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北島町「北村太郎八須地区工業団地」に所在する

徳島県企業局所有地定期借地制度 公募要領

北島町「北村太郎八須地区工業団地」に所在する徳島県企業局所有地の貸付けにつ

いて，北島町「北村太郎八須地区工業団地」に所在する徳島県企業局所有地定期借地

制度要綱（以下「要綱」という。）第２３条の規定に基づき，次のとおり公募要領を定

めます。

１ 対象地

（１）所 在 徳島県板野郡北島町太郎八須字新開１１番１

（２）用 途 地 域 工業専用地域

（３）地 目 雑種地

（４）建 ぺ い 率 ６０％

（５）容 積 率 ２００％

（６）貸 付 用 地

貸付用地の 面 積【注1】 最 低 賃 料【注2】

記号 （㎡) （年額) 円

Ａ 5,237.55 4,768,650

【注1】 面積の全てを貸し付けるものとし，分筆の上その一部を借り受けることは認めない。

【注2】 賃料には，徳島県が国有資産等所在市町村交付金法第２条の規定により北島町に対

して納付すべき額（固定資産税相当額＝固定資産評価額から求めた課税標準額の1.4％)が

含まれる。なお，当該納付額は現況で算定したものであり，貸付後の使用用途により増額

する場合がある。この場合，要綱第５条第４項の規定により，徳島県企業局はその増額分

を賃料に上乗せすることができる。

【注3】 貸付期間は１０年以上３０年未満とする。

（７）土地造成

土地造成における以下の項目については，徳島県企業局及び北島町が費用負

担のうえ実施します。完成予定は「５ 覚書締結の申込み・辞退・取消し」の

覚書締結後，６箇月程度の予定です。なお，既設フェンス等の撤去が不要の場

合は，据え置くことも可能です。

ア 盛土工

イ 土地周囲の側溝工

ウ 既設フェンス撤去工

エ 既設舗装撤去工

（８）ボーリング調査

ボーリング調査の結果は別添のとおりです。
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２ 申込資格

借受けを申し込むことができる者（以下「借受申込者」という。）は，次に掲げ

る要件を全て満たすことが必要となります。

（１）対象地に製造業（日本産業分類：Ｅ製造業）を営むための工場、事業所等を

建設することとして，徳島県企業立地補助金の補助要件を満たす者であること。

ただし，申し込む用地において実施する事業の遂行に必要であり，県が用地の

適正な運用に支障がないと認めた場合に限り，申込企業が新たな新会社を設立

して事業を行うこと，又は申込企業の親子会社・関連会社・グループ会社が建

物の建設・用地の借受及び事業の実施等を行うこと等も可能とします。

なお，この場合の申込みの際の提出書類等詳細につきましては，「２０ 質

問受付」先までお問い合わせください｡

【注4】補助要件については、別添の「企業誘致ガイド」を参照すること。なお，補助要件が一部緩

和されている場合があるため，詳細については「２０ 質問受付」先まで問合せすること。

【注5】補助要件である新規地元雇用者において，地元とは徳島県内を意味し，県外に本社を置く企

業にあっては，住民票の移動（県外から県内へ）を伴う転勤者を含めることができる。

（２）対象地にて，新たに徳島県企業局が運営する工業用水の給水を受け，貸付期

間中，当該工業用水を使用する事業計画を提示できる者。

（３）事業者として施設の計画・設計・管理及び運営を行うにふさわしい社会的信
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用及び経営能力等を備え，かつ，水質汚濁，大気汚染，騒音，悪臭又は廃棄物

等の公害に対し，十分な防止対策を実施する意志を有すると認められる者。

（４）貸付用地の借受け，工場、事業所等（以下「工場等」という。）の建設及び事

業実施に必要な資力と信用を有すると認められる者。また，借受用地に対する

適格な事業計画を有するとともに，当該計画に基づく工場等建設資金及び事業

資金の調達能力を有している者。

（５）国税・県税・市町村税等の諸税又は徳島県有財産の使用料等の滞納がない者。

（６）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）に規定する者），暴力団員又はその構成員（暴力団の構成団体の構成

員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者及

びそれらの者の統制下にある団体と密接な関係を有する者で無いこと。

◎暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者

１ 有資格者等及びその役員、使用人が、自己、自社若しくは第三者の利益を図る目的又は第

三者に損害を加える目的をもって、暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。

２ 有資格者等及びその役員が、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の

利益を与えたと認められるとき。

３ 有資格者等及びその役員が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している

と認められるとき。

４ 有資格者等及びその役員が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと取引し

たり、又は不当に利用していると認められるとき。

３ 申込手続等

（１）申込みの受付

・受付期間：令和４年８月２９日（月）から

令和４年１１月３０日（水）午後５時まで

（土，日及び祝日を除く。）

・提出方法：郵送又は持参（郵送の場合は締切日必着）

・持参の場合の受付時間：午前９時３０分～午後５時１５分

（正午から午後１時までを除く。）

・受付場所：〒７７０－８５７０

徳島市万代町１丁目１番地

徳島県企業局 経営企画戦略課

経営戦略・地域貢献担当（徳島県庁８階南側）
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（２）申込書類（提出部数１部）

ア 徳島県企業局所有地借受申込書（様式第１号）

イ 誓約書（様式第２号）

ウ 定款

エ 法人登記簿謄本

（履歴事項全部証明書（過去３箇月以内に発行されたもの。））

オ 工場（事業所）建設計画書（様式第３号）

カ 直近３年間の決算書（貸借対照表及び損益計算書）

キ 令和４年４月１日以降に発行された直近３年分の納税証明書原本

（ア）国税

法人税及び消費税に未納のないことの証明書

（イ）県税

法人県民税，法人事業税，地方消費税及び自動車税並びに延滞金等

に未納のないことの証明書

ク 会社概要（パンフレット等）

ケ その他徳島県企業局長が必要と認める書類

【注6】個人企業の場合は，上記に準ずる書類を提出すること。

（３）申込内容の変更

受付期間内は,徳島県企業局所有地借受変更申込書（様式第４号）による申

込書類（２）の再提出により変更を受け付けます。

（４）申込みの取下げ

取下げを行う場合は，申込取下申請書（様式第５号）により行ってください。

（５）申込状況の開示

申込状況については，「申込みの有無」，「申込日」，「申込概要」を徳島県企

業局ホームページにおいて, 随時公表します。

４ 審査・内定手続き

受付期間終了後，資格審査を行います。

資格審査に当たっては，申込者及び関係機関に対し申込内容の確認を行うことが

あり，その際，事業計画に影響を及ぼさないと認められる軽微な修正等については，

徳島県企業局が作業等を行います。

内定者は，以下の順で決定します。

（１）申込資格を有すると認めた申込者が単数であった場合は，当該申込者を借受

人に内定します。

（２）申込資格を有すると認めた申込者が複数であった場合は，以下の＜順位の決

定方法＞で借受人に内定します。

この場合において，資格審査及び内定選考の結果については，全ての申込者

に通知します。
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内定者が，辞退し，又は内定を取り消された場合には，次順位の申込者を繰

り上げて内定とし，繰上内定となった申込者に通知を行います。

＜順位の決定方法＞

① 申込書記載の「希望借受額」及び「工業用水契約予定水量」をもとに次

の算式により算出された額の最も高い申込者を内定者とします。

【算式】

希望借受額 ＋ 工業用水料金※

※工業用水料金

工業用水契約予定水量（m3／日）×14.8（円：給水単価）× 365（日）

【注7】貸付期間の途中で工水増量計画がある場合の比較対象金額は次のとおり。

② ①の金額が同額の場合は，貸付期間がより長期である申込者を内定者と

します。

③ ①及び②の内容が同じ場合は，申込書記載の新規地元雇用者数の多い申

込者を内定者とします。

④ ③の新規地元雇用者数が同数の場合は，くじにより内定者を決定します。

【注8】希望借受額は，本要領に定める最低賃料以上の金額とする。

５ 覚書締結の申込み・辞退・取消し

内定を受けた申込者には，徳島県企業局が指定する期日までに事業用定期借地権

設定覚書締結申込書（様式第６号）を提出していただき，覚書を締結することとな

ります。やむを得ない事由等により内定を辞退する場合は，辞退申請書

（様式第７号）により行ってください。

なお，契約額（工業用水料金を除く）は，申込書記載の希望借受額の金額となり

ます。

金額

工業用水料金

貸付料

0 1 2 3 4 5 ・・・ 10 貸付期間

貸付開始

業務開始

工水増量

10年間の総金額（面積）が

比較対象となります



- 7 -

また，内定後，覚書締結の間までに，申込書に虚偽の記載をしていたことが判明

した場合等，覚書締結を行うことが不適当であると認められるときは，内定を取り

消します。

６ 事業用定期借地権設定契約の締結

事業用定期借地権設定契約（以下「契約」という。）は，１（７）の土地造成が

完了したのち，徳島県企業局が指定する期日までに公正証書により行います。

なお，この契約に要する費用は借受人の負担となります。

７ 工業用水給水申込み

前項の事業用定期借地権設定契約の締結にあわせて，徳島県工業用水道事業供給

規程に規定する給水申込みを行ってください。また，貸付期間中に工業用水の増量

計画があることとして申込書類に記載している場合は，記載どおりの給水申込みを

行ってください。この計画を元に審査・内定を行っているため，減量は認めません。

なお，増量計画以上の増量を希望する場合は，その都度，給水申込みを行っていた

だいて差し支えありません。

８ 契約条件

（１）用途指定特約

用地の適切な用途利用を図るため，借受人は徳島県企業局と用途指定の特約

を付記した契約を締結していただきます。

（２）業務等開始日

貸付期間の始期日から２年を超えない範囲内で，工場（事業所）建設計画書

を踏まえ県が指定する指定日までに，用地を指定された用途に供し，業務を

開始していただきます。ただし，やむを得ない事由がある場合は，要綱第４

条第５項の規定に基づき，当初の指定日から１年を超えない範囲において指

定日の変更を認めます。

（３）賃貸借期間

賃貸借期間については，契約日から１年以内に始まるものとし，１０年以上

３０年未満とします。

（４）業務等開始届及び工業用水道使用開始届

業務等を開始したときは，業務等開始届（様式第８号）を徳島県企業局に提

出してください。また，あわせて徳島県工業用水道事業供給規程に規定する

工業用水道使用開始届を提出してください。

（５）土地利用の制限

土地利用の制限については，要綱に定められたとおりとします。
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（６）公害防止

借受人は，公害関係法令を遵守し，水質汚濁，大気汚染，騒音，悪臭又は廃

棄物等による公害が発生しないよう適切かつ十分な措置を講じてください。

（７）公共施設の維持管理への協力義務

徳島県企業局及び北島町が行う，工業用水道管・上下水道管等の公共施設の

維持管理について，保守点検時の使用制限や使用料金等の期限内納付等々に

従ってください。

９ 契約保証金

契約により生じる借受人の債務を担保するために，１年分の賃料に相当する金

額を，徳島県企業局が指定する期日までに納入していただきます。

１０ 契約結果の公表

契約者と契約金額及び用地の利用目的を公表します。

１１ 賃料の納入

賃料は年額とし，毎年度分毎に徳島県企業局が指定する期日までに，徳島県企

業局が発行する納入通知書により納入していただきます。

なお，賃貸借期間に１年未満の端数が生じる場合には，日割りにより算出した

額を納入していただきます。この場合，１円未満の端数が生じる場合は，これを

切り捨てて算出します。

【注9】納入期限を過ぎて納入する場合は，納入期限の翌日から納入日までの日数に応じ，年14.5

パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を支払うこと。

１２ 登記

（１）事業用定期借地権設定の登記については，徳島県企業局が嘱託により行いま

す。

（２）工場等を建築したときは，速やかに保存登記を行い，その登記事項全部証明

書１通を徳島県企業局に提出して下さい。

（３）上記（１）～（２）の登記に係る費用は，全て借受人において負担していた

だきます｡

１３ 契約の解除・違約金等

（１）契約の解除

借受人が契約書に定める義務を履行しない場合等には，契約を解除するこ

とがあります。



- 9 -

（２）契約の解除の条件等

契約の解除の条件，手続，その他詳細については，契約書及び要綱に定める

とおりとします。

（３）違約金

借受人が契約に違反した場合は，契約書及び要綱の規定に従い違約金を徴収

いたします。

１４ 公租公課

借受人が建築した建物に賦課される公租公課は，借受人において負担していた

だきます。

１５ 建築確認申請

工場等の建築に当たっては，都市計画法適合証明書を取得の上，建築確認申請

を行っていただきます。

また，建築等に開発行為【注10】を伴う場合は，借受人自身で開発許可を取得

していただく必要があります。

手続の詳細につきましては，徳島県東部県土整備局（徳島庁舎）建築指導担当

（電話：088-653-8819）にお問い合わせください。

【注10】開発行為：30cm以上の切土，盛土を伴う土地の形質変更のこと。

例：地盤改良や法面の改良工事

１６ 契約不適合責任

借受人は，契約締結後に用地の面積の不足その他契約の内容に適合しない状態

があることを発見しても賃料の減免，損害賠償の請求をすることはできません。

また，地盤沈下による地盤の変動や建物等の損傷については，徳島県企業局は

一切責任を負いません。

１７ 関連供給施設等

（１）区画への車両出入口

車両出入口を設置する場合は，北島町（担当：建設課）に確認の上，許可が

必要となる場合があります。

詳細につきましては，お問い合わせください。

（２）上水道

使用については北島町（担当課：水道課）に申し込んでください。

（３）汚水排水

水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に規定する特定施設を設置

する場合は徳島県環境管理課水質担当（電話：088-621-2272）と事前に協議を
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行ってください。

また，工場排水及び生活排水は各敷地内で法定の基準値以下となるように個

別処理を行った上で，対象地に接する側溝（公共施設）へ排水してください。

なお，排水口の形状については，北島町（担当：建設課）と協議を行ってく

ださい。許可が必要となる場合があります。

（４）雨水排水

敷地内の雨水は，対象地に接する側溝（公共施設）へ排水してください。

なお，排水口の形状については，北島町（担当：建設課）と協議を行ってく

ださい。許可が必要となる場合があります。

（５）電力

電力は，四国電力株式会社に申し込んでください。

その他の小売電気事業者を希望する場合は，該当する小売電気事業者に相談

してください。

電力を受けるための引込電柱は，用地内に設置してください。

（６）電話等（インターネット，テレビ含む）

電話等の利用に際しては，電気通信事業者に申し込んでください。

電話配線のための引込電話柱は，用地内に設置してください。

（７）ガス

都市ガス未整備のため，プロパンガス使用となります。

（８）リサイクルの実施等

廃棄物については，できるだけ再資源として利用し，自己処分困難な場合は

許可業者に委託して処理してください。

（９）工業用水道

吉野川北岸工業用水道が，敷地前面道路に敷設されています。

引込みに要する費用及び施工は借受人の負担により行っていただきます。

（10）その他

上記（１）～（９）に係る費用，負担金等は全て借受人の負担となります｡

１８ スケジュール

（１）公募期間

令和４年８月２９日（月）から令和４年１１月３０日（水）まで

（２）借受人の内定通知

令和４年１２月

（３）覚書締結

令和５年１月

（４）契約締結

覚書締結後、約６箇月後
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１９ 現地確認

借受を希望する事業者で，現地の確認を希望される場合は，令和４年１０月

３１日（月）までに電話又はＥメールで徳島県企業局経営企画戦略課にご連絡く

ださい。

２０ 質問受付

質問は郵送，持参，電話，ファクシミリ又はＥメールにて受付けを行います。

なお，質問が多かった内容については，後日質問内容と回答をホームページに

て公表します。

・受付期間：令和４年８月２９日（月）から

令和４年１０月３１日（月）午後５時まで

（土，日及び祝日を除く。）

・持参の場合の受付時間：午前９時３０分～午後５時１５分

（正午から午後１時までを除く。）

・受付場所：徳島市万代町１丁目１番地

徳島県企業局 経営企画戦略課

経営戦略・地域貢献担当（徳島県庁８階南側）

電話088-621-3256，ﾌｧｸｼﾐﾘ088-621-2877

Ｅメール keieikikakusenryakuka@pref.tokushima.jp

２１ その他

この要領に定めのない基本的事項，手続，取決め等は要綱に定められていると

おりとします。


