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１ 公募の概要 

 

1.1 背景及び趣旨 

 筑北村（以下、本村。）は、長野県のほぼ中央部に位置し、長野市、松本市、安曇野

市、上田市、千曲市にも隣接する自然豊かでのどかなところです。 

 ＪＲ篠ノ井線が中央部を通り、駅が村内に３駅設置されていることや、一般国道

403 号が村中央に走っていること、隣村の麻績村に長野自動車道麻績ＩＣがあるこ

と、また、令和５年３月供用開始を目標に村内に長野自動車道スマートＩＣを建設中

であること等からも、交通の便にも恵まれています。 

 しかし、全国的な過疎地域の例に漏れず、本村も人口の減少（特に社会減や年少人

口減）、働く場所の不足や高齢化等、村内の活気を維持していくために様々な課題に直

面しています。 

 そのような中で、行政面からは公共施設の再編・後利用に着目し、平成 28 年度には

公共施設等総合管理計画、令和元年度にはその下位計画である個別施設計画を策定

し、また、平成 30 年度より公共施設事業に関する全庁横断的な検討・意思決定を実現

するために公共施設マネジメント会議を立ち上げる等、既存公共施設の運営見直しと

ともに、それらを活用した財政貢献や地域活力の創出を目指して、施設マネジメント

事業に力を入れて取り組んでいます。 

本プロポーザル要領は、令和 2 年度に筑北小学校と坂井小学校が統合したことによ

り空き施設となった旧筑北小学校（筑北村坂北 2267 番地）を無償により民間事業者

へ譲渡し、経営戦略とあわせて村の活気の醸成に貢献していただきたく、譲受者を募

集・決定するためのものです。 

地域のシンボルであった学校施設であることも鑑み、後利用を前提とする中で、事

業採算性の確保と地域活力への貢献を軸とした本村の目玉となるような活用を検討・

期待し、令和３年２月にはサウンディング型市場調査を実施、その後コンサルティン

グ業者に廃校活用可能性調査を依頼したうえで、本募集に至りました。（添付資料：

「旧筑北小学校廃校後利用に関する調査支援業務 業務報告書」参照） 

譲渡後も、引き続き行政も協働して施設運営を実現し、周辺施設・地元企業・住民

も巻き込んだ、地域の活気につながる面白い施設を創り上げていきたいと考えます。 
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1.2 主催者及び事務局 

（１）主催者 

  本公募の主催者は、筑北村とします。 

 

（２）事務局 

住所：〒399-7501 

   長野県東筑摩郡筑北村西条 4195 番地 

担当課：筑北村企画財政課企画財政係 

ＴＥＬ：0263-66-2212 

ＦＡＸ：0263-66-3370 

メールアドレス：kizai@vill.chikuhoku.lg.jp 

 

1.3 公募等スケジュール 

手続き 期間 

募集要領の公表 令和 3 年 12 月 27 日（月） 

現地見学の受付 令和 3 年 12 月 27 日（月）～令和 4 年 1 月 28 日（金） 

質問受付 令和 3 年 12 月 27 日（月）～令和 4 年 2 月  4 日（金） 

質問回答期限 令和 3 年  2 月 10 日（木） 

応募書類受付 令和 3 年 12 月 27 日（月）～令和 4 年 2 月 28 日（月） 

選定委員会 令和 4 年  3 月 ※応募者に別途通知します。 

住民説明会 候補者決定通知が届いてから１か月以内に住民説明会を開

いてください。 

契約締結予定 令和 4 年  4 月末～5 月上旬（予定） 
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２ 対象物件の概要 
 

2.1 土地・建物等の概要 

①所在地 長野県東筑摩郡筑北村坂北 2267 番地 

②標高 613ｍ 

③土地面積 学校用地面積 18419.76 ㎡ 

④既存建物の概要 

 

構造    ：「校舎（給食棟含）」2981.13 ㎡ 2 階建て 

鉄筋コンクリート、ガルバリウム鋼板葺 

       「音楽室棟」166.75 ㎡ 平屋建て 

鉄筋コンクリート、ガルバリウム鋼板葺 

       「体育館」1025.48 ㎡ 平屋建て 

        鉄骨造、ガルバリウム鋼板葺 

       「プール更衣室」38 ㎡ 平屋建て 

        木造、亜鉛メッキ鋼板葺 

       ※㎡は延床面積 

竣工年月日  ：昭和 60 年 11 月 13 日 

付帯設備   ：プール、冷暖房設備、調理設備、 

校庭遊具、倉庫等 

主な修繕履歴 ：トイレ改修（H14 年度） 

        音楽室棟増築（H16 年度） 

        プール改修（Ｈ21 年度） 

体育館屋根修繕（H23 年度） 

        体育館天井改修（H26 年度） 

        給食室増築・エアコン設置改修（H26 年 

度） 

        暖房設備設置改修（H27 年度） 

耐震性能   ：基準を満たしています。 

⑤現在帳簿価格 

（R3.3.31 現在） 

校舎 77,837,760 円 音楽室棟 24,970,680 円  

給食棟 1,890,000 円 体育館 1,520,000 円 更衣室 1 円 

旧坂北放課後児童施設（体育館北側） 3,772,000 円 

⑥土地評価単価 

（R3.7.1 現在） 

6,720 円/㎡ 

⑦不動産鑑定評価額 

（R3.7.27 現在） 

建物 109,400,000 円 

土地  58,900,000 円 
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⑧インターネット環境 ・光インターネット利用可 

・【有線 LAN 設備】有 【無線 LAN 設備】有 

※無線 LAN 設備について旧型になりますので、用途に応

じて更新していただく必要があります。 

⑨アクセス ・JR 東日本篠ノ井線坂北駅から約 500ｍ 徒歩約 6 分 

・長野自動車道麻績 IC から約 5ｋｍ 車約 10 分 

・長野自動車道（仮）筑北 SIC（令和 4 年度末完成予定）

から約 5ｋｍ 車約 10 分 

⑩土地建物の権利状況 公共用財産（公募現在） 

⑪都市計画等による制

限 

特になし 

⑫周辺気候 

2017.4～2020.3 

・年間平均気温 12.1℃ 年間降水量 995mm 

・降雪量は数 cm から 20cm 程度で、30cm を超える大雪は

年に１、２回です。 

⑬現況 ・空き施設の管理は現在行政で担っています。 

・現在は、放課後児童クラブ事業で校舎北側一階三部屋と

音楽室、体育館を使用しています。 

・校庭は、生涯学習事業にあたるナイターソフトボールや

地区行事等で住民にご利用いただいています。 

⑭その他 ・土砂災害防止法に基づく長野県の調査により、土石流の

警戒区域内に設置されています。 

 

2.2 特記事項 

（１）施設平面図・冷暖房設備・消防設備・洋式トイレ等について 

 詳細は、添付資料「旧筑北小学校廃校後利用に関する調査支援業務 業務報告書」

内、第１章「７施設調査」に記載がありますので、ご覧ください。 

 網戸については、職員室及び音楽室のみ設置されています。 

 

（２）駐車場 

 現在、敷地内で駐車場整備を実施済みの箇所は、北校舎１階北側（体育館と音楽室

の間）239 ㎡（敷砂利）のみとなります。 

 

（３）埋設物 

 地下オイルタンクは廃止済みです。 
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（４）埋蔵文化財 

 筑北村遺跡分布地図により、対象不動産の一部は「天神山遺跡」に含まれている可

能性がありますが、不動産鑑定の実施において埋蔵文化財の影響は考慮外としていま

す。 

 

（５）アスベスト（石綿） 

 施設全般に係る含有調査等は実施していません。 

 調査の必要がある場合は、譲受者の負担により調査をお願いします。 

 

（６）エレベーター 

 校舎のエレベーターについては、点検の結果「既存不適格」と診断されています。 

 現状のまま使用することに問題はありませんが、今後改修を実施する場合は、現行

法に則す必要があります。 

 

（７）設備等に係る維持管理費（修繕費・人件費を除く） 

 旧筑北小学校閉校直前の令和元年度における主な維持管理費は以下のとおりです。 

①電気料（中部電力） 2,430,098 円 

②水道料（うちプール 114,728 円） 620,430 円 

③下水道使用料（合併浄化槽） 379,809 円 

④ガス代（LP ガス） 1,269,597 円 

⑤燃料費（灯油等） 371,106 円 

⑥電話料 338,938 円 

⑦テレビ受信料 24,415 円 

⑧建物共済 185,908 円 

⑨各種検査手数料 

主たる内容：「浄化槽汚泥引抜 138,000 円」 

ほか「給食・食品関係検査」「プール関係」「ピアノ調律」等 

326,836 円 

⑩建物点検等委託料 

主たる内容：「警備 261,600 円」「消防設備 109,000 円」「エレベ

ーター点検 196,200 円」「防火設備 224,400 円」 

ほか「地下埋設物（廃止済み）」「プールろ過器（休止中）」等 

1,313,788 円 
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３ 譲渡における条件 
 

3.1 基本事項 

（１）譲渡価格 

「２．対象物件の概要」に記載した建物、土地及び付帯設備、構築物、物品等の一

切を所有権移転時の状態のまま無償により譲渡します。 

 

（２）譲渡対象 

①対象（以下、「本物件」とします。） 

（ⅰ）「２．対象物件の概要」に記載した建物、土地 

（ⅱ）（ⅰ）に付帯する設備、構築物 

（ⅲ）物品 

②物品の取り扱い 

 物品（備品、消耗品）に関しては、残存物品の引き渡しについて、建物・土地の所

有権移転の日から６か月の期間を設け、譲受者と協議をすることとします。協議の結

果、譲受者が不用と判断した物品については、本村が引き取ります。協議期間内に本

村から譲受者に引き渡したものについては、その期間を超えた後、譲受者において不

用となった場合でも、所有権及び責任は譲受者に帰属することとし、本村は引き取り

を行ないません。 

③提案に係る留意事項 

 本物件を譲渡するにあたって、一式全てが譲渡の対象となります。一部のみを対象

とする譲渡の提案は受け付けません。 

 ただし本物件内の一部を第三者に貸し出す提案を妨げるものではありません。 

 

（３）改修・修繕 

本物件の改修、修繕に要する費用は、その一切を譲受者の負担とします。所有権移

転後に、移転前から存在していたであろう施設の修繕箇所が発覚した場合でも、譲受

者の負担により修繕することとします。 

 

（４）諸税金の負担 

 所有権移転時及び所有権移転後に発生する税金（印紙税、登録免許税、不動産取得

税、法人税、固定資産税等）全般は、譲受者の負担とします。 
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（５）法令等の遵守 

 本物件の整備及び維持管理に当たっては、関係する法令や条例等を必ず遵守してく

ださい。 

 

（６）相談及び報告義務 

①運営計画や施設の改修等を行なう際に、近隣住民の生活や周辺環境・景観に影響を

及ぼすことが想定される内容のものについては、本村に相談・協議を行なったうえ

で実施してください。 

②運営開始後は、１年間に最低１回、本村に対して対象施設の運営状況や経営状況等

を報告する場を設けてください。 

③本公募要領や契約内容により対応できない事案が発生した場合は、本村と双方誠実

に協議したうえで、取り扱いを決定することとします。 

 

（７）所有権移転後の指定期日と指定期間 

①指定期日（譲受者となった者が、運営を開始しなければならない期日）は、契約の

日から１年以内とします。ただし、可能な限り速やかに運営を開始することとして

ください。（提案内容の一部でも可。提案時の運営計画にてご説明ください。） 

②指定期間（運営を開始した日から、本対象施設を所持し、運営を続けなくてはなら

ない期間）は、10 年間とします。 

 

（８）譲渡等の禁止 

①指定期間内に本物件の所有権等権利の移転はできません。ただし、やむを得ない事

情により事前に本村の許可を得た場合及び物品は、この限りではありません。ま

た、施設の一部を賃貸することは可能です。 

②指定期間を過ぎて前号に係る譲渡をしたい場合も、本村と協議をするようにしてく

ださい。 

 

（９）運営内容における禁止事項 

 公序良俗に反する使用及び風俗営業の用に供する使用は禁止します。 

 また、本プロポーザル要領及び契約内容全般に違反することは禁止とし、譲受者だ

けでなく、本物件を貸し出す場合には、その利用者においても同様とします。 
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（10）買戻し（無償）特約 

 以下に該当した場合は、本物件の所有権を無償により本村に戻すものとします。ま

た、この時すでに改修等行なっていた場合も、本村はその補償は一切行わず、速やか

に譲受者負担による施設の原状回復をしたうえで、本村に引き渡すこととします。 

①指定された（提案した）用途に供さない。 

②所有権等権利を許可なく移転した。 

③公序良俗に反する使用をした。 

④風俗営業等の用に供した。 

⑤虚偽の提案をした。 

⑥応募資格に適さないことが発覚した。 

⑦総じて、本プロポーザル要領や契約内容等に従わず、信義誠実さを欠く行為があっ

た場合。 

⑧何らかの理由により運営の継続及び施設の保有が困難となり、かつ、本村との協議

の結果、新たな所有権の移転先が見つからない場合。 

 

3.2 地域貢献に関わる事項 

（１）基本的な考え方 

 「1.1 背景及び趣旨」及び添付資料「旧筑北小学校廃校後利用に関する調査支援業務 

業務報告書」を参考にしていただき、ご提案をお願いします。 

 

（２）住環境への配慮 

本対象施設は、住宅地の中に位置しますので、周辺の住環境に配慮した企画提案及

び運営を行なってください。 

 

（３）景観の保持 

 できる範囲で本物件（旧小学校）の内観や外観を維持するよう努めてください。た

だし、提案者の施設改修や事業展開を妨げるものではありません。 

 

（４）災害等有事の際の協力体制 

 現在、校庭と体育館が「筑北村ハザードマップ」に避難場所として掲載されていま

す。避難場所、物資提供等有事の際にご協力いただける支援について、提案内容に加

えてください（不可の場合も記載をお願いします。）。また、譲受者となった場合は、

本村との協議に応じてください。ただし、譲受者の施設活用の幅を狭める意図がない

ことを申し添えます。 
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（５）放課後児童クラブの利用について 

 現在、本村の小学生を対象とした放課後児童クラブ事業（行政運営）で、校舎北側

１階「保健室」「特殊教室」「家庭科室」の３室と音楽室、及び体育館を利用していま

す。 

 少なくとも令和４年度中は、同箇所で運営が継続できるよう施設を本村に貸してく

ださい。施設改修等運営開始準備のために活動が制限される場合は、事前に本村へご

相談ください。 

運営開始後は、同箇所でなくて差し支えませんが、引き続き本物件内で同事業が継

続できるよう、児童の活動範囲等サービスの維持を踏まえたうえでご提案ください。 

 また、本村が保護者説明会を開催する際には、ご同席ください。 

 

（６）校庭の貸出 

 少なくとも令和４年度中は、校庭を現況通り住民に貸し出してください。 

 また、運営開始後も、住民が引き続き校庭を利用できるように努めてください。 

 

（７）筑北村観光協会（仮称）について 

 令和４年度末を目途に、筑北村観光協会（仮称）が設立予定です。 

 本物件の後利用提案の必須要件とはしませんが、施設内に観光協会を入れることで

経営等施設運営、地域の活性化に資すると考えられる場合は、ご提案に観光協会への

施設貸出を加えてください。 

 当該提案を含む者が譲受者となった場合は、令和４年度中に本村、観光協会設立予

定者と協議のうえ運営方法を決定していきます。 

 

（８）施設の賃借料、使用料等の考え方 

 提案の段階では、民間事業者の経営計画の中で、施設の維持管理経費、不動産鑑定

価格、土地の固定資産評価額、筑北村条例に基づく公共施設の使用料等を参考に、利

用者に過度な負担を課すことの無いよう想定してください。 

 候補者となった場合は、本村と協議のうえ最終的に決定することとします。 
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４ 応募に関する事項 

 

4.1 応募資格に関する事項 

（１）応募者の構成 

 応募者は、単独の法人又は複数の法人で構成された共同事業者とします。 

 

（２）応募者の資格要件 

 ①提案内容を適切に実施できること。 

 ②次のいずれの項目にも該当しないこと。 

・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 

・参加申込書提出時点で、長野県において入札参加停止または取り消しを受けてい

る者  

・会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）及び民事再生法（平成 11 年法律第 225

号）に基づく更生・再生手続き中の者 

・暴力団員、暴力団員の統制下にある者、及び暴力団員と何らかの関与がある者。 

・国税及び地方税を滞納している者。 

・宗教活動や政治活動を主たる目的とする者。 

・公共の安全及び福祉を脅かすおそれがある者。 

 

（３）共同事業者による応募の場合 

 共同事業者は代表事業者を定めることとし、代表事業者は構成員との調整を行なう

とともに、本村との協議の窓口になります。また、譲受者となった場合は、代表事業

者を含む構成員全員に、本要領及び契約内容の遵守が義務付けられます。 

 

4.2 募集要領の配布 

（１）配布方法 

 ①筑北村企画財政課窓口（長野県東筑摩郡筑北村西条 4195 番地） 

 ②筑北村公式ホームページ 

 

（２）配布期間 

 令和３年 12 月 27 日（月）～令和４年２月 28 日（月） 

 ※土日、祝日、年末年始期間（12 月 29 日～１月３日）を除く８時 30 分から 17 時

15 分までとします。 
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4.3 現地見学の受付 

 合同の現地見学会は実施しませんが、現地見学を希望される方については、以下に

より、手続きをお願いします。なお、現地の見学をしていなくても、応募することは

可能です。 

（１）受付期間 

 令和３年 12 月 27 日（月）～令和４年１月 28 日（金） 

 

（２）受付方法 

 現地見学を希望される予定日の１週間前までに、筑北村企画財政課窓口までメール

又は FAX によりお問い合わせください。 

 

4.4 質問の受付及び回答 

（１）受付期間 

 令和３年 12 月 27 日（月）～令和４年２月４日（金） 

 

（２）受付方法 

 任意の様式により、筑北村企画財政課窓口までメール又は FAX によりお問い合わせ

ください。 

 

（３）質問への回答 

 質問に対する回答は、随時筑北村公式ホームページで公表します。 

 回答にあたっては、法人名等は公表しません。 

 

4.5 応募書類の提出 

（１）応募受付期間 

 令和３年 12 月 27 日（月）～令和４年２月 28 日（月）（必着） 

※持参する場合は、土日、祝日、年末年始期間（12 月 29 日～１月３日）を除く８時

30 分から 17 時 15 分までとします。 

 

（２）応募方法 

 応募者は、応募書類を筑北村企画財政課まで持参又は郵送してください。なお、持

参する場合は事前に電話又はメールで来庁日時を筑北村企画財政課までご連絡くださ

い。 
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（３）提出書類一覧 

応募書類 特記内容 様式 部数 

①応募申込書  村指定 1 

②法人概要書 法人の活動や経営内容、経営状況、 

定款、経歴、構成員数等がわかる資料等 

任意 20 

③事業提案書 （内容） 

・施設の運営及び利用計画書 

・事業工程表 

・資金計画            等 

任意 20 

④法人登記履歴 

事項全部証明書 

本募集要領の配布開始日以降に発行され

たものとします。 

法定 1 

⑤納税証明書 ・市区町村税 

 本募集要領の配布開始日以降に発行さ

れた、課税されている全ての項目につい

て未納がない証明書とします。 

 契約の権限を委任しない場合は本店、

委任する場合は支店等所在地の市区町村

が発行する納税証明書になります。 

・消費税及び地方消費税 

・法人税 

 本募集要領の配布開始日以降に発行さ

れた、未納がない旨の証明書とします。 

 本店所在地を所管する税務署が発行す

る納税証明書になります。 

法定 各 1 

⑥誓約書  村指定 1 

 

（４）応募に係る留意事項 

①提出書類は、A4 規格版での提出を基本としてください。ただし、文字の見やすさ等

に配慮し、大きいサイズを使用する必要がある場合は、この限りではありません。 

②応募に必要となる一切の費用は、応募者の負担とします。 

③一応募者につき一提案とします。 

④応募書類を提出した後の内容変更及び追加は、原則として認めません。 

⑤応募書類は、返却致しません。 

⑥応募書類の著作権は応募者に帰属し、原則非公表とします。公表等の必要が生じた

場合は、応募者に許可を得たうえで公表するものとします。 
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５ 事業者選定に関する事項 
 

5.1 選定委員会の設置 

 筑北村は、旧筑北小学校の譲受者を選定するために、「旧筑北小学校後利用事業 プ

ロポーザル選定委員会」を設置し、最優秀提案者（以下「候補者」）及び次点者を選定

します。 

 

5.2 選定委員の構成 

 選定委員の構成については、審査の公正・公平性の観点から非公表とします。 

 

5.3 選定基準等 

（１）配点 

区 分 評価項目 判断基準 配点 

基本的事項 
取組姿勢 

・本村の現状と本公募の目的や内容を的確に理解し、検討が

十分されているか。 
10 

実施体制 

・譲受者となった場合に、運営を円滑に進められるような体

制（経験とノウハウ、人員・技術者の配置、社内合議、資

金準備、計画性等）が整っているか。 

10 

提案内容 
地方創生貢献 

・人口の増加、雇用の創出、地域の特産・名物の創出等、 

 筑北村の活気への貢献度。 
30 

地域連携 

・地域住民との関わりを意識し、良好な関係を築くための工

夫がなされているか。 

・運営開始後も、地域住民が施設に立ち寄ることができる提

案がなされているか。 

20 

相乗効果 
・同施設内、または、周辺公共施設運用、行政施策及び地域

企業等とのシナジー効果創出が期待できるか。 
10 

事業継続性 
・安定して長期にわたり運営を継続していける信頼、計画

性、根拠があるか。 
10 

資金・経営計画 

・現在の経営状態が健全であるか。 

・旧筑北小学校の運営にあたり、自社における資金繰りが安

定して行えるか。 

10 

※評価点は、各評価項目の配点に次の評価係数を乗じて得るものとします。 

評価係数 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 

評価視点 
特に評価が高い 

優秀である 

評価が高い 

満足できる 

平均的 

普通 

評価が低い 

物足りない 

特に評価が低い 

満足できない 
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（２）選定方法 

 提案を行なった者の中から、評価点数の合計が最も高い提案者を候補者とし、第２位

の提案者を次点者とします。ただし、最高点が同点の場合は、（１）配点表内「地方創

生貢献」と「地域連携」の合計が高い方を候補者とします。その値も同値の場合は、選

定委員会の委員の投票により決します。また、提案者が１者の場合でも、選定を妨げ

るものとはなりませんが、（１）配点に 照らし、選定委員の評価点数の平均が 60 点

に満たない場合は、選定しません。（提案者が複数の場合も同じ。） 

 

（３）選定委員会の開催 

 選定委員会は、令和４年３月頃を予定しています。開催日時等は事務局より別途応

募者に通知します。当日は、各応募者から提案書に基づく説明（プレゼンテーショ

ン）を行なっていただいた後、質疑応答の時間をいただきます。 

 プレゼンテーションできる内容は、事前に提出いただいた提案書の内容に限ります。 

実施方法はお任せしますが、プロジェクターとスクリーンを貸し出すことができま

す。 

 

（４）選定委員会の公開 

 選定委員会の実施にあたり、一般住民の傍聴を許可する公開形式で実施することを

予定しています。 

  

（５）結果の報告 

 ①選定結果については、書面により提案者に通知します。また、候補者及び次点者

の社名、一部提案内容等については、事前に公表場所及び公表内容等ご確認いた

だいたうえで、筑北村公式ホームページ等で公表します。 

②選定結果に対して、異議を申し立てることはできません。 

③審査内容に関する質問は一切受け付けず、また、公表等も致しません。 
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６ 選定後の流れ 
 

6.1 住民説明会の開催 

 候補者となった者は、結果通知書がお手元に届き次第速やかに本村との協議に入

り、また、結果通知書到達から１か月以内に本村と合同で住民説明会を開催すること

とします。 

 

 

6.2 筑北村議会審議 

 住民説明会でいただいたご意見を踏まえて運営計画を説明のうえ、筑北村議会へ公

有財産の財産処分に関する議案を提出のうえ審議します。 

 

6.3 契約の締結 

 6.2 において、議案が可決された場合は、速やかに契約を締結することとします。 

 

6.4 所有権の移転 

 契約の締結が完了次第、速やかに本村事務局が所有権の移転登記を行ないます。 

 ただし登記等手続きに要する手数料等は、譲受者の負担とします。 

 本物件の引き渡しについては、所有権が譲受者に移転すると同時に、現状引き渡し

をするものとします。 

 

７ 契約解除 
 

7.1 契約解除 

 譲受者が契約に定める条項に違反し、本村が相当の期間を定めて催告したにもかか

わらず、当該期間内に是正されない場合は、本村は契約を解除できることとします。   

この時、譲受者は、契約の解除により発生する損失を本村に対して請求することが

できません。 

 

7.2 契約不適合責任 

 譲受者は、本物件の引き渡し後、本物件の内容等に関して契約の内容に適合しない

状態があるところを発見しても、本村に対して修補請求、損害賠償請求、契約解除請

求等をすることはできません。 
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８ 本要領の添付資料について 
 

8.1 添付資料 

①旧筑北小学校廃校後利用に関する調査支援業務 業務報告書 

②施設写真 

③応募申込書（Word） 

④誓約書（Word） 

 

8.2 留意事項 

①旧筑北小学校廃校後利用に関する調査支援業務の業務報告書内第２章「施設コンセ

プト」や第３章「基本計画とゾーニング」（施設後利用イメージ）については、調査

の結果、民間事業者の経営と地域貢献を両立した施設運営を実現するための展望を

示したものです。 

 施設コンセプトや基本計画、及びゾーニング図に記載のある利用方法や区画分けは

あくまで参考ですので、民間事業者の自由な提案を拘束するものではありません。 

 ご提案いただく際に、選定基準にもある「地方創生貢献」及び「地域連携」等の参

考にしてください。 

②本要領及び施設平面図に記載のある建物延床面積と土地面積は、登記手続きにあた

って、土地家屋調査士の調査により算定した数値になります。 

 旧筑北小学校の後利用に関する調査支援業務の業務報告書内の数値は、工事設計図

面から記載しているため異なっていますが、ご了承ください。 


