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１ 事業の概要 

(1) 事業名称 

青森港にぎわい拠点創出・人工海浜管理事業 

 

(2) にぎわい拠点施設が立地する事業用地 

青森港青函緑地（港湾緑地）の内、約２，２００㎡ 

 

(3) 事業概要 

令和３年７月に予定している人工海浜完成を契機として、にぎわい空間の創出や周辺

環境の保全のため、事業用地に来訪者の便益機能を有するにぎわい拠点施設（以下「拠点

施設」という。）を設置・管理運営し、事業用地や人工海浜の管理、環境保全に関連する

イベントを行う民間事業者を募集する。 

  本事業により民間の優良な投資を誘導し、港湾管理者の財政負担を軽減しつつ、当該エ

リアの質の向上、来訪者の利便の向上を期待している。 

 ※民間事業者による人工海浜の管理は砂浜清掃のみ。 

 ※民間投資により、拠点施設の設置・管理運営、事業用地と人工海浜の管理、環境保全に

関連するイベントを行う。 

  ※募集する拠点施設は港湾法上の「港湾情報提供施設」を想定している。 

  「港湾情報提供施設」：拠点施設全体として、地域情報等の情報発信に資する施設 

＜付近見取図：事業用地、人工海浜＞ 

 

事業用地 

人工海浜 

ねぶたの家
ワ・ラッセ 

A-FACTORY 

⻘森駅 

八甲田丸 
ラブリッジ 

県が撤去する公共トイレ兼展望台 
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 (4) 趣旨 

青森駅周辺では、青森県・青森市・青森商工会議所・東日本旅客鉃道㈱が平成３０年に

「青森駅周辺まちづくりに関する連携協定」を締結し、四者が相互に連携・協力し、地方

創生に向けた青森駅周辺のまちづくりに関する取組が推進されている。駅周辺ウォータ

ーフロントは、ワ・ラッセや A-FACTORY 等の商業施設の立地、地域団体等が主催する各種

イベントにより来訪者の賑わい・交流の場となっているほか、令和３年には駅舎更新、東

西自由通路及び人工海浜の供用開始が予定されており、これら施設整備を契機に一層の

にぎわいづくりが期待されている。 

本事業募集では民間活力により、近隣集客施設等と連携したにぎわい創出及びイベン

トによる人工海浜や周辺環境の保全を目的としている。 

これまで駅周辺のウォーターフロントでは、地域団体等が海辺のイベントを実施して

きており、県も地域の住民や学生を参加させたミニ人工海浜作り、水生生物実態調査等を

実施してきた。 

上記イベント等でのアンケートでは、地域の子どもから大人までが自然体験、生物・環

境学習等の環境保全活動に高い関心があること、イベント実施者からは人工海浜に隣接

した場所に活動拠点が必要であるとの結果を得ていた。 

これらを受け、民間の優れたアイデア、企画力、経営能力等を活かし、事業用地に来訪

者の便益機能を有する拠点施設を設置・管理運営し、事業用地の管理や隣接する人工海浜

での清掃、自然体験、生物・環境学習等の環境保全に関連するイベントを行う事業者を募

集するものである。 

 

 ※人工海浜整備のコンセプト、整備イメージについては別紙参照 
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■人工海浜整備のコンセプト 

 

 

■人工海浜整備イメージ 

 

 

 

□水深約１０ｍの旧青函連絡船バースに

人工海浜を造成 

□新たなにぎわい空間の創出と海辺の環

境保全 

□広さは約７，３００ｍ２ 

人工海浜（整備中） 
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■人工海浜断面図イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

※人工海浜の附帯施設平面図は HP 上に別途添付 

 

(5) 本事業の基本方針（事業コンセプト） 

① 拠点施設によるにぎわい創出 

・地域住民や観光客等の来訪者が拠点施設に日常的に集い、さまざまな交流が生まれる

海辺のにぎわい拠点を創出する。 

② 地域に根ざした拠点 

・ねぶたの家ワ・ラッセ、A-FACTORY、八甲田丸といった近隣集客施設と新たな拠点施

設が連携することにより、にぎわいの相乗効果を発揮する。 

③ 人工海浜での環境保全活動等にかかるイベントの実施 

・事業者が人工海浜の清掃を行うとともに、自然体験や生物・環境学習等の環境保全に

関連する地域住民参加型イベントを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養浜砂 

埋立工 

裏込工 
潜 堤 
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(6) 事業用地の基本情報 

事業用地に関する基本情報は以下のとおりである。 

事業用地の位置等 青森市柳川 1丁目地内 

事業用地の面積 約２，２００㎡ 

人工海浜の面積 約７，３００㎡ 

事業用地の所有者 青森県（港湾管理者） 

交通条件 JR 青森駅より徒歩約 5分 

主な近隣集客施設 ねぶたの家ﾜ･ﾗｯｾ、A-FACTORY、青函連絡船ﾒﾓﾘｱﾙｼｯﾌﾟ八甲田丸 

用途地域等の指定 用途地域：準工業地域（建蔽率 60％、容積率 200％） 

その他の指定：臨港地区（分区の指定なし）、準防火地域 

事業用地における既

存施設の取扱 

※県施設以外はなし 

【建物】 

・公衆トイレ兼展望台は令和３年１月末頃に県で撤去を予定 
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(7) 事業期間 

事業期間は拠点施設の供用開始日から起算して 10 年とする。ただし、県と事業者は協

議の上、10 年以上 20 年以内の期間で事業期間を更新することができる。本事業の実施に

おいて事業者は県と協定を締結する。 

協定書及び関係法令等に違反する行為等が判明した場合や県と事業者が合意の上、事

業者が本事業を継続することが適当でないと認める場合等は協定を解除する。この場合、

事業者の損害に対して県は賠償を行わない。また、協定解除に伴う県の損害については、

事業者に損害賠償を請求することがある。 

 

(8) 事業スキーム 

事業用地は港湾緑地の一部であり、港湾法及び青森県港湾管理条例（以下「県条例」と

いう。）の適用を受ける。緑地内では文化施設（図書館、博物館、水族館、展示施設等）、

交流施設(展望施設、公会堂等)、スポーツレクリエーション施設、福利厚生施設（休泊所

等）、便益施設(商店、飲食店等)の整備が可能である。 

 ※港湾に係る法令等のほかに、消防法、食品衛生法、騒音・振動への規制基準等、本事業

の実施にあたり関連する法令及び条例等を事業者は遵守する必要がある。 

事業者が事業用地を使用するためには、港湾管理者である県に対して使用許可申請の

手続きを行い、県の許可を受ける必要がある。 

事業者が設置する拠点施設について、青森県港湾管理条例施行規則第５条第２項第２

号に該当する場合は事業用地の使用料を免除する。 

事業者が港湾施設用地（事業用地以外）、水域（人工海浜含む）をイベントで一時的に

使用するためには、県に対して使用許可申請の手続きを行い、県の許可を受ける必要があ

るとともに、県条例に基づき使用料を納付する。 

拠点施設の設置・管理運営、事業用地の管理、人工海浜の清掃、イベント、事業終了後

の原状回復に係る費用等は事業者側で全額負担し、拠点施設に入居するテナントの誘致

についても事業者自らの責任と裁量により行うものとする。拠点施設やイベントで発生

する収益は全て事業者が得る。 

※人工海浜について、清掃以外の維持管理、安全管理は県が行う。 

なお、選定された事業予定者は、県に事業計画書案（自由様式）を提出する。県は計画

書案に基づき、「青森駅前ビーチ利用関係者連絡協議会」（以下「協議会」という。）に意

見聴取し、計画書案の内容を尊重しつつ、適宜アドバイス・アイデアを反映させた事業計

画書により本事業は行われる。 

事業期間中、事業者は年度当初において、過年度の事業実績及び事業収支、当該年度の

取組等を記載した報告書（様式自由）を県に提出する。また、社会経済情勢の変化、再投

資の有利性又はその他の事由により、事業者が事業計画書を変更する場合、事業者は変更

計画書案（自由様式）を県に提出し、県は協議会に意見聴取し、変更内容を尊重しつつ、

適宜アドバイス・アイデアを反映させた変更計画書により本事業は変更して行われる。 
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 ※協議会メンバー 

東青地域県民局地域整備部青森港管理所、県土整備部港湾空港課、国土交通省東北地

方整備局青森港湾事務所、青森市都市整備部都市政策課、青森市都市整備部公園河川

課、青森市経済部交流推進課、青森市経済部観光課、青森商工会議所、青森ウォータ

ーフロント活性化協議会、（公社）青森県観光連盟、（公社）青森観光コンベンション

協会、青森市文化観光交流施設ねぶたの家ワラッセ、(株)ＪＲ東日本青森商業開発、

NPO 法人あおもりみなとクラブ、海の勉強会運営協議会                                                         

弘前大学地域戦略研究所 

 

＜事業スキーム図＞ 

 

(9) 事業全体のスケジュール 

事業者募集から本事業開始までのスケジュールは以下を想定している。 

① 募集要項の縦覧期間 令和 2年 8月 28 日～11 月 20 日 

② 現地説明会 令和 2年 9月 14 日 

③ 質問受付期間 令和 2年 8月 28 日～9月 23 日 

④ 質問に対する回答（県 HP に掲載） 令和 2年 9月 30 日 

⑤ 応募書類の提出期間 令和 2年 11 月 4 日～11 月 20 日 

⑥ プレゼンテーション・審査 令和 2年 11 月 30 日を予定 

⑦ 結果通知 令和 2年 12 月 3 日を予定 

⑧ 事業予定者が県に事業計画書案の提出 上記⑦以降 
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⑨ 県が協議会に意見聴取、 

事業者は協議会からのアドバイス・アイデア

を適宜反映させた事業計画書を県に提出 

上記⑧以降 

⑩ 県と事業予定者が協定の締結 上記⑨以降 

⑪ 県条例に基づく使用許可手続き 上記⑩以降 

⑫ 事業者による事業着工 令和 3年１月中を想定 

⑬ 人工海浜の供用開始 令和 3年 7月中を予定 

⑭ 事業者による事業開始 令和 3年 7月以降を予定 

※ただし、青森県の予算編成、人工海浜整備工事の進捗、協定に係る県との合意形成等に

より、予定が変更となる場合がある。その場合、県は一切の補償は行わない。 

※事業計画書に示した拠点施設が、事業開始時に全て整備されている必要はない。 

 

(10) 提案を求める内容 

本事業募集は、「本要項１（５）事業の基本方針」のもと、「本要項１（３）事業概要」

に示した範囲において、「本要項２ 事業条件」に基づき、立地特性を最大限に活かし、

来訪者が快適に過ごし、安心して利用できるよう空間形成の工夫や海辺の修景、にぎわい

創出、環境保全等、事業者が柔軟かつ優れたアイデア・企画力を発揮し、具体的で持続的

かつ実現性の高い事業提案を求める。 

提案における具体的な記載事項については、後段に掲載の「５ 応募書類等」を参照の

こと。 

事業の基本方針 提案を求める内容 

① 拠点施設によるにぎ

わい創出 

・拠点施設内容（配置計画、施設計画、便益機能、外観イ

メージ等） 

 ※公共トイレ、公共休憩スペース、公共駐輪場、公共駐

車場を必ず設けること 

・拠点施設の管理運営内容 

② 地域に根ざした拠点 ・近隣集客施設との機能分担や連携に関する具体方策 

・社会貢献に資する企画・実施（事業者による環境保全に

関する活動等） 

③ 人工海浜での環境保

全活動等にかかるイ

ベントの実施 

・環境保全にかかるイベント等の企画・実施 

・事業実績や地域情報等の情報発信、プロモーション実施 

※人工海浜の清掃を必ず行うこと。 

 

２ 事業条件 

項目 内容 

基 本 的 な ・拠点施設は、人工海浜や青函緑地の来訪者の利便性向上や、駅周辺ウォーター
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考え方 フロントのにぎわい創出につながるものとすること。 

・拠点施設の用途や運営の形態は公序良俗に反しないものとすること。 

・近隣集客施設との連携や景観上の調和を図ること。 

・拠点施設の管理運営について良好な維持管理を行うとともに、利用者が公平か

つ平等に利用できるよう十分配慮して実施すること。 

・人工海浜でのイベントは自然体験や生物・環境学習等の環境保全に関連するも

のを中心に行うこと。 

・公共性を重視し、実現性や持続性のある提案とすること。 

・提案にあたっては、関係法令及び募集要項を遵守すること。 

拠 点 施 設

の機能 
（1）必須機能 

①公共トイレ 

男子トイレ：小便器４、大便器２ 

女子トイレ：４ 

多目的トイレ：１ 

 ※公共トイレの運営期間は最低でも４月１日～１１月３０日、運営時間は最低

でも７時～２１時とすること。 

  ただし、１２月１日～３月３１日のイベント開催時は日程に合わせて運営す

ること。 

②公共休憩スペース 

・７月１日～９月３０日の間は、日よけとなる公共休憩スペース 50 ㎡以上を

設置すること。上記以外の期間についても、適宜休憩スペースを設置するこ

と。 

③公共駐輪場 

・20 台分（面積 20m2）以上 

④公共駐車場 

・10 台分（面積 250m2）以上 

（2）自由提案による機能 

・上記の必須施設以外で、来訪者へのサービス向上等が認められる機能の提案

を求める。ただし以下に示す用途に使用することを目的とした機能導入は認

められない。 

①政治的又は宗教的用途に使用するもの 

②風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項に規定

する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類似す

る業の用途に使用するもの 

③酒類販売を主目的とした用途に使用するもの 

④青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等を主目的とした用途に

使用するもの 

⑤騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される用途に使用する
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もの 

⑥その他、事業目的等に照らして適切でないと県が判断するもの 

建 築 等 の

条件 
・拠点施設は建築基準法、消防法の規定に適合する建築物とする必要がある。設

計・工事に必要な行政協議等は事業者が行うこととする。当該行政協議等が終

わらなければ、工事に着手することができない。 

・必要な各種情報（測量データ、地質データ等）は事業者自ら入手すること。 

・建物は周辺との一体的な景観を作り出すことから、周辺の景観との調和にも配

慮がなされたものとする。 

・事業者が設置する公共トイレは、来訪者の利便性を考慮したものとする。 

イ ン フ ラ

設備 
・拠点施設の運営に必要な供給設備（上下水道・電気などのインフラ）の整備及

び道路の掘削及び復旧について、事業者側で各供給事業者や港湾管理者等との

協議を行うこととする。 

拠 点 施 設

の 管 理 運

営、事業用

地の管理 

（1）運営日・運営時間 

・運営日や運営時間については、近隣集客施設との調整が必要となる。飲食事

業を行う場合はメニューについても近隣集客施設との連携を考えること。ま

た、運営時やイベント時の音環境については、近隣へ配慮すること。 

・運営時間内において事業者は常駐すること。 

・運営期間については、通年運営すること。 

（2）施設管理 

・拠点施設について、来訪者が安全・安心に利用できるように、適切に管理運

営すること。 

・事業用地について、清掃や除排雪等により適切に管理すること。 

・安全対策（事故防止、防火、防災、防犯等）に万全を期すこと。 

・ゴミ処理を確実に行うこと。 

（3）その他 

・事業者は、年度当初の報告書とは別に、本事業の実施状況について県から報

告又は資料提出の要請があった場合には応じること。 

・事業実績や地域情報等の情報発信やプロモーション活動を行うこと。 

拠 点 施 設

の 所 有 権

等 

 

・拠点施設の所有権は事業者に帰属することとし、事業者が第三者に譲渡するこ

とは認められない。 

・事業者が自己名義で拠点施設の所有権登記をすることは可能である。 

・事業者が拠点施設を第三者に一括して賃貸することは認められない。 

・拠点施設に係る営業の権利を事業者が第三者に一括して譲渡、もしくは転貸す

ることは認められない。 

人 工 海 浜

の清掃 
・履行期間は拠点施設の供用開始日から事業期間終了日までとする。 

・清掃頻度は１月～６月、９月～１２月は、週２回清掃 

      ７月、８月は、毎日清掃 
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※ただし、台風及び発達した低気圧の接近、積雪、冬季風浪等による清掃不可の

日を除く。 

・清掃により回収したゴミは拠点施設、その他適切な場所に保管する。 

・ゴミ運搬・処分は適宜行う。 

・作業内容は１回につき２時間で４人による作業を行う。砂浜部・干潟部・海中

部の漂着ゴミ及び人為的ゴミ収集、ガラス等の危険物の目視チェック・除去、

ゴミ運搬・処分を行う。 

・清掃内容について、事業開始後の状況に応じて変更する必要がある場合は、県

と事業者は協議し、清掃内容を変更する。 

・清掃以外の維持管理、安全管理については県が行う。 

イ ベ ン ト

の実施 
・事業者は計画したイベントを積極的に実施するとともに、人工海浜及び周辺地

域において、県が主催するイベントや他団体が実施するイベント等への協力に

ついて最大限努力すること。 

・通年でイベントを実施すること。 

・工作物を設置しようとする場合は、設置及び利用に関する事項について県と事

前協議を行った上で、県に許可申請が必要となる。 

・安全対策（事故防止、防災、防犯等）に万全を期すこと。 

・ゴミ処理を確実に行うこと。 

リ ス ク 分

担 
・別紙１のリスク分担表によるものとする。 

経費負担 ・事業実施にあたっての必要経費（拠点施設の設置・管理運営、事業用地の管理、

人工海浜の清掃、イベント、事業終了後の原状回復に係る費用等）は、全て事

業者の負担とする。 

・応募時に提出する損益計算書及び資金収支計画書に必ず事業終了後の拠点施

設撤去費用を計上すること。 

・事業実施による収益は、全て事業者の帰属とする。 

・事業者が港湾施設用地（事業用地以外）、水域（人工海浜含む）をイベントで

一時的に使用する場合は、県条例に基づき使用料を納付する。 

港湾施設用地：2.6 円/㎡・日 

水域(工作物を設ける場合)：85 円/㎡・年 （月単位で徴収） 

水域(工作物を設けない場合)：45 円/㎡・年 （月単位で徴収） 

 ※今後使用料を改正した場合は、改正した使用料とする。 

原状回復 ・事業者は、事業期間終了日（事業期間満了日又は本協定の解除日）から県が指

定する期日までに、事業用地を事業者の負担と責任のもと原状に回復の上、県

の立会のもとで県に事業用地を返還すること。 

・ただし、県が事業期間終了後、県と事業者が協議の上、１０年以上２０年以内

の期間で事業期間を更新した場合はこの限りではない。 

・事業期間終了後に、拠点施設が確実に撤去されるため、事業者は協定締結時に
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原状回復費に係る連帯保証人を擁立すること。 

 

３ 応募資格等 

(1) 事業者の募集及び選定方法 

公募型プロポーザル方式により、応募者の中から事業者の選定を行う。 

 

(2) 応募者の資格等 

応募者は、法人又はその他の団体（以下「法人等」という。）に限ることとし、以下に

掲げる資格要件を満たす者とする。 

 

（資格要件） 

① 法人又はその他の団体であること（法人格の有無は問わないが、個人では申請できな

い。） 

② 団体又はその代表者等が次の各項に該当しないこと。 

  ア 法律行為を行う能力を有しない者 

  イ 破産者で復権を得ない者 

ウ 青森県から指名停止措置を受けている者 

 エ 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続きを行っている者 

オ 法人税、法人事業税、法人都道府県税、法人市町村税、消費税又は地方消費税を滞

納している者 

カ 暴力団（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をいう。以下同じ。）又はその利益となる活動を行

う者 

キ 暴力団又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第

６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくなった日か

ら５年を経過しない者の統制下にあると認められる者 

③ 青森県内に主たる事業所を置く法人等であること。 

※連帯保証人についても資格要件を満たす必要がある。 

 

(3) 連合体による応募 

連合体を構成して応募する場合は、代表者となる法人等が県内に主たる事務所を置く

法人等であること。連合体の代表者及び構成員の役割分担を「本要項５（２）事業計画提

案書類」において明確にすること。また、連合体の代表者及び構成員は、別の連合体を構

成する法人等や単独の応募者となることはできない。 

 ※連合体の代表者及び構成員のうちに資格要件を満たさない者がある場合は応募できな

い。 
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４ 応募の手続き 

(1) 応募スケジュール 

「本要項 1（９）事業全体のスケジュール」を参照 

 

(2) 募集要項の縦覧 

青森県県土整備部港湾空港課ホームページよりダウンロードすること。紙での配布は

行わない。 

URL：https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kowan/ 

 

(3) 質問書の提出 

受付期間 令和 2年 8月 28 日（金）午前 9時～令和 2年 9月 23 日（水）午後 5時 

提出方法 質問書（様式１）に記載の上、電子メールで「本要項８ 照会窓口」ま

で送付すること。また、送付した際は必ず電話による着信確認を行うこ

と。口頭、電話、FAX での質問は一切受け付けない。補足資料を添付する

場合は、マイクロソフトワード形式、マイクロソフトエクセル形式、又

はアドビ PDF 形式とする。締切以降の質問は一切受け付けない。 

なお、質疑について直接確認を行う場合がある。 

 

(4) 質問に対する回答の公表 

質問に対する回答は令和 2年 9月 30 日（水）を予定しており、青森県県土整備部港湾

空港課ホームページにおいて掲載する。なお、質問が無かった場合は掲載しない。 

  

(5) 現地説明会の開催 

    募集にかかる説明会を下記のとおり開催する。参加は必須ではない。説明会参加希望  

 者は、参加申込書（様式２）に記載の上、令和 2年 9月 9日（水）午後 5時までに電子メ

ールで本要項の「８ 照会窓口」まで送付すること。また、送付した際に必ず電話による

着信確認を行うこと。口頭、電話、FAX での申込は一切受け付けない。 

開催日時 令和 2年 9月 14 日（月）午後 2時から 

開催場所 事業用地内 

その他 当日は公募資料をダウンロードの上、持参すること。 

出席者は１法人等につき２名まで、１連合体につき４名までとする。 

 

(6) 応募書類の提出 

提出期間 令和 2年 11 月 4 日（水）午前 9時～令和 2年 11 月 20 日（金）午後 5時 

※ただし、県の休日を除く。 

提出方法 「本要項８ 照会窓口」まで必ず持参により提出すること。 

あらかじめ提出日時を電話連絡すること。 
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提出内容 「５ 応募書類等」を参照 

 

(7) プレゼンテーション 

実施日程 令和 2年 11 月 30 日（月）を予定 

実施方法等 時刻、場所等の詳細については、応募締切後速やかに、応募者に対し電

子メールにて通知する。 

留意事項 プレゼンテーションでは、応募書類等に記載のない内容に関する説明は

認められない。 
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５ 応募書類等 

(1) 応募登録書類  

①提出部数等 

A4 縦ファイル（左側２穴）に次の書類を綴り、７部提出すること。あわせて、データ

(データ形式はＰＤＦデータとする)を保存したＣＤ－Ｒを１部提出すること。 

 

②応募登録申込書 

種類 様式 備考 

応募登録申込書 様式３－１（単独） 

様式３－２（連合体） 

様式３－３（連帯保証人） 

・所定様式に必要事項記入 

・連合体による応募の場合は、連合

体協定書の写しを提出すること。 

 なお、様式４を参考に連合体協定

書を作成すること。 

 

③法人等であることの証明（写しでよい） 

区分 提出書類 

法人の場合 
定款、寄附行為 

登記事項証明書 

地方自治法第２６０条の２第１項

に規定する地縁による団体の場合 

地方自治法第２６０条の２第１２項の証明書 

代表者の住民票 

 

④欠格要件に該当しないことの証明（自由様式） 

区分 提出書類 

全ての場合 

次に該当しない旨の申立書 

  ア 法律行為を行う能力を有しない者 

  イ 破産者で復権を得ない者 

ウ 青森県から指名停止措置を受けている者 

 エ 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続き

を行っている者 

 オ 法人税、法人事業税、法人都道府県税、法人市町村税、消

費税又は地方消費税を滞納している者 

カ 暴力団（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

団をいう。以下同じ。）又はその利益となる活動を行う者 

キ 暴力団又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をい

う。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくなった日から５
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年を経過しない者の統制下にあると認められる者 

 

⑤法人税、法人事業税、法人都道府県税、法人市町村税、消費税又は地方消費税を滞納

していないことの証明 

区分 提出書類 

納税義務がある場合 納税証明書の写し 

納税義務がない場合 納税義務がない旨を記載した申立書（自由様式） 

 

⑥経営の状況を示す書類（自由様式） 

・貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類（直近３ヶ年分） 

・申請日の属する年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類 

 

⑦組織状況を示す書類（自由様式） 

・法人等の組織及び運営に関する事項を記載した書類（法人等の組織図や業務執行体制

等がわかるもの及び就業規則又はこれらに準ずる書類） 

・役員の名簿及び略歴を記載した書類 

 

※単独応募の場合、代表者及び連帯保証人について上記②～⑦を提出すること。 

※連合体応募の場合、代表者及び構成員、連帯保証人について上記②～⑦を提出するこ

と。 

 

(2) 事業計画提案書類 

①提出部数等 

A3 横ファイル（左側２穴）に次の書類を綴り、７部提出すること。あわせて、データ

(データ形式はＰＤＦデータとする)を保存したＣＤ－Ｒを１部提出すること。 

 

②提出様式 

種類 提出様式 内容 

【１】基本的な考え方 

   

自由様式 公共性の高い本事業を実施する上での基本的な考 

え方について、文章、図面、イラスト、写真等で 

説明すること。 

・駅周辺まちづくりの中で果たす役割 

・地域の子どもから大人、観光客等の来訪者がにぎわ

うウォーターフロント像 

・拠点施設の機能・デザイン、人工海浜活用策 

・周辺地域との連携、地域コミュニティへの寄与 

【２】景観イメージ 自由様式 ・任意方向からの景観イメージ及びそのコンセプトを
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示すこと。 

【３】拠点施設による

にぎわい創出 

自由様式 ・配置計画（事業用地における配置図等） 

・拠点施設について、平面図、構造、階数、建物面積、

延床面積、最高高さ、具体的な用途、席数、便益機

能、その他必要に応じて施設計画を説明する項目に

ついて記載すること。 

・立面図及び断面図は、東西面、南北面を含む 2面以

上作成すること。 

・各図面には、施設等の出入口位置、室名（用途）、室

面積、主要な寸法等を記入すること。 

・来訪者の利便性を考慮した公共トイレの設備の概要

と運営方法、公共休憩スペースの概要と運営方法、

公共駐輪場・公共駐車場の概要と運営方法 

・その他工作物、植栽、案内板等を設置する場合はそ

の計画内容を説明すること。 

・事業用地におけるインフラ施設（上下水道、電気等）

の整備内容（容量・配線・配管計画等）を記載する

こと。 

・拠点施設の設計（インフラ設備、店舗）、工事、運営

準備期間など事業開始までの工程がわかるように

表示すること。 

・拠点施設における日常的な事業内容（事業内容、飲

食・物販メニュー構成・料金設定・運営日、運営時

間等の運営形態） 

・拠点施設において第三者の使用（テナント等）があ

る場合には、見込まれる社名を記載すること。 

 社名が記載できない場合には、想定する業種などを

記載すること。 

・拠点施設及び事業用地の管理（清掃、ゴミ処理、警

備、除雪等）や安全対策（事故防止、防火、防災、

防犯） 

・ハイシーズン（夏季、大型連休等）における管理運

営手法 

・冬季など閑散期における管理運営手法 

・非常時対応（事故、災害、不法行為等発生時におけ

る対応方策） 

・利用者満足度の把握方法 

・効果的な管理運営を行うにあたり、活用可能なノウ
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ハウや事業実績等がある場合は、具体的に示すこと

（参考資料等を添付することも可）。 

【４】地域に根ざした

拠点 

自由様式 ・地域活性化に取り組む団体や近隣集客施設との機能

分担・連携・相乗効果 

※飲食事業を行う場合は近隣集客施設とメニューの

連携を考えること。 

・社会貢献に資する企画・実施（事業者による環境保

全に関する活動等） 

・他団体が実施するイベントへの積極的な協力 

・近隣集客施設等との景観上の調和 

【５】人工海浜での環

境保全活動 

自由様式 ・人工海浜での環境保全にかかるイベント等の企画・

実施（又は誘致） 

 ※冬季のイベントも考えること。 

・事業実績や地域情報等の情報発信やプロモーション

活動の実施 

・安全対策（事故防止、防災、防犯） 

【６】事業計画 自由様式 ・責任者及び人員配置（人工海浜の清掃含む） 

・危機管理体制 

・（連合体の場合）連合体での役割分担 

様式５－１ 

（参考様式） 

様式５－２ 

（参考様式） 

・施設関連内訳表 

 施設等整備費、施設等維持管理費 

・運営計画書（１）（２） 

 本事業の損益計算書、資金収支計画 

※事業期間中において年度ごとに示すこと。 

※事業終了後の拠点施設撤去費用を計上すること。 

様式５－３ 

（参考様式） 

・資金調達計画書 

自由様式 ・本事業を取り巻く環境や利用需要が大きく変動した

場合の対処方法についての考え方 

【７】取組実績 自由様式 ・港でのにぎわいづくり等の実績 

  ※【７】について連合体による応募の場合、代表者又は構成員の実績でよい。 

 

(3) 応募書類等作成にあたっての留意事項 

①提出資料は自由様式を含め、Ａ４版又はＡ３版を基本として作成すること。 

②説明文字の大きさは、９ポイント以上を基本として作成すること。 

③自由様式以外は、指定様式に基づき作成すること。 

④応募登録書類の自由様式には様式名を記載し、応募者名や応募者の所属する法人等
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が判る表記は行わないこと。 

⑤事業計画提案書類については様式名を記載し、応募者名や応募者の所属する法人等

が判る表記は行わないこと。 

 

(4) 応募にかかる注意事項 

①募集要項の修正や内容に追加があった場合は、青森県県土整備部港湾空港課ホーム

ページに掲載する。 

②1応募者が複数の提案を行うことはできない。 

③応募書類等提出後は、応募書類等の内容を変更することはできない。 

④応募書類等提出後は、原則として応募者の構成の変更及び追加はできない。 

⑤書類の不備があった場合には、審査の対象とならない場合がある。 

⑥応募書類等の取扱いについては以下のとおりとする。 

 ア 事業予定者に決定した応募者の応募書類等に著作権の対象となるものがある場

合は、著作権は事業者決定時から県に帰属する。 

イ 選定されなかった応募書類等の著作権は応募者に帰属する。 

ウ 応募書類等は理由の如何に関わらず返却しない。 

⑦次の要件に該当した場合は、選定の対象から除外する。 

 ア 審査委員及び本件業務に従事する職員、その他、本件関係者に対して接触の事実

が認められた場合 

 イ 選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合 

 ウ 提出書類に虚偽又は不正があった場合 

 エ 本要項に違反又は著しく逸脱した場合 

 オ 提出期間内に応募書類等が提出されなかった場合 

 カ プレゼンテーションの内容が提出済みの応募書類等の内容から大幅に変更され

ていた場合 

 キ プレゼンテーションを欠席した場合 

 ク その他不正行為があった場合 

⑧応募に関する一切の費用については、応募者の負担とする。 

⑨応募者は、応募書類等が第三者の有する知的財産権を侵害するものではないことを

県に対して保証するとともに、応募書類等が第三者の有する知的財産権を侵害し、第

三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じならなければならないとき

は、応募者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずることとする。 

 

６ 選定方法・審査基準等 

(1) 事業予定者の選定方法 

審査委員会において、書類審査、プレゼンテーションによる審査を行った上で、基準点

を上回った者の内、最優秀提案者及び次点者を選定し、最優秀提案者を事業予定者とする。 
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基準点は１２５点満点の審査員平均で７５点とする。ただし、全審査員の審査項目（全

１７項目）の中で１項目でも０点がある場合はその時点で失格とする。 

なお、最優秀提案の事業予定者が辞退又は欠格要件に該当した場合は、次点者を事業予

定者とする。また、全ての提案について基準点に満たなかった場合、審査委員会は最高得

点者に対してヒアリングを行い、提案内容について修正が可能か否かを確認し、修正した

提案が基準点相当の評価を得られた場合は事業予定者とし、得られない場合は事業予定

者なしとする。 

応募者が１者の場合であっても審査を実施する。応募者が無い場合は、本件の募集を中

止する。 

 

(2) 選定結果の通知及び公表 

選定結果については、すべての応募者へ書面により通知（連合体で応募した場合は、代

表者に通知）するとともに、港湾空港課ホームページに事業予定者名を公表する。 

なお、審査内容、結果に対する問い合わせ及び異議等については一切応じない。 

 

(3) 審査基準 

審査項目 審査の視点 配点 

基本的な考

え方・景観

イメージ 

・地域の子どもから大人、観光客等の来訪者にとって、利便性が高く、に

ぎわいを創出する空間形成を目指しているか（公共性の重視） １０ 

拠点施設に

よるにぎわ

い創出 

 

・拠点施設について、人々が海辺で憩い、様々な人の交流が生まれる、海

辺空間にふさわしい魅力的なデザインとなっているか 

・拠点施設内容や日常的な事業内容について、利用者の利便性を高めるう

えでの工夫や配慮がなされているか 

・拠点施設・事業用地の管理（清掃、ゴミ処理、警備、除雪等）や安全対

策（事故防止、防火、防災、防犯）が具体的かつ適切に設定されている

か 

・ハイシーズン（夏季、大型連休等）における管理運営方法が具体的かつ

適切に設定されているか 

・冬季等の閑散期における管理運営手法が具体的かつ適切に設定されて

いるか 

５５ 

地域に根ざ

した拠点 

・地域団体・近隣集客施設との機能分担・連携・相乗効果を図る提案か 

・環境保全活動等の社会貢献や他団体が実施するイベントへの積極的な

協力に資する企画が提案されているか 

・拠点施設について、近隣集客施設等との景観上の調和を図る提案か 

１５ 

人工海浜で

の環境保全

・ハイシーズン（夏季、大型連休等）について拠点施設・人工海浜等のウ

ォーターフロントへの来訪者数増加など事業効果が期待できるか 
１５ 
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活動等にか

かるイベン

トの実施 

・イベント企画内容は年間を通してウォーターフロント全体の魅力向上

に資するか（特に冬季イベントの重視） 

・事業実績や地域情報等にかかる効果的な情報発信やプロモーション活

動を計画しているか 

事業計画 ・経営状況が健全であるか 

・（緊急時も含め）本事業を安定的に実施できる十分な体制を構築してい

るか 

・本事業の確実な実施が見込まれる具体的で計画的かつ実現性の高い収

支計画となっているか 

・事業環境の変化への対応方策が具体的に想定されているか 

２５ 

取組実績 ・港でのにぎわいづくり等の実績を有し、本事業を効果的に実施すること

が見込まれるか 
５ 

合計点 １２５ 

 

７ 事業予定者選定後の諸手続について 

(1) 協定及び設置等の許可にかかる諸手続 

①協定の締結 

事業予定者は県に事業計画書を提出し、県が承諾した後、県と協定を締結する。これを

もって、事業予定者は事業者となる。 

県と締結する協定書（案）は別紙２のとおりとし、締結に当たっては事前に県と協議を

行うものとする。なお、協定書（案）に示されていない事項又は疑義が生じた事項につい

ては、双方協議により定めることとする。 

締結後、協定書を変更する必要が生じた場合は、県と協議を行った上で変更することが

できる。 

 

②県条例に基づく港湾施設用地使用許可 

事業者は事業用地を使用するにあたり、県条例に基づく許可を県に申請し、県から許可

を受ける。許可申請内容を変更する必要が生じた場合は、県と協議を行った上で再申請す

ることができる。許可申請書の申請条件は次のとおりとする。 

 ア 使用を許可する港湾施設（以下、「使用施設」という。）の区分 

 イ 使用施設の所在地 

 ウ 使用する面積 

 エ 使用の目的 

 オ 使用期間 
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(2) 協定の解除及び使用許可の取消 

   協定期間に関わらず、協定書及び関係法令等に違反する行為が判明した場合や県と

事業者が合意の上、事業者が本事業を継続することが適当でないと認める場合等は協

定を解除する。 

 

８ 照会窓口 

青森県 県土整備部 港湾空港課 港湾整備推進グループ 

〒030-8570  青森県青森市長島１丁目１－１ 

TEL: 017-734-9677  FAX：017-734-8194 

Ｅ－mail：kowan@pref.aomori.lg.jp 

※メールによる照会を行う場合は、送付後速やかに電話による着信確認を行うこと。着信確

認の受付時間は、午前９時から午後５時までとし、土曜日・日曜日・祝日を除く。 
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別紙１ 県・事業者のリスク分担表 

 

■共通事項 

リスクの種類 内容 
負担者 

県 事業者 

募集資料 募集要項の誤り又は内容の変更に関するもの 〇  

計画変更 県の指示による事業内容・用途の変更に関するもの 〇  

施策変更 県の施策変更により事業に影響を及ぼすもの 〇  

資金調達 必要な資金の確保に関するもの  〇 

金利変動 金利変動による資金調達等への影響  〇 

法令変更 本事業に直接関係する法令の新設・変更（税制度を除く）によるもの  〇 

税制度の変更 

(事業者の収支への影響) 

法人税の変更によるもの  〇 

本事業に直接関係する法令に基づく税制度の変更による増減  〇 

消費税の税率等変更  〇 

施設の取得及び所有に関する税制度の変更による増減  〇 

事業の遅延・中止・延期 

県の責任による遅延・中断・中止・延期 ○  

事業者の責任による遅延・中断・中止・延期※１  ○ 

事業者の事業放棄・破綻  ○ 

債務不履行 
事業者による協定内容等の不履行  ○ 

県による協定内容等の不履行 ○  

住民等対応 
本事業の実施自体に対する反対等の苦情・要望等への対応 ○  

周辺地域との協調、事業に対する住民等からの苦情・要望等への対応     〇 

環境保全 
事業者が行う業務に起因する有害物質の排出・漏洩、工事に伴う水枯れ、騒

音、振動、土壌汚染、大気汚染、水質汚濁、光、臭気に関するもの 
 〇 

不可抗力 

不可抗力（自然災害、火災、騒乱、暴動その他いずれの責めにも帰すことので

きない自然的または人為的な現象）による業務の変更、遅延、中止、延期、臨

時休業等※２ 

  〇 

 

■整備段階 

リスクの種類 内容 
負担者 

県 事業者 

測量調査、地質調査 事業者が行った調査の不備、誤り等によるもの  〇 

物価変動 設計・建設期間中のインフレ・デフレ  〇 

建設工事費 不可抗力による建設工事費の増大  〇 

第三者賠償 建設工事に伴う騒音、振動等により、近隣住民等に損害を加えた際の補償  〇 

地盤沈下 建設工事に伴う地盤の沈下による建設工事費の増加  〇 
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■管理運営段階 

リスクの種類 内容 
負担者 

県 事業者 

物価変動 事業期間中のインフレ・デフレ  〇 

需要変動 当初の需要見込みより下回った状況による損害  〇 

管理運営費 不可抗力による管理運営費の増大  〇 

施設競合等 競合施設の立地等による利用者減、収入減  ○ 

施設・設備等の損傷等 

（事業用地） 

事故・火災・災害・施工不良・管理上の瑕疵による拠点施設の損傷等  〇 

第三者による損傷等  〇 

施設・設備等の損傷等 

（人工海浜等県管理施設） 

事故・火災・災害・施工不良・管理上の瑕疵による県管理施設の損傷等 〇  

第三者による損傷等※３ 〇  

来訪者トラブル 

（事業用地、事業者によるイ

ベント） 

事業用地及び事業者が開催するイベントでの事故や利用者間のトラブル対

応、苦情対応  〇 

来訪者トラブル 

（人工海浜等県管理施設） 

人工海浜等県管理施設での事故や来訪者間のトラブル、苦情対応 

ただし、事業者が開催するイベントに関わるものを除く。 
〇  

第三者賠償 

（事業用地、事業者によるイ

ベント） 

事業者が管理者として管理瑕疵や注意義務を怠ったことによる事故等の発生

による賠償※４  〇 

第三者賠償 

（人工海浜等県管理施設） 

県が管理者として管理瑕疵や注意義務を怠ったことによる事故等の発生によ

る賠償 

ただし、事業者が開催するイベントに関わるものを除く。 

〇  

事業終了に伴う原状回復 事業用地の原状回復に伴う費用、諸手続き  〇 

※１ 県との協議が整わない場合等による遅れは、事業者の責任とする。 

※２ 自然災害（地震、高潮等）等への対応 

 自然災害等が発生し災害対応のため必要と認めた場合（復旧困難な被害を受けた場合を含む）、県は事業者に対して

業務の一部又は全部の停止を命じることがある。なお、その場合、県はこれに係る一切の賠償を行わない。 

※３ 人工海浜等の県管理施設が損傷した場合、事業者が損傷させたものは事業者がリスクを負う。 

※４ 事業者は、リスクに応じた保険（施設賠償保険など）に加入することを推奨する。 
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別紙２ 協定書（案） 

 

青森港にぎわい拠点創出・人工海浜管理事業協定書（案） 

 

青森県（以下「甲」という。）と●●●（以下「乙」という。）は、青森港にぎわい拠点創

出・人工海浜管理事業（以下「本事業」という。）の実施にかかる必要な事項を定めるため、

次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結し、△△△（以下「丙」という。）は、本

協定を承認する。 

 

第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 本協定は、港湾法及び青森県港湾管理条例（以下「県条例」という。）並びに関係

法令等の定めるところに従い、甲乙丙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推

進するため必要な事項を定めるものとする。 

 

（事業用地と事業内容） 

第２条 乙は、青森市柳川 1 丁目地内に位置する青森港青函緑地内の事業用地及び人工海

浜（別紙Ⅰ）において、本事業を行うものとする。 

  ２ 乙は、本事業の実施にあたり、本協定を締結するまでに、本事業募集で乙が提案し

た事業内容に基づき事業計画書案（様式自由）（以下「計画書案」という。）を甲に

提出する。 

３ 甲は乙が提出した計画書案に基づき、「青森駅前ビーチ利用関係者連絡協議会」（以

下「協議会」という。）に意見聴取する。 

４ 乙は甲による意見聴取後、適宜計画書案を修正し、事業計画書（様式自由）（以下

「計画書」という。）を甲に提出し、甲の承諾を受けなければならない。ただし、

意見聴取後、計画書案を修正する必要の無い場合は、計画書案に基づき計画書を甲

に提出し、甲の承諾を受けなければならない。 

 

（事業期間及び協定期間） 

第３条 本事業の実施期間（以下「事業期間」という。）は、拠点施設の供用開始日から１

０年とする。乙は事業期間中、年度当初において、甲に過年度の事業実績及び事業

収支、当該年度の取組等を記載した報告書（様式自由）を提出するものとする。 

  ２ 本協定の有効期間（以下「協定期間」という。）は、本協定締結日から事業期間終

了日までとする。 

  ３ 事業期間終了時、甲乙協議の上、１０年以上２０年以内の期間で本協定を更新する

ことができる。 

 



26 

（行程） 

第４条 乙は、本協定締結日から速やかに甲及び各関係機関等と事業調整を行うとともに、

拠点施設の設置にかかる手続等を行い、改めて工事着手日、工事完成日、供用開始

日等の行程を書面（様式自由）にて甲へ提出し、甲の承諾を得なければならない。 

ただし、甲が実施する人工海浜整備事業による遅れが生じる場合は、甲乙協議のう

え行程を変更するものとする。 

  ２ 乙は、やむを得ない事情により、前項に定める行程の変更を必要とする場合は、事

前に理由を付した書面（様式自由）により甲に申請し、甲の承諾を得なければなら

ない。 

 

（財産等） 

第５条 乙は、本事業の実施にあたり、事業用地に拠点施設を設置・管理運営し、事業用地

の管理を行う。乙が設置する全ての設備・工作物等の設置費用及びこれにかかる手

数料等の経費は全て乙の負担とする。 

  ２ 乙は、事業期間中、乙が事業用地に設置する全ての設備・工作物等の所有権を保有

するものとし、管理・運営に係る費用は全て乙の負担とする。また、事業用地の管

理に係る費用も全て乙の負担とする。 

  ３ 乙は、拠点施設及び乙が開催するイベントで発生する収益を全て得るものとする。 

 

第２章 許可の取得 

 

（条例に基づく許可の取得） 

第６条 本協定締結後、乙は本事業に係る拠点施設の工事着手までに甲から事業用地の使

用許可を受けなければならない。ただし、拠点施設が、青森県港湾管理条例施行規

則第５条第２項第２号に該当する場合は事業用地の使用料を免除する。 

  ２ 乙は、港湾施設用地（事業用地以外の部分に限る。）及び水域（人工海浜を含む。）

においてイベントを実施するにあたり甲から使用許可を受けなければならない。 

 

（その他の法令に基づく許可の取得） 

第７条 乙は、前条に定める手続のほか、その他の法令等に基づき、関係機関との協議 

を行い、本事業の実施に必要な手続並びに許可の取得を行うものとする。なお、こ

れに係る費用は全て乙の負担とする。 

 

第３章 事業者の責務と行為の制限等 

 

（乙の遵守事項） 

第８条 乙は、事業期間中、本事業を計画書に基づき確実に実行し、善良な事業者としての

注意をもって拠点施設の管理運営、事業用地の管理を良好に行わなければならな
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い。 

  ２ 乙は、事業用地内に設置した全ての設備・工作物等の所有権を第三者に譲渡するこ

とは認められない。 

３ 乙は、自己名義で事業用地内に設置した全ての設備・工作物等の所有権登記をする

ことは可能である。 

４ 乙は、事業用地内に設置した設備・工作物等を一括して第三者に賃貸することは認

められない。 

５ 乙は、事業用地内に設置した設備・工作物等に係る営業の権利を一括して第三者に

譲渡、若しくは転貸することは認められない。 

６ 乙は、事業用地について、借地権その他いかなる権利も主張できない。 

７ 乙は、事業用地を第三者に占用させる等、甲の権利を侵害し、または侵害する恐れ

のある一切の行為をしてはならない。 

８ 乙は、拠点施設に入居するテナントの誘致について、乙の責任と裁量により行うも

のとする。 

  ９ 乙は、拠点施設について、通年で管理運営するものとする。 

 １０ 乙は、拠点施設について、来訪者が安全・安心に利用できるよう適切に管理運営す

るものとし、運営時間内において常駐するものとする。事業用地について、清掃や

除排雪等により適切に管理するものとする。また、安全対策（事故防止、防火、防

災、防犯等）及び事故等への対応について、乙の責任によりその対応にあたるもの

とする。また、ゴミ処理を確実に行うものとする。 

１１ 乙は、拠点施設内の公共トイレの運営について、運営期間は最低でも４月１日～１

１月３０日、運営時間は最低でも７時～２１時とする。 

  ただし、１２月１日～３月３１日のイベント開催時はイベント開催日程に合わせ

て運営すること。 

 １２ 事業期間中に事業用地で事故等が発生した場合、乙は当該事故等発生の帰責の如

何に関わらず、直ちに来訪者の安全を確保するとともに、負傷者や急病者を発見し

た場合は応急的な対応を行うこと。また、事故拡大の防止策を講じる等、事故発生

後も適切で速やかな対応を行い、必要に応じて甲又は警察に通報し、甲又は警察の

指示に従うものとする。 

 １３ 甲は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、当該緊急事態に対応するため、乙

に対し、業務の一部または全部の停止を命じることができる。なお、その場合、甲

はこれに係る一切の賠償を行わない。 

 １４ 乙は、本事業の実施に当たり、労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法及びその

他関係法令等の規定を遵守しなければならない。 

 １５ 乙は、甲から提供を受けて知り得た情報の一切について協定期間中のみならず、協 

定期間終了後においても第三者に漏らしてはならない。 

１６ 乙は、拠点施設運営時やイベント時の音環境については、近隣に配慮しなければな

らない。 
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１７ 乙は、本事業の実施により、甲が管理する施設を汚損もしくは破損した場合、乙の

負担と責任のもと、清掃または修繕等の必要な措置を講じて速やかに原状回復す

るものとする。 

１８ 乙は、甲が管理する施設の汚損・破損等を発見した場合は甲に報告を行うものとす

る。 

 １９ 乙は、来訪者による迷惑行為、危険行為等を発見した場合は指導・勧告を行うとと

もに、必要に応じて甲若しくは警察に通報を行うものとする。 

 

（人工海浜の清掃及びイベント等） 

第９条 乙は、事業期間中、人工海浜の清掃を行うものとする。なお、清掃内容は別紙Ⅱの

とおりとする。ただし、清掃内容について、本事業開始後の状況に応じて変更する

必要がある場合は、甲と乙は協議し、清掃内容を変更するものとする。 

２ 人工海浜について、清掃以外の維持管理、安全管理については甲が行うものとする。 

  ３ 乙は、計画書に記載したイベントを積極的に実施するものとする。 

  ４ 乙は、乙が開催するイベントでは安全対策（事故防止、防災、防犯等）及び事故等

への対応について、乙の責任によりその対応にあたるものとする。また、発生する

ゴミ処理を確実に行うものとする。 

  ５ 乙によるイベント開催中に事故等が発生した場合、乙は当該事故等発生の帰責の

如何に関わらず、直ちに参加者の安全を確保するとともに、負傷者や急病者を発見

した場合は応急的な対応を行うこと。また、事故拡大の防止策を講じる等、事故発

生後も適切で速やかな対応を行い、必要に応じて甲若しくは警察に通報し、甲若し

くは警察の指示に従うものとする。 

  ６ 乙は、人工海浜及び周辺地域において甲が開催するイベント、もしくは他団体によ

る地域活性化に資するイベントについては、積極的に協力するものとする。 

 

（地域との連携） 

第１０条 乙は、本事業の実施に当たって協議会を含む地域との連携協力を積極的に進め

るものとする。 

 

（施設等用途の制限） 

第１１条 乙は、次に定める施設等を設置することはできない。 

①  政治的又は宗教的用途に使用するもの 

②  風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項に規定する 

風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類似する業の用  

途に使用するもの 

③   酒類販売を主目的とした用途に使用するもの 

④   青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等の用途に使用するもの 

⑤   騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される用途に使用するもの 
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⑥   その他、事業目的等に照らして適切でないと甲が判断するもの 

 

（委託の禁止） 

第１２条 乙は、本事業の全部を第三者に委託しまたは請け負わせてはならない。 

 

（事業の調査等） 

第１３条 甲は、必要と認める場合、本事業の実施状況について自ら調査を行い、又は乙に

報告を求めることができる。甲が自ら調査を行う場合には、乙は協力しなければ

ならない。甲が報告や資料提出を求める場合には、乙は応じなければならない。 

  ２  甲は、前項の調査または報告、第３条第１項の報告書により、本事業が適切に実

施されていないと認められる場合、乙に対し、その改善を指示することができる。 

  ３  乙は、甲から前項の指示を受けた場合、その指示に従わなければならない。 

 

第４章 使用料 

 

（使用料） 

第１４条 乙は、港湾施設用地（事業用地以外の部分に限る。）、水域（人工海浜を含む。）

をイベント等で一時的に使用する場合は県条例に基づき、以下の使用料を支払

うものとする。ただし、今後使用料を改正した場合は改正後の使用料とする。 

①  港湾施設用地：2.6 円/m2・日 

②  水域（工作物を設ける場合）：85 円/m2・年（月単位で徴収） 

③  水域（工作物を設けない場合）：45 円/m2・年（月単位で徴収） 

 

第５章 本事業の実施にあたっての負担区分等 

 

（リスク分担） 

第１５条 事業期間中の甲乙のリスク分担は別紙Ⅲ「甲乙のリスク分担」のとおりとする。 

 

（損害賠償責任） 

第１６条 甲及び乙は、相手方が本協定の各条項のいずれかに違反することにより損害を

被ったときは、相手方に対しその賠償を請求することができる。 

 

（第三者に与えた損害） 

第１７条 乙は、本事業の実施に伴い、第三者と紛争が生じまたは第三者に損害を与えた場

合、乙の責任と費用負担において、その紛争を解決しまたはその損害を賠償しな

ければならない。 
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（地震等による損害） 

第１８条 甲は、地震、火災、風水害、盗難、その他甲の責に帰すことのできない事由によ

って乙が被った損害については、賠償する責を負わない。 

 

（契約不適合に関する損害賠償請求） 

第１９条 乙は、本協定締結後、事業用地が契約の内容に適合しないものであることが判明

した場合においても、甲に対し損害賠償等の請求をすることができない。 

 

（事業内容の変更、中止等） 

第２０条 社会経済情勢の変化、再投資の有利性またはその他の事由により、第２条第４項

で定めた計画書を変更する必要がある場合は、乙は変更した計画書案（様式自由）

（以下「変更計画書案」という。）を甲に提出する。 

２  甲は乙が提出した変更計画書案に基づき、協議会に意見聴取する。 

３  乙は甲による協議会への意見聴取後、適宜変更計画書案を修正し、変更事業計画

書（様式自由）（以下「変更計画書」という。）を甲に提出し、甲の承諾を受けな

ければならない。ただし、意見聴取後、変更計画書案を修正する必要の無い場合

は、変更計画書案に基づき変更計画書を甲に提出し、甲の承諾を受けなければな

らない。 

  ４  甲は、乙が本協定及び関係法令等に違反するなどにより、本事業を一時中止する

必要があると認める場合は、乙に対し本事業の一時中止を指示することができ

る。この場合、乙の損害に対して甲は賠償を行わないものとする。 

 

第７章 本協定の解除等 

 

（甲による本協定の解除等） 

第２１条 甲は、第３条の協定期間に関わらず、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場

合には本協定を解除できるものとし、本協定の解除を乙に通知するものとする。 

①  乙が、本協定及び関係法令等に違反する行為を行った場合 

②  乙が乙の責めに帰すべき事情により、第４条で甲の承諾を受けた行程から著しく   

遅延する等、円滑な事業実施が困難と判断される場合 

③  甲乙間の信頼関係が失われた場合等、本協定を継続しがたい重大な事由が生じた 

  場合 

④   乙が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更    

生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合 

⑤  乙が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の   

滞納処分を受けた場合 

⑥  乙が、監督官庁により営業取消若しくは停止等の処分を受けた場合 

⑦  乙が、自ら本事業を休止又は停止した場合 
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⑧  乙が、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する場合 

２  乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、甲に対して損害賠償その他金 

銭の支払を求めることはできない。 

    ３  第１項の規定による本協定の解除により甲に損害が生じた場合、甲は乙に対  

し、損害賠償を請求することができる。 

 

（甲乙の合意による協定の解除等） 

第２２条 乙は、経営状況等乙の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難と判断さ

れる場合、甲に対して本協定解除の申請を行い、甲乙協議の上、甲が同意した場

合に限り本協定を解除することができる。 

  ２  本協定締結後、天災地変等の不可抗力により乙の所有する設備・工作物等が滅失

し又は破損し、その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要する等、乙の責

めに帰すべき事由によらず本協定の履行が不可能となった場合、甲乙は協議し、

合意の上本協定を解除することができる。 

  ３  乙は、第１項、又は第２項の規定により本協定を解除した場合、甲に対して損害

賠償その他金銭の支払を求めることができない。 

  ４  第１項又は第２項の規定による本協定の解除により甲に損害が生じた場合、甲

は乙に対し、損害賠償を請求することができる。 

 

第８章 原状回復義務 

 

（原状回復義務） 

第２３条 乙は、事業期間終了日（事業期間満了日又は本協定の解除日）から甲が指定する

期日までに、事業用地を原状に回復の上、甲の立会のもと甲に返還しなければな

らない。 

ただし、甲が事業期間終了後、甲乙協議の上、１０年以上２０年以内の期間で本

協定を更新した場合はこの限りではない。 

  ２  前項の原状回復にかかる費用は、乙の負担とする。 

  ３  乙は、第１項の規定により事業用地を原状回復する場合、乙はその内容や方法、

行程等について、事前に甲に書面（様式自由）で提出し、甲の承諾を得なければ

ならない。 

 

（連帯保証） 

第２４条 丙は、乙と連帯して、原状回復に係る経費を負担するものとする。 

  ２  丙が欠けた時、又は連帯保証人として不適当であると甲が認めたときは、乙は直

ちに他の連帯保証人を選任し、甲の承諾を得なければならない。 

  ３  事業期間及び協定期間が更新された場合も丙はその地位を継承する。 

  ４  甲は、必要と認める場合、丙の経営状況について丙に報告を求めることができる。
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甲が報告や資料提出を求める場合には、丙は応じなければならない。 

 

第９章 補則 

 

（連合体による事業実施） 

第２５条 乙が法人又はその他の団体の複数による連合体（以下「連合体」という。）であ

る場合、構成員は連合体協定書を遵守しなければならない。 

  ２  構成員は、本協定に定める事項を遵守しなければならない。 

  ３  構成員は、本事業の実施について連帯してその責を負うものとする。 

 

（届出義務） 

第２６条 乙は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、速やかに書面（様式自由）により甲

に届け出なければならない。 

①    乙の連合体の構成員を追加・削除した場合 

②    乙の代表者又は構成員の所在地、名称等を変更した場合、又は合併や分割等に  

より乙の法人格に変動が生じる場合 

③    乙が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、若しくは会社更生手続き  

の申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合 

④    乙が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の 

滞納処分を受けた場合 

⑤    乙が、本事業の実施に関わり、第三者との間で紛争を生じ、又は第三者に損害を   

与えた場合 

⑥    乙が、本事業の実施に関わり、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により   

損害を被った場合 

⑦    甲が管理する港湾施設が、本事業の実施に関わり、滅失又は破損した場合 

 

（緊急時連絡） 

第２７条 乙は、事故や災害等の緊急事態が発生した場合は、速やかに甲及び関係機関に連

絡をするものとする。 

 

（補則） 

第２８条 本協定に定めのない事項又は本協定について疑義が生じた事項については、甲

乙は誠意をもって協議するものとする。 

  ２  甲乙協議の上、双方が必要と認め、丙が承認した場合は、書面により本協定の変

更を行うことができる。 

３  この協定の締結を証するため、この協定書を 3 通作成し、甲乙丙それぞれ記名

押印し、各自その 1 通を保有するものとする。 
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令和●年●月●日 

甲 青森県青森市長島１丁目１－１ 

  青森県知事 ●● 

 

乙 ●●●●●●●●●●●● 

 

                   丙 ●●●●●●●●●●●● 
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別紙Ⅰ 事業用地 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

人工海浜 

7,300m2 
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別紙Ⅱ 人工海浜の清掃内容について 

 

１ 清掃の目的 

人工海浜について、安全・快適な利用環境を確保することを目的として、清掃を実施する。 

 

２ 履行期間 

事業期間とする。 

 

３ 清掃内容 

対象範囲 人工海浜 

実施方法 ① 清掃頻度：1月～6月、9月～12 月は週 2回清掃 

7 月、8月は毎日清掃 

※ただし、台風及び発達した低気圧の接近、積雪、冬季風浪等による清

掃不可の日を除く。 

② 清掃により回収したゴミは拠点施設、その他適切な場所に保管する

こと。 

③ ゴミ運搬・処分は適宜行うこと。 

④ 作業内容は 1 回につき 2 時間で 4 人による作業を行う。砂浜部・干

潟部・海中部の漂着ゴミ及び人為的ゴミ収集、ガラス等の危険物の目

視チェック・除去、ゴミ運搬・処分を行う。 
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別紙Ⅲ 甲乙のリスク分担表 

 

■共通事項 

リスクの種類 内容 
負担者 

県 事業者 

募集資料 募集要項の誤り又は内容の変更に関するもの 〇  

計画変更 県の指示による事業内容・用途の変更に関するもの 〇  

施策変更 県の施策変更により事業に影響を及ぼすもの 〇  

資金調達 必要な資金の確保に関するもの  〇 

金利変動 金利変動による資金調達等への影響  〇 

法令変更 本事業に直接関係する法令の新設・変更（税制度を除く）によるもの  〇 

税制度の変更 

(事業者の収支への影響) 

法人税の変更によるもの  〇 

本事業に直接関係する法令に基づく税制度の変更による増減  〇 

消費税の税率等変更  〇 

施設の取得及び所有に関する税制度の変更による増減  〇 

事業の遅延・中止・延期 

県の責任による遅延・中断・中止・延期 ○  

事業者の責任による遅延・中断・中止・延期※１  ○ 

事業者の事業放棄・破綻  ○ 

債務不履行 
事業者による協定内容等の不履行  ○ 

県による協定内容等の不履行 ○  

住民等対応 
本事業の実施自体に対する反対等の苦情・要望等への対応 ○  

周辺地域との協調、事業に対する住民等からの苦情・要望等への対応     〇 

環境保全 
事業者が行う業務に起因する有害物質の排出・漏洩、工事に伴う水枯れ、騒

音、振動、土壌汚染、大気汚染、水質汚濁、光、臭気に関するもの 
 〇 

不可抗力 

不可抗力（自然災害、火災、騒乱、暴動その他いずれの責めにも帰すことので

きない自然的または人為的な現象）による業務の変更、遅延、中止、延期、臨

時休業等※２ 

  〇 

 

■整備段階 

リスクの種類 内容 
負担者 

県 事業者 

測量調査、地質調査 事業者が行った調査の不備、誤り等によるもの  〇 

物価変動 設計・建設期間中のインフレ・デフレ  〇 

建設工事費 不可抗力による建設工事費の増大  〇 

第三者賠償 建設工事に伴う騒音、振動等により、近隣住民等に損害を加えた際の補償  〇 

地盤沈下 建設工事に伴う地盤の沈下による建設工事費の増加  〇 

 

 

 



37 

■管理運営段階 

リスクの種類 内容 
負担者 

県 事業者 

物価変動 事業期間中のインフレ・デフレ  〇 

需要変動 当初の需要見込みより下回った状況による損害  〇 

管理運営費 不可抗力による管理運営費の増大  〇 

施設競合等 競合施設の立地等による利用者減、収入減  ○ 

施設・設備等の損傷等 

（事業用地） 

事故・火災・災害・施工不良・管理上の瑕疵による拠点施設の損傷等  〇 

第三者による損傷等  〇 

施設・設備等の損傷等 

（人工海浜等県管理施設） 

事故・火災・災害・施工不良・管理上の瑕疵による県管理施設の損傷等 〇  

第三者による損傷等※３ 〇  

来訪者トラブル 

（事業用地、事業者によるイ

ベント） 

事業用地及び事業者が開催するイベントでの事故や利用者間のトラブル対

応、苦情対応  〇 

来訪者トラブル 

（人工海浜等県管理施設） 

人工海浜等県管理施設での事故や来訪者間のトラブル、苦情対応 

ただし、事業者が開催するイベントに関わるものを除く。 
〇  

第三者賠償 

（事業用地、事業者によるイ

ベント） 

事業者が管理者として管理瑕疵や注意義務を怠ったことによる事故等の発生

による賠償※４  〇 

第三者賠償 

（人工海浜等県管理施設） 

県が管理者として管理瑕疵や注意義務を怠ったことによる事故等の発生によ

る賠償 

ただし、事業者が開催するイベントに関わるものを除く。 

〇  

事業終了に伴う原状回復 事業用地の原状回復に伴う費用、諸手続き  〇 

※１ 県との協議が整わない場合等の遅れは、事業者の責任とする。 

※２ 自然災害（地震、高潮等）等への対応 

 自然災害等が発生し災害対応のため必要と認めた場合（復旧困難な被害を受けた場合を含む）、県は事業者に対して

業務の一部又は全部の停止を命じることがある。なお、その場合、県はこれに係る一切の賠償を行わない。 

※３ 人工海浜等の県管理施設が損傷した場合、事業者が損傷させたものは事業者がリスクを負う。 

※４ 事業者は、リスクに応じた保険（施設賠償保険など）に加入することを推奨する。 

 


