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第１章　総論 

第１節　要求水準書の位置付け 

「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（以下、「要求水準書」と

いう。）は、広川町（以下、「町」という。）が旧戸田家住宅改修整備及び運営維持管理事

業（以下、「本事業」という。）の実施にあたり、町と締結する D B O 契約に基づき実施

する事業者（以下、「事業者」という。）に最低限要求する施設整備水準及びサービス提

供水準を示すものであり、事業者は本要求水準書に記載された要求水準（以下、「要求水

準」という。）を満たす限りにおいて、本事業に関して自由に提案することができる。 

また、事業者が D B O 事業の特性である事業者の創意工夫、アイデア、ノウハウ、技

術力、コネクション等、最大限に活かせるように、要求水準書については、基本的な考

え方のみを示すに留め、目的を達成する手段や手法等は事業者の発想に委ねることとす

る。よって、事業者の提案内容における水準が要求水準を上回るときは、当該提案内容

を優先的に採用し、要求水準を満たさないときは欠格とする。 

また、事業者は本事業の事業期間に渡って要求水準を遵守しなければならない。町に

よる業績監視により事業者が要求水準を達成できないことが明らかとなった場合は、事

業者に支払うべき費用の減額あるいは契約解除等の措置がなされることがある。 

 

第２節　事業の背景や目的 

　　町は、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、歴史的資源を活用した観光創出の可能性を見出すことを目的として、令和

２年度に「広川町民家再生事業に関するまちづくり計画策定業務」を株式会社 NOTE に委

託し、「古民家活用実施方針案」（以下、「実施方針」という。）を策定した。この実施方

針では、JR湯浅駅を「エリア全体の玄関口」に定め、湯浅町を「歴史ある町並みを楽し

むエリア」、広川町を「暮らすように滞在するエリア」として、各地域の歴史や文化、景

観等の特性を活かした連携ゾーニングを提案している。 

　　令和３年度には、湯浅町と広川町、JR 西日本和歌山支社で JR 湯浅駅を起点に観光 PR

やイベントを主催する「湯浅・広川えきからワクワク検討委員会」を立ち上げ、隣接す

る湯浅町と協働して観光施策に取り組んでおり、湯浅町との足並みを揃えた歴史的資源

を活かしたまちづくりをすすめている。 

 

第３節　事業概要 

　　本事業は、実施方針に基づき、「百世の安堵を感じるオーベルジュ」をコンセプトに、

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（以下、「本施設」

という。）を整備するものである。 

　　本施設の構成建築物は、国の登録有形文化財に登録されている主屋、大座敷棟、隠居
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棟、網工場、西蔵、東蔵があり、その価値を損なわない様に注意しながら、宿泊施設（レ

セプションやフロント含む）やレストラン、バー、物販スペースなどを設け、利用者に

対して付加価値の高いサービスを提供し、地域産品の消費拡大や雇用増進を図る。また、

付属施設として、駐車場も整備するものとする。 

　　また、事業方式や本事業の対象物件・対象地、本事業の対象業務等は以下のとおりで

ある。 

１．事業方式 

　　　　　本事業は、公共施設等の管理者である町が事業者と締結する本事業の実施に係

る契約に従い、施設整備に係る資金調達は町が行い、事業者が施設整備を行った

後、運営・維持管理業務を行う、D B O（Design Build Operate）方式により実施

する。 

２．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ある。 

　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 ㎡ 

　用途地域　　　無指定 

防火地域　　　無指定 

所 有 者　　　広川町 

３．本事業の対象業務 

⑴ 施設整備に関する業務 

① 設計業務（本事業に係る工事の設計、必要な調査、申請及び届出等） 

② 建設工事（本事業に係る工事、必要な調査、申請及び届出等） 

③ 工事監理業務（本事業に係る工事監理） 

⑵ 維持管理に関する業務 

① 建物保守管理業務（日常・定期点検、保守、簡易修繕） 

② 清掃業務（本施設全域） 

登
録
文
化
財
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⑶ 運営に関する業務 

① 施設運営業務 

② 広報業務 

③ 総務業務 

④ 安全管理・警備業務 

⑤ 町及び関係機関との定期的な協議・調整業務 

⑷ 禁止用途について 

① 騒音、振動、塵芥、視覚的不快感、悪臭、電磁波又は危険物等を発生又は

使用する等、周囲に迷惑を及ぼすような用途 

② 風俗営業又はそれに類する用途、犯罪に関わる又は助長する用途、深夜営

業を主とする用途、公序良俗に反する用途、その他の周辺地域の品位や価

値を損なう用途 

③ その他、地域における歴史的風致の維持に影響を及ぼす恐れがある用途 

 

第４節　コンセプト 

　　本事業が目指す事業コンセプトは「百世の安堵を感じるオーベルジュ」であり、事業

コンセプトを達成するために必要とする主な業務は以下のとおりである。 

① 施設整備業務 
　民間事業者のデザイン性を取り入れながら、歴史的建造物の特徴を壊すことなく

旧戸田家住宅の歴史が感じられる整備を心がけ、滞在者がその背景にある広川町の

歴史や日本遺産「百世の安堵」〜津波と復興の記憶が生きる広川の防災遺産〜を感

じ取れる古民家宿泊施設として整備する。 
② 運営・維持管理業務 

　民間事業者の強みである経営センスを活かしながら、オーベルジュとして、県内

の地元食材を活かした飲食を滞在者や地元住民に提供できる施設として運営を行

う。また、滞在者のあらゆる要望に応えられるように観光スポットやアクティビテ

ィの案内ができるコンシェルジュを配置し、定期的に周辺住民の理解が得られるこ

とを前提に、地域おこし協力隊や周辺住民を巻き込んだイベントやキャンペーンな

どを展開し、幅広い客層に愛してもらえる施設として運営していく。 
 

　第５節　発注者の役割 

　　本事業を実施するにあたり、各種企画に対しての協議や予算措置を行う事業部局との

連携を行い、公共建築工事を行うにあたっての諸条件の把握や発注条件の取りまとめ、

設計・監理・工事等の発注を実施する。また、本事業の整備対象となる建築物は、国の

登録有形文化財に登録されていることから、修繕にかかる国や県との協議等については、

発注者の町が主体的に実施するものとするが、必要に応じて、委託事業者の協力を得る



4 

ものとする。 

 

　第６節　適用法令 

　　事業者は、本事業を行うにあたって、関連する各種法令（施行令及び施行規則等を含

む。）及び条例等を遵守する。また、各種基準及び指針等についても本業務の要求水準に

照らし合わせて、適用又は準用する。 

　　本事業に関する主な関連法令及び基準類を次の通り示す。但し、適用又は準用する法

令等は最新年度のものを採用することとする。 

　関連する主な法令 

　・地方自治法 

　・文化財保護法 

　・建築基準法 

　・建築士法 

　・建設業法 

　・消防法 

　・道路法 

　・駐車場法 

　・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法令 

　・食品衛生法 

　・食品循環資源の再利用等の促進に関する法律 

　・健康増進法 

　・不当景品類及び不当表示防止法 

　・計量法 

　・消費者契約法 

　・製造物責任法 

　・労働安全衛生法 

　・労働基準法 

　・水道法 

　・建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

　・資源の有効な利用の促進に関する法律 

　・エネルギーの使用の合理化に関する法律 

　・電気事業法 

　・建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

　・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

　・大気汚染防止法 

　・水質汚濁防止法 
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　・土壌汚染対策法 

　・騒音規制法 

　・振動規制法 

　・悪臭防止法 

　・屋外広告物法 

　・地球温暖化対策の推進に関する法律 

　・個人の情報の保護に関する法律 

　・大規模地震対策特別措置法 

　・和歌山県福祉のまちづくり条例 

　・和歌山県建築基準法施行条例 

　・和歌山県屋外広告物条例 

　・湯浅町水道事業給水条例 

　・広川町個人情報保護条例 

　・広川町行政手続条例 

　・広川町暴力団排除条例 

　・広川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

　・その他、関連する法令、条例等 

　関連する主な基準類 

　・官庁施設の基本的性能基準（国土交通省） 

　・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省） 

　・官庁施設の環境保全性基準（国土交通省） 

　・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準（国土交通省） 

　・官庁施設の防犯に関する基準（国土交通省） 

　・公共建築設計業務委託共通仕様書（国土交通省） 

　・建築工事監理業務委託共通仕様書（国土交通省） 

　・建築工事安全施工技術指針（国土交通省） 

　・建築工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）（国土交通省） 

　・建築工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）（国土交通省） 

　・建設副産物的性処理推進要綱（国土交通省） 

　・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省） 

　・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省） 

　・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省） 

　・公共建築工事標準書式（国土交通省） 

　・公共建築木造工事標準仕様書（国土交通省） 

　・建築設計基準（国土交通省） 

　・建築構造設計基準（国土交通省） 
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　・木造計画・設計基準（国土交通省） 

　・敷地調査共通仕様書（国土交通省） 

　・建築設備計画基準（国土交通省） 

　・建築設備設計基準（国土交通省） 

　・建築保全業務共通仕様書（国土交通省） 

　・開発許可制度運用指針（国土交通省） 

　・C A D 製図基準（案）（国土交通省） 

　・高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計基準（国土交通省） 

　・道路設計要領（設計編）（国土交通省） 

　・道路構造令の解説と運用（（公社）日本道路協会） 

　・杭基礎設計便覧（（公社）日本道路協会） 

・杭基礎施工便覧（（公社）日本道路協会） 

・道路土工要綱（（公社）日本道路協会） 

・道路土工―盛土工指針（（公社）日本道路協会） 

・道路土工―擁壁工指針（（公社）日本道路協会） 

・道路土工―軟弱地盤対策工指針（（公社）日本道路協会） 

・道路土工―仮設構造物工指針（（公社）日本道路協会） 

・防護策の設置基準・同解説（（公社）日本道路協会） 

・土木製図基準（（公社）土木学会） 

・河川管理施設等構造令（（公社）日本河川協会） 

・電気設備工事管理指針（（一社）公共建築協会） 

・機械設備工事監理指針（（一社）公共建築協会） 

・開発許可制度の手引き（和歌山県） 

・その他の関連要綱及び各種基準 
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第２章　要求水準 

　第１節　施設整備業務 

１． 一般事項 

⑴ 基本方針 

本施設は、次の基本方針により設計、施工を行うこととする。 

 

⑵ 共通事項 

ⅰ）要求性能の確認 

　　事業者は、設計・施工の段階で、施設で要求水準を満たしているかを確

認するため、事業計画書を実施設計着手時まで町に提出する。 

　　また、町は逐次、確認・立入検査を行うことができるものとし、町が要

請したときには、事業者は説明及び報告を行うこととする。 

ⅱ）留意事項 

本事業の対象物件は、国の登録有形文化財であるため、設計段階におい

て、町や県を通じて国に対する必要な協議や届出を行う必要がある。また、

町は、事業者に設計等の検討内容について、必要に応じて随時確認するこ

とができるものとする。 

 

２． 前提条件 

⑴ 施設の立地条件等 

本施設の立地条件は、添付資料１「敷地平面図」に示すとおりとする。 

⑵ インフラ施設整備状況 

 ・周辺環境や景観に配慮するものとする。 

・先行して湯浅町で実施している旧駅舎周辺整備との調和を図り、町の活性化

に寄与するものとする。 

・地域住民にも親しみやすく便利で安全・安心に利用できるように整備するた

めに、地域おこし協力隊との連携も必要性に応じて検討する。 

・稲むらの火の館、道あかり、旧浦清兵衛商店等の各施設と連携し、観光客だ

けではなく、地元住民の利用を促し、利便性の向上をはじめとする相乗効果

や魅力を発揮できるよう、導線・機能及びデザインの一体感を図る。 

・過度に高価な建材や設備の使用は控え、維持管理費の低減にも配慮し、長寿

命でライフサイクルコストの低減が期待できる設計とする。 

・ゴミの削減やＣＯ２の排出抑制、省エネ、リサイクルの推進、自然光による

採光等、環境に配慮した施設の整備を図る。 

・高齢者、身体障がい者等、全ての施設利用者が安心・安全かつ快適に利用で

きるユニバーサルデザインとする。
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各インフラ施設の整備及び本施設との接続に必要な整備は事前に事業者が調

査のうえ、行うものとする。 

⑶ 業務の内容 

施設整備業務の対象は、以下のとおりとする。 

○設計業務／建設工事の対象 

 

⑷ 業務の範囲 

ⅰ）設計業務 

① 業務期間 

事業者と締結する設計業務に係る事業契約書によるものとする。 

② 基本事項 

ア） 事業者は、設計業務に係る事業契約書に基づき、実施計画を行うも

のとする。 

イ） 事業者は、必要となる調査について、自己の責任のもと、関連法令

に基づいて実施するものとする。 

ウ） 事業者は、設計業務の進捗状況に応じて、定期的に町に報告を行う

ものとする。 

エ） 事業者は、町が実施する関係機関（国、県、地方公共団体、警察、

道路管理者等）との協議において、必要に応じて資料等の準備を行

 施設名 主な施設の構成

 

宿泊施設

・「百世の安堵」～津波と復興の記憶が生きる広川の防災

遺産～の構成文化財の魅力を感じつつ、広川町の歴史・

文化を体感しながら滞在できる宿泊施設 

・レセプション施設、フロント、バックヤード等、運営に

必要なその他施設 

・魅力的な庭園を構成し、奥座敷に価値を付加する施設 

・上記以外に、町との協議の中で必要と認める施設

 

飲食施設

・滞在者のためのバーなどの飲食施設 

・個室だけでなく、地元住民との交流も可能な飲食施設 

・上記以外に、町との協議の中で必要と認める施設

 

物販施設

・地元産品や県内のセレクト商品などを扱った物販施設 

・製網機械や古民具などの展示や案内施設 

・広川町周辺に限らず県内の観光・体験情報の案内施設 

・上記以外に、町との協議の中で必要と認める施設

 
駐車場

・来訪者用、従業員用の駐車場施設 

・近隣家屋から隔離するための防護壁（目隠し、騒音対策）
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う。 

オ） 建築確認申請のほか、各種許認可の手続きを事業スケジュールに支

障がないよう実施する。また、必要に応じて各種許認可等の書類の

写しを町に提出する。 

カ） 設計、建築、運営事業者、町等が出席する会議を定期的に開催する。 

③ 業務内容 

建築設計にあたっては「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求す

ることのできる報酬の基準（平成３１年１月２１日国土交通省告示第９８

号）に基づき、次の設計業務を行う。 

ア） 建築実施設計・土木詳細設計 

実施設計（建築実施設計・土木詳細設計）は、工事の実施に必要

な内容を明示し、事業者が工事内容明細書を作成するために十分な

内容とする。 

イ） 設計体制と主任技術者の設置・進捗管理 

　事業者は、設計業務を統括する主任技術者を配置し、必要な資格

を有する担当技術者（技術士、一級建築士等）を配置する。 

ウ） 手続書類の提出 

　事業者は調査、設計等各業務に着手するときは、業務実施工程表

を提出し、実施設計業務が完了したときは、実施設計完了報告書を

提出する。また、町から別途、その他必要な書類の提出の指示があ

った場合は、それに従う。 

エ） 設計図書の提出 

　事業者は、実施設計完了時には、次に示す図書を町に提出し、町

に内容の確認を受けることとする。なお、提出時の体裁や電子デー

タの形式、部数等については、都度、町に確認し、指示を受けるこ

ととする。 

　・設計図書 

　・工事費内訳書 

　・見積もり、積算資料 

　・数量計算書、構造計算書、設計計算書 

　・設備設計計算書 

　・協議記録簿 

　・実施設計完了報告書 

　・実施設計報告書 

　・その他必要と認められる図書 

ⅱ）建築業務 
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① 工事期間 

事業者と締結する建設工事に係る事業契約書によるものとする。 

② 基本事項 

ア） 事業契約書に定める期間内に本施設の建設工事を完了させる。 

イ） 事業契約書に定められた本施設の建設工事の履行のために必要とな

る業務は、事業者の責任において実施する。 

ウ） 事業の前提となる事柄に関する近隣住民や自治会等への説明及び調

整、同意の取り付け等は町と協力して行うものとする。 

エ） 建設にあたって必要な法令等に基づく許可・確認等及び関係官庁との

協議は事業者が行い、これに起因する遅延については、事業者の責と

する。 

オ） 工事計画策定にあたり事業者が留意すべき事項は以下の通り。 

❶関係法令を遵守し、関連要綱、各種基準等により適正な計画を策

定する。 

❷騒音、振動、粉塵等の公害発生及び交通渋滞等、建設工事が近隣

の生活環境に与える影響を考慮した近隣対応を実施する。 

❸近隣への対応について、事業者は町に対してその内容及び結果を

報告する。 

❹事業者は、近隣へ工事内容を説明し、了承を得る。 

❺工事を伴う近隣への影響（車両の交通障害、騒音、振動、粉塵、

地盤沈下等）を最小限に抑えるための工夫を行う。 

❻本事業は空き家対策支援事業交付金を活用していることを十分に

理解し、事業者は交付金対象の施設区分及び整備費が明確になる

よう関係書類及び図面の作成に協力するものとする。 

カ）設計、建設、運営事業者、町等が出席する会議を定期的に開催する。 

建設工事 

⑴ 建設工事は、実施設計書及び変更契約に基づいた変更設計書を履行

する。 

⑵ 建設業法に基づく施工体制台帳に係る書類及び施工体制図を作成し、

町に提出する。 

⑶ 「建築」、「設備」、「土木」の区分ごとに、出来高比率を記入した工

事実施工程表を作成し、町に提出する。 

⑷ 建設に係る代金額及び出来高を算出し、その出来高による進捗状況

報告書を工事期間中に提出する。提出時期は町と協議を行う。 

⑸ 月間工程表を作成し、前月末日までに町に提出する。 

使用材料の詳細に係る確認 
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　事業者は、設計及び建設業務において、材料の色、柄、表面形状等の詳

細に係る内容については、町にその内容を提示し、確認を得る。なお、調

整の必要が生じた場合は、町と協議する。 

申請及び届出 

　工事の完了及び供用開始に必要な申請及び届出を行う。 

完成図の作成 

　完成図は、建設工事完了時における工事目的物かつ建築物及び土木構造

物の状態を明瞭かつ正確に表現したものとし、次により作成する。 

　・図面の作成は、建築 C A D 図面作成要領（案）（平成１１年５月建設

大臣官房官庁営繕部建築課）及び C A D 製図基準（案）（平成２０年５

月国土交通省）による。 

　・完成図は、建設工事完了後、町に３部提出する。なお、提出時の体裁

や電子データの形式、部数等については、都度、町に確認し、指示を

受けることとする。 

施設の保全に関する資料 

　保全に係る資料は、施設及び施設が備える機器等の維持管理、運営に必

要な一切の資料（完成図、設計計算書、メーカーの保証書、官公庁届出書

等）とし、建設工事完了後、町に提出する。なお、提出時の体裁や電子デ

ータの形式、部数等については、都度、町に確認し、指示を受けることと

する。 

着工写真 

　建設工事着工前、工事中（材料検収を含む）及び完成写真を撮影する。 

工事期間中の排出方法 

　現場にて濁水が発生した場合は、関係機関との協議のうえ、法令等に則

った然るべき排水処理、防止対策を講じる。 

工事に必要な電気、水道、ガスの調達 

　事業者は、建設工事期間中に必要な工事用電気、水道、ガス等は自己の

責任及び費用において調達する。 

③ 工事内容 

ア） 着工前 

❶建設工事に必要な各種申請等の手続きは、事業スケジュールに支障

がないように実施するものとする。また、必要に応じて、各種許認可

等の写しを町に提出する。 

❷工事着工予定日までに、現場代理人の届出、建設業法の規定により

おかなければならないとされている技術者の届出、品質計画、施工の

具体的な計画を定めた施工計画書、工事実施工程表を町に提出し、町
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の承諾を得る。 

❸工事に着手しようとする場合は、町の承諾を得る。 

❹準備調査等を十分に行い、工事の円滑な進行及び安全を確保するこ

ととする。 

イ） 工事期間中 

❶各種関係法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書

及び施工計画に従って施設の建設工事を実施するものとする。 

❷町が要請したときは、事業者は工事施工の事前説明及び事後報告を

行うものとする。また、町は工事現場での施工状況の確認を随時行う

ことができるものとする。 

❸工事中の安全対策及び地域住民、道路通行者等との調整等は、事業

者の責任で行うものとする。 

ウ） 竣工時 

❶完了検査等必要な手続業務等を事業スケジュールに支障がないよ

う実施する。 

❷工事完了後、町に完了届を提出して町の検査確認を得る。また、施

工完了後、各種設備の点検、試運転等を行い、施設の運営開始に支障

がないことを確認する。 

ⅲ）工事監理業務 

① 工事監理 

事業者は、次に従い工事監理業務を事業スケジュールに支障がないように

実施する。 

ア） 建築基準法に規定される工事管理者を設置し、工事監理を行う。 

イ） 町への完成確認報告は工事管理者が行うものとする。 

ウ） 工事監理業務は、民間（七会）連合協定工事請負契約約款によること

とし、その業務内容は「四会連合協定　建築設計・監理等業務委託契

約書類」に示された業務とする。 

エ） 適切な段階で、要求性能確認計画書に基づき、所定の性能が確保され

ていることを確認、検査する。 

オ） 町は、必要がある場合は、立入検査を行い、工事監督者は立ち会うも

のとする。 

② 工事監理記録簿の作成 

ア）事業者は、工事監理に関する記録簿を作成し、町が指示する時期に提

出するものとする。 

イ）事業者は、「第２章　第１節　１（２）ⅰ）要求性能の確認」の要求

性能確認計画書に基づく確認に関する記録を作成し、町に提出する。
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提出時期、部数は、別途、町が指示する。 

 

３． 全体計画 

⑴ 施設配置計画 

・施設の配置については、日照、通風等に配慮し、周辺の良好な環境づくりに

資する配置とする。 

・高齢者や障がい者等を含む全ての施設利用者（以下、「施設利用者」という。）

にとって安心、安全かつ快適に利用できるユニバーサルデザインを採用するも

のとする。 

・施設利用者にとって分かりやすい施設環境を確保するため、施設内の施設表

示板、各種案内等のサイン計画を適切に行うこととする。 

・機能、業務内容を考慮し、分かりやすく、利便性の高い平面・動線計画とす

る。 

・施設利用者、従業員、物品等の搬出入、廃棄物の搬出等の動線を適切に分離

する。 

・作業又は搬出入のためのスペースを確保する等、施設の維持管理のための清

掃、保守点検等が効率的かつ安全に行うことができるように配慮する。 

・地元産品の PR や直売等の販促イベントや地域交流イベントの実施や、地域

おこし協力隊等による各種イベントや体験イベントへの協力を期待する 

⑵ 建築計画 

建築施設の要求水準は、日常利用においても安全・安心、快適に利用できる性

能を保持することを前提に、次のとおりとする。 

①施設規模 

　以下の各居室の面積要件を満たすこととする。 

　ただし、設計を進めていくうえで、必要に応じて町との協議を前提に、上記

の面積要件を変更することができるものとする。 

 施設名 機能 面積要件

 宿泊施設 フロント 事業者提案 

参考：約 500 ㎡以上  宿泊者専用飲食施設（バー等）

 宿泊室（浴室等含む）5部屋

 事務所、バックヤード等

 飲食施設 飲食施設 事業者提案 

参考：約 180 ㎡以上  物販、情報発信スペース

 会計スペース、厨房、食品庫等

 外構施設 駐車場（乗用車 7台分の置き場） 事業者提案 

参考：約 180 ㎡以上  庭園
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②各機能・居室計画 

　各機能・居室の要求事項は、以下のとおりとする。 

　なお、計画に伴い、必要となる設備については、事業者の提案によるものと

するが、整備については、予算の範囲内において実施するものとする。 

いずれも、既存の施設を最大限活用して整備することとする。 

 施設名 機能 要求事項

 宿泊施設 ・フロント 

・宿泊者専用飲食施設 

・宿泊室 

・事務所 

・バックヤード 

・その他

・ファミリーやカップル、高齢者、障がい者等、あらゆ

る層の施設利用者に配慮した整備を期待する。 

・宿泊者のリピート利用を踏まえ、各宿泊室は建造物の

個性を活かした造りでそれぞれ違った形態での整備を

期待する。 

・周辺エリアの体験メニューの案内や今後の分散型滞在

型施設のフロント機能を見据えた整備を期待する。 

・内装や飲食の提供に必要な設備、什器、備品等は、事

業者の提案による。 

・宿泊施設に関する各居室は事業者の提案により配置す

る。

 飲食施設 ・飲食施設 

・物販スペース 

・情報発信スペース 

・会計スペース 

・厨房 

・食品庫等 

・その他

・施設利用者に食事を提供する飲食施設を整備する。 

・メニュー構成や施設形態は事業者の提案によるが、地

元食材を使用したメニュー開発を行い、事業者の創意工

夫を期待する。 

・飲食施設にはカウンター席や個室等を設け、あらゆる

スタイルの利用者を想定した整備を期待する。 

・物販スペースや観光や地域情報などを発信するスペー

スを設け、施設利用者ニーズにきめ細やかに対応する。 

・内装や飲食の提供に必要な設備、什器、備品等は、事

業者の提案による。 

・宿泊施設に関する各居室は事業者の提案により配置す

る。

 外構施設 ・駐車場 

・庭園 

・その他

・施設利用者の車両に限らず、従業員の営業車両も配置

できるように、居室数以上の駐車スペースを確保する。 

・庭園は奥座敷利用者のみの景観となりうることから、

奥座敷の付帯的付加価値施設として、宿泊単価に影響す

るような魅力的な整備を期待する。

 その他 共通 ・２４時間稼働する防犯カメラ等の安全対策を講ずる。 

・施設名称看板は町と協議のうえで設置する。
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③主体構造 

　事業者の提案をベースに、町と協議して決定するものとする。 

 

⑶ 自主運営事業 

自主運営事業を実施するにあたり、本事業で要求する建物と別棟で建物を建築

することはできない。 

 

⑷ 建築施設の設備計画 

①電気及び水道の使用料の計量区分 

　電気及び水道の使用料に関しては、宿泊施設（駐車場含む）、飲食施設でそ

れぞれ区分して計量できるようにする。 

②環境対策 

　ア）景観対策 

　　　周辺地において、広川町が有する歴史的な地域資源と調和し、違和感

のないデザイン及び景観対策を行う。 

　イ）照明対策 

　　　稲むらの火の館周辺との調和を図りつつ、近隣住民に配慮すること。 

　ウ）騒音・悪臭対策 

　　　区域外への騒音及び悪臭に配慮すること。 

③各機能・設備計画 

　各機能・設備の要求事項以下のとおりである。 

 施設名 要求事項

 給水施設 ・宿泊施設（駐車場含む）、飲食施設で個別のメーターを設置する

ものとする。 

・庭園や駐車場でも使用できるよう建物外にも散水栓等の設置を検

討する。 

・当該配水管から敷地内への供給に向けた給水方法については、現

在の給水方法を最大限に活用しながら、事業者の提案によるものと

する。 

・本事業の対象地においては湯浅町水道事務所の管轄であることか

ら、「湯浅町水道事業給水条例」に基づく給水装置工事負担金及び

過入金は、事業者の負担とする。 

・給水設備等の内容で必要がある場合は、湯浅町水道事務所と協議

するものとする。

 消防用設備 ・火災報知機は関係法令に基づき設置する。 
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 ・その他消火に必要な設備は、事業者の判断で設置する。 

・その他必要に応じて湯浅広川消防組合と協議する。

 汚水配水設備 ・本施設から発生する汚水排水は、敷地内に合併浄化槽を設置する

ものとする。 

・合併処理浄化槽は、関係法令に基づき設置する。

 電気設備 ・受変電設備、配線、電灯（外灯を含む。）、コンセント設備、弱電

設備、ブレーカー等その他必要となる電気設備については、事業者

の提案による。 

・電気設備に起因する波及事故を防止するための必要な対策を講じ

る。 

・駐車場でも使用できるよう、建物外にもコンセントを設置する。

コンセントの設置箇所や設置数については、事業者の提案による。 

・電気設備等の内容で必要がある場合は、関西電力等と協議するも

のとする。

 ガス設備 ・ガスを使用する場合は、ガス漏れ警報装置を設置するものとする。 

・ガスボンベ及びハルク貯蔵の設置は関係法令に従い行うこととす

る。

 空調・換気設備 ・室内環境を快適に保持するとともに、省エネルギー、地球環境保

全を考慮した空調方式を積極的に採用する。 

・空調方式、空調設備の配置等は、事業者の提案による。 

・厨房は調理用の火気を使用するため換気計算の検討を行う。

 情報通信設備 ・施設内の連絡及び外部との通話ができる電話を設置する。 

・施設利用者が利用できる公衆無線 LAN（Wi-Fi）を設置する。 

・情報発信施設である情報発信コーナーには、情報提供に必要なデ

ジタルサイネージ等の情報機器を設置する。 

・上記の設置機種等については、事業者の提案による。

 什器・備品 ・什器・備品は事業者の責任で準備するものとする。

 サイン計画 ・施設内を円滑に移動できるよう、必要な案内板やサイン等を設置

する。 

・案内板やサイン等は日本語のほか、外国人の利用に配慮し、日本

語、英語、韓国語、中国語（簡体字・繁体字）による標記を行う。

また、障がい者や高齢者など文化・言語・国籍や年齢・性別・能力

などの違いにかかわらず、出来るだけ多くの人が利用できるユニバ

ーサルデザインを採用すること。

 その他 夜間や休日の防犯警備として、機械警備を基本とし、必要な機能・

設備を設置する。
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⑸ 外構計画 

外構施設の要求水準は、以下のとおりである。 

 

　第２節　維持管理 

１． 一般事項 

⑴ 基本方針 

本施設は、「暮らすように滞在するエリア」にふさわしい施設として、町の

歴史的資源の魅力を損なうことなく、賑わいの創出や観光振興、地域資源の活

用に貢献しつつ、観光客だけではなく、地元住民にも愛されるオーベルジュと

して、高品質で信頼されるサービスを提供することを前提に、本施設の開業か

ら事業終了までの間、以下の基本方針により維持管理業務を行うこととする。 

 

⑵ 共通事項 

① 業務計画書 

事業者は、業務実施にあたり、業務担当者が有する資格等、必要な事項を

まとめた業務計画書を作成し、町に提出承認を得る。また、次の場合は、

町に確認のうえ、業務計画書を修正し、再度提出する。 

❶業務計画書の提出後、記載内容に変更が生じた場合 

❷町により業務計画書の記載内容が不適切と判断された場合、業務計画書

の構成、提出時期及び記載項目は次のとおりとする。 

 

② 業務報告 

月ごとに業務報告書を作成し、町に提出する。 

 機能等 施設名 要求事項

 駐車場 駐車場 ・乗用車７台分（営業用２台、施設利用者用５台）

のスペースを設置する。

 庭園 中庭 ・奥座敷の付加価値施設となるような魅力的な庭

園を整備する。

 その他 共通 ・２４時間稼働する防犯カメラ等の安全対策を講

ずる。 

・施設名称看板は町と協議のうえで設置する。

 内容 業務計画書の構成

 作業計画 事業者は、業務別に、次の項目を記載した作業計画を立て、

開業前に町に提出する。提出書類については、町が別途指示

する。
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業務報告書には、次の資料を添付する。 

❶点検・保守等実施記録 

❷苦情及びその対策等 

❸施設ごとの光熱水費負担額 

❹その他業務監視上必要な資料 

その他、業務に支障をきたす様な事態が発生した場合は、遅滞なく町に報

告すること。 

③ 図面・記録等の保管 

事業者は、維持管理業務計画、報告、保守、点検等で作成した図面等を事

業期間中にわたって適切に保管し、事業期間終了後に町に引き渡す。また、

町から要請があった場合は閲覧等に応じる。 

④ 実施体制 

事業者は、維持管理業務責任者を配置する。 

維持管理業務責任者は、総合的に維持管理業務を把握し調整する。 

なお、事業者は法令等により資格が必要な業務を行う場合は、各有資格者

を選任する。 

⑤ 故障等への対応 

事業者は、設備等の故障等により施設利用者へのサービスが中断した場合

は、サービスの再開に向けて早急に対応する。また、文化財保護法で守ら

れた建造物に修繕が必要となった場合は、速やかに町に報告を行い、指示

を仰ぐこととする。 

⑥ 苦情等への対応 

事業者は、施設利用者から寄せられた維持管理に関する苦情等に対して、

再発防止措置を含め、誠意をもって迅速かつ適切に対応し、対応の結果を

速やかに町に報告し、必要な場合は、協議することとする。 

⑦ 廃棄物処理 

事業者は、業務の実施に伴い発生する廃棄物を「広川町廃棄物の処理及び

清掃に関する条例」に従い、適切に処理する。 

⑶ 施設維持管理条件 

① 事業終了時の水準 

第２章維持管理で求める水準を満足する状態とする。 

② 費用負担 

本施設の運営及び維持管理に要する費用は、事業者の独立採算によるもの

とする。 
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２．維持管理業務内容 

⑴ 業務の対象 

本業務は、宿泊施設、飲食施設、物販スペース、駐車場等を対象に実施する。 

⑵ 建物設備等保守管理業務 

本施設の機能及び性能を維持し、施設利用者が安全かつ快適に利用できるよう

業務計画書に基づき、建築物や付随設備等の日常点検、保守、運営、監視、修

繕等を実施する。また、各設備は関連法令に基づき適正に保守管理を行う。 

⑶ 清掃業務 

本施設について、清潔かつ衛生的に保つことを目的として、業務計画書に基づ

き、日常の清掃業務、定期清掃業務を実施する。 

⑷ 土木、外構等施設維持管理業務 

土木、外構施設等の日常点検、定期点検、保守及び修繕を行うことにより、機

能、安全を維持し、施設利用者が安心、快適に施設を利用できることを目的と

して、業務計画書に基づき、土木、外構施設の維持管理業務を行う。 

 
　第３節　運営業務 

１． 一般事項 

⑴ 基本方針 

本施設は、「暮らすように滞在するエリア」にふさわしい施設として、町の歴

史的資源の魅力を損なうことなく、賑わいの創出や観光振興、地域資源の活用

に貢献しつつ、観光客だけではなく、地元住民にも愛されるオーベルジュとし

て、高品質で信頼されるサービスを提供することを前提に、本施設の開業から

事業終了までの間、以下の基本方針により運営業務を行うこととする。 

 

⑵ 共通事項 

① 業務計画書 

事業者は、業務実施にあたり、実施体制、全体体制、業務担当者が有する

 ・公益的施設であることを常に念頭において、公正な運営を行う。 

・施設利用者等の意見を運営内容に反映させ、その満足度を高めるように努め

る。 

・ゴミの削減や省資源化、省エネルギー化等、環境に配慮した運営に努める。 

・地域資源を活かした独自の商品開発や販路開拓等の事業展開を図る。 

・観光振興等を通じて、雇用の創出や地域振興に貢献・寄与する。 

・町域内の資源との有機的な連携を図り、交流活動を促進する。 

・事業の運営だけでなく、地域情報、観光情報の発信やイベントの開催等にお

いて、地域おこし協力隊や町の施策に協力する。
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資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、町に提出承認

を得る。また、次の場合は、町に確認のうえ、業務計画書を修正し、再度提

出する。 

❶業務計画書の提出後、記載内容に変更が生じた場合 

❷町により業務計画書の記載内容が不適切と判断された場合 

ただし、軽微な業務の場合において、町の承諾を得た場合はこの限り

ではない。 

業務計画書の構成、提出時期及び記載項目は次のとおりとする。 

 

② 業務報告 

月ごとに業務報告書を作成し、町の要請があれば提出する。 

業務報告書には、次の資料を添付する。 

❶業務実施記録 

❷苦情及びその対策等 

❸売上、レジ通過者数報告 

❹その他運営業務監視上必要な資料 

その他、業務に支障をきたす様な事態が発生した場合は、遅滞なく町に報

告すること。 

③ 実施体制 

本施設の運営に係る従業員は、町の雇用促進に寄与することを目的として、

町内在住者から積極的に採用するよう努めることとする。また、事業者は、

法令等による資格を必要とする運営業務を行う場合には、必要な有資格者

を選任するものとする。 

④ 開館日数及び開館時間 

本施設の具体的な開館日、休館日及び開館時間（開始時間、終了時間、休

憩時間等）は事業者の提案によるものとする。また、災害等、事業者の責

に帰さない正当な理由により開館できないときは、町との協議のうえ、決

定するものとする。 

⑤ 什器・備品 

運営業務の実施にあたり事業者の提案によって必要となる什器や備品、消

耗品（事務用品を含む。）は、事業者が開業日までに整えることとする。 

 

 内容 業務計画書の構成

 作業計画 事業者は、業務別に、次の項目を記載した作業計画を立て、

開業前に町に提出する。提出書類については、町が別途指示

する。
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２． 運営業務内容 

⑴ 運営業務の対象 

本業務の対象は、宿泊施設、飲食施設、物販スペース、駐車場等を対象に実施

する。 

⑵ 運営業務 

本施設は、国の登録有形文化財であるという優位性を活かし、特色のある飲食

を主とした宿泊施設、いわゆるオーベルジュとして地元の特産品の提供や広川

町の P R を行い、観光客や地域住民など多世代の交流を促進することにより、

地域が抱える人口減少や高齢化等といった構造的な課題に対して、地域活性化

の拠点施設となることを目的として、次の宿泊施設、飲食施設の運営業務を実

施する。 

・宿泊施設の運営 

・飲食施設の運営 

⑶ 広報業務 

事業者は、本施設への集客のために次の宣伝、広報等を実施する。 

・パンフレット、ポスター等作成 

・紙媒体や S N S 等による情報発信 

・集客に向けた営業活動 

・オープニングイベントの実施 

⑷ 総務業務 

本施設の円滑かつ効果的な運営のために、次の総務業務を実施する。 

・施設利用者アンケート調査 

・クレーム、事故対応 

・地域活動への積極的参加 

・その他所務業務 

⑸ 安全管理・警備業務 

本施設について、事故、火災、盗難、その他不法行為等の防止及び警備を行い、

施設利用者、従業員等が安全かつ快適に利用又は業務ができるように業務計画

書（運営業務）に基づき、安全管理・警備を実施する。 

⑹ マネジメント業務 

本施設の円滑な運営を行うために次のマネジメント業務を実施する。 

・本事業全体の統括業務 

　事業者は、長期契約である D B O 事業の特徴を踏まえ、本事業を取り巻く環

境や情勢、施設利用者動向の変化等への柔軟な対応を図りつつ、全事業の遂行

を統括し、要求水準書や事業契約書に定められた全ての業務について、誠実か

つ適切に実行する。又、町との必要な情報交換やその他関連事業者等との調整
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等を円滑かつ確実に実施するため、事業社は「統括業務」を実施するものとす

る。 

・財務業務 

　事業者の財政状況を町に報告するために必要な資料の作成、経費管理、備品

管理等を行う。 

・定期的な協議、調整 

　本施設の運営上の諸問題の解決、本施設の魅力向上、本施設を核とした地域

振興策についての協議・実施及び情報の共有化等を図り、本施設の効率的かつ

円滑な運営と地域の活性化を図るため、事業者は、町との協議の場を設けるこ

ととする。 

⑺ その他自主提案業務 

事業者は、自らの提案により、自主運営事業を実施することができる。自主運

営事業については、必ずしも実施を求めるものではないが、交易施設の利用促

進の観点から、実施にあたっては、交流の促進による賑わいや活力の創造等に

寄与するものとする。 

 

　第４節　要求水準の変更 

　　町が要求水準を見直すときは、事前に事業者に通知する。 

なお、町が要求水準を見直す際の事由は次のとおりである。 

① 法令等の変更により業務内容が著しく変更されるとき 

② 災害、事故等により、業務内容が著しく変更したとき 

③ 町の事由により業務内容の変更の必要性が生じたとき 

④ その他、業務内容の変更が特に必要と認められるとき 

町と事業者は、要求水準の変更に伴い、これに必要な事業契約及びサービス対価の支

払額の変更を行う場合がある。 

 

第３章　計画書・報告書等の提出について 

　事業者は、施設整備、運営・維持管理業務の各段階において必要な計画書・報告書等を

提出する。提出する主な計画書・報告書等については、以下の通りとする。 

　なお、事業者は、以下に示すもののほか、業務の事業上必要となる計画書・報告書等が

ある場合は、これを作成し提出するものとする。 

 名称 内容

 提案書 事業者の募集の際、町に提出する提案資料

 実施計画書 事業全体の実施計画書

 実務実施工程表 実施設計（基本設計を含む）着手日から本施設の引渡日までの工程表

 実施設計報告書 実施設計（基本設計を含む）の内容を示す設計図書
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 工事実施工程表 出来高比率を記入した横線式工程表

 進捗状況報告書 建設代金に係る出来高による進捗状況報告書

 月間工程表 月ごとの工事工程表

 完成届 工事の完成届

 完成図 工事目的の建築及び土木の状態を明瞭かつ正確に表現したもの

 工事監理記録簿 工事監理業務で実施した工事監理記録

 業務計画書 

（維持管理）

作業計画 維持管理業務全般の基本業務計画

 年度業務計画 各年度の維持管理業務計画

 業務報告書（維持管理） 業務日誌、点検記録、光熱水費負担額等の維持管理業務内容の報告書

 業務計画書 

（運営）

作業計画 運営業務全般の基本業務計画

 年度運営計画 各年度の運営業務計画

 財務書類・年間業務報告書 会社法に規定する財務書類及び年間業務報告書

 半期に係る財務書類 半期ごとの財務報告

 その他町が必要とする書類 設計業務、工事、監理業務の検査に係る書類
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第４章　添付書類 

　敷地平面図 

■旧戸田家住宅 1階平面図 

 

 

■旧戸田家住宅 2階平面図 


