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歴史の里ガイダンス施設レストラン出店に係る仕様書 

 

 この仕様書は、名古屋市（以下「市」という。）が歴史の里ガイダンス施設レ

ストラン出店募集要項に基づき、歴史の里ガイダンス施設レストラン出店者（以

下「出店者」という。）が行う業務の内容及び履行方法を定めたものです。 

 

１ 運営に関する基本的な考え方 

 レストランの運営にあたっては、歴史の里整備の基本理念・基本方針を踏ま

えつつ、次の指針に従ってください。また、地方自治法第 244 条第 1項に定め

る「公の施設」であることを念頭に置いて行ってください。 

 

 歴史の里整備 基本理念 

 古代ロマンを五感で体感 ～「学び」と「にぎわい」のある地域づくり～ 

 

 歴史の里整備 基本方針 

 ①貴重な文化財、自然環境の保存 

 ②歴史・文化の体感・体験 

 ③過去と未来をつなぐ歴史・文化の拠点づくり 

 ④市民と連携し、協働する仕組みの形成 

  

レストラン出店における基本指針 

 ① 歴史の里の来場者を主対象とした営業を行うこと 

 ② 幼児から高齢者まで幅広い年齢層に対応したサービスを提供すること 

 ③ 食事だけでなく喫茶機能を有するなど、利便性の高い営業を行うこと 

 

 

 

２ 貸付物件 

  所在地 

貸付場所 

貸付面積 

名古屋市上志段味特定土地区画整理組合 117

番街区仮 2番 

（仮称）歴史の里ガイダンス施設 1階の一部 

193.98 ㎡ 
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歴史の里ガイダンス施設

面積 

敷地面積 建築面積 延床面積 

59,989 ㎡ 1,279.21 ㎡ 1,577.45 ㎡ 

設備  

 給水設備 40Ａ 

電気設備 （電灯・コンセント）100ＶＡ／㎡ 

（動力）100ＶＡ／㎡（空調含む） 

ガス設備 40Ａ 

情報設備 管路のみ 

  配置図、平面図は別図参照 

 

３ 指定用途 

  飲食業の営業 

 

４ 貸付期間 

  市がガイダンス施設の引渡しをうけた日（平成 31 年 3 月 1 日予定）から 5

年以上 10 年以下で応募者が提案する日まで 

  ※借地借家法第 38 条に定める定期建物賃貸借契約によるものとし、貸付期

間の更新は行いません。 

  ※この期間には、レストランの閉店に伴う原状回復に要する期間を含みま

す。 

 

５ 貸付料 

  最低賃料（税込み）月額 127,920 円以上で、応募者の提案賃料によります。 

※契約期間中の貸付料の変更は行わないものとします。ただし、貸付料が

土地の価格の上昇若しくは下落その他経済状況の変動により、または、

周辺の建物の貸付料などに比較して著しく乖離した場合には、協議に

より将来に向かって見直しを行うことができるものとします。 

 

６ 契約保証金 

 （１）貸付契約の締結と同時に、契約保証金を市発行の納入通知書により納    

付していただきます。 
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 （２）契約保証金は、貸付料総額（提案金額に提案期間（月数）を乗じて得た

額）に 100 分の 10 を乗じて得た額とします。 

 （３）契約保証金は、貸付物件の明渡し完了後に還付します。ただし、未払   

い貸付料等がある場合は、市に対する一切の債務を控除した残額を還付

することとします。 

  （４）契約保証金には、利子をつけません。 

 （５）契約保証金は、現金又は銀行振出の小切手に限ります。小切手は、納    

付日前 10 日以内に名古屋手形交換所参加店舗である金融機関が振出    

した小切手でなければなりません。これに該当するかどうかは、小切手の

振出しを受ける金融機関で確認してください。 

 

７ 経費の負担 

  出店者が負担すべき経費は以下のとおりです。 

 （１）施設及び設備工事費 

    原則、内装工事を未施工の状態でのお渡し（空調設備は市負担）となり、

施設及び設備工事における設計・施工・監理・必要な許認可申請（計画の

変更を含む）については、出店者の責任及び負担により行っていただきま

す。詳細については、別紙「工事区分表」を参照し、申請、施工方法等に

ついては市と協議することとします。 

 （２）光熱水費等 

    ア 電気料金、上下水道料金は、市が設置した個別メーターにより検針

し、市の指定する方法で支払うこと。基本料金については利用料に

応じて按分するものとする。 

    イ ガス料金については乙が個別にガス会社と契約すること。 

ウ 通信料金については乙が個別に通信事業者と契約すること。 

 （３）レストラン営業に必要な各種手続きに要する一切の費用 

 （４）レストラン内の床面・壁面等の清掃費用 

 （５）市又は出店者が設置した換気設備、照明設備、厨房設備等の日常的な 

維持管理、修理、廃棄に要する費用 

（６）営業に必要な備品に関する費用 

（７）店舗内改修等原形を変更する場合に必要な費用（事前に市への協議が必

要です。） 
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（８）貸付エリア内照明管球の調達・交換に要する費用 

（９）貸付エリア内の清掃（排水管、グリストラップ（レストラン区画外設置

予定）、ゴミ置き場等の清掃を含む。）、防虫・防鼠・消毒等の衛生管理に

要する費用 

 （１０）ごみの処理に必要な一切の費用 

 （１１）貸付期間が満了し、又はその他の事由により契約が終了する場合の    

貸付物件を原状に回復する費用。ただし、市が特に必要がないと認める

ときはこの限りではありません。 

 （１２）レストラン用の看板設置費用等 

     レストラン用の看板を設置する場合、設置、取替え、管理及び必要な 

許認可申請等は、出店者の責任及び負担により行っていただきます。 

（１３）出店者が設置した消防設備の定期点検に要する費用 

      

８ 貸付条件等 

 （１）営業時間 

    歴史の里ガイダンス施設の開館日、開館時間については原則として営

業を行うこととします。 

  歴史の里ガイダンス施設の休館日及び閉館時間については、出店者の

提案により営業を行うことができるものとします。 

    歴史の里ガイダンス施設休館日：毎週月曜日（祝休日の場合は翌日）、

年末年始（12 月 28 日から 1 月 3 日）（予

定） 

    歴史の里ガイダンス施設開館時間：9時～17 時（予定） 

    レストラン営業可能時間は 6 時～23 時としますが、決定には、市との

協議が必要になります。歴史の里ガイダンス施設開館時間を超えて営業

する場合は、駐車場及び屋外トイレの鍵の開閉作業について市との協議

の上、行っていただきます。また、市との協議の上、許可を得た場合には、

貸切営業を行うことができるものとします。 

 （２）責任者の常駐 

    営業に関する決定権を有する専任の責任者（店長又は支配人に相当す

る者）を常駐させてください。 

 （３）防火管理者の配置 
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    レストランには、常勤の防火管理者を配置し、従業員を含めて防火管理

を徹底してください。また、消防署から防火上の指導等があった場合には

出店者が対処することとします。 

 （４）全面禁煙への対応 

    歴史の里ガイダンス施設内は、終日全面禁煙としていますので、従業員

に徹底していただくとともに、レストラン・厨房内も全面禁煙とします。

また、レストラン利用者に対する禁煙表示を行ってください。 

 （５）食材・物品類の搬入及び搬出 

    食材・販売品の搬入及び廃棄物等の搬出を行う際は、通行者や他の車   

両の妨げにならないよう配慮してください。停車場所及び搬出入経路は、

予め市の指示を受けた方法によることとします。 

 （６）提供メニュー・サービス 

    幅広い年齢層の来館者に適した集客性のあるメニューやサービスを提

供するものとし、「古代」を感じることができるメニューを設けるなど魅

力的なメニューとなるよう努めてください。メニュー及び価格について

は事前に市の承認を得ることとします。また、食事だけでなく喫茶機能も

有したものとするとともに、テイクアウトやお弁当販売を行い、レストラ

ン外での飲食にも対応するよう努めてください。また、その際に発生する

ごみは店舗での処理をお願いします。 

 （７）酒類、たばこの販売 

    酒類はレストラン内での提供のみ可とします。たばこの販売は禁止し

ます。 

 （８）屋外休憩スペース等の活用 

    レストランに隣接する屋外休憩スペース等は、市と協議の上、市に対し

て規定の使用料を支払うことで一時的に屋外での営業に利用することが

できます。 

 （９）営業許可の申請等 

    食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）に基づく営業許可の申請、そ

の他法令に定める諸官庁への申請・届出等については、すべて出店者の負

担で行ってください。また、出店者の負担において損害賠償責任保険・火

災保険・地震保険等に加入してください。 
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（１０）衛生管理 

    出店者は、清潔保持及び衛生管理に十分注意を払うとともに、食品衛生

法上の発生事案については、すべて出店者の責任と負担において対処し

ていただきます。衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵

守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅

滞なく手続きを行ってください。 

 （１１）営業実績報告 

    出店者は、毎月、本店舗にかかる利用者数、売上等の営業実績等を書面

により市に報告してください。また、市が必要とした場合には書類の提出

等にご協力ください。 

 （１２）非常時の対応 

    市内において大地震、大型台風、大規模事故・事件、その他社会的影響

の大きな災害等が発生し、その対策上、貸付スペースが必要と市が判断し

たときは、レストラン営業を休止し、市が必要なスペースを使用できるも

のとします。なお、この場合における貸付料等の取扱いについては、その

都度、協議するものとします。 

 （１３）施設管理者との連携協力 

    レストラン運営にあたっては、施設管理者と連携協力してください。 

 （１４）市等によるレストラン外における飲食販売 

    市又は施設管理者等により歴史の里内において飲食販売を含むイベン

トを開催することがあります。また、歴史の里敷地内又は歴史の里ガイダ

ンス施設内に自動販売機が設置されることがあります。なお、レストラン

内に自動販売機を設置することはできません。 

 

９ 設計及び工事の施工 

 （１）レストラン部分については、原則、内装工事を未施工の状態でのお渡し

（空調設備は市負担）となります。別紙「工事区分表」を前提として設計・

工事を行ってください。レストランの設計は建築基準法第 18 条 2 項の規

定による計画変更通知が必要です。設計及び監理は 1 級建築士が行って

ください。 

（２）平成 30 年 6 月 30 日までに計画変更通知にかかる変更通知図面を作成

し、市が別途発注の歴史の里ガイダンス施設新築工事受注者と協議のうえ、
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変更通知業務を行ってください。 

（３）内装工事期間は、平成 31 年 1 月から 2月中旬の 1ヶ月半（予定）です。

ただし、埋設配管・土間工事については、ガイダンス施設新築施設工事の

進捗に合わせ、ガイダンス施設新築工事受注者と時期を調整の上、内装工

事と時期を分けて施工してください。 

（４）平成 31 年 2 月中旬には建築基準法第 18 条第 15 項における検査が受け

られる状態となるよう、契約締結後すみやかに市と設計協議を行ってくだ

さい。 

（５）建物屋外広告サイン（固定物）は市の指定する位置において協議のうえ

設置可とします。なお、置看板や案内板等は、原則視線をさえぎらないも

のは可としますが、設置については市と協議が必要です。 

（６）駐車場入口における広告看板は原則視線をさえぎらないものは可とし 

ます。使用に際しては規定の使用料が必要になり、市との協議が必要に 

なります。 

（７）屋外広告物の設置について名古屋市屋外広告物条例を遵守してくださ 

い。 

（８）レストランに併設する共用トイレはレストランから直接出入りが可能で

す。 

（９）歴史の里ガイダンス施設は建築基準法第 48 条第３項の規定による用途 

許可緩和の許可申請をおこなっており、発生騒音については制限がありま

す。室外機等の騒音発生源の設置については、市との協議が必要です。 

（１０）作業については、歴史の里ガイダンス施設新築工事受注者、施設管理

者との調整が必要となることから、あらかじめ市と協議をおこなってくだ

さい。 

（１１）施工現場においては歴史の里ガイダンス施設新築工事受注者が労働安

全衛生法における特定元方事業者となります。 

（１２）歴史の里ガイダンス施設新築工事の計画変更により応募条件に変更が

生じる場合があります。その場合は、市は出店者と協議の上、変更を行い

ます。 

 

 １０ 使用上の制限 

（１）出店者は、最善の注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければな    
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りません。 

  （２） 出店者は、貸付物件を飲食業の営業以外の用途に供してはいけません。 

 （３）出店者は、貸付物件を第三者に転貸してはいけません。 

 

 １１ 契約の解除 

    市は、次の各号の一に該当する場合は、貸付契約を解除することができ

るものとします。 

 （１）国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するた 

め必要とするとき 

 （２）出店者が契約書及び募集要項の各条項に違反したとき 

 （３）その他契約を継続しがたい重大な背信行為があったとき 

 

１２ 契約期間内解約 

    出店者は、契約期間中に、市に対して本件契約の解除を申し入れること 

ができます。この場合、本件契約は、出店者の解除の申し入れ後４か月を 

経過したことにより終了するものとします。ただし、当該申し入れ時に貸 

付けの存続期間が４か月未満のときは、貸付期間の満了を持って終了す 

るものとします。また、出店者は、解除の申し入れ時において、貸付料４ 

か月分に相当する金額を市に支払うことにより、本件契約を直ちに解約 

することができます。 

 

１３ 原状回復義務 

   出店者は、貸付期間が満了し、又はその他の事由により契約が終了する

場合には、自己の費用をもって貸付物件を貸付期間の満了日、又は契約終

了日までに原状に回復し、市の検査を受け、承認を得た後に市に返還して

ください。ただし、市が特に必要がないと認めるときはこの限りではあり

ません。 

 

 １４ 調査協力義務 

    市は、貸付物件について随時その使用状況を実地に調査することがで

き、この場合、出店者はこれに協力しなければなりません。 
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 １５ 損害賠償責任 

  （１）出店者の故意又は過失により、市又は第三者に損害を与えたと認め     

られる場合、及び対象施設が使用に耐えられない状態となった又は損

傷した場合は、市の指示により、その損害の全部又は一部について出店

者が賠償するものとします。 

  （２）（１）により発生した損害について、市が第三者に対し賠償を行った

場合は、市は当該賠償額及び賠償に伴い発生した費用を出店者に対し

て請求します。 

 

 １６ 有益費等の放棄 

    出店者は、貸付契約が終了した場合、終了事由に関わらず、貸付物件に

投じた有益費、必要費、その他の費用があってもこれを市に請求すること

はできません。 

 

 １７ 契約の費用 

    貸付契約の締結、履行に関して必要な費用は、すべて出店者の負担とし

ます。 

 

 １８ 関係法令の遵守 

    出店者は、レストランの管理運営にあたっては、本仕様書の他、関係法 

令、条例、規則等（労働基準法、労働安全衛生法等労働関係法規を含む。）

を遵守すること。 

 

 １９ 疑義の決定 

    契約書、募集要項及び本仕様書に定めのない事項に関し疑義のあると

きは、市と出店者が誠意を持って協議の上決定するものとします。 

 

  


