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１ 趣旨 

   上田市外からの企業の誘致及び市内企業の留置を行うことにより、雇用機会の創出・維持と、地域

経済の持続的発展を図るため、この度、箱畳第二期工業団地（以下、「工業団地」という。）を整備し、

譲渡することといたしました。 

   譲渡内容及び募集の詳細は、以下のとおりとし、売却先企業の選定については、箱畳第二期工業団

地立地企業選定委員会（以下、「選定委員会」という。）において審査の上、上田市として事業者を選

定いたします。 

 

２ 譲渡物件の概要 

 （１）譲渡物件の概要 

事業主体 上田市（委託先：上田市土地開発公社） 

工業団地の名称 箱畳第二期工業団地 

所在地 上田市中丸子上山３番６９ 他 

アクセス 

・上信越自動車道東部湯の丸ＩＣまで約 13km 

・上信越自動車道上田菅平ＩＣまで約 16km 

・北陸新幹線上田駅まで約 14.3km 

譲渡面積 
48,914㎡ 

 内訳 平地：27,950㎡、法面：20,964㎡（進入道路含む） 

譲渡価格 約 570百万円 

地域指定等 都市計画区域内 

用途地域等 なし 

建築基準 建ぺい率：60％ 、 容積率：200％ 

用水 上田市上水道 

排水 合併浄化槽にて浄化放流 

電力 高圧 中部電力 

緑地率 
緑地率：10％以上 、 環境施設率：15％以上 

※工場立地法に関わる製造業に限る 

募集業種 
製造業、情報通信業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、 

自然科学研究所 

土砂災害警戒区域 
土砂災害警戒区域外 

土砂災害特別警戒区域外 
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 （２）位置図 

 

 

３ 応募資格 

   譲渡物件の買取りを希望する者（以下、「応募者」という。）は、次に掲げる全ての要件を満たすこ

ととする。 

 （１）取得した用地において、募集業種に該当する事業の用に供する工場等を建設し、自ら事業を行う

者であること。 

 （２）申込価格が本募集要項に記載する最低譲渡価格以上の額であること。 

 （３）事業計画及び資金計画が適切で、工場等の建設及び経営に必要な資力及び信用を有する者である

こと。 

 （４）譲渡の対価の支払い能力がある者であること。 

 （５）直近１年間の法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税、並びに上田市内に本社又は事業所が

ある法人については法人市民税の滞納がないこと。 

 （６）当該譲渡物件の所有権移転の日から５年以内に操業を開始できる者であること。 

 （７）上田市の産業振興や雇用等、地元に貢献できる者であること。 

 （８）周辺地域との環境調和を図ることができる者であること。 

 （９）次のいずれかに該当しない者であること。 

   ア 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（一般競争入札に参加させ

ないことができる事由など）に該当する者 

   イ 次の申立てがなされている者 

    ① 破産法（平成 16年法律第 75号）第 18条又は第 19条の規定による破産手続き開始の申立て 

    ② 会社再生法（平成 14年法律第 154号）第 17条に基づく再生手続開始の申立て 

    ③ 民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づく再生手続開始の申立て 

    ④ 会社法（平成 17年法律第 86号）第 511条に基づく特別清算開始の申立て 

丸子地域自治センター 

箱畳第二期工業団地 
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   ウ 代表者及び役員等が、上田市暴力団排除条例（平成 24年条例第 6号）第 2条に規定する暴力

団又は暴力団員である者、及びそれらと密接な関係を有している者 

 

４ 応募手続 

 （１）書類受付期間  令和４年１０月３日（月）から随時 

 （２）書類受付時間  午前８時３０分 から 午後５時まで 

 （３）書類受付場所  上田市 商工観光部 商工課 産業企画係 

            〒３８６－８６０１ 長野県上田市大手一丁目１１番１６号 

            電話：０２６８－２３－５３９５ 

E-mail：shoko@city.ueda.nagano.jp 

※問い合わせ先も上記となります。 

 （４）書類提出方法  次の応募書類を持参又は郵送でご提出ください。 

            ※郵送の場合は書留郵便としてください。 

 （５）応募書類 

No. 書類 部数 

1 用地取得申込書【様式 1】 1部 

2 誓約書【様式 2】 1部 

3 役員等名簿【様式 3】 1部 

4 企業概要書【様式 4】 1部 

5 事業計画書【様式 5】 1部 

6 地域経済の活性化に関する計画書【様式 6】 1部 

7 雇用に関する計画書【様式 7】 1部 

8 環境等への配慮に関する計画書【様式 8】 1部 

9 定款 1部 

10 登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（3か月以内のもの） 1部 

11 
直近 3期分の決算報告書類 

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書） 
1部 

12 

納税証明書（３か月以内のもの） 

 ・法人税、消費税及び地方消費税納税証明書 

 ・法人事業税（特別税含む）納税証明書 

 ・上田市内に本社又は事業所がある法人については、法人市民税 

の納税証明書 

1部 

13 企業パンフレット（会社案内のパンフレット等） 10部 

   ※提出された応募書類は返却しません。 

  

mailto:shoko@city.ueda.nagano.jp


5 

 

５ 質問に対する対応 

   本募集要項に関する質疑がある場合には、以下により対応します。  

 （１）質問受付期間 

    令和４年１０月３日（月）午前９時 から随時 

 （３）質問提出方法 

    上記受付期間内に、箱畳第二期工業団地募集要項に関する質問書（様式 9）に内容を記載のう

え、以下により電子メールで送信してください。 

    件 名：箱畳第二期工業団地募集要項に関する質問（企業名） 

    提出先：上田市商工観光部商工課産業企画係 メールアドレス：shoko@city.ueda.nagano.jp 

 （４）回答方法 

    受け付けた質問及び回答は、受付から１週間を目途に質問者への回答と上田市ホームページ

「箱畳第二期工業団地 公募について」に一定期間掲載します。 

 

６ 現地見学会 

   現地見学会を希望されるの企業は、電子メール又は電話でお申し込みください。なお、実施日に

ついては、お申し込み後に調整させていただきます。 

   申込先 ：上田市 商工観光部 商工課 産業企画係 

電話：0268-23-5395 メール：shoko@city.ueda.nagano.jp 

   申込内容：参加企業名・住所・電話番号、担当者職氏名、当日出席人数 

 

７ 売却先企業の選定について 

   毎月月末（当該日が閉庁日（土曜日、日曜日、祝日等）の場合は、その前日）までに提出いただ

いた応募書類により、選定委員会で審査し売却先企業を選定します。なお、審査に当たってのポイ

ントは「申込価格」及び以下の（１）～（５）のとおりです。 

 （１）経営の安定性 

    ア 経営が安定し、事業を実施しうる経営基盤を有しているか。 

    イ 成長性、将来性に優れているか。 

 （２）事業計画の実現性 

    ア 事業計画及び施設の建設計画が具体的で実現性があるか。 

    イ 必要な資力及び資金計画があるか。 

 （３）地域経済の波及効果 

    ア 地元企業への工事発注や地元企業からの資材調達が見込めるか。 

    イ 市内企業との取引拡大が見込めるか。 

    ウ 関連企業・産業の集積が見込めるか。 

    エ その他地域経済への波及効果が見込めるか。 

 （４）雇用創出及び人口増加効果 

    ア 新たな雇用創出が期待できるか。 

    イ 市外からの移住（既存従業員の市外からの転勤）による人口増加が期待できるか。 

mailto:shoko@city.ueda.nagano.jp
mailto:shoko@city.ueda.nagano.jp
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 （５）周辺環境等への配慮 

    ア 臭い、振動、騒音等の操業に伴う問題への対応や渋滞緩和、交通安全対策が図られている

か。 

    イ 景観への配慮や環境保全の取組みに積極的であるか。 

    ウ 施設見学や地元事業への参加等、交流を通じて地域振興に積極的であるか。 

 （６）選定に関する疑義等 

    選定の経過等に関する疑義照会及び質問等には、一切応じられません。 

 

８ 土地売買仮契約の締結について 

 （１）上記７に記載の選定委員会で売却先企業が決定した場合、上田市から「立地企業内定通知書」

を発送後、所定の手続きを経て、上田市と土地売買仮契約を締結していただきます。 

 （２）仮契約締結後、指定期日までに契約保証金として売買代金の 10分の 1に相当する額を納入い

ただきます。なお、契約保証金は、売買代金の一部に充当します。 

 （３）土地売買仮契約は、上田市議会において議決された日が本契約日となります。 

 （４）本契約の締結の日から、上田市が指定する日までに土地売買代金を納入していただきます。 

 （５）契約の締結に伴う諸費用は、譲受人の負担とします。 

 

９ 土地の引き渡し及び所有権移転について 

 （１）土地の引き渡しは、売買代金の支払い完了後、遅延なく行います。 

 （２）土地の所有権移転登記は、土地の引き渡し後、上田市が行いますが、これに要する費用は譲受

人の負担とします。 

 

１０ 公表 

選定委員会において選定されなかった企業については、企業名や事業計画等の公表は行いませ

ん。選定された企業についての企業概要（企業名、資本金等）及び事業計画概要（建設計画、投

資額等）は公表を予定しております。ただし、選定された企業からの要望及び選定委員会におい

て必要と判断した場合は、非公表とすることがあります。 

 

１１ 留意事項 

 （１）本契約締結の日から 5年間、買戻特約登記の設定をさせていただきます。 

 （２）譲渡地内には防火水槽が設置されておりますので、建物配置の配慮及び標識の設置をお願いし

ます。また、有事の際に備えて丸子消防署（電話：0268-42-0119）との協議をお願いします。 

 （３）譲渡地水道給水管が市道科平箱畳線から譲渡地へ入る入口付近に設置されています。 

    水道法の最小水圧は確保されていますが、譲渡地との高低差による減圧が生じます。また、建

築物が高層となる場合は、受水槽を設置し、ポンプで上げる等の対応が必要となります。 

    お問合せ先：丸子・武石上下水道課（電話：0268-42-1025） 

 （４）合併浄化槽の設置は、工事業の登録を受けている業者へ発注してください。また、設置にあた
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っては、事前に届出をする必要があります。 

    お問合せ先：丸子地域自治センター市民サービス課（電話：0268-42-1216） 

 （５）合併浄化槽からの放流水及び放流先については、事前協議をお願いします。 

    お問合せ先（放流水）：丸子地域自治センター市民サービス課（電話：0268-42-1216） 

    お問合せ先（放流先）：丸子地域自治センター建設課（電話：0268-42-1032） 

 （６）調整池の維持・管理につきましては、上田市と協議をお願いします。 

    お問合せ先：丸子地域自治センター建設課（電話：0268-42-1032） 

 （７）参考資料を十分ご確認ください。 

 

１２ 参考資料 

 （１）箱畳第二期工業団地 造成図 

 （２）土地売買仮契約書 

 （３）上田市の助成制度 


