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小鹿野町鳳鳴館事業者募集要項

１ 趣旨

小鹿野町（以下「町」という。）では、神怡館を改修し、本年４月に秩父地域

最大級のクライミング施設となるクライミングパーク神怡館（以下「神怡館」

という。）をリニューアルオープンいたします。リニューアルオープンにあたり、

神怡館に隣接する休館中の小鹿野町鳳鳴館（以下「鳳鳴館」という。）を神怡館

利用者並びに山岳観光客などの休憩所として、また、山岳情報発信や町ＰＲ並

びに交流の場として、再開することとしました。

再開にあたり、町と協力して事業を推進する意欲のある事業者を募集します。

２ 鳳鳴館の位置

本施設は、中心市街地（役場小鹿野庁舎）から県道３７号線に沿って約５km

西方にある両神国民休養地内にあり、埼玉県で唯一の国民宿舎・両神荘や神怡

館などに隣接しています。

３ 事業者の諸条件

(1) 応募資格

鳳鳴館において町が行う事業に協力するとともに、飲料サービスを提供で

きる資格を有する事業者とします。

また、原則、土曜日、休日（日、祝）の１０時から１５時まで営業できる

事業者とします。それ以外の営業形態については別途協議します。

なお、事業者は個人、団体又は法人を問いません。ただし、次に掲げる者

は事業者並びにその構成員（以下「事業者」という。）となることはできませ

ん。

ア 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

イ 申請時において、町からの入札の参加資格を取り消されているもの

ウ 応募受付期間において、会社更生法（平成１４年法律第１５４条）第１

７条に規定する更生手続き開始の申立てがなされているもの（同法第１９

９条に規定する更生計画認可の決定を受けている者を除く。）、又は民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条に規定する再生手続き開始の

申立てがなされているもの（同法第１７４条に規定する再生計画認可の決

定を受けている者を除く。）

エ 事業者及び関係者に破産者又は禁固以上の刑に処せられている者がいる

もの

オ 法人税、消費税並びに地方消費税のほか義務付けられている税を滞納し

ているもの

カ 公共料金等を滞納しているもの
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キ 事業者及び関係者が、次の各号のいずれかに該当すること、又は次の各

号に掲げる者が法人、又は団体の経営に実質的に関与していること。

(ｱ) 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項に関する暴力団をいう。以下同じ。）

(ｲ) 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

(ｳ) 暴力団員でなくなった日から５年を経過しないもの

(ｴ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損

害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用しているもの

(ｵ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、

直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している

もの

(ｶ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの

(ｷ) 宗教活動、又は政治活動を行うもの

(ｸ) 個人、若しくは法人や任意団体の役員において、破産者又は禁固以上

の刑に処せられている者がいるもの

(2) 使用等

鳳鳴館内の一部使用とします（主にホール及び厨房とし、トイレは町共用

とする。また、使用部分については、使用者と別途協議も可とする）。

(3) 募集事業

飲料提供事業（軽食も可）とし、町の産業振興、活性化に資するものとし

ます。ただし、アルコール類の提供は不可とします。

(4) 法令等の遵守

事業内容によっては、建築基準法、消防法等の関係法令に抵触する場 合

がありますので、施設整備及び事業運営にあたっては関係する法令等を遵守

してください。また、事故発生など緊急時や災害時などにおける利用者の安

全確保対策等に十分配慮してください。

(5) 地域への協力等

施設等の改修や事業運営にあたっては、必要に応じて地域住民への説明や

連携を行うなどして、良好な信頼関係の構築や周辺の自然及び居住環境等へ

の影響に配慮してください。

(6) 調査・報告等

町は、事業の履行状況等を確認するため、施設の利用状況等を調査し、ま

た、事業者から必要な報告を求めることができるものとします。

４ 施設の概要

(1) 施設名 鳳鳴館

(2) 閉館した年月日 平成１９年３月３１日

(3) 土地の概要（建物に係る部分）

ア 地番 埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄２２４０番地

イ 地目 宅地（町有地）
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ウ 地積 ４７０．０㎡

(4) 建築物の概要

ア 構造 木造平屋建

イ 延床面積 １５９．９６㎡

ウ 用途 集会施設

エ 建築年（完成年月日） 平成４年７月１５日

(5) 設備の概要

ア 水道 上水道口径 ２５ｍｍ

イ 下水道及び雑排水 合併浄化槽（神怡館と共有：町衛生センター管理）

ウ ガス プロパンガス

エ 空調 エアコン２基（１０畳用）

オ 電気 従量電灯１００Ｖ５０Ａ 低圧電力２００Ｖ１２ＫＷ（休止中）

※事業者（使用者）が利用する部分の改修等に要する費用は、事業者（使用

者）負担となります。共用部分については別途協議します。

５ 募集期間等

(1) 募集期間等

令和２年３月２６日（木）から令和２年４月９日（木）まで（土日除く）。

受付時間は、午前９時から午後５時までとします。

(2) 提出書類

ア 応募申請書（様式第１号）

イ 事業計画書（様式第２号）

※詳細の事業計画書等を添付すること。

ウ 代表者及び役員等名簿（様式第３号）

※暴力団等を排除するため、必要に応じて埼玉県警察本部（刑事部組織犯罪

対策局捜査第四課）に対して行う照会に際して使用することがあります。

エ 確約書（様式第４号）

オ 添付書類

(ｱ) 定款、規約、会則等これらに類する書類の写し

(ｲ) 納税証明書（最新のもの）

・法人にあっては法人税、個人にあっては住民税並びに固定資産税及び

国民健康保険税

(ｳ) その他書類

・法人の場合は、登記事項証明書又は履歴事項全部事項証明書、直近の

決算書

・任意団体の場合は、法人に準じて規約や決算書、活動実績書、代表者

及び役員等の略歴、代表者の納税証明書（(ｲ)に準じる）

(ｴ) 飲料提供事業に関する免許状等（資格を有することを証明できるもの）

の写し
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(3) 申請書類の提出方法

持参若しくは郵送等による。※メール等での受付は行いません。

６ 応募に関する留意事項

(1) 提出された応募書類は返却しませんのでご注意ください。また応募書類を

公開する場合がありますが、事業内容以外（氏名等の個人情報）を公表する

ことはありません。

(2) 提出された計画の内容は、募集期間終了後は変更できませんのでご注意く

ださい。

(3) 応募内容に虚偽の記載があると認められる場合、及び応募資格を偽った場

合は失格としますのでご注意ください。

(4) 応募に係る経費は、すべて応募者の負担とさせていただきます。

(5) 応募書類を提出後に辞退する場合は、任意の様式により辞退届を提出して

ください。

７ 事業候補者（事業者）の選定方法

事業候補者（事業者）を選定するため、小鹿野町空き公共施設利用者選定委

員会において書類審査等により事業候補者（事業者）を選定します。その後、

町と面談のうえ事業者を決定します。

また、施設の所在する地域住民等に提案内容を提示し、これに対する意見等

を求める場合があります。

※１ 選定の結果、３の(3)募集事業（提供内容）に規定する事業の応募がない

場合、「候補者なし」とする場合もあります。

※２ 選定結果は、応募者全員に通知します。

※３ 使用候補者としての決定を受けられないことにおいて生じる一切の損害

や賠償等について、町は一切の責任を負いません。

８ 使用許可・使用料等

事業者の決定後、必要な事務手続き（事業内容によっては、施設や設備につ

いて建築基準法や消防法等の手続きが必要となります。）が終了した後に、事業

者は行政財産使用許可申請書を町に提出してください。

なお、使用者が許可内容に違反した場合や応募資格を満たさなくなった場合

は、当該使用許可を取り消します。

(1) 使用料 月額７，６００円

(2) 使用許可期間は、使用を許可した日から２年後の年度末まで（３年以内）

とし、町との協議により使用許可期間を更新するものとします。

※１ 使用許可期間には、募集事業に必要な施設等の改修期間を含むものと

します。

※２ 使用許可期間を満了した場合、又は施設等の使用を中止する場合は、

原状回復して返還していただきます。ただし、町が認めた場合はこの限
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りではありません。

(3) 次の費用は全て使用者の負担とさせていただきます。

ア 事業の実施に係る施設（使用許可部分のみ）の改修や設備に要する

費用等。

※事業者が施設（利用する部分のみ）を改修する場合は、事前に町の承認が

必要となります。

イ 光熱水費等については、建物使用部分に応じて別途定める相応分を負

担していただきます。

(4) 移転等の禁止

使用許可権の第三者への譲渡又は転貸はできません。ただし、事業内容

の範囲において特別な理由があり事前に町の承諾を受けた場合はこの限り

ではありません。

９ その他

当募集要項に定めのない事項については、双方協議の上、定めることとしま

す。

10 応募に関する質問等

募集要項の内容等に関する質問を受け付けますので、ＦＡＸ又は電子メール

で送付してください。（氏名・住所・連絡先等を記入のうえ送付願います。）

※質問内容と回答については、ホームページにて公表します。

11 提出先・問合せ先

〒368-0192 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野８９番地

小鹿野町総務課まちづくり推進室

TEL ０４９４－２６－６５８１

FAX ０４９４－７５－２８１９

E-mail somu@town.ogano.lg.jp



貸出部分

町使用部分

鳳鳴館平面図

（トイレ）

（厨房・休憩室）

（客室）

（情報館）

（
玄
関
）

（
駐
車
場
）

（道路）

共用部分

② ２７．００㎡

① ２．００㎡

④ ２８．００㎡
⑤ ４５．００㎡

③ ５７．９６㎡

延べ床面積：①～⑤計 １５９．９６㎡
※共用部分については使用料１／２負担。

貸出し部分面積： １００．９６㎡
※①＋②＋③＋（共用部分：④×１／２）
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