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様式第２号（第６条関係） 

小創第６７８７０号 

令和４年７月１４日 

 

実施要領 

 

プロポーザル方式業者選定委員会委員長 

 

 

１ 業務概要 

 ⑴ 業務名 道の駅おがわまち再整備実施設計業務 

 ⑵ 業務目的 

  ①道の駅おがわまち（埼玉伝統工芸会館）について 

道の駅おがわまち（以下、「本道の駅」という。）は、当町が郷土の伝統的手工

芸品産業の振興を図り、もって地域経済の興隆と生活文化の向上に寄与するた

めに建設し、平成２年 11月に埼玉伝統工芸会館として開館した。同館では、小

川和紙をはじめとした埼玉県内の伝統的手工芸品 20産地 30品目を常設展示し、

和紙工房では、和紙職人の職人技を間近に見たり、体験したりすることがでる。

また、小川和紙などの工芸品や有機などの地元農産物（以下、「地元農産物」と

いう。）、銘酒、漬物、お菓子などの物産品の販売も行うとともに、飲食施設を併

設している。道の駅としては、平成５年４月に、「道路利用者への安全で快適な

道路交通環境の提供」と「地域の振興や安全の確保に寄与」を目的とする道の

駅制度がスタートした際に全国 103か所の 1つとして登録された。 

  ②道の駅おがわまち（埼玉伝統工芸会館）の現状 

 本道の駅は、建設から 30年以上が経過し、建物及び各設備の経年劣化による

大規模改修等が必要である。また、同会館の入館者数は、平成７年度の 82,877

人をピークに減少している。平成 26年 11月にユネスコ無形文化遺産に細川紙

の手漉き和紙技術が登録されたことにより、一時的に入館者数は増加したが、

その後は減少傾向が続き、同会館の運営は厳しい状況が続いている。こうした

状況を踏まえて、町では令和４年２月に「道の駅おがわまち再整備基本計画」

を策定し、本道の駅の再整備の方向性を具体化した。 

③「道の駅おがわまち再整備基本計画」の概要 
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「手漉き和紙と有機の里 道の駅 おがわまち」をコンセプトに、道路利用

者のための利便施設とするだけでなく、休憩機能、情報発信機能、地域連携機

能、子育て支援機能、防災機能を有した、観光及び産業、地域交流、防災などの

施設として再整備する計画である。 

また、再整備に当たっては、民間の専門的知識や経営能力といった管理運営

のノウハウを活用するため、管理運営候補者が再整備の設計段階から検討・準

備に積極的に参画してもらう方針である。これを踏まえ、実施設計では、管理

運営候補者からも意見を聞き、管理運営に優れた魅力ある施設とすることを目

指す。 

  ④本業務の目的 

 本業務は、その再整備の実施設計、積算、建築基準法など関係法令による申

請書・届出書の作成及び手続きを行うものである。また、小川町が別に選定す

る道の駅おがわまち管理運営候補者と協議を行い一体となって設計を進めるこ

ととする。 

 ⑶ 契約期間 

    契約締結日から令和５年３月２４日まで 

 ⑷ 業務内容 

  ① 現地調査 

  ② 施設再整備にかかる実施設計 

  ③ 道の駅おがわまち管理運営候補者との協議 

  ④ 法令上の諸条件の調査及び関係機関との協議 

  ⑤ 各種申請等手続き 

  ⑥ 工事費見積書及び仕様書の検討、整理等 

※工事監理は本契約に含まない。 

⑦ 業務報告および成果物 

本業務について、報告書（打ち合わせ記録、調査資料等）を随時取りまと

める。受託業務の完了は、以下の提出物を持って完了とする。 

ア 設計図（A3判縮小印刷） ２部 

イ 備品一覧表 １部 

ウ 工事関係書類（見積書・特記仕様書等） １部 

エ 申請等関係図書（必要な場合）１部 

オ 打ち合わせ記録簿 １部 
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カ 上記成果品電子データ １部 

※ CADデータの保存形式については、原則として DWG、DXF、SFXとす

る。 

キ その他、発注者が必要と認めるもの 

⑧ 打ち合せ及び記録 

   打ち合わせは、次に掲げる時期に行い、速やかに記録を作成し、発注者に   

  提出する。 

   ア 業務着手時 

   イ 各業務の節目の時点 

   ウ 発注者又は管理技術者が必要と認めた時 

 ⑸ 業務対象建物 道の駅おがわまち（埼玉県比企郡小川町大字小川 1220） 

        ※ 建物の概要は、別紙「道の駅おがわまち再整備工事にかかる

設計与条件」による。 

⑹ 委託上限額(予定)   

       金 ５２，８００，０００円 

      （消費税及び地方消費税を含む） 

 ⑺ 業務実施上の条件 

   業務実施に当たっては、以下の点に十分留意し、自社及び協力会社内の資源

を最大限活用することを原則とする。 

① 「道の駅おがわまち再整備基本計画」を十分理解し、取り組むこと。地

域・民間・公的機関等の連携による町全体の活性につなげることを強く意

識し、創造性を確保した実行性のある設計とすること。 

② 管理運営候補者の意見を反映するため、本業務の対象施設における「道

の駅おがわまち管理運営業務」において、町がプロポーザル方式の公募に

より選定した事業者との協働により行うこと。 

③ 関係法令を遵守し、関係機関との協議調整を図ること。 

④ 本業務の目的達成のために性質上必要と思われる事項は、発注者と協議

の上、受注者の責任において完備すること。 

⑤ 協力会社との連携・協力により本業務を行うに当たっては提案書の業務

実施体制の項目に、企業・団体名、予定技術者名、所属・役職・勤務地、

資格及び担当する業務内容を明記すること。 

⑥ 本業務において受託者が作成した成果品などの全ての権利は町に帰属す
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るものとする。 

 ⑻ 業務所管課 

   にぎわい創出課 地域振興グループ・和紙普及宣伝グループ 

 ⑼ その他必要事項 

   別紙「道の駅おがわまち再整備工事にかかる設計与条件」による。 

２ プロポーザル方式の採用理由 

本道の駅は、観光の拠点及び地域振興の拠点として町の重要な施設として 

展開していくものである。また、再整備基本計画の意図や事前に選定する管理

者運営候補者の要望をくみ取るなどして、最適な設計を行う必要がある。この

ため、創造性に富んだ積極的かつ魅力的な提案等を行う設計業者を選定すると

ともに、建築及び既存建物の改修に関する知見に加え、地域活性化に向けたま

ちづくりに関する高度な知見や経験を要する設計業者を選定する。 

そのため、単に価格競争によることなく、公募した複数の事業者から企画提

案を求め、その内容を審査し最も優れた者と契約を行うことが、真に実効性の

ある事業展開に有効である。 

３ プロポーザル選定委員会 委員構成 

  委 員 長：副町長 

  副委員長：にぎわい創出課長 

  委  員：総務課長、政策推進課長、環境農林課長、都市政策課長 

４ 実施スケジュール 

⑴ 公募型プロポーザル方式の手続き開始の公表 

   令和４年７月１５日（金) 

⑵ 参加申込書の提出〆切 

   令和４年７月２９日（金） 

 ⑶ 企画提案者の選定及び提案依頼 

   令和４年８月３日（水） 

 ⑷ 質問書の提出期間及び現地見学会 

   令和４年８月４日（木）から８月１２日（金） 

 ⑸ 上記質問の回答期限 

   令和４年８月１７日（水） 

 ⑹ 企画提案書等の提出期限 

   令和４年８月２５日（木） 
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 ⑺ 企画提案書等のプレゼンテーション・審査 

   令和４年８月３０日（火） 

５ 参加の申し込みに関すること 

⑴ 参加申込書の作成様式 

  参加申込書（様式第６号）及び技術資料（様式第１３号）を提出のこと 

⑵ 提出期限、場所及び方法 

① 提出期限：令和４年７月２９日(金)正午まで 

② 提出場所：〒３５５-０３９２ 埼玉県比企郡小川町大字大塚５５番地 

小川町役場２階 にぎわい創出課 

TEL：０４９３-７２-１２２１（内線２３３） 

e-mail：ogawa132@town.saitama-ogawa.lg.jp 

③ 提出方法：郵送又は持参 

       ※参加申込書は技術資料（様式第１３号）を添えて、提出する

ものとする。 

⑶ 参加申込の資格要件 

 本プロポーザルに参加できる者は、以下の項目に該当する単体企業又は特定委 

託業務共同企業体（以下「ＪＶ」という）とする。 

① 単体企業として本プロポーザルに参加する提案者の場合は、次に掲げる要

件を全て満たすものとする。なお、資格要件確認のため、関係機関に照会す

る場合がある。  

ア 小川町又は埼玉県競争入札参加資格者名簿に建築関連コンサルタントの

登録がされている者。 

※埼玉県の参加資格者名簿のみに登録されている者は、県の資格審査

申請時に提出した資料の写しを提出すること。 

イ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）（以下「建築士法」という。）

第２３条の規定に基づく一級建築士事務所の登録をしていること。 

ウ 建築士法に基づく、一級建築士の資格を有し、提案者（または共同企業

体）の組織に属している者を管理技術者として配置すること。 

エ 小川町指名停止等措置要綱及び埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措

置要綱の別表第１又は別表第２の各号に掲げる措置要件のいずれにも該当

しない者 

オ 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
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第７７号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）に該当しな

い者。 

カ 暴力団員(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６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） に該

当しない者 

キ 役員等が、暴力団員であると認められる法人又は個人ではないこと。 

ク 暴力団又は暴力団員が、その経営に実質的に関与している法人又は個人

に該当しないこと。 

ケ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第 三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している法人

又は個人に該当しないこと。 

コ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、いかなる名義をもってするか

を問わず、金銭、物品その他財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供

与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与し

ている法人又は個人に該当しないこと。 

サ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する

法人又は個人に該当しないこと。 

シ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら不当な行為を 

するためにこれらを利用している法人又は個人に該当しないこと。 

② ＪＶとして本プロポーザルに参加する提案者の場合は、次に掲げる要件を

満たすものとする。ＪＶを構成する者の呼称は、代表構成員、構成員とする。

なお、資格要件確認のため、関係機関に照会する場合がある。  

 ア 代表構成員は本業務の中心的役割を担う履行能力を持つこと。 

イ 代表構成員は、５⑶①アからシをすべて満たすこと。 

 ウ 構成員は、５⑶①エからシをすべて満たすこと。 

  ※指名参加登録されていない者は、次に掲げる書類を併せて提出すること。 

   ・身分（身元）証明書及び後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人

又は被補助人とする記録がないことの証明書（被補助人にあっては後見

登記等ファイルに記録されている事項の証明書で、発行後３か月以内の

もの。ただし、個人に限る。） 

   ・住民票の写し（発行後３か月以内のもの。ただし、個人に限る。） 

   ・登記事項証明書（発行後３か月以内のもの。ただし、法人に限る。） 
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   ・営業所表（様式第１４号） 

   ・委任状（様式第１５号。ただし、対象業務において代理人を置く場合に

限る。） 

   ・財務諸表（直前決算のもの。法人については貸借対照表、損益計算書及

び剰余金処分計算書、個人については貸借対照表及び損益計算書） 

エ 代表構成員及び構成員は、それぞれ技術資料（様式第１３号）を提出す

ること。 

オ 代表構成員及び構成員間で締結予定の特定委託業務共同企業体協定書

（案）（参考ひな形参照）を参加申込書に添えて提出すること。 

６ 提案者の選定に関すること 

⑴ 提案者を選定するための基準 

評価項目 評価の視点 評価の指標 

業務遂行力 業務遂行体制は妥当か 企業の技術者の数 

業務経歴 当該業務を遂行するために必要な知

識・経験を有しているか 

同種・類似業務の実績等 

専任性 当該業務に専念できる時間が十分あ

るか 

手持ち業務量 

実施体制 実施体制はどうか 従事予定者数 

【同種】集客施設や店舗建築の基本設計又は実施設計(延床面積：2,000㎡以上) 

【類似】集客施設や店舗建築の基本設計又は実施設計(延床面積：1,000㎡以上) 

⑵ 非選定理由に関する事項 

 ① 提案に必要な資格に応じた業務実績について 

   ア 単体企業について 

    過去１０年以内の同種の業務実績が１つ以下であること。 

イ ＪＶについて 

 過去１０年以内の同種の業務実績において、代表構成員と構成員の合算が

１つ以下であること。 

  ② 業務の実施について 

   業務遂行力、専任性及び実施体制を勘案し、業務の実施が困難であると見込

まれること 

７ 提案書の作成に関すること 

⑴ 提案書の作成様式、提出部数 

① 任意の様式による提案書（Ａ４版。資料等でＡ３版を使用する場合はＺ

折。） 
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正本１部及び副本６部（副本は複写可） 

  ※副本については提案者の社名、その他の社名が特定できるような表記はし

ないこととする。 

 ② ①の内容のPDFデータ（CD-ROMまたはDVD-ROM） １部 

⑵ 記載上の留意事項 

  以下の項目内容は、必須とする。 

  ① 業務の実施及び取組方針 

  ② 実施フロー 

③ 主要検討事項 

 ア 再整備設計方針 

 イ 期間内の工事完了のための発注の方策 

ウ イニシャルコストの低減･ランニングコスト削減･環境負荷の低減の方策 

 エ 施設管理、機能性及び象徴性に配慮した設計の方策 

 オ 地域資源の活用についての方針 

④ 業務実施体制 

 事業者との連携・協力により本業務を行うにあたっては提案書の業務実施体

制の項目に、企業・団体名、予定技術者名、所属・役職・勤務地、資格及び担

当する業務内容を明記すること。 

⑤ 工程表 

業務の始期は９月１２日（月）とする。また、工程の中で生じうるリスクに

ついて想定し、その対処方法を記載すること。 

⑥ 参考見積書 

⑶ 提案書の提出期限、場所及び方法 

① 提出期限：令和４年８月２５日（木）正午まで 

② 提出場所：〒３５５-０３９２ 埼玉県比企郡小川町大字大塚５５番地 

小川町役場２階 にぎわい創出課 

TEL：０４９３-７２-１２２１（内線２３３） 

e-mail：ogawa132@town.saitama-ogawa.lg.jp 

③ 提出方法：郵送又は持参 

 ⑷ 提案書作成上の留意事項 

   提案書の様式は任意とし、実施要項を精読の上、業務ごとに下記のとおり作

成するものとする。 
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  ① ページ番号を付すこと。なお、表紙及び目次はページ数に含まないものと

し、ページ番号も不要とする。参考見積書は別添とする。 

  ② 企画提案書の文字フォントサイズは、10.5ｐｔ以上とする。図表等に付記

する注釈・注記などに関してはこの限りでないが、明瞭に読み取れるフォン

トサイズを考慮すること。 

  ③ Ａ３版を使用する場合はＺ折とする。 

  ④ 正確かつ簡潔な内容とし、提出が求められていない資料を添付するなど、

過大なものとならないよう留意すること。カラー印刷での提出も可とする。 

  ⑤ 参考見積書は様式、枚数は任意とするが、積算根拠を示した内訳書も添付

すること。 

⑸ 提案のプレゼンテーション 

提案書の提出後、書類審査を行い、必要に応じてプレゼンテーションを実施

する。プレゼンテーションを行う場合は令和４年８月３０日（火）とする。  

プレゼンテーションへの参加人数は４人以内とし、業務実施体制に記載のあ

る技術者から選出するものとする。実施場所及び時間については令和４年８月

２６日（金）までにプレゼンテーション対象者に通知する。プレゼンテーショ

ンに欠席した場合は、委託に応じる意思がないものとみなす。 

なお、コロナの感染状況等によりオンラインで実施することができるものと

する。オンラインで実施する場合は、事前にプレゼンテーション対象者と協議

の上行う。 

⑹ 提案書を採用するための評価基準 

① 業務遂行能力・保有技術力に対する評価 

評価項目 評価の視点 評価の指標 

提案者の業務

実績 

提案者の業務実績 

【配点 10点】 
過去10年以内の同種・類似業務の実績 

建築設計に係る受賞歴等 

管理技術者及

び主任技術者

の能力 

管理技術者の資

格・経験 

【配点 5点】 

管理技術者の資格及び経験 

主任技術者の資

格・経験 

【配点 5点】 

主任技術者の資格及び経験 

実施体制 業務遂行に必要な

体制【配点 5

点】 

本業務に取り組む人員の人数・業務実

績・協力体制・役割の明確化による業務

遂行における優位性、専門性 
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② 提案内容に対する評価 

評価項目 評価の視点 評価の指標 

業務に対する

基本的な認識

や考え方 

本業務の本質的な意義、意

図、目的を理解している

か。 

【配点 20点】 

業務理解の的確性 

業務達成のた

めの方策 

提案募集要項の業務内容に

示された事項を達成するた

めに効果的かつ達成可能な

提案であり、工事の実施段

階における配慮、考察がな

されているか。 

【配点 30点】 

提案内容の的確性・実現性 

 

 

 

 

工程計画 

工程計画が的確にたてられ

ているか。また、生じうる

リスクについての考察がな

されているか。 

【配点 15点】 

 

工程計画の的確性。リスクに対

する対処方法 

③ プレゼンテーションの評価 

評価項目 評価の視点 評価の指標 

説明力・表現

力 

意欲的に取り組んでおり、

かつ説明が論理的でわかり

やすく、納得できるか。 

【配点 5点】 

プレゼンテーションの内容 

 

コミュニケー

ション・協調

性 

質疑に対する回答が的確、

かつ意思疎通が円滑に行え

るか。 

【配点 5点】 

質問に対する受け答え、その内

容 

 

⑺ 提案者の内定方法 

小川町プロポーザル方式業者選定実施要綱第１４条に基づき、プロポーザル

選定委員会の審査を経て、提案者を内定する。ただし、総合点が６０点（プレ

ゼンテーションを実施しない場合は５４点）に満たない場合は採用しないこと

とする。 

⑻ 提案の不採用理由に関すること 

   提出した提案書が採用されなかった者に対しては、採用されなかった旨とそ

の不採用理由を書面により、選定委員会から通知する。 

８ 提案の内定者に関すること 

  所管課と内定者は、発注業務の仕様内容について、募集要項及び提案書を基に

協議し、その内容を決定する。その後、所管課は、業務仕様内容が決定し、業務
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の発注が整った段階で、本業務について内定者と随意契約により契約を締結する。 

９ その他 

⑴ 提出期限までに参加申込書を提出しない者及び提案者に選定された旨の通知

を受けなかった者は、提案書を提出することができない。 

⑵ 参加申込書及び提案書の作成及び提出に関する費用は、提案者の負担とする。 

⑶ 参加申込書及び提案書に虚偽の記載をした場合には、参加申込書及び提案書

を無効とし、その提出者を失格とする。 

⑷ 提出期限後における参加申込書及び提案書の差替え及び再提出は認めない。

ただし、選定委員会から要請のあったものについてはこの限りでない。 

⑸ 提出された参加申込書及び提案書は返却しない。なお、提出された参加申込

書及び提案書は、提案者に無断で使用しない。提案書の著作権は、企画提案書

などを作成した者に帰属するものとし、提出された書類は、提出した者に無断

でこのプロポーザルに係る審査以外には利用しない。ただし、受託先に選定さ

れた者が作成した企画提案書などの書類については、町が必要と認める場合に

は、本町は、受託先にあらかじめ通知することにより、その一部又は全部を無

償で使用（複製、転記又は転写をいう。）することができるものとする。 

⑹ 実施体制に記載した予定技術者は、病休、死亡、退職等の極めて特別な場合

を除き、変更できない。 

⑺ 選定経過の透明性を確保するため、必要な限度で参加者ごとの評価結果を事

後に公表することがある。 
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道の駅おがわまち再整備にかかる設計与条件  

 

１ 目的 

当町は、「手漉き和紙と有機の里 道の駅 おがわまち」をコンセプトに、道

路利用者のための利便施設とするだけでなく、休憩機能、情報発信機能、地域

連携機能、子育て支援機能、防災機能を有した、観光及び産業、地域交流、防災

などの施設として再整備する計画です。 

また、再整備に当たっては、民間の専門的知識や経営能力といった管理運営

のノウハウを活用するため、管理運営候補者が再整備の設計段階から検討・準

備に積極的に参画してもらう方針です。これを踏まえ、実施設計では、管理運

営候補者からも意見を聞き、管理運営に優れた魅力ある施設とすることを目指

します。 

本業務は、その再整備の実施設計、積算、建築基準法など関係法令による申

請書・届出書の作成及び手続きを行うものです。また、小川町が別に選定する

道の駅おがわまち管理運営候補者と協議を行い一体となって設計を進めること

とします。 

２ 施設の概要 

 （１）施設の名称         道の駅おがわまち 

 （２）所在地           埼玉県比企郡小川町大字小川１２２０ 

 （３）用途地域          市街化調整区域 

 （４）リニューアルオープン時期  令和６年１２月を予定 

 （５）施設の概要 

   ①敷地面積（現況） 17,068.0㎡ 

   ②建築面積（現況）  2,772.8㎡ 

   ③駐車台数（現況） 大型車 ７台 

             小型車９６台（障がい者用６台含む） 

   ④施設の内容 

ア 休憩施設（トイレ、休憩室・交通情報等提供、駐車場 

イ 産業地域振興施設（物販部門、飲食部門、交流ホール、ファストフー

ド、キッチンスタジオ、授乳室、観光案内所、トイレ、事務室） 

ウ 伝統工芸施設（和紙体験室、和紙実習室、伝統工芸品販売所、展示 

スペース、多目的室、ギャラリー、防災備蓄庫、管理事務所） 

※上記施設内容は、基本計画で示した配置案です。今後、町、管理運営候

別紙 
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補者及び実施設計業者が協議のうえ確定します。 

３ 事業予定（工期） 

（１）実施設計    令和４年９月～令和５年３月２４日 

（２）改修工事    令和５年４月～令和６年１２月 

４ 設計費 

  52,800,000円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

５ 工事費 

 予定建設費 790,000,000円以内（消費税及び地方消費税を含む。参考額。） 

なお、この予定建設費は令和２年の建築物価等に基づいたもので、算出時

点からの物価や人件費の変動は勘案していません。建設コストの上昇は別途

加算するものとします。令和４年７月時点ではこの予定建設費の１.５倍程

度を想定しています。 

６ 整備内容 

 （１）全般に関する事項 

   ①整備の基本方針は、令和４年２月に策定された「道の駅おがわまち再整備

基本計画」に基づくものとします。なお、同計画に示してある施設配置案

は計画策定時のイメージ図であり、既存施設の改修部分（伝統工芸施設）

と既存施設解体後の新設部分（休憩施設、産業地域振興施設）を想定して

いますが、これと異なる提案も可能です。また、概算事業費（予定建設

費）も令和２年度の建築物価等に基づいた推計です。社会経済状況により

建設コストの上昇が続いていますが、効率的かつ効果的な整備が実施でき

るよう配慮してください。 

   ②本町は、「ゼロカーボンシティ宣言」を行っています。再生可能エネルギ

ー等の有効活用や、省エネルギー対策に配慮してください。また、木材の

利用（木造・木質化等）に配慮してください。 

   ③新型コロナ等の感染症対策に配慮してください。 

   ④授乳室やおむつ替えスペース、キッズスペース（遊び場）など、子育て支

援機能に配慮してください。 

   ⑤ユニバーサルデザインに配慮してください。 

   ⑥景観に配慮してください。 

   ⑦耐震性、防災備蓄、非常発電設備など、防災機能に配慮してください。な

お、整備対象地は、洪水浸水想定区域0.5m未満（一部0.5m～3m未満）に該

当していますので、設備等の浸水防止対策に配慮してください。 
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   ⑧Wi-Fiなど通信環境の整備に配慮してください。 

   ⑨ランニングコストの低減に配慮してください。 

 （２）休憩施設に関する事項 

   ①トイレ・休憩室・駐車場は必須で、２４時間利用できるものとします。 

   ②トイレは、清潔保持に配慮してください。 

   ③休憩室は、あわせて交通情報等の提供が可能なものとしてください。 

   ④駐車場は、安全確保と、道路からの視認性に配慮してください。 

   ⑤サイクリストの利用にも配慮してください。 

 （３）伝統工芸施設に関する事項 

   ①現在の施設は、埼玉県内の伝統的手工芸品を展示していますが、再整備後

は和紙をはじめとする当町の伝統工芸を中心とした展示・体験施設としま

す。 

②展示室、小学生の遠足等にも対応できる紙漉き体験ができる工房スペー

ス、和紙等を用いた工作等の体験ができるスペース、ビデオ学習や団体の

紙漉き体験利用者の待合室などに利用できるスペース（多目的室）は必須

とします。 

③工房スペースに関し、現在使用している道具等の備品類、楮の原料を処理

するビーター等の設備類（現在据付け）が必須となります。既存施設の解

体後新設とする場合も、その一時保管・復旧や再利用・新設等に留意して

ください。 

④伝統工芸品販売スペースも必須としますが、産業地域振興施設の物販部門

との導線に留意し、あるいは物販部門での販売スペース確保も可としま

す。 

 （４）産業地域振興施設に関する事項 

   ①物販スペース（直売所等）、ファストフードスペース、飲食スペース（レ

ストラン）、観光案内スペースは必須とします。 

   ②「道の駅おがわまち再整備基本計画」に記載された需要予測等を参考に、

建築費用等を勘案したうえで、ポテンシャルが十分に発揮できる売場面積

の確保に努めてください。ただし、店舗部分の面積は、大規模小売店舗立

地法に規定する大規模小売店舗に該当しない1,000㎡を超えないものとし

ます。 

 （５）各施設の規模 

「道の駅おがわまち再整備基本計画」に示した各施設の想定規模は次のと
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おりです。なお、これは計画策定時の施設配置イメージ図に基づくものであ

り、必ずしもこの配置・規模に拘束されるものではありません。最近の建設

コスト上昇傾向を踏まえ、事業費・ランニングコストの圧縮を図りつつ、効

率的な管理運営ができるよう配慮し、創造性に富んだ積極的かつ魅力的な提

案をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休憩施設 

（別棟とせず、産業地域振興施設と一体としての設置も可。） 

内容・主な留意点 想定規模 

トイレ 
113.0㎡ 

必須。快適性。24時間利用。 

休憩室・交通情報等提供 
87.5㎡ 

必須。24時間利用。 

駐車場（増設） 
600.0㎡ 

必須。安全性･視認性。24時間利用。 

  

伝統工芸施設 

（既存施設の利用を想定した場合は以下のとおり。なお、既存施設を撤去

し産業地域振興施設と一体としての設置も可。） 

内容・主な留意点 想定規模 

紙漉き体験室･工房（和紙実習室） 
104.4㎡ 

必須。団体対応可。 

和紙工作等体験室（和紙体験室） 
53.8㎡ 

必須。 

多目的室 
105.8㎡ 

必須。イベント･研修･体験待合室等として利用。 

展示室 
134.5㎡ 

必須。 

伝統工芸品販売所 

130.3㎡ 必須。収益性。産業地域振興施設の物販スペースでの確

保も可。 

防災備蓄倉庫 
64.1㎡ 

必須。伝統工芸施設での設置でなくても可。 

ギャラリー 
37.4㎡ 

貸しスペースを想定（既存）。 

管理事務所 
73.2㎡ 

必須。伝統工芸施設での設置でなくても可。 

このほか、原料処理を行うビーター等の設備室（既存）、展示や紙漉き用

備品等を保管する倉庫（既存）、トイレ（既存）を想定している。 
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     このほか、空調・電気設備の管理、警備、職員の休憩・更衣スペース等

が想定される。 

 

 

 

 

産業地域振興施設 

内容・主な留意点 想定規模 

ファストフード 
54.0㎡ 

必須。利便性･快適性･収益性。 

物販（直売所等） 
540.0㎡ 

必須。利便性･快適性･収益性。 

飲食（レストラン） 
360.0㎡ 

必須。利便性･快適性･収益性。 

観光案内所 
36.0㎡ 

必須。 

授乳室 
18.0㎡ 

必須。快適性。 

トイレ 
50.4㎡ 

必須。快適性。 

キッチンスタジオ 

54.0㎡ 
近くの東小川住宅団地における地域再生計画でレンタ

ルキッチンの設置が予定されており、そことの連携を

考慮し、当道の駅への設置は省略可。 

交流ホール 
174.0㎡ 

地域交流・観光案内・授乳室・トイレスペースを想定。 

事務室 

72.0㎡ 
道の駅の施設運営のほか、ここを拠点とした様々な事

業展開を図るための事務室を想定。管理事務所との併

用も可。 

このほか、キッズスペース（遊び場）、バックヤード等を想定している。 


