
令和４年度旧戸田家住宅改修整備及び運営維持管理事業に係る 
プロポーザル公募及び指定管理候補者募集要領 

 
　広川町では、日本遺産『「百世の安堵」～津波と復興の記憶が生きる広川の防災遺産～』

の認定を契機に、広地区の歴史的資源を活用した観光創出の可能性を見出すために、「百世

の安堵を感じるオーベルジュ」をコンセプトに掲げ、紀州和歌山の海・山の食材を堪能しな

がら、地域の知恵に触れ、落ち着いた暮らしを体感することができる滞在を提供するための

施設として、旧戸田家住宅を整備します。ついては、本事業を建設的、経済的かつ効率的に

設計・施工・運営する共同企業体（以下、「企業体」という。）を募集し、プロポーザル審査

委員会及び管理者指定審議会により決定します。 
１　事業の概要 
　　⑴　事業種類及びその内容 
　　　①　施設整備に関する業務 
　　　②　維持管理に関する業務 

※ ①、②ともに、詳細は別添、「旧戸田家住宅改修整備及び運営維持管理事業　

要求水準書」及び「旧戸田家住宅改修整備及び運営維持管理事業提案仕様書」

を参照のこと。 
　　⑵　事業実施期限 
　　　①　施設整備に関する業務　　　　　契約締結日から令和６年３月３１日まで 
　　　②　運営・維持管理に関する業務　　運営・維持管理の開始日から５年間 

　　　　※運営・維持管理については、管理者指定審議会にて候補者を決定します。 
　　⑶　本事業の対象物件・対象地 

　本事業の対象物件及び対象地は次のとおりです。 

　対象物件名　旧戸田家住宅 

　物件所在地　有田郡広川町大字広北市場 1346 番地 1、1347 番地 

　敷地面積　　　有田郡広川町大字広北市場 1346 番地 1     　  273.35 ㎡ 

有田郡広川町大字広北市場 1347 番　　　　     　966.38 ㎡ 

計      1,239.73 ㎡ 

　建築物面積　　主　　屋　　　木造２階建、瓦葺、建築面積 125.0 ㎡ 

大座敷棟　　　木造平屋建、瓦葺、建築面積 95.00 ㎡ 

隠 居 棟　　　木造平屋建、瓦葺、建築面積 36.00 ㎡ 

網 工 場　　　木造２階建、瓦葺、建築面積 204.0 ㎡ 

西　　蔵　　　土蔵造２階建、瓦葺、建築面積 35.00 ㎡ 

　　　　　　　　東　　蔵　　　土蔵造２階建、瓦葺、建築面積 44.00 ㎡ 

車　　庫　　　木造平屋建、瓦葺、建築面積 19.83 ㎡ 

　　⑷　提案限度額（消費税及び地方消費税を含む） 
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　　　　　設計監理委託業務費　　　　 26,486 千円 
　　　　　旧戸田家住宅改修工事費　　173,397 千円 
　　　　　年間指定管理料　　　　 　　　　 0 千円 
　　⑸　契約期間、指定管理期間 
　　　①　設計監理委託に関する業務　　　契約締結日から令和６年３月３１日まで 
　　　②　改修工事に関する業務　　　　　契約締結日から令和６年３月３１日まで 
　　　③　運営・維持管理に関する業務　　運営・維持管理の開始日から５年間 

 
２　応募資格 
　　プロポーザル審査委員会 
　　　プロポーザルに応募できる企業体は、当該事業を的確に遂行する能力を有し、次の⑴

～⑹までの全ての要件を満たす者とする。 
　⑴　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該

当する者ではないこと。 
⑵　地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除

されている者ではないこと。 
⑶　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）等による更生手続き開始の申し立てがなされている者ではないこと。 
⑷　国税、都道府県税及び市町村税の滞納がない者であること。 
⑸　宗教活動や政治活動を主たる目的とする者ではないこと。 
⑹　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（第２

条第２項に掲げる暴力団及びこれらの利益となる行動を行う者でないこと。 
管理者指定審議会 
また、運営・維持管理に関する業務を行う事業者は、管理者指定審議会で審議を行う

こととなるため、次の⑴～⑵までの全ての要件を満たす者とする。 
　　　⑴　法人その他の団体（法人格の有無は問わない。以下、「法人等」という。）である

こと。 
⑵　法人等及びその代表者が次のいずれにも該当しないこと。 

①　法律行為を行う能力を有しない者 
②　破産者で復権を得ない者 
③　地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「自治法」という。）第２４４条

の２第１１項の規定による指定の取消しを受けたことがある者 
④　指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第９２条の２、同法第１４

２条（同法を準用する場合を含む。）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触

することとなる者 
⑤　国税及び地方税を滞納している者 



⑥　本町における指定管理者の指定手続において、その公正な手続を妨げた者又

は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者 
⑦　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）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団又はその構成員（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年を経過しない者の統制下にある団体 
⑧　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき構成手続開始の申し立てが

成されている者、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定により再生

手続開始の申し立てをしている者及び商法（明治３２年法律第４８号）に基づ

き会社の整理の申し立てが成されている者又は会社の整理の開始を命じられ

ている者 
 
３　スケジュール 

 
４　質問 
　　本公募の参加にあたって質問事項がある場合は、質問票（様式８）を提出してください。

ただし、口頭による質問は受け付けません。 
また、提出書類の記載内容及び評価基準に関する質問、他の応募者からの提案書提出状

況に関する質問、積算に関する質問等は、公平性の確保、及び公正な選考を妨げる恐れが

あるので受け付けません。 
　　⑴　受付期限　令和４年９月９日（金）まで 
　　⑵　受付曜日　月曜から金曜まで（祝日を除く） 
　　⑶　受付時間　８時３０分から１７時１５分まで 
　　⑷　受付場所　広川町役場　企画政策課（広川町庁舎２階） 
　　　　　　　　　　　和歌山県有田郡広川町大字広１５００番地 
　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０７３７－６２－２４０７ 
　　⑸　提出方法 

 項　　目 日　　程

 本公募の公告 令和４年　９月　５日（月）

 募集要項等に関する質問受付 令和４年　９月　９日（金）まで

 質問回答予定日 令和４年　９月１４日（水）

 プロポーザル応募表明 令和４年　９月１６日（金）まで

 企画提案書類提出受付 令和４年　９月２０日（火）～　９月２２日（木）必着

 プロポーザル審査委員会 
及び管理者指定審議会

令和４年　９月２８日（水）

 審査結果の通知 審査委員会の翌日以降速やかに行います。



　　　　持参、郵送又はＦＡＸにより上記の受付期限及び受付時間内必着にて提出してく

ださい。また、持参以外の方法で提出をした場合は、受領確認を広川町企画政策課あ

てに電話（０７３７－２３－７７３１）にて行ってください。 
　　⑹　回答 
　　　　質問に対する回答は、令和４年　９月１４日（水）（予定）に広川町ホームページ

内にて公開します。 
 
５　本公募への応募表明 
　　本公募へ応募する場合は、プロポーザル応募表明書（様式９）及び広川町の公の施設の

管理者指定申請書（様式第１号）を提出してください。 
　　⑴　提出期限　令和４年９月１６日（金）まで 
　　⑵　提出曜日　月曜から金曜まで（祝日除く） 
　　⑶　提出時間　８時３０分から１７時１５分まで 
　　⑷　提出場所　広川町役場　企画政策課（広川町庁舎２階） 
　　　　　　　　　　　和歌山県有田郡広川町大字広１５００番地 
　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０７３７－６２－２４０７ 
　　⑸　提出方法 

持参、郵送又はＦＡＸにより上記の受付期限及び受付時間内必着にて提出してく

ださい。 
　　　　なお、持参以外の方法で提出をした場合は、受領確認を広川町企画政策課あてに電

話（０７３７－２３－７７３１）にて行ってください。 
　　⑹　その他 
　　　　応募表明後、辞退する場合は辞退届（様式１０）を上記５⑷あてに提出してくださ

い。 
 
６　企画提案書類等の提出 
　　⑴　提出書類 
　　　　本公募に応募される企業体は、次の共通、プロポーザル審査委員会、管理者指定

審議会に掲げる書類を全て提出してください。ただし、企画提案書類の提出日におい

て、「広川町一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請要領（建設工事）」に定める

入札参加資格を有する者は、共通の書類③～⑧の提出を省略することが出来ます。 
なお、各書類の説明については、提出書類一覧（別紙）を参照してください。（部

数表記のないものは１部の提出で結構です。） 
　共通（共同企業体と指定管理を受けようとする事業者の両者分が必要となります。） 

　　　　①　応募資格に反しない旨の宣誓書（様式２） 
　　　　②　企画提案書（様式３）正１部、副（写し）８部（PDF データも提出ください） 



　　　　③　団体の概要に関する調書（様式５） 
　　　　④　役員等に関する調書（様式６） 
　　　　⑤　団体の財産目録、賃借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益処分計算書又

はこれに準ずる書類 
　　　　⑥　定款若しくは寄付行為及び法人登記事項証明書又はこれらに準ずる書類 
　　　　⑦　印鑑証明 
　　　　⑧　法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税について未納がない旨の証明 
　　　　　　書 
　　　　⑨　全ての提出書類のうち、該当のないものについての申立書（様式７） 
　　　プロポーザル審査委員会 
　　　　プロポーザルに応募する共同企業体は、次に掲げる書類を全て提出してください。 
    　　⑩　応募申請書（様式１）正１部、副（写し）８部 
　　　　⑪　見積書（様式４）正１部、副（写し）７部 
　　　　⑫　団体の事業計画書及び収支予算書 

管理者指定審議会 
　　　　管理者指定審議会に応募する事業者は、次に掲げる書類を全て提出してください。 
　　　　⑬　広川町の公の施設の管理者指定申請書　正１部、副（写し）８部 
　　　　⑭　事業運営計画書（任意様式）正１部、副（写し）８部 
　　　　⑮　運営方針（任意様式）正１部、副（写し）８部 
　　　　⑯　収支計画書（５カ年）（任意様式）正１部、副（写し）８部 
　　　　⑰　事業報告書及び決算報告書（任意様式）正１部、副（写し）８部 
　　　　⑱　安全管理及び緊急対応の体制 
　　　　⑲　類似施設の管理運営実績 
　　　◆留意事項◆ 
　　　　①　町長が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 
　　　　②　提出された書類の内容を変更することはできません。 
　　　　③　２種類以上の申請はできません。 
　　　　④　提出書類は、理由の如何を問わず返却しません。 
　　　　⑤　申請に要する経費等は、すべて申請者の負担とします。 
　　　　⑥　担当課が提供した資料等は、担当課の承諾を得ることなく、第三者にこれを使

用させ、又は内容を提示することを禁じます。 
　　　　⑦　申請後、辞退する場合は、文書により辞退届けを提出してください。 

⑵　提出期限　令和４年９月２０日（火）～２２日（木）まで 
　　⑶　提出曜日　火曜から木曜まで 
　　⑷　提出時間　８時３０分から１７時１５分まで 
　　⑸　提出場所　広川町役場　企画政策課（広川町庁舎２階） 



　　　　　　　　　　　和歌山県有田郡広川町大字広１５００番地 
　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０７３７－６２－２４０７ 
　　⑹　提出方法 

広川町企画政策課まで持参又は郵送により上記の提出期限及び提出時間内必着に

て提出してください。 
　　　　なお、持参以外の方法で提出をした場合は、受領確認を広川町企画政策課あてに電

話（０７３７－２３－７７３１）にて行ってください。 
 
７　参加に際しての注意事項 

⑴　欠格事由 
　　　　以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格となります。 
　　　　①　選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 
　　　　②　他の提案者と応募提案の内容又はその意志について相談を行った場合 
　　　　③　事業選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に開

示した場合 
　　　　④　応募提案書類に虚偽の記載をした場合 
　　　　⑤　募集要項に違反すると認められた場合 
　　　　⑥　その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 
　　　　⑦　提出書類に虚偽の記載があった場合及び記載すべき事項の全部又は一部が記

載されていない場合 
⑵　無効事由 

　　　　以下のいずれかの事項に該当する場合は、無効になります。 
　　　　①　提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合 
　　　　②　１⑷の提案限度額を越えた見積額を提示した場合 
　　⑶　著作権・特許権等 
　　　　提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日

本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持

管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、すべて提出者が負うものとしま

す。 
　　⑷　複数提案の禁止 
　　　　複数の提案書の提出はできません。 
　　⑸　提出書類変更の禁止 
　　　　提出期限後の提出書類の変更、差し替え若しくは再提出は認めません。 
　　　　（軽微なものは除く） 
　　⑹　返却等 
　　　提出書類は、理由の如何を問わず返却しません。 



　　⑺　費用負担 
　　　　提出書類の作成、提出等、本公募への応募に要する経費等は、すべて参加者の負担

とします。 
　　⑻　その他 
　　　　参加者は、応募申請書の提出をもって、公募要領等の記載内容に同意したものとし

ます。 
 
８　見積書作成にあたっての注意事項 
　　⑴　事業費の積算方法 

・事業費（設計費、工事請負費及び年間運用費）は項目ごとに明確に区分して積算

し作成してください。 
・一式計上は認めません。 
・見積書の宛先は「広川町長　西岡利記」とします。 
・見積者は、契約締結権を持つ者とし、その者の印を押印すること。 

　　⑵　消費税及び地方消費税について 
　　　　消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかに関わらず、

見積もった金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した額を見積書に

記載してください。提案金額は、委託期間中の本業務に係る費用の見込み額とします。 
 
９　委託事業者の選定及び評価方法 

⑴　選定方法及び決定方法 
　　　　広川町が別に定める委員により組織された「広川町公募型プロポーザル方式等事

業者選定委員会」（以下、「審査委員会」という。）及び「広川町管理者指定審議会」

（以下、「審議会」という。）が審査を行います。 
　　　　なお、応募者多数の場合は、プレゼンテーションに先立ち書類選考を行う場合があ

ります。 
　　　審査委員会 

審査項目（別紙）に基づき、提出書類及び参加者によるプレゼンテーション内容に

より審査委員が審査・評価・採点を行い、競争性・透明性の確保に十分配慮しながら、

企画提案の内容、事業の実施能力等のもっとも優れた企画を提案し、総評価点が最高

点の者を最優秀提案者としますが、最高点の者が複数いる場合は、原則として提案金

額の安価な提案者を最優秀提案者とします。 
なお、応募者が１者のみの場合、審査結果において基準点を満たすときは、当該応

募者を最優秀提案者とします。基準点に満たないときは、事業を実施する場合には再

度公募します。 
審議会 



選定基準（別紙）に基づき、提出していただいた申請書等の記載内容について審査

会を開催し、管理者指定審議会の諮問を経た後、指定管理候補者を選定します。指定

管理者は、当該施設改修整備後、直近に開会される広川町議会にて同施設に係る設置

条例制定と同時に議決を経た後、決定（指定）され、指定管理者に決定した後、広川

町長と指定管理者との間で協定を締結します。 
　　⑵　審査委員会、審議委員会（共通事項） 
　　　　①　実施日：令和４年９月２８日（水） 
　　　　②　実施時間：別途通知します。 
　　　　③　実施場所：別途通知します 
　　　　④　プレゼンテーションの所要時間（１提案者あたり）： 
　　　　　　　　　　プレゼンテーション　３０分以内 
　　　　　　　　　　質疑応答　　　　　　２０分程度 
　　　　⑤　注意事項 
　　　　　・実施日時及び各参加者の開始時間は、後日通知します。 
　　　　　・プレゼンテーション参加人数は、１提案者あたり５名までとします。 
　　　　　・パソコン、プロジェクター等の機材をご利用したい場合は、事前にご連絡の上、

ご自身でご用意ください。 
・審査当日に資料を追加配布することはできませんので、企画提案書等書類の受

付期間内に提出した書類（受付期間内であれば、パワーポイント等で作成した

紙資料の提出は可）のみで、プレゼンテーションを実施してください。 
　　　　　・プレゼンテーション参加者は、他の参加者の企画提案を傍聴することはできま

せん。 
　　　　　・指定時間に５分以上遅れた場合は、審査対象としません。 

・指定時間に遅刻（５分未満）した参加者がプレゼンテーションを実施する場合、

プレゼンテーションの所要時間の延長は認めません。 
　　⑶　審査項目及び評価内容 
　　　　審査委員会　別表のとおり 
　　　　審議会　　　別表のとおり 
　　⑷　結果の通知及び公表 
　　　　結果は、審査委員会及び審議委員会の終了後、最優秀提案者及び指定管理候補者が

決定してから、すみやかに提案者に文書にて通知するとともに、以下の項目を広川町

ホームページにて委託候補者の名称を公表します。 
　　　　①　最優秀提案者（委託候補者）の名称及び評価点 
　　　　②　次点以下の評価点（提案者名の併記はいたしません。） 
　　　　③　指定管理候補者 
 



10　基本協定等の締結について 
　審査委員会で選定された最優秀提案者を基本協定締結候補者とし、条件等を協議の上、仕

様書の内容を確定し、基本協定を締結のうえ、設計（Design）、施工（Build）の各業務を担

う事業者と契約を締結し、施設整備が整った後、運営（Operate）を担う事業者を指定管理

事業者として指定していきます。なお、協議が整わなかった場合、もしくは受託候補者が契

約を辞退した場合には、評価得点が次点の者と協議することとします。 
 
11　業務の適正な実施に関する事項 

⑴　業務の一括再委託の禁止 
　　　　受託者は、業務を一括して第三者に委託し又は請け負わせることが出来ません。 
　　　　ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、広川町と協議の

上、業務の一部を委託することが出来ます。 
　　⑵　個人情報保護 
　　　　委託業務を行うに当たって、個人情報を取り扱う場合には、その取扱いに十分留意

し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めてください。 
　　⑶　守秘義務 
　　　　委託業務を行うに当たって、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益の

ために利用することは出来ません。また、委託業務終了後も同様とします。 
 
12　担当及び問い合わせ先 
　　〒643-0071　和歌山県有田郡広川町大字広１５００番地 
　　広川町役場　企画政策課（担当：丸山） 
　　　ＴＥＬ：０７３７－２３－７７３１ 
　　　ＦＡＸ：０７３７－６２－２４０７


