
富士山フロント工業団地 第２期整備事業 

企業募集の御案内 

令和２年８月 改定 

令和元年６月 策定 

富士市 

※本資料は、公募要領ではございません。 

公募要領は、公募開始時に公開いたします。（令和３年を予定） 

なお、公募要領の内容は、本資料から変更となる場合があります。 
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１ 富士山フロント工業団地第２期整備事業 用地分譲の要旨 

本市では、地域の雇用創出や一層の産業振興に資するため、新東名新富士 IC 周辺にお

いて、恵まれた交通アクセスを生かした新たな工業用地の整備を進めており、このた

び、当地区に進出を希望する事業者の皆様に対し、当該用地を分譲いたします。 

事業者の皆様には本事業の趣旨を御理解いただき、富士山フロント工業団地第２期整

備事業による用地分譲について、是非御検討いただきますようお願い申し上げます。 

２ 分譲地の概要 

基
本
事
項

所在地 富士市大淵 3776－1 ほか 

予定面積 約５．８ha（６区画）【別紙】土地利用計画平面図参照 

※分譲面積は、用地確定測量後に正式決定します。 

事業主体 富士市 

分譲価格（予定） 12 万円／坪 ～（見込み・造成工事完了後確定・農地転用決

済金を含む） 

引渡時期（予定） 令和５年１月以降（見込み・造成工事完了後確定） 

対象施設 製造業に属する工場又は研究所 

都
市
計
画
等

都市計画区域 市街化調整区域 

地区計画 岳南広域都市計画富士山フロント工業団地地区計画 

建ぺい率／容積率 60％／200％ 

高さ制限 あり（建築物の高さ２０メートル） 

地質 試掘の箇所について 50以上のＮ値を確認 

※具体的な試掘位置は、個別に照会してください。 

供
給
施
設

上水道 富士市上水道 

地下水 採取可（最大 576  ／日／井）

※区画によって、地下水を採取できない場合がありますので、

地下水を採取する場合は事前協議をお願いします。 

（静岡県地下水の採取に関する届出対象区域に該当） 

汚水排水 各区画で合併処理浄化槽を設置し、専用管を通じて河川放流 

電力 高圧６ＫＶ（富士山フロント工業団地内に配電用変電所あり・

高圧配電線（架空線）に近接） 

特別高圧６６ＫＶ（特別高圧送電線（地中ケーブル）に近接） 

ガス ＬＰＧ、ＬＮＧを個別に使用 

交
通
施
設

道路 新東名高速道路新富士 IC 約 2km（車で約 5分） 

鉄道 ・JR 東海道線富士駅   （車で約 25分）※ＪＲ貨物駅あり 

・JR 東海道新幹線新富士駅（車で約 25分） 

・JR 身延線入山瀬駅   （車で約 15分） 

空港 富士山静岡空港 （車で約 1時間） 

港 田子の浦港   （車で約 30 分） 
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３ スケジュール（見込み・諸事情により前後する可能性があります。） 

本冊子（企業募集の御案内）の公表 令和元年 ６月  

本冊子（企業募集の御案内 改定版）の公表 令和２年 ８月 

造成工事 令和２年度～４年度  

応募受付開始 令和３年 ７月 １日 

応募受付終了 令和３年 ８月３１日 

審査・選考（審査・決定企業以外の企業は非公表） 令和３年 ９月～１０月 

購入者の決定 令和３年１０月 下旬 

基本協定の締結・議会報告・報道発表 令和３年１１月    

土地売買仮契約締結（市議会議決後本契約となる） 令和４年１０月    

市議会上程・議決 令和４年１１月    

用地引渡し 令和５年 １月～順次 

４ 応募資格 

（１）本市の産業振興に寄与し、新たな雇用創出が図られると認められる製造業に属す

る工場又は研究所を建設し事業を運営する者であること。 

（２）製造業に属する工場又は研究所の建設、経営に必要な資力を有し、事業を運営す

る者であること。 

（３）公害の発生のおそれがなく、公害防止施設を有する者であること。 

（４）土地売買契約後、３年以内に事業を開始できるように建築物等の建設に着手する

ことができる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。（契約を締結

する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等） 

（６）応募申込書提出日現在、公租公課の滞納がない者であること。 

（７）当地区への立地に当たり、市と大規模災害等の支援・協力に関する協定を締結で

きる者であること。 

（８）応募することができる区画数は、原則として１者につき１区画とする（複数の区

画を希望する場合は、その理由を詳細に説明すること。）。 

（９）次のいずれにも該当しないこと。 

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７

７号。以下「法」という｡）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ｡）

又は役員等（個人にあってはその者を、法人にあってはその役員又はその支店若

しくは事業所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員等（富士

市暴力団排除条例（平成２４年富士市条例第２号）第２条第３号に規定する暴力

団員等をいう。以下この号において同じ。）であるもの 

イ 暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同

じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるもの 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるもの 
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５ 応募手続（書類受付期間は、諸事情により前後する可能性あり） 

（１）書類受付期間 令和３年７月１日（木）から同年８月３１日（火）まで 

          ※閉庁日（土・日曜日、祝日）は除く 

（２）書類受付時間 午前９時から午後５時まで 

（３）書類提出場所 富士市役所５階 産業政策課 

（４）書類提出方法 公募要領に規定する所定の書類、部数を揃え、直接窓口に提出 

          ※やむを得ず郵送の場合は書留郵便とし、提出期限必着とする。 

※提出された応募書類は、返却しない。 

６ 応募書類（副はコピーで可）（様式は公募開始時に公開） 

（１）応募申込書（第１号様式） 正１部  副１２部 

（２）企業概要書（第２号様式） 正１部  副１２部 

（３）事業計画書（第３号様式） 正１部  副１２部 

（４）誓約書（第４号様式）   正１部  副１２部 

（５）添付書類       正各１部 副各１２部 

  ① 定款 

  ② 法人登記簿謄本（交付から３ヶ月以内のもの） 

  ③ 印鑑証明書（交付から３ヶ月以内のもの） 

  ④ 法人概要書（会社案内、パンフレット等） 

  ⑤ 直近３期分の決算関係書類 

     （決算書、貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売費及び一般管理費

の計算内訳、キャッシュフロー計算書） 

  ⑥ 直近の納税証明書（法人税、事業所所在地の市町村税） 

  ⑦ その他参考となる書類（簡単なレイアウト案図等） 

７ 事業者の決定（概略）（詳細は公募開始時に公開） 

 （１）事業者の選考方法 

    事業者の選考は、富士市企業立地推進本部会議において審査（非公開）を行い、

事業者の決定を行います。なお、審査により未決定となる場合があります。 

 （２）選考基準 

① 事業計画：事業内容、施設概要等 

② 地域振興の貢献性：雇用の創出、地域経済及び地元企業等への波及効果等 

③ 周辺環境への影響：環境への配慮、対策等 

④ 事業計画の実現性：企業概要、経営の安定性・将来性 

⑤ 外部評価 
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（３）事業者の決定 

選考結果については申込者全員に文書により通知致しますが、審査の内容、選考

結果に関する異議等については応じられません。 

なお、未決定となった場合は、それ以降随時の募集とすることを検討していま

す。（その場合であっても、都度審査をします。） 

８ 基本協定・契約事項 

審査の結果決定された事業者は、速やかに、市と土地売買契約に関する基本協定を締

結していただきます。 

その後、造成工事完了に合わせて、本契約手続に移行します。 

市の定める期間内に基本協定又は土地売買契約の締結がなされない場合には、事業者

の決定を取り消す場合があります。 

締結する基本協定及び土地売買契約の主要な内容を以下に記載します。 

（１）代金支払方法 

  基本協定締結時は、分譲価格が未確定のため代金支払は不要です。 

  土地売買仮契約時に、契約金額の 100 分の 10 の契約保証金を納入していただきま

す。 

  残金は、締結した土地売買仮契約が富士市議会議決後本契約となった後、一定の

期間内に入金していただきます。 

（２）所有権の移転 

   所有権は、土地売買代金の完納した日に移転するものとします。土地売買代金の

完納を確認後、引渡しを行います。所有権移転登記は市が嘱託により行うものと

し、登記等に要する費用は事業者の負担とします。 

（３）着工条件 

土地売買契約後、３年以内に事業を開始できるように建築物等の建設に着手する

ものとします。 

（４）土地の目的外使用の禁止及び転売等の制限 

ア 売買契約締結後１０年間は、市の承認を得ないで、応募申込書に定めた施設以

外の目的に使用することはできません。 

イ 売買契約締結後１０年間は、市の承認を得ないで、土地の所有権の移転、又

は、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利その他使用収益を目的とする権

利を土地に設定できません。 

ウ 売買契約締結後１０年間は、市の承認を得ないで、工場等の所有権の移転、又

は、質権、賃借権、使用貸借による権利その他使用収益を目的とする権利を工場

等に設定できません。 

エ 市街化調整区域内では、転売や用途変更に当たって都市計画法の制限を受ける

場合があります。 
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（５）買戻し特約の設定 

１０年間の土地の買戻し特約を設定し、登記を行います。 

（６）売買契約の解除及び違約金 

   事業者が次に掲げる行為を行ったときなど売買契約に違反し、市が必要と認めた

ときは、売買契約を解除することがあります。 

この場合、分譲価格の２０％相当額を違約金としてお支払いいただきます。 

・提出書類に虚偽の記載があったとき。 

・公募要領に定める事項に違反したとき。 

・社会的な信用を著しく失墜させる行為をしたとき。 

・当団地に法令上建築できない建築物を建設したとき。 

・その他、売買契約に定める事項に違反したとき。 

（７）通知義務 

土地売買契約締結後１０年間の間に、次に定める事項等が生じた場合は、直ちに

市へ通知することとします。 

  ① 解散、合併、営業停止や営業譲渡したとき。 

  ② 滞納処分、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立を受け、又は再生

手続開始の申立（自己申し立てを含む。）をしたとき。 

  ③ 会社整理の開始若しくは特別清算開始の申立て（自己申立てを含む。）又は通告

によるこれらの開始の命令であったとき。 

  ④ その他基本協定書又は土地売買契約に定める事項 

（８）その他 

・市は、当該土地に数量の不足又は品質の不備（産業廃棄物、地中障害物、土壌汚

染等を含む。）があっても、その責を負わないものとします。 

・分譲価格や引渡の期日等については、造成工事の進捗等により変動する可能性が

ある旨御承知おきください。大規模な変更がある際には連絡しますが、当該変更

に伴い決定を辞退する場合は、速やかに市に御連絡ください。なお、当該変更に

より被った損害について、市はその責を負わないものとします。 

・富士山フロント工業団地進出企業により組織された「富士山フロント工業会」に

加入するものとします。 

９ その他 

（１）応募に係る一切の費用については、全て応募者の負担とします。 

（２）応募書類にかかる著作権は各応募者に帰属します。 

（３）応募に係る事業者の情報は、工業団地の分譲に係る業務にのみ使用します。な

お、工業団地の分譲に係る業務に必要な範囲で静岡県企業局と情報を共有します。 
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10 企業立地優遇制度 

（１）静岡県新規産業立地事業費補助金（最大 10 億円） 

      補助対象：建物、機械設備 

（２）富士市企業立地促進奨励金（最大 3.5 億円） 

   補助対象：土地取得、新規雇用 

（３）富士市ものづくり力向上事業補助金（最大 5,000 万円） 

   補助対象：建物、機械設備 

11 問合せ先 

  富士市産業経済部産業政策課（富士市役所５階） 

〒417-8601 

  静岡県富士市永田町 1丁目 100 番地 

  電 話 0545-55-2906（ダイヤルイン） 

  ＦＡＸ 0545-51-1997 

  E-mail sa-sangyou@div.city.fuji.shizuoka.jp 
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