
（仮称）光葉町ミライカフェ

飲食（カフェ等）×コミュニティスペース

運営事業者 募集要項

公募期限：2016年 6月 30日

中央グリーン開発株式会社



1 趣旨 

 本要項は、千葉県野田市光葉町において、地域コミュニティの一拠点となる飲食店（例：

カフェ・パン屋・食堂・レストラン等、以下「カフェ等」という）、飲食機能を持つコミュ

ニティスペースの運営事業者（企業又は個人、以下「事業者」という）を公募により選定

するため必要な要項を定めたものです。本事業の実施に当たっては、特に以下 2つの観点
を基本コンセプトとして重視します。

① 地域住民のコミュニティ拠点機能

多世代の地域住民が集い、飲食をしながら交流が育める「場」となること

地域コミュニティに参加するキッカケとなる「場」をつくること

② 地域住民の「食」を豊かに

飲食店の少ない光葉町エリアにおいて、「食」の分野から

住民に心身の安全・安心を提供すること

2 共同事業  

本公募により運営する施設は、事業者が飲食サービスを提供する飲食店であると同時に、

地域住民のコミュニティ拠点としても機能する、多面性を有する事業となります。選定さ

れた事業者には、中央グリーン開発株式会社（以下、「中央グリーン開発」）と賃貸借契約

を締結のうえ、飲食×コミュニティ機能を備えた店舗運営を行って頂きます。飲食の提供

ができコミュニティづくりにも興味関心のある飲食店事業者や、コミュニティの場づく

り・仕組みづくりを提案・運営できる事業者からの応募を想定しています。

【イメージ】

≪飲食機能≫ 

・パン屋・カフェ・食堂・

レストランなど 

・お惣菜テイクアウト 

・子連れ保育付ランチ 

≪昼≫ ママ友とランチ 

≪午後≫カフェタイム 

≪夕≫家族・友人ごはん 

≪夜≫呑みタイム 

など（※ミライ会議より） 

≪コミュニティ機能≫ 

・本箱、ミニ図書館 

・小箱ショップ 

 （野菜、クラフト販売）

・〇〇教室 

・サークル、集まり 

・イベント 

・子ども遊びスペース 

など（※ミライ会議より）

・住民と事業者の調整役 

・ｺﾐｭﾆﾃｨ機能ｻﾎﾟｰﾄ 

・飲食店経営 

・ｺﾐｭﾆﾃｨ機能運営 

・飲食店利用者 

・ｺﾐｭﾆﾃｨ企画 

テナントオーナーである中央グリーン開発は、20年・30年と地域活動を続けられる原動
力「人」＋「場所」をつくることを目的とし、住民と事業者の調整役を担うと共に、コミ

ュニティ機能に関わる事業者負担を考慮し、3年間テナント料を補助します。



3 街の特性、公募までの経緯について 

（１）街の特性について

千葉県野田市光葉町は、千葉県柏市、埼玉県春日部市に隣接し、都心から１時間圏内の東

武アーバンパークライン「七光台」駅前に広がる住宅街です。2004年に誕生し 2014年に
事業完了したこの新しい街には、現在約 1300世帯のファミリ―が暮らしています。

うなの

（２）公募までの経緯について

2015年 11月、住民が集まり街の未来を話し合う「光葉町ミライ会議」（光葉町自治会、中
央グリーン開発 共催）がスタート、のべ 200名以上の住民が参加し、半年かけて街の未来
についてさまざまな対話を行ってきました。その中で見えてきたのは、「30年後も暮らして
楽しい街にしたい」という街の皆さんの想い。そして「飲食をしながら交流できる場」へ

のニーズでした。駅前は大型スーパーや病院等、利便施設が整っている一方、飲食店はま

だなく、気軽に集まれる場がなかったのです。こうして、「コミュニティ」×「カフェ」と

いう場の計画が生まれていきました。

街はまだ若く、現在は約７割が子育
て世帯。乳児～幼児(0～6歳)の親子
共に行動する年代が、子ども総数の
約６割（659名）、小学生まで含める
と８割を占めています。近隣企業、
公官庁ほか、都心へ通勤するサラリ
ーマン世帯が多いのも特徴です。



4 施設概要 

（１） 施設名 ： 光葉町ミライカフェ（仮称）

（２） 所在地 ： 千葉県野田市光葉町 2-4-1 
（３） 構造等 ： 木造 2階建て（１階/2階）
（４） 面 積 ： 118.41㎡（35.76坪）
（５） 用途地域： 第一種住居地域（沿道沿い）

（６） 設 備 ： 設備：トイレ・エアコン・キッチン設備、駐車場あり

※飲食店経営に最低限必要な設備、内装リノベーションは 300万円の
予算範囲内にて貸主負担、その他追加設備については事業者負担

（７） 駐車場 ： ４台付 （＋ 隣接にて 17台 時間・月極あり）
（８） 交 通 ： 東武アーバンパークライン 七光台駅 徒歩 3分

テナントはポラスが分譲開発の事業拠点として利用していた建物で、メインストリートに

面した、駅から徒歩 3分の立地に位置します。駅前は大型スーパーや病院等、利便施設が
整っている一方、飲食店はまだありません。近くには桜の名所として名高く子供たちの遊

び施設も充実の清水公園があり、車利用の多い地域でもあり、沿道沿いに面することから、

イートインだけでなく、テイクアウトのニーズもあることが予想されます。野田市は、醤

油の一大生産地としても有名です。

現地 テナント外観（現況） 

テナント内観（現況） 

分譲地の街並み タウン内公園 七光台駅前 

清水公園

七光台



5 リノベーション計画
2015年 11月より全 6回に及び開催した住民ワークショップ「光葉町ミライ会議（共催：
野田市光葉町自治会、中央グリーン開発）」にてでた住民ニーズをベースに、2016年 7月
23日に開催予定の店舗デザインワークショップを経て、8月～10月期にて住民参加型によ
る店舗 DIYリノベーションを行います。リノベーションには、事業者も参加し、住民とと
もにつくるステップを踏みながら、関係の構築を図っていただきます。

【平面図（仮）】

※ 図面は仮計画、7月の店舗デザインワークショップ後に正式設計
※ リノベーションは 300万円の予算範囲内にて、テナントオーナーにて実施
※ その他、事業者が希望する設備については、事業者負担にて追加可能

≪スケジュール（予定）≫

 7月  ワークショップ「店舗デザインを考えよう！」
８月  ＤＩＹリノベーション！（天井剥がし、机・椅子づくり、壁ぬり等）

９月  事業者工事（電気、水道、配管工事、設備設置等）

１０月  ＤＩＹリノベーション！（床貼り、本棚、小箱制作、看板制作 等） 

≪設備案（ニーズ）≫

・Wi-Fi 設備 

・キッチン 

・テーブル、椅子 

・座卓スペース 

・小箱、本棚（ﾐﾆ図書館）

・子どもが遊べるｽﾍﾟｰｽ 

・子ども宿題ｽﾍﾟｰｽ 

・落書きできる壁 

・おむつ交換台 

・教室開催可能な場 

・プロジェクター 

・スクリーン 

・ホワイトボード 

・貸だしステーション 

（倉庫・工具レンタル）



6 運営形態等
（１）契約形態

テナントオーナーである中央グリーン開発と事業者において賃貸借契約を締結し、事

業者はコミュニティ機能を含めたカフェ等の運営を行います。中央グリーン開発は、

コミュニティ機能に関わる事業者負担を考慮し、３年間、テナント料を補助します。

（２）事業の期間

2016年 11月 1日より、３年間とします。
契約期間満了後は、相場テナント料にて賃貸借契約による継続利用を可能とします。

（３）事業者と中央グリーン開発の事業分担は下記のとおりとします。

事業者 オーナー

開業前 店舗リノベーション △ 〇

飲食店営業許可等、各種申請 〇

開業後 飲食店の運営 〇

建物の保守管理ほか 〇

コミュニティ機能の運営 〇

店舗の維持管理 〇

住民ニーズとの調整 〇

内容

7 基本条件 及び応募資格要件
本事業の提案に際しては、下記の条件を満たしてください。

（１） 常時開店している店舗であること（定休日：水曜、開店時間：10―22時 ※応相談）
（２） 飲食店営業許可および事業者の業態に必要な各種許認可を受けていること（又は受

ける予定であること）

（３） 住民コミュニティを育みやすい場であること、住民がその場で実現したいことにつ

いて実施できる環境を提供すること

（４） 事業者選定後、営業する権利を他者に譲渡または委託しないこと

（５） 店舗改装の際には、中央グリーン開発と協議の上進めること

（６） 住民からの意見、要望を直接受けた場合は中央グリーン開発に伝達の上、ニーズ実

現に向け協議をすること

8 経費負担等 
事業にあたっての必要経費は下記含めすべて事業者の負担とします。

（１） 飲食店運営費等

ゴミ回収、清掃、保守費、光熱水費、保険等を含めた店舗運営に係る費用全般

（２） テナント使用料

・テナント使用料：5万円／月（消費税別、3年間、以降は相場賃料にて継続可能）
・敷金：テナント使用料の 5ヶ月分・礼金：テナント使用料 1ヶ月分 

（３） 事業期間終了後の原状回復費用

（４） その他 賃貸借契約に基づきます。



9 事業の中止
事業期間内であっても以下に該当した場合には、いかなる事由があっても事業を中止、

終了するものとします。

・当該飲食店を対象に、飲食店営業許可等規定に基づく処分を受けた場合

・事業者が契約事項を遵守しないなど、事業者の責めに帰す事由により、同契約を解除さ

れた場合

10 法令等の順守
  本事業の実施に当たっては、事業に関連する関係法令、条例、規則及び要項等を遵守

するとともに、各種基準、指針等についても本事業の要求水準と照らし合わせ適宜参考に

してください。

11 事業スケジュール

項目 予定時期

事業者の公募・受付 2016年　6月30日まで

事業者の選定 2016年　7月10日まで

事業者決定・賃貸借契約締結 2016年　7月中旬

店舗デザイン検討会 2016年　7月23日

店舗リノベーション 2016年　8月～10月

事業開始 2016年　11月上旬 

12 事業者選定に関する事項
（１） 応募方法

応募される事業者の方は、規定の応募書類に必要事項をご記入の上、メールにてお

送りください。提案可能なプレゼンテーション資料等もあれば、合わせてお送りく

ださい。

（２） 質問の受付について

質問については、適宜お受けいたします。下記までお送りください。

（３） 事業者選定・決定について

応募頂いた事業者の方と直接面談の上、決定させていただきます。

応募用紙にて、ご希望の面談日程をご選択の上ご応募下さい。

なお、面談までに賃貸借契約に必要な書類のご用意をお願いします。

（必要書類は別途お知らせ致します）

本件に関するお問い合わせ先

343-0845 埼玉県越谷市南越谷 1-2905-3 
ポラスグループ 中央グリーン開発株式会社 経営企画課 担当：横谷、竹内

TEL 048-990-8011 FAX 048-990-8014 
E-mail green.community-vg@polus.co.jp 


