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様式第３号（第８条関係）                     

 

道の駅おがわまち管理運営候補者募集要項 

 

道の駅おがわまち管理運営候補者選定委員会委員長 

 

１ 管理運営候補者の募集について 

  小川町（以下、「町」という。）では、平成 2 年 11 月に「埼玉伝統工芸会館」とし

て開館し、平成 5 年 4 月に開駅した「道の駅おがわまち」（以下、「道の駅」という。）

について、道の駅おがわまち再整備基本計画（以下、「基本計画」という。）に基づき、

令和 6 年中のリニューアルオープンを目指して事業を進めています。また、基本計画

において、この道の駅を道路利用者のための利便施設とするだけでなく、観光及び産

業、地域交流、防災などの拠点として位置づけています。 

  道の駅の管理運営に関しては、持続的かつ適正な管理運営体制の構築、民間ノウ

ハウを最大限に活用した収益性の確保や質の高いサービスの提供を図るため、指定

管理者制度又は業務委託若しくはその両方を組み合わせた管理運営を予定していま

す。 

  このため、再整備の設計段階から民間が有する専門的知識や経営能力といった管

理運営のノウハウ及び整備内容、整備費用、管理運営手法、管理運営費用等の提案

を反映させるため、管理運営候補者の募集及び選定を行います。 

  その後、本募集により選定された管理運営候補者を、町が管理運営者としてふさ

わしいと認めた場合は、指定管理者制度又は業務委託若しくはその両方の組み合わ

せにより道の駅の管理運営者とします。 

 

２ 業務名及び業務目的 

 （１）業務名 

   道の駅おがわまち管理運営業務 

 （２）業務目的 

    「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
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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

の施設として管理運営する。 

    管理運営候補者は、町と協議のうえ覚書を締結し、再整備の設計段階から専

門的知識や経営能力といった管理運営のノウハウ及び整備内容、整備費用、管

理運営手法、管理運営費用等の提案を行うなど、道の駅の再整備の検討・準備

に積極的に参画するとともに、町内事業者等と積極的な連携を図りながら道の

駅のリニューアルオープンの準備を進める。 

 

３ 対象施設 

 （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（資料①「位置図」参照） 

 （３）用途地域 

   市街化調整区域 

 （４）リニューアルオープン（供用開始）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施設規模（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



- 3 - 

 

理運営候補者及び設計業者が協議のうえ実施設計を行うため、

基本計画の配置案とは異なるものになる場合があります。なお、

実施設計の与条件（町ホームページで公開中）も参照してくだ

さい。 

   ⑤開館時間等  休憩施設（駐車場及びトイレ等）は年中無休で 24 時間利用

可能とします。 

           その他の施設の営業時間及び休館日については、管理運営候補

者からの提案に基づき、町と協議のうえ定めるものとしますの

で、様式第１０号「事業計画書」により提案してください。 

   ⑥管理の範囲  道の駅の敷地内の全ての施設を管理運営の範囲とし、業務を 

行うものとします。 

 

４ 管理運営者の選定までの流れ及び管理運営期間等 

 （１）管理運営者の選定 

   ①道の駅おがわまち管理運営候補者選定実施要綱及び道の駅おがわまち管理運

営候補者募集要項（以下、「募集要項」という。）の基準に照らして審査を行い、

最も適当と認められた応募者を管理運営候補者に選定します。 

   ②管理運営候補者として選定された者は、町と協議のうえ覚書を締結し、リニュ

ーアルオープンの準備を行います。その後、町が管理運営者としてふさわしい

と認めた場合は、指定管理者制度又は業務委託若しくはその両方の組み合わせ

により道の駅の管理運営者とするための手続きを行います。 

③指定管理者については、指定管理者として町議会での議決が得られない場合、

又は議決を得るまでの間に、管理運営候補者として著しく不適当と認められる

事情が生じた場合は、指定管理者として指定しません。 

④業務委託については、小川町契約規則に基づき、管理運営業務委託契約を締結

します。委託契約締結に至るまでの間に管理運営候補者として著しく不適当と

認められる事情が生じた場合は、業務委託契約を締結しません。 

   ⑤上記③及び④により、指定管理者として指定せず、又は業務委託の契約も締結

しなかった場合、管理運営候補者が応募に関して負担した費用及びリニューア

ルオープンの準備のために負担した費用について、町は一切補償しません。 
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 （２）管理運営候補者の期間 

管理運営候補者の決定日（令和 4 年 9 月予定）から令和６年 11 月までを管

理運営候補者の期間として予定しています。 

 （３）管理運営期間 

令和 6 年 12 月から令和 13 年３月末までを最初の管理運営期間として予定し

ています。 

なお、リニューアルオープンは、令和６年 12 月を予定していますが、工事

進捗等により変更となる場合があります。その場合、変更となる時期について

は事前に協議しますが、町はそれに伴う補償は一切しません。また、管理運営

期間は、今後の事業進捗状況や協議等により変更となる場合があります。 

 

５ 業務の範囲 

  本募集による選定後、管理運営者になるまでの期間は、管理運営候補者として、町

が進める設計業務等に積極的に参画していただきます。また、町民や各団体等との積

極的な連携を図りながら、道の駅の管理運営に係る下記事項の検討や各種調整・準備

を行うものとします。なお、管理運営者に決定した後は、施設の管理運営を行うもの

とします。 

 （１）管理運営候補者が行う業務 

    管理運営候補者が行う業務は次の①～⑪とし、管理運営候補者の期間について

は、担当者等の常駐は不要とします。また、詳細については、資料③「業務仕様

書」に定めるほか、管理運営候補者の選定後に町と協議のうえ決定するものとし

ます。 

   ①施設計画の協議への参加 

   ②伝統工芸施設についての検討・準備 

   ③物販施設についての検討・準備 

   ④飲食施設についての検討・準備 

   ⑤その他の施設の管理運営に関する検討・準備 

   ⑥広報・告知に関する検討・準備 

   ⑦管理運営計画及び事業計画（収支計画含む）に関する検討・準備 

   ⑧町内農商工関連事業者等との連携に関する検討・準備 
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   ⑨企画提案事業に関する検討・準備 

   ⑩道の駅周辺を活用する事業への参画 

   ⑪その他管理運営業務の実施に向けて必要となる検討・準備 

 （２）管理運営者が行う業務 

    道の駅の運営に関する業務や道の駅の施設及び設備等の維持管理に関する業

務等があります。 

    詳細については、資料③「業務仕様書」に定めるほか、管理運営候補者の選定

後に町と協議のうえ決定するものとします。 

 

６ 管理運営候補者が行う業務に関する費用等 

管理運営候補者が行う業務に要する人件費や事務費等は管理運営候補者の負担と

します。また、管理運営候補者の期間中にリニューアルオープンの準備のために行う

業務に要した人件費や事務費等についても、管理運営候補者の負担とします。 

 

７ 施設の管理運営に関する費用等 

  施設の管理運営に当たっては、指定管理者制度又は業務委託若しくはその両方の組

み合わせを予定しています。管理運営の費用等は次のとおりです。 

 （１）管理運営者の収入として認められるもの 

    町が支払う指定管理料又は委託料（以下「指定管理料等」という。）のほか、

運営する施設の事業収入等を自らの収入とすることができます。管理運営者の収

入として認められるものは以下のとおりです。それらの収入は、道の駅の管理運

営に要する経費に充てることとします。 

   ①利用料金収入 

   ②管理運営者自らが企画する各種事業の収入 

   ③その他の収入（運営事業の実施に伴う収益等） 

 （２）管理運営者の管理運営経費として認められるもの 

    道の駅の管理運営に要する維持管理費（水道光熱費等を含む）等の経費は、町

が支払う指定管理料等及び施設を管理運営することにより得た事業収入等をも

って、管理運営者が負担するものとします。管理運営者の管理運営経費として認

められるものは以下のとおりです。 
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   ①事業費（各種事業の実施に要する経費等） 

   ②施設運営費（光熱水費等） 

   ③施設維持管理費（修繕料等） 

   ④人件費 

 （３）指定管理料等  

    指定管理料等の額については、原則、管理運営候補者が応募の際に提案した金

額を基本として、今後、町と管理運営候補者の間で協議を行い決定するものとし

ます。必要となる指定管理料等について、様式第１０号「事業計画書」や様式第

１２号「収支予算書」により、積算根拠を明確にしたうえ、応募の際に提案して

ください。 

    指定管理料等の範囲については、資料③「業務仕様書」を参考にしてください。 

    指定管理料等は、原則として精算は行わないことから、経費の最終的な不足分

は管理運営者の負担となります。 

 （４）納付金 

    道の駅の施設を利用して管理運営者が実施する事業収益の利益配分として、町

への納付金を検討してください。納付金の算定方法や納付条件を、様式第１０号

「事業計画書」及び様式第１２号「収支予算書」により応募の際に提案してくだ

さい。 

 （５）経理の区分管理 

    管理運営業務に係る経費及び収入は、経理を明確に区分して管理することとし

ます。 

 

８ 応募要件等 

 （１）応募資格 

①法人又はその他の団体（以下「法人等」という）若しくは法人等の共同事業

体であること。法人格の有無は問いませんが、個人は応募することができま

せん。 

   ②施設の管理運営に必要とされる職員確保、初期費用（経費）の調達が可能であ

ること。 

   ③次の事項に該当しないこと。 
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    ア 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により一般競争入札等の参

加を制限されているもの 

    イ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により過去に町又は他の地方公

共団体から指定を取り消されてから５年を経過しないもの 

    ウ 小川町より入札参加資格停止措置の対象となっているもの 

    エ 過去３年間、国税又は地方税を滞納しているもの 

    オ 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続きを行っているもの。 

また、銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に

本業務を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財務能力を有しないもの 

    カ 道の駅おがわまち管理運営候補者及び管理運営者の選定に係る委員会の委

員が、当該団体の役員等をしているもの 

    キ 地方自治法施行令に定める出資法人を除き、町議会の議員、町長、副町長、

又は町の教育委員会、農業委員会等の委員若しくは監査委員が役員となって

いる法人等 

    ク 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第 2 条第 2 号に

規定する暴力団をいう。）であるもの 

    ケ 暴力団又はその構成員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の下にある団体等 

    コ 暴力団の構成員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

ない者を役員に含む団体等 

    サ 施設の指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から２年を経過し

ていない団体等 

    シ 労働基準監督署から２年以内に是正勧告を受け、必要な措置の実施につい

て労働基準監督署に報告済みでない団体等 

    ス 代表者又は役員（法人の監査役及び監事を含む。）のうちに、次のいずれか

に該当する者がいる法人等であるもの 

     ・法律行為を行う能力を有しないもの 

・破産者で復権を得ないもの 

・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受

けることがなくなった日から２年を経過しないもの 
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・暴力団の構成員等 

 （２）複数の団体での共同申請について 

    サービスの向上又は効率的運営を図るうえで必要な場合は、複数の法人等での

共同申請が可能です。共同申請の場合は名称を設定し、代表者となる団体を選定

のうえ、応募してください。 

   ①共同事業体に「８（１）応募資格」④ア～スに該当する法人等が含まれる場合

は応募することができません。 

   ②共同事業体を構成する法人等（以下「構成団体」という。）は単独で応募する

ことはできません。 

   ③複数の共同事業体において、同時に構成団体になることはできません。 

   ④代表団体及び構成団体の変更は、原則として認められません。 

   ⑤町及び利用者等に対する責任については、共同事業体の全ての構成団体が負う

ものとします。 

 

９ 募集及び選定等のスケジュール 

内容 時期 

（１）募集要項の公表 令和４年７月１９日（火）～８月１日（月） 

（２）募集説明会参加申込期間 令和４年７月２６日（火）～８月２日（火） 

（３）募集説明会 令和４年８月５日（金） 

（４）質問の受付 令和４年８月１０日（水）～８月１９日（金） 

（５）質問への回答日 令和４年８月２４日（水） 

（６）応募表明書等の受付期間 令和４年８月２５日（木）～９月２日（金） 

（７）事業計画書・収支予算書等受付期間 令和４年８月２５日（木）～９月８日（木） 

（８）１次審査（書類審査） 令和４年９月中旬【予定】 

（９）２次審査の通知発送 令和４年９月中旬【予定】 

（１０）２次審査 

（プレゼンテーション・質疑応答） 

令和４年９月２６日（月）【予定】 

（１１）審査結果の通知 令和４年９月２７日（火）【予定】 

（１２）覚書の締結 令和４年１０月上旬【予定】 
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10 募集手続き 

 （１）募集要項の公表 

   期  間：令和４年７月１９日（火）から令和４年８月１日（月）１7 時まで 

   配布場所：上記期間において、小川町にぎわい創出課（閉庁日を除く）で配布し

ています。 

また、小川町ホームページからもダウンロードすることができます。 

 （２）募集説明会 

   ①開催日時・場所等 

    日  時：令和 4 年 8 月 5 日（金） 午後２時から 

    場  所：埼玉伝統工芸会館 会議室 

    参加人数：参加申込団体１団体につき３名以内 

    ※募集要項及び関係書類は、当日配布いたしませんのでご持参ください。 

   ②募集説明会への参加申込 

    参加申込に当たっては、募集説明会参加申込書（様式第１号）に必要事項を記

入し提出してください。 

     提出期間：令和４年７月 26 日（火）から 8 月２日（火）16 時まで 

          提出方法：電子メール又は郵送（提出期間内必着） 

          電子メール ogawa132@town.saitama-ogawa.lg.jp 

     提 出 先：〒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） 

          小川町 にぎわい創出課 和紙普及宣伝担当 

    ※参加申込がない場合は、説明会に参加することはできません。 

 （３）質問及び回答 

   ①募集要項等に関する質問 

    下記期間内に、質問書（様式第２号）を提出してください。 

     受付期間：令和 4 年 8 月 10 日（水）から８月 19 日（金）16 時まで 

     提出方法：電子メール ogawa132@town.saitama-ogawa.lg.jp 

     提 出 先：小川町 にぎわい創出課 和紙普及宣伝担当 

    ※口頭、電話等による質問及び受付期間外の提出には応じられません。 

   ②質問に対する回答 



- 10 - 

 

    提出のあった質問事項を取りまとめたうえ、募集説明会参加申込者に対して 

令和４年８月 24 日（水）までに電子メールで回答します。 

 （４）応募表明書・事業計画書等の提出 

    次に示す応募書類一覧表を参考に、応募表明書・事業計画書等を持参あるいは

郵送にて、小川町にぎわい創出課和紙普及宣伝担当へ提出してください。書類ご

とに提出期限が異なりますのでご注意ください。 

    また、事業計画書（総括表含む。）及び収支予算書（様式 10 号～12 号）につ

いては、電子媒体（CD での提出。データは PDF とする。）でも１部提出してく

ださい。 

    なお、町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。 

   提出部数・注意点 

     様式 3  正本 1 部 

     様式 4～様式 9・付属資料 正本 1 部 副本 7 部（コピー可） 

     様式 10～様式 12 正本 1 部 PDF データ（CD）1 部 

副本 7 部 ※副本は、提案者の社名、その他社名が

特定できるような表記はしないでくださ

い。 
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11 応募書類及び留意事項等 

応募書類一覧 

様式番号等 書類名 提出部数 提出期限 備考 

様式第１号 募集説明会参加申込書 
正本１部 ８/２ 

16 時〆切  

 

様式第２号 質問書 
８/１９ 

16 時〆切 

 

様式第 3 号 応募表明書  

９/２ 

16 時〆切 

添付書類として必要な様式

第 10 号～12 号の提出期

限については、９/８ １６

時までとします。 

様式第 4 号 法人等の概要書  
正本１部 

副本 7 部

（コピー可） 

 

事業計画書

（総括表含

む）及び収

支 予 算 書

(様式 10号

～12 号)に

ついては、 

１部を CD 

(PDF デ ー

タ ) で も 提

出。副本は

社名が特定

できるような

表記はしな

い で く だ さ

い。 

９/２ 

16 時〆切 

法人又はその他の団体の場

合 

様式第５号 共同事業体構成員届出書  
共同事業体の場合  

様式第６号 共同事業体構成員表  

様式第７号 共同事業体構成員概要書  

様式第８号  共同事業体協定書 

様式第９号  応募資格がある旨の誓約書 
共同事業体の場合、構成員

に関して全てを提出  

様式第 10 号 事業計画書 
９/８ 

16 時〆切 

様式第 10 号、第 12 号につ

いては任意様式も可としま

す。副本は社名が特定できる

ような表記はしないでくださ

い。 

様式第 11 号  事業計画書総括表 

様式第 12 号  収支予算書 

附属資料  

定款、寄附行為、規約その他これらに類する書面 
９/２ 

16 時〆切 

共同事業体の場合、構成員

に関して全てを提出  

法人にあっては登記事項証明書（3 ヶ月以内に取

得したもの）、法人以外の団体にあっては代表者

の住民票の抄本  

直近３年間において、国税及び地方税の滞納がな

いことを証明する書類※納税証明書、完納証明書

等 

申請日の属する事業年度の前年度における財産

目録、貸借対照表、損益計算書、収支決算書そ

の他団体の財務状況を明らかにする書面 

申請日の属する事業年度の前年度における事業

報告書、申請日の属する事業年度における法人

等の事業計画書及び収支予算書 
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 （１）提出書類 

   ①カラー表示がある場合はカラー複写としてください。 

   ②使用する文字については日本語を使用するものとし、フォントサイズ等につい

ては任意としますが、読みやすく分かりやすい書類作りに努めてください。 

   ③日本工業規格Ａ４版縦置き、横書き、左綴り、両面印刷とします。資料等でＡ

３版を使用する場合は、折綴りとしてください。 

なお、各書類については、ページ数の制限は設けませんが、事業計画書や収支

予算書のように複数枚になる書類についてはページ番号を記載してください。 

   ※書類の不備は審査時の減点若しくは失格の対象となる場合があるので注意し

てください。 

 （２）応募に係る費用 

    応募に関して必要となる費用は、全て応募者の負担とします。 

 （３）応募における留意事項 

   ①設置条例制定等の前提条件が整わない場合の効力 

    ・本募集は、今後必要となる条例制定、各種許認可、予算措置等が整うことを

前提条件としたものであり、これらが整わない場合は、募集の効力は発生し

ないものとします。 

    ・募集の効力が発生しなくなった場合、管理運営候補者が応募に関して負担し

た費用及びリニューアルオープンの準備のために負担した費用については、

町では一切補償しません。 

   ②複数申請の禁止 

    ・１応募者につき１申請とします。 

    ・共同事業体により申請する場合、その共同事業体の構成員は、道の駅に関し

他の共同事業体の構成員として又は単独で申請を行うことはできません。 

   ③再提出等の禁止 

    ・提出した応募書類の再提出や差替えはできません。ただし、事故等のやむを

得ない事情が生じた場合は、速やかに変更内容を証明できる書類を添えて届

け出てください。なお、事業計画書及び収支計画書に関する変更はできませ

ん。 

   ④著作権及び提出物の扱い 
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    ・提出された応募書類は理由の如何によらず、全て返却いたしません。また、

提出書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

    ・提出された応募書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属します。 

    ・管理運営候補者に選定された場合、町が必要と認めるときは、提出された書

類等の全部又は一部を町が無償で使用できるものとします。 

    ・提出された書類のうち、副本については、正本と同内容のものとみなし、選

定委員会の各委員にそのままの状態で配布するので、内容の確認は申請者の

責任において行ってください。 

   ⑤自由提案の記載について 

     道の駅再整備の町の考えは、基本計画に示しています。自由提案の欄には、

管理運営業務を行うに当たって、次のようなことに対して、応募者が考える提

案を記載してください。 

    ・整備内容、整備費用、管理運営手法、管理運営費用等の提案 

    ・町民又は観光客等へのサービス向上や道の駅の魅力アップに繋がる提案 

    ・町及び管理運営者にとって有効な提案 など 

   ⑥その他 

    ・提出された書類及び選定委員会による選定結果は、小川町情報公開条例の規

定に基づき、非公開とすべき箇所を除いて公開することがあります。 

    ・基本計画に記載した概算工事費等は、算出した時点からの物価や人件費の変

動は勘案していませんので、この額が増減する場合があります。限りある町

独自財源を整備費用と管理運営費（指定管理料や業務委託料）にどのように

配分するかは、提案をベースに町と協議していただきます。 

・各書類提出後に応募を辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出してくだ

さい。 

 

12 審査及び選定 

 （１）審査方法 

    管理運営候補者の選定は、道の駅おがわまち管理運営候補者選定要綱及び本募

集要項に基づき実施します。 

審査は、提出書類による１次審査（書類審査）、及び提出書類の提案内容に基
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づくプレゼンテーションと選定委員会の委員によるヒアリングの２次審査によ

り行います。２次審査の日時、場所、詳細については、１次審査を行った後、別

途通知します。 

   ①１次審査  

     応募書類に不備がないか、応募資格要件等を満たしているか、欠格事由に該

当がないか等の書類審査を行います。審査に当たり、外部有識者の意見を聴取

する予定です。 

     なお、次に該当する場合は、２次審査に進むことはできませんので、正確な

書類作成等に努めてください。 

    ・提出書類に不備が散見される場合 

    ・必要書類が不足している場合 

    ・応募資格要件等を満たしていない場合 

    ・欠格事由に該当がある場合 

   ②２次審査  

     提出書類の提案内容に基づくプレゼンテーション及び選定委員会の委員の

質疑応答によるヒアリングを実施し、「（２）審査基準」に基づき採点・審査を

行います。プレゼンテーションに欠席した場合は、応募意思がなくなったもの

とみなします。 

     パワーポイントの使用は可能ですが、提出資料に掲載のない事項のプレゼン

テーションを行うことや提出資料に掲載のない写真等を用いてプレゼンテー

ションを行うことは禁止します（当日の追加資料等持込不可）。また、審査は

非公開とします。 

     なお、審査における最低基準点は、得点の合計が配点の合計の 6 割以上と

し、この基準に達しない場合（例えば、選定委員 5 人の配点合計が 1500 点

で、応募者の得点合計が 900 点未満の場合）、その応募者の選定は行わないも

のとします。 
 

 （２）審査基準 

    審査に当たっては、審査項目や審査の視点を定め、道の駅の設置目的をより効

果的かつ効率的に達成できる団体を選定するうえで、最適と考えられる次の審査

基準を設定します。  
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審査項目 評価項目 審査の視点 配点 

管理運営者 

としての適性 

管理運営者

としての認識 

町の方針、施設の設置目的等を的確に理解し、公の施設の管理

運営者となる意義や責務を認識しているか。 

また、管理運営に対する熱意を十分に持っているか。 

１０ 

管理運営 

実績 

同種・類似施設の良好な管理運営実績（施設の収支状況や集

客の程度）があり、また、今後もその実績を活かすことができるか。 

・同種施設：道の駅 

・類似施設：物販施設、飲食施設、その他商業施設 

１５ 

経営基盤の 

安定性 

経営が安定しており、施設の管理を継続的・安定的に行う財務能

力を有しているか。 

また、共同事業体による申請の場合、それぞれの役割・責任分担 

が明確になっているか。 

１５ 

施設の管理

運営に対す

る基本的な

考え方 

施設の設置 

目的の達成 

に向けた取り 

組み  

「道の駅おがわまち」の設置目的や管理運営方針を十分理解してい

るか。 

また、それらを達成するのにふさわしい経営理念や方針を確立して

いるか。 

１０ 

施設計画 

（施設構成 

・施設内容） 

「道の駅おがわまち」の設置目的や管理運営方針に見合った具体

的な施設計画の提案になっているか。その施設計画にある各施設につ

いてサービス内容等、現実的で魅力的な提案があるか。 

また、地域の交流や活性化、集客を考慮した施設計画となってい

るか。 

１５ 

提案施設 実現性が高く魅力のある施設提案がなされているか。 １５ 

町民・利用者 

の満足度 

向上 

町民・利用者からの相談、苦情等に迅速に対応するとともに、利用 

者ニーズをサービスの改善や向上に反映する体制が整備されているか。 
１０ 

管理運営 

体制など 

組織体制 
管理に当たる組織や人員体制は妥当か。 

適切な勤務体制が計画されているか。 
１０ 

駅長選定 

人材育成 

本業務に関して知識と経験を有した駅長を配置しているか。職員の 

質の向上に向けた研修体制や指導体制の取組み方策は適切である

か。 

１０ 

維持管理 
清掃や警備、設備の保守点検等を含めた施設の維持管理業務 

についての基本的な考え方は適正か。 
１０ 

地域貢献 

地域の産業振興や地域経済の活性化、地域との連携などの方策 

について、具体的な提案がされているか。（地域特産物の活用策、 

地元住民の雇用方策など含む） 

２０ 
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地域団体等 

との連携 

町や地域団体等（JA 等）との連携について、有効な提案である 

か。 
１０ 

安全対策・ 

危機管理 

体制について 

事故防止及び発生した場合の対応、災害時の対応が適切である 

か。感染症対策として新しい生活様式への対応が適切であるか。施設

の警備計画や個人情報保護、情報管理は適切であるか。 

１０ 

当町への 

ゲートウェイに 

ふさわしい 

産業の振興 

やにぎわい 

創出のための 

取り組み 

地域特産物 

の活用 

独自の商品開発など、地域特産物の活用策について、実現性が 

高く、町内外からの集客が期待できる魅力的な提案となっているか。 
１５ 

情報発信 

プロモーション活動などの情報発信の方法が、適切かつ具体的で町 

内外からの集客が期待できる魅力的な提案であるか。 

また、その提案が施設だけでなく小川町の知名度や認知度向上に 

寄与するものであるか。 

１５ 

集客イベント 

集客イベントについて、提案が現実的かつ魅力的な提案がなされて 

いるか。 

また、その提案が町内外からの集客を期待させるものであるか。 

１５ 

収支計画等 

の考え方 

収支計画 

売上・経費等の妥当性を示す積算根拠が明確に示されており、事 

業収入の増収、支出の縮減など事業的に成長が見込まれる収支計 

画となっているか。 

また、町の財政負担が軽減される計画になっているか。 

２０ 

納付金 内容が効果的なものであり、その計算方法が妥当であるか。 １５ 

指 定管理 料

等 
指定管理料や業務委託料の提案が、適正かつ妥当であるか。 １０ 

将来展望など 

自由提案 

他の道の駅 

との差別化 

特色ある企画や「ここにしかないキラーコンテンツづくり」など、他の道 

の駅との差別化を図ることができる事業者であるか。 
１５ 

周辺の活用 

周辺用地の活用や周辺施設等との連携について、具体的な提案や

将来展望のある提案であるか。（収支への影響を含む） 

・町内の観光スポットや店舗等への誘導についての提案があるか。 

・周辺施設（東小川地内廃校活用施設･見晴らしの丘公園等）との

連携についての提案があるか。 

・道の駅の周辺活用に関する事業（水辺ｄｅベンチャー･チャレンジ事

業等）との連携についての提案があるか。 

１５ 

自由提案 
本募集要項 P13「（3）応募における留意事項⑤自由提案の記

載について」の提案が、実現性が高く、魅力的な提案であるか。 
２０ 

合   計  ３００ 
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（３）選定方法 

   ①各委員が、各評価項目について、次に示す評価点の付与の考え方に基づき、A

～F の６段階評価を行い、それに応じて計算された各評価項目得点の合計を算

出し、評価点とします。 

評 価 評 価 内 容 得点化方式 

Ａ 特に優れている 配点×１．００ 

Ｂ 優れている 配点×０．８０ 

Ｃ 普通 配点×０．６０ 

Ｄ やや劣っている 配点×０．４０ 

Ｅ 劣っている 配点×０．２０ 

Ｆ 評価項目に対する提案がされていない等 配点×０．００ 

   ②各委員が評価、採点を行い、選定委員会の委員の合計得点が最低基準点に達し、

最も高い応募者を管理運営候補者に選定します。 

   ③応募者が１者であっても審査を実施し、得点の総合計が配点の総合計の６割以

上を満たしている場合は管理運営候補者として選定します。 

 （４）結果及び通知 

    町は、選定委員会による審査結果に基づき、管理運営候補者を選定し、全応募

者に結果を文書で通知します。また、選定結果として、応募者名、審査結果の概

要等を公開する場合があります。 

 （５）審査対象からの除外 

    次のいずれかに該当すると認められた場合は、失格となります。 

   ①提出された書類に虚偽又は不正があった場合 

   ②審査に対し不当な要求を申し入れた場合 

   ③選定委員会の委員に個別に接触した場合 

   ④募集要項に違反又は著しく逸脱した場合 

   ⑤書類提出後に事業計画の内容を変更した場合 

   ⑥他者の提案図書を盗用した疑いがある場合 

   ⑦その他の不正行為があった場合 

 （６）再度の選定 
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    管理運営候補者が選定されるまでに、その法人等を管理運営候補者とすること

が著しく不適当と認められる事情が生じたときは、審査において次点となった者

から順に管理運営候補者を選定できることとします。 

 

13 管理運営に関する評価 

  町は、管理運営期間中における管理運営状況を確認するため評価を行います。協定

又は契約等に従い、適正かつ確実なサービスが提供されているか、サービスの安定的・

継続的な提供がなされているか、数値目標は達成できているかどうか等の視点で、現

地調査及び書類審査等により管理運営状況に関する評価を行い、その結果を公表しま

す。 

  評価の結果、管理運営者が管理を継続することが適当でないと認める場合は、町は、

業務の改善等必要な指示を行い、これに従わないときは、業務の停止、さらに指定管

理者の指定を取消し、業務委託契約を解除するものとします。その場合、町に生じた

損害は管理運営者が賠償するものとします。 

 

14 その他 

 （１）業務の継続が困難となった場合の措置 

    管理運営者は、業務の継続が困難となり、又はその恐れが生じた場合は、速や

かに町に報告しなければなりません。その場合の措置については、次のとおりで

す。 

① 管理運営者の責めに帰すべき事由による場合 

     管理運営者の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難になった場合、

町は指定管理者の指定を取消し、又は業務委託契約を解除することができるも

のとします。その場合、町に生じた損害は管理運営者が賠償するものとします。 

   ②当事者の責めに帰すことができない事由による場合 

     不可抗力その他、町及び管理運営者いずれの責めにも帰すことができない事

由により、業務の継続が困難になった場合、業務継続の可否について両者で協

議を行うものとします。 
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     協議の結果、業務の継続が困難と判断した場合、町は指定管理者の指定を取

消し、又は業務委託契約を解除することができるものとします。管理運営者が

負担した費用については、一切補償しません。 

 （２）町議会の議決が得られなかった場合等の措置 

    町議会での議決が得られなかった場合は、覚書を解除し、管理運営候補者を指

定管理者に指定しません。また、業務委託契約も締結しません。なお、管理運営

候補者が申請に関して負担した費用及び管理運営の準備のために負担した費用

については、一切補償しません。 

 （３）暴力団等の排除措置 

    審査結果通知後、管理運営候補者（業務従事者を含む）が、暴力団等である又

は関わり合いがあると判明した場合、業務委託契約を締結せず、又は指定管理者

について以下の措置をとります。 

    ・指定管理者として指定する前 → 指定管理者の指定を行いません。 

    ・指定管理者として指定した後 → 指定管理者の指定を取り消します。 

 （４）災害時等における避難所や避難場所としての機能 

    災害時等において、道の駅は、道路利用者や地域住民等の被災者を一時的に保

護するための避難所や避難場所として使用することがあります。 

    町が道の駅に避難所や避難場所を開設する際には、その準備・運営にご協力を

お願いします。 

 

15 問い合わせ先 

 （１）担 当 課 名   小川町 にぎわい創出課 和紙普及宣伝担当 

 （２）所 在 地   〒355-0392 

            埼玉県比企郡小川町大字大塚 55 番地 

 （３）電   話   0493－72－1221（内 233） 

 （４）F  A  X   0493－74－2920 

 （５）電子メール   ogawa132@town.saitama-ogawa.lg.jp 

 


