備等の更新は原則できませ

ん。（譲渡契約者の責任による設備等の追加は可能です。） 

 

 

15．その他 

   諸条件等に定めがない事項又は内容に疑義が生じた事項がある場合は、協議を行

い、その取扱いを定めるものとします。 

また、国や市の制度改正等に伴い、諸条件等の内容について、そのままにしてお

くことが適当でないと認められる場合は、その内容を是正するものとします。 
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16．問い合わせ先、書類の提出先等 

 

◎住 所：〒034-8615 十和田市西十二番町６番１号  

◎部署等：十和田市商工観光課  担当 小泉又は松尾 

◎e-mail：shokokanko@city.towada.lg.jp   

◎電 話：0176‐51‐6771 

◎受 付：平日 午前８時 30 分から午後 5 時まで 

（正午から午後１時までを除く。） 

◎市ＨＰ：http://www.city.towada.lg.jp（トップページ） 

        応募等に係る各種様式等は、トップページ内の『募集案内』⇒『市有観

光施設の民営化（奥入瀬麦酒館、味蕾館）』⇒『４．公募要領』からダウ

ンロードしてください。 

mailto:shokokanko@city.towada.lg.jp
http://www.city.towada.lg.jp/

