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旧野外活動センター再生プロジェクト事業公募型プロポーザル実施要領（以下「本募集要

領」という。）と、上記に掲げる別添資料をあわせて「本募集要領等」という。 
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第１ 募集の趣旨                                                   
本村は、大阪府の南東部、南河内地域に位置し、富田林市、河内長野市及び河南

町、金剛・葛城山地を隔てて奈良県五條市及び御所市と隣接しています。また、府内

最高峰である金剛山の麓に位置し、豊かな自然に囲まれ、日本の棚田百選に選定され

ている下赤阪の棚田、南北朝時代に活躍した楠木正成ゆかりの山城跡や誕生地遺跡等

を有しており、大阪市内から車で１時間程度というアクセスの良さから、観光に訪れ

る人も少なくありません。 

本村の中央部附近に位置する「旧野外活動センター」は、平成元年度に村民の皆さ

んに親しまれる野外活動の場としてオープンしました。施設としては、管理棟、炊飯

棟、バンガローなどレクリエーション及び集団生活等の場を提供し、周辺村域の中枢

施設として、村内だけでなく、多くの村外や府外の皆さんにも親しまれてきました。  

しかし、近年利用者が減少するとともに、施設の老朽化が著しいことから、特に法

面に設置していたバンガローは、倒壊の危険性もあることから撤去するなど、野外活

動センターとしての機能を縮小せざるを得ない状況となりました。また、厳しい財政

状況においては、再整備に向けた投資も厳しく、ここ数年、多目的広場として年に数

回利用されている状況となり、令和４年９月、野外活動センターを廃止しました。 

このような状況を踏まえ、本村としては、令和４年度に策定した第５次総合計画の

基本目標の一つである「地域の恵みを生かした人がつながるむら」に基づき、その具

体的な取り組みとして“野外活動センターの再生”による村の活性化をめざしていき

たいと考えています。 

この自然豊かな環境のもとで、長きにわたり親しまれてきた野外活動センターを、

これからも「何度も利用したい」と思え、親しんでいただける施設としていくために

は、時代の変化や来訪される皆さんが求めるニーズなどを把握し、立地特性も活かし

たコンテンツを、時機を逸することなく提供できることが、施設の有している価値を

高めることとなり、ひいては未来に繋がる施設の持続可能性を高めていくこととなり

ます。  

そのため本村では、社会のニーズを的確に捉えたコンテンツを提供できる民間事業

者の皆さんと連携することで、来訪される皆さんが特別なひとときを実感して頂ける

魅力に溢れるアウトドア施設として生まれ変わることを目指し、公募型プロポーザル

により本村が求め期待する内容を具現化し、かつ運営を担っていただくことができる

民間事業者を選定します。 

本募集要領等は、広く民間事業者の皆さんからの創意工夫を活かした事業提案を募

集し、最優秀提案事業者（優先交渉権者）を決定するために必要となる事項を定める

ものです。 

本村は、最優秀提案事業者と事業実施に向けた対話を重ね、共に取り組んでいくこ

とで、豊かな自然を活かした新たな価値の発見と魅力の創造に向けた、「旧野外活動

センター再生プロジェクト」を進めていきます。 
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第２ 募集の概要及び対象施設等の概要              

１ 募集概要 

  千早赤阪村では、村有財産の有効な利活用、地域の活性化及び村の財源確保のた

め、長期貸付により村有地の有効活用できる事業者（以下「事業者」という。）を、

公募型プロポーザル方式にて募集します。 

 

２ 対象施設等の概要 

所在地 千早赤阪村大字東阪 255-1 

村が求めるコンセプト（用

途・機能） 

地域の自然資源を最大限に生かし、村の活性化に

つながるアウトドア施設としての利活用 

事業用地の概要 面積（現況） 地目（現況） 

千早赤阪村大字東阪 255-1

（一部） 

2,740㎡ 

（傾斜地を除く） 
雑種地 

 

既存建物の概要 棟数 延べ面積 築年数 備考 

１ 管理棟 1 123.93㎡ 平成元年 管理室 

研修室 

倉庫 

２ 便所 1 24.75㎡ 平成元年  

３ 炊事棟 １ 36.00㎡ 平成元年  

 

土地利用等規制 

・市街化調整区域（容積率 200％、建ぺい率 60％） 

・敷地の一部が土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒

区域に指定されています。 

土地の境界 

・旧野外活動センター内の傾斜地は村有地ですが、事業

用地として設定していません。傾斜地についても利用

する場合は別途村と協議することとします。なお、提

案する事業計画については傾斜地を含めた事業でも差

し支えありません。 

契約手法 

・土地については、賃貸借契約とします。 

・既存建物については賃貸借契約を基本としますが、提

案内容により必要な契約方法を採用します。 

賃貸借期間 

・賃貸借期間は事業内容に応じ、５年以上 20年以内と

し、村と協議の上、基本協定を締結する際に決定する

ものとします。 

・期間満了後の更新は行いません。ただし、村と協議し

合意した場合は、新たに契約できる可能性がありま

す。 

・期間満了後、現状に戻して返還するものとしますが、

協議のうえ承認を得た場合はこの限りではありませ

ん。 
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施設の評価額 

（現在の施設を基本

とした貸付価格） 

・現在の野外活動センターの土地・建物の評価を踏まえ

た施設の評価額（貸付額）は次のとおりとなります。 

年間貸付額 1,666,000円 ※税別 

・本募集での提案額は上記の額以上とします。 

・傾斜地を借り受けて事業を実施する場合は下記の貸付

額以上の提案額とします。（傾斜地を含む全体面積

4,780㎡） 

年間貸付額（傾斜地含む） 2,363,500円 ※税別 
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３ 位置図・施設配置図 
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   施設配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※詳細な図面は、別添【資料６】施設図面を参照願います。  
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第３ 利活用の条件                    

１ 利活用の基本的な考え方 

(1) 利活用の基本方針 

・施設の利活用にあたっては、アウトドアフィールドとしてのさらなる魅力の創出

をはじめ、村が求めるコンセプトを実現できる事業で、具体的かつ実現可能な内

容としてください。また土地及び建物の利活用や事業の実施については、各種法

令に適合したものとしてください。 

 

(2) 地域との連携 

・事業については、周辺地域の良好な住環境が維持できる利用形態としてくださ

い。また、地域との連携に積極的に取り組み、地方創生に資する施設とするとと

もに、新たな雇用が見込まれる場合は、地域雇用に配慮してください。 

 

２ 対象物件 

・土地及び建物を一括で貸し付けることを基本とします。 

・村は、跡地施設に係る補修等は行わず、現施設内の建物並びに工作物、立木、備

品及び埋設物など、敷地内にあるすべてのもの（以下「現施設等」）を現状有姿の

まま、事業者に引き渡すものとします。 

・事業者は、現施設等の全部又は一部を処分又は現状を変更するとき又は建物及び

工作物の新築、改築若しくは取得をするときは、事前に村が必要と認める書類を

提出して協議し、承認を得たうえで行うことができるものとします。また、それ

らに係る費用は事業者の負担とします。 

 

３ 土砂災害警戒区域その他 

・当該敷地はその一部が土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に含まれていま

す。利活用計画において建築物の配置等の配慮を行うとともに、施設運営において

は防災計画及び避難計画等を作成し、緊急時の連絡体制を整備することで、来訪者

の安全を確保しなければなりません。 

 

４ 駐車場及び通行ゲート 

 ・旧野外活動センター内に駐車場は整備されていません。千早赤阪村 B&G海洋センタ

ー及び通行ゲート前に駐車場がありますので、使用する際は別途村と協議すること

とします。 

・当該地へ通じる道路は隣接する千早赤阪村 B&G海洋センターへの進入路であり、共

有道路です。土地利用用途により協議が必要です。 

・旧野外活動センターへ至る道には通行ゲートがあり、千早赤阪村 B&G海洋センター

の開館時間（午前９時～午後９時）以外及び休館日（毎週月曜日（休館日が祝祭日

にあたる場合は翌日）及び年末年始）は閉鎖されています。前記閉鎖時間に通行ゲ

ートを通過する必要がある場合は、別途村と協議することとします。 

 

５ 契約上の条件 

(1) 賃貸等の禁止 

・事業者は、対象物件を第三者に賃貸し、又は対象物件に地上権、賃借権その他使

用収益を目的とする権利を設定してはいけません。ただし、提案事業の履行によ

る場合又はやむを得ない事由により村の書面による承認を得た場合はこの限りで
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はありません。 

・事業者は、前述の村の承認に基づいて第三者に賃貸し、又は対象物件に地上権、

賃借権その他使用収益を目的とする権利を設定する場合は、(1)から(3)に定める

条件を当該第三者に対し書面により承継し、遵守させなければいけません。 

・事業者は、対象物件を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して下記(2)

及び(3)の定めに反する使用をさせてはいけません。 

 

(2) 公序良俗に反する使用の禁止 

・事業者は、対象物件を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号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの

構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用に使用してはいけま

せん。 

 

(3) 風俗営業等の禁止 

・事業者は、対象物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和

23年法律第 122号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性

風俗関連特殊営業及び同条第 13項に規定する接客業務受託営業その他これらに類

する業の用に使用してはいけません。 

 

(4) 用途等の制限 

・上記(1)から(3)のほか、事業者は、提案事業の履行にあたり次の項目を遵守し

なければいけません。 

ア 契約締結日から起算して３年以内に提案事業の用途に使用しなければいけ

ません。なお、特段の事由なく、期間内に履行できない場合は、村は契約を

解除できることとし、違約金を請求する可能性があります。 

イ 提案事業以外の用途に変更してはいけません。なお、提案事業に加えて新

たな事業を実施する場合は、関連する法令を遵守のうえ、事前に村へ書面に

より協議のうえ、承認を得なければいけません。 

ウ 事業実施に著しい支障が生じた場合は、村へ書面により協議しなければい

けません。 

 

(5) 実地調査 

・上記(1)から(4)の履行状況の確認について、村が実地調査、所要の報告又は資料

の提出を求めた場合は、それに対し事業者は協力しなければいけません。 

・賃貸借期間中は、事業者に毎年度、事業計画書及び事業報告書の提出を求めま

す。 

 

(6) 契約不適合責任 

・事業者は、対象物件の賃貸借契約締結後、対象物件（備品等を含む。）に種類、品

質、数量、隠れた構造物及びその他契約の内容に適合しない状態があることを発

見しても、本契約の解除、又は価格の減免請求、若しくは損害賠償の請求をする

ことはできません。 

・応募にあたり事前の調査を希望される場合は、事前に村の承認を得たうえで、事

業者の費用負担により調査を実施していただくことは可能です。 
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(7) 維持管理・修繕の取り扱い 

・事業者は各種関係法令に基づき適切に対象物件を維持管理・保全するものとし、

その運営及び使用にかかる施設機能を維持するために必要な維持管理・修繕等に

ついては、事業者が負担するものとします。 

 

(8) 契約の解除 

・次の項目に該当する場合は、村はこの契約を解除することができます。この場合

において、事業者に損害が生じても、事業者は村に対して損害賠償その他の請求

及び異議、苦情の申し立てはできません。 

ア 事業者が契約に定める義務に反した場合 

イ 法令の改正、天災およびその他、村又は事業者の責に帰すことのできない事

由により、対象物件が使用できなくなった場合 

 

(9) その他 

 ・対象物件に係る土地利用に関し、隣接土地所有者及び地域住民との調整等につい

ては全て事業者において行ってください。 

 

６ 対象物件の増改築等における遵守事項 

・建築物の新築及び増改築等を行う場合、事前に関係行政機関と十分協議のうえ、そ

の手法及び重機、資材、廃棄物等の運搬、搬入・搬出、処分等について、関係法令

等を遵守すること。 

・建築物の新築及び増改築や外観の変更等を行う場合は、景観法（平成 16年法律第

110号）及び屋外広告物法（昭和 24年法律第 189号）に基づく大阪府屋外広告物条

例（平成 24年大阪府条例第 79号）に定められた行為制限等を遵守することはもち

ろんのこと、周辺地域の良好な景観形成に十分配慮したものとすること。 

・建築物の増改築工事等を行う場合は、周辺住民等に対し、できる限り早い時期に、

住民説明やチラシの配布等により工事等に係る計画内容を十分説明するとともに、

作業において周辺住民等から苦情等が寄せられた場合は、誠意をもって紛争等の解

決に努めること。 

・建築物の新築工事等を業者に請け負わせる場合には、当該請負業者に対し事業計画

に定める内容について、十分に理解・遵守させること。 
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第４ 応募者の参加資格要件等                   

１ 応募者の構成等 

・本事業の応募者は、「第３ 利活用の条件」に則った適正な利活用を行うために必要

な企画力、資本力等の経営能力を備えた単独の法人（以下「応募法人」という。）又

は複数の法人により構成されるグループ（以下「応募グループ」という。）としま

す。個人での参加は認められません。 

・グループで応募する場合は、応募グループを構成する法人（以下「構成員」とい

う。）の中から、グループを代表する代表構成員を定めるものとします。代表構成員

が、責任をもって事業提案を行ってください。 

・応募法人又は構成員は、他の応募グループの構成員となることはできません。 

・優先交渉権者選定以降、基本協定締結までの期間において、村が必要と認める場合

は、構成員の追加及び変更を認めることがあります。ただし、構成員の追加の場

合、資格等の確認として、追加資料の提出を求めます。なお、代表構成員の変更は

原則として認めません。 

 

２ 応募者の資格等 

・本事業の応募者は、本募集要領等に従って本事業を実施することができる者である

こと。 

・直近３事業年度分の法人税、消費税及び地方消費税、法人都道府県民税、法人市町

村民税の滞納がないこと。 

・千早赤阪村建設工事等指名停止要綱（昭和 56年千早赤阪村要綱第３号）に基づく指

名停止の措置を受けていないこと。 

 

３ 応募者の参加制限等 

・応募法人又は構成員は、次の要件を全て満たすものとします。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない

こと。 

 

(2) 次の法律の規定による申立て又は通告がなされていない者であること。 

ア 破産法（平成 16年法律第 75号）第 18条又は第 19条の規定による破産手続

開始の申立て。 

イ 会社法（平成 17年法律第 86号）第 475条又は第 644条の規定による清算の

開始の申し立て。 

ウ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定による更生手続開始の

申立て（更生計画の認可の決定を受けたものを除く）。 

エ 民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定による再生手続開始の

申立て（再生計画の認可の決定を受けたものを除く）。 

 

(3) 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号に規定する団体若しくはその構成員又はそ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でないこと。 

 

(4) 千早赤阪村暴力団排除条例（平成 25年千早赤阪村条例第 20号）第２条に規定

する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと。 
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(5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147

号）第８条第２項第１号に掲げる処分を受けている団体に所属又は関与していな

いこと。 

 

(6) 応募者の構成員及びその構成員と資本面又は人事面において関連がある者(会

社法（平成 17 年法律第 86号）第２条第３号及び会社法施行規則（平成 18年法

務省令第 12号）第３条の規定による子会社を含む)が、他の応募者の構成員とし

て参加していないこと。 

 

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122

号）第２条第１項第１号及び同項第３号から第５号に規定する風俗営業並びに同

条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者でないこと。 

 

４ 参加資格確認基準日 

・上記の参加資格要件等の確認基準日は、事業提案書提出日とします。 

・事業提案書提出日から契約締結までの期間に、｢２ 応募者の資格等｣及び「３ 応募

者の参加制限等」を満たさない状況になった場合は、失格とします。ただし、応募

グループにおいて代表構成員以外の構成員が参加資格要件を満たさなくなった場合

で、村が指定する期間内に参加資格要件を満たす代替の構成員を選定し、村の承諾

を受けた場合には、この限りではありません。 

  



 

10 

 

第５ 応募の手続き                    

１ 募集等のスケジュール 

・募集のスケジュールは以下のとおりです。 

項目 予定時期 

１ 本募集要領等の公表 令和４年 12月 19日（月） 

２ 建築関係図書等の閲覧 
令和４年 12月 21日（水）から令和５年１月 31日（火）

まで 

３ 
説明会・現地見学会の開

催 
令和５年１月 11日（水） 

４ 質問の受付期間 
令和４年 12月 21日（水）から令和５年１月 31日（火）

まで 

５ 質問に対する回答 令和５年２月７日（火）まで 

６ 応募書類の受付期間 令和５年１月 23日（月）から２月 28日（火）まで 

７ 
審査（プレゼンテーショ

ン等） 
令和５年３月上旬（予定） 

８ 
選定結果通知・公表 

（優先交渉権者の公表） 
令和５年３月中旬（予定） 

９ 
事業実施に向けた詳細

協議 

令和５年３月中旬から８月 

（優先交渉権者の決定から概ね半年以内） 

10 基本協定の締結 令和５年８月末（予定） 

11 契約の締結 令和５年９月上旬（予定） 

12 対象物件の引き渡し 
契約締結日から１年以内（予定） 

（村と協議のうえ決定） 

13 施設のオープン 
契約締結日から３年以内（予定） 

（村と協議のうえ決定） 
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(1) 本募集要領等の公表 

本募集要領等は、村公式ホームページにて令和４年 12月 19日（月）から公表し

ます。なお、窓口での配布は行いません。 

 

(2) 建築関係図書等の閲覧 

当施設に関する下記の建築関係図書等の閲覧ができます。なお、本募集以外への

図書等の使用は禁止します。 

・申込方法：必ず閲覧を希望する日の前日（※閉庁日は除く）の午後２時までに、

建築関係図書等の閲覧申込書（様式Ｃ）により、希望日時を添えて担当窓口へ電

子メールで申し込んでください。 

    日程調整後、村より電子メールにて日時をご連絡します。 

・閲覧期間：令和４年 12月 21日（水）から令和５年１月 31日（火）まで（閉庁日

及び令和４年 12月 29日～令和５年１月３日を除く） 

・閲覧場所：千早赤阪村役場総務部総務課（千早赤阪村大字水分 180 番地） 

・閲覧方法：村が指定する閲覧日時、場所で閲覧してください。 

  閲覧図書の持ち出しは不可としますが、図書等を汚損、破損しない方法であれ

ば、転写、写真撮影などは可能とします。 

・閲覧図書：現在、村が保有している各施設の建築関係図書は以下のとおりです。 

 【平成元年度新設時】 

  ・野外活動センター新設工事図面 

  ・工事写真 

  ・旅館業許可申請に係る書類 

  ・完成時広報記事 

 

(3) 説明会・現地見学会の開催 

以下のとおり、本募集要領の説明及び現地見学会を開催します。（１時間程度を予

定） 

・日時：令和５年１月 11日（水）午後１時 30分から 

・場所：旧野外活動センター（千早赤阪村大字東阪 255-1） 

・備考：説明会・現地見学会への参加に関する留意事項は以下のとおりです。 

ア 説明会・現地見学会に参加される場合は、説明会・現地見学会参加申込書

（様式Ａ）により、令和５年１月 10日(火)午後５時までに担当窓口へ電子メー

ルで申し込んでください。 

イ 本募集要領等の資料は、参加者各自でお持ちください。また、参加者の現地

までの移動手段は各自で手配してください。 

ウ 新型コロナウイルス感染症の状況によっては、オンライン開催や参加者の制

限をさせていただくこともあります。 

エ 説明会・現地見学会への参加は、応募の必須条件や審査対象ではありません

が、応募を予定されている事業者は可能な限り参加してください。 

 

(4) 質問の受付及び回答 

事業者は、質問事項がある場合は、次のとおり質問書を提出するものとします。 

・提出書類：質問書（様式Ｂ） 

・提出方法：電子メール 

・提出期間：令和４年 12月 21日（水）から令和５年１月 31日（火）午後５時まで 

・回答方法：令和５年２月７日（火）までに、村公式ホームページに回答を掲載し
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ます。村から個別に回答は行いません。 

・留意事項：受付した質問とその回答についての留意事項は以下のとおりです。 

ア 質問した事業者の企画提案のノウハウ等や権利又は競争上の地位その他の

正当な利益を害するおそれがあると認められるものを除き、質問及びその

回答を公表します。 

イ 公表する内容は質問とその回答とします。 

ウ 回答の公表をもって、本募集要領等の補完、追加又は修正とします。 

エ 提案内容の是非や意見表明と解されるもの、質問内容が不明確なものには

回答しないことがあります。 

 

(5) 審査（プレゼンテーション等） 

優先交渉権者及び次点交渉権者を選定するために、旧野外活動センター再生プロ

ジェクト事業公募型プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置

し、応募者による提案内容のプレゼンテーションの審査を行います。なお、プレゼ

ンテーション時にパソコンを使用される場合は、応募者にて用意してください。（村

において、スクリーン、プロジェクター（D-Sub 15ピン接続）、D-Sub ケーブルは用

意します。） 

・日  時： 令和５年３月上旬（予定） 

         詳細については、後日、各応募者にご連絡します。 

・場  所：千早赤阪村立保健センター（予定） 千早赤阪村大字水分 195番地の１ 

・説明内容：プレゼンテーションでは応募書類等に記載されている内容の範囲内で

説明してください。 

・備  考：プレゼンテーションにあたっての留意事項は以下のとおりです。 

ア 会場の都合上、１応募者につき３名以内の参加とします。 

イ 持ち時間はプレゼンテーション（30分程度）と、質疑応答（30分

程度）を含め、60分程度とします。 

ウ プレゼンテーションを欠席した場合は失格とし、審査及び選定の 

対象とはしません。 

 

(6) 選定結果通知・公表（優先交渉権者の公表） 

すべての応募者に書面で通知します。また、村公式ホームページにも掲載します。 

 

２ 応募書類の提出等 

(1) 応募書類 

書類 No.１、２、８は 10部（正１部 副９部（副は複写可））、書類 No.３、４、

５、６、７は各 10 部を簡易な製本（２穴綴等）にて提出してください。また、全て

の応募書類の電子データ（Microsoft Word、Microsoft Excelで編集可能な形式、図

面やパース等がある場合は PDFファイル可）を記録したＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ

を、別途１枚を提出してください。 

No. 応募書類 内 容 様式 

１ 応募登録申込書  様式第１号 

２ 構成員調書 （グループで応募する場合のみ） 様式第２号 

３ 構成員一覧届出書 （グループで応募する場合のみ） 様式第３号 

４ 応募者概要・事業経歴

書 

※全構成員必要 

・応募者の概要（必要に応じパンフレ

ット等を添付） 

・応募者の主な事業内容 

様式第４号 
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・過去の類似事業実績 

５ 事業計画書 １．提案事業の基本的な考え方 

２．事業の実現可能性 

３．事業の安定性・継続性 

４．村の地域活性化への貢献 

様式第５号 

６ 提案概要書（公表用） （優先交渉権者に選定された場合の公

表用資料） 
様式第６号 

７ 価格提案書 １．価格の提案額 

２．希望する賃貸借期間 
様式第７号 

８ 各種証明書類 

※全構成員必要 

・法人登記簿謄本（履歴事項全部証明

書） 

・印鑑登録証明書 

・納税証明書（本店所在地） 

- 

・直近３期分の財務諸表 

（貸借対照表、損益計算書、キャッシ

ュフロー計算書、株主資本等変動計

算書） 

※上場企業の場合は有価証券報告書も

添付 

※キャッシュフロー計算書を作成して

いない法人は、それに代わる資料

(資金繰り表等)を提出 

- 

 

(2) 提出方法 

提出日及び提出時間について 

令和５年１月 23日（月）から２月 28日（火）までに、郵送又は持参により提

出してください。なお、持参される場合は、事前に村に電話連絡のうえ、土曜

日、日曜日、祝日を除く午前９時から正午まで又は午後１時から午後５時までに

持参してください。 

郵送される場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法で下記宛

てに郵送してください。 

郵送先：〒585-8501 

    大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分 180番地 

    千早赤阪村役場総務部総務課 

 

(3) 留意事項 

・応募書類提出期間終了後は、応募者の都合による応募書類の差替え及び再提出を

することはできません。ただし、村が必要と認めた場合は、提出書類の差替え及

び再提出をすることができます。 

・提出書類以外で村が必要と判断した場合は追加資料等の提出を求めることがあり

ます。 

 

３ 失格事項 

・次の要件に該当した場合は、応募を無効とします。 

ア 提出書類に虚偽の記載があった場合 

イ 本募集要領に違反又は著しく逸脱した場合 



 

14 

 

ウ 提出期間内に提出書類等が提出されなかった場合 

エ 選定の手続きにおいて不正な行為があったと村が認めた場合 

オ 応募資格を満たしていないことが判明した場合 

カ 応募者による業務遂行が困難であると判断される事実が判明した場合 

キ その他不正行為があった場合 

 

４ その他応募に係る留意事項 

(1) 募集条件の変更等 

・本募集要領等に修正、変更、加筆等がある場合は、速やかに村公式ホームページ

で公表します。 

 

(2) 募集の延期又は中止 

・天災等の不可抗力による場合、又はこのたびの募集を公正に執行することができ

ないおそれがあると認めたときは、既に公表若しくは通知した事項の変更又は本

募集を延期若しくは中止することがあります。なお、この場合において、応募者

は、このたびの募集に要した費用を村に請求することはできません。 

 

(3) 費用の負担 

・応募者は、次の費用が発生する場合は、自らの負担により行うものとします。 

ア 応募に必要な費用 

イ 契約及び履行に関して必要となる費用 

ウ 不動産登記に要する登録免許税等の費用 

エ 対象物件の定着物その他引き渡し時に存する一切の動産の撤去・廃棄等の費

用 

オ 対象物件の引き渡し時における不具合個所の改修に関する費用 

カ 事業実施のために必要となる施設整備費用 

キ 事業実施のために不要となる既存建物解体費用 

ク 施設を運営する期間を通じ、施設の運営及び維持管理並びに必要となる修繕

費用 

ケ 引渡し日以降の対象物件に関する公租公課を含む一切の費用 

 

(4) 提出書類や資料等の取扱い 

  ・村が配布及び公表する資料並びに閲覧した建築関係図書等は、このたびの募集への

応募に関する目的以外で使用することは禁じます。 

・応募者から提出された書類は返却しないものとし、選定目的以外には使用しませ

ん。また、応募者名やその提案内容の一部について、村公式ホームページ等で公表

することがあります。 

 

(5) 情報公開 

  ・応募者から提出された書類等については、応募者のノウハウやアイデアなどの知的

財産を保護する観点から、優先交渉権者の提案概要書（公表用）のみを公開しま

す。 

 

(6) 著作権 

  ・事業提案書の著作権は、応募者に帰属します。ただし、事業提案書について、応募

者の選定、千早赤阪村議会や報道機関等への公表、住民説明、その他、村が必要と
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認めるときには、村は応募者の承諾のもと、これを無償で使用できるものとしま

す。 

・事業提案書の中で第三者の著作物を使用する場合は、著作権法（昭和 45年法律第

48号）に認められた場合を除き、第三者の承諾を得てください。第三者の著作物の

使用に関する責めは、応募者に帰するものとします。 

 

(7) 特許権等 

・提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基

づいて保護される第三者の権利となっている工事材料、施工方法、維持管理方法

等を使用したことに起因する責めは、応募者に帰するものとします。 

 

(8) 機密事項の遵守 

・応募者は、提案内容や村との協議事項、交渉内容等につき守秘義務を遵守するも

のとし、村の事前の承諾なく、これらの内容を公表してはいけません。 

 

(9) 疑義の対応 

・提案内容や応募書類、基本協定及び契約の内容について疑義が生じた場合、また

は、これらに定めのない事項については、村と応募者が協議のうえ定めるものと

します。 

 

(10) 使用する言語及び単位 

・応募書類に関して使用する言語は日本語とし、使用する単位は計量法（平成４年

法律第 51号）に定めるところによるものとします。 

 

５ 応募の辞退 

応募登録申込書（様式１号）の提出以降に、本事業への応募を辞退する場合は、次

のとおり辞退届を提出してください。 

(1) 提出書類：辞退届（様式Ｄ） 

(2) 提出方法：持参又は郵送 

・持参される場合は、事前に村に電話連絡のうえ、土曜日、日曜日、祝日を除く午前

９時から正午まで又は午後１時から午後５時までに持参してください。 

・郵送される場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法で郵送してく

ださい。 
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第６ 優先交渉権者及び次点交渉権者の選定                    

１ 応募書類の確認 

・村は、提出された応募書類について、参加資格要件及び本募集要領に示す条件等が

充足しているか否かを確認し、否の場合は失格とし、応募者（応募グループの場合

は代表構成員）に通知します。 

・これらの要件等を満たしている応募書類を対象に選定等を行います。プレゼンテー

ション及びヒアリングの実施日時等については、応募者（応募グループの場合は代

表構成員及び運営事業者）に通知します。 

 

２ 選定方法 

・村が設置する審査委員会の審査及び評価の結果を踏まえて、村が事業者を決定しま

す。 

・審査委員会での審査は、応募者の応募書類及びプレゼンテーションにて行い、提案

内容を精査のうえ、審査基準に基づいた評価点を算定します。なお、審査委員会で

の会議は非公開とし、審査内容・結果に対する質問及び異議等については一切応じ

ません。 

(1) 審査基準について 

・事業提案を審査する基準は、「資料３ 審査項目及び審査基準」（以下「審査表」と

いう。）のとおりとし、評価点は 100点満点とします。 

 

(2) 最低基準点について 

・提案額が施設の評価額に満たない場合は、失格とします。 

・評価点 60点を最低基準点とします。各審査委員の評価点（合計）の平均が、最低

基準点（60点）以上と採点した提案を選定対象とします。 

 

(3) 選定方法 

ア 選定対象が２者以上の場合 

・審査委員の評価結果に基づき、各委員の評価点の合計が最も高い応募者を最優

秀提案者とし、次に点数が高い応募者を優秀提案者とします。 

・なお、各委員の評価点の最も高い応募者が複数の場合は、それらの応募者のう

ち、第１位と評価した審査委員が多い応募者を最優秀提案者とし、次に第１位

と評価した審査委員が多い応募者を優秀提案者とします。 

・また、最優秀提案者の次に点数が高い応募者が複数の場合は、それらの応募者

のうち、第１位と評価した審査委員が多い応募者を優秀提案者とします。 

イ 選定対象が１者のみの場合 

・選定対象となった応募者を最優秀提案者とします。 

ウ 提案をした全ての応募者が「(2) 最低基準点」に満たなかった場合 

・審査表 No.１～６の評価点が５割以上である最高得点者に対してヒアリングを行

い、応募書類の内容について修正が可能であれば、修正していただいたうえ

で、最低基準点を上回る評価が得られた場合は、当該応募者を最優秀提案者と

します。 

・修正しても最低基準点を上回る評価を得られない場合は、最優秀提案者とせ

ず、最優秀提案者はなしとします。 
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(4) 優先交渉権者及び次点交渉権者の選定 

・最優秀提案者を優先交渉権者とし、優秀提案者を次点交渉権者として選定しま

す。 

 

３ 審査結果の通知と公表 

・審査結果については、最優秀提案事業者（優先交渉権者）の決定後、すべての応募

者に書面で通知します。また、村公式ホームページにも掲載します。 
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第７ 契約締結に関する事項                   

１ 基本協定の締結 

・村と優先交渉権者は、対等の立場で相互の信頼関係のもと、事業実施に向けた様々

な事項についての協議を行い、事業実施に係る基本協定を締結します。基本協定締

結後、優先交渉権者を事業予定者とします。 

・村と優先交渉権者の協議のなかで、事業実施に係る基本協定の締結が難しい状況と

なった場合は、双方合意のうえで協議の中止を行うものとし、次点交渉権者と基本

協定の締結に向けた手続きを行うものとします。 

・優先交渉権者が特段の事由もなく、優先交渉権者の決定後半年以内（概ね令和５年

８月末ごろ）までに基本協定を締結できない場合は、次点交渉権者と基本協定の締

結に向けた手続きを行うものとします。 

・村と優先交渉権者が基本協定の締結ができない場合においても、優先交渉権者はこ

のたびの募集に要した費用を村に請求することはできません。 

 

２ 契約の締結 

(1) 村は事業予定者との間で協議を行い、合意後に契約を締結します。なお、事業予

定者が特段の事由もなく令和６年３月 29日（金）までに契約を締結できない場合

は、次点交渉権者と契約の交渉及び締結の手続きを行うものとします。 

・事業内容に応じた契約を締結するにあたり、その内容によっては、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 （昭和 39年千早赤阪村

条例第 13号）又は議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例 （昭和 39年千早赤阪村条例第 13号）による千早赤阪村議会の議決を必要

とする場合は、仮契約とし、財産処分に係る議決を得られた場合に本契約とし

ます。 

 

(2) 今回の事業者募集の手続きにおいては、宅地建物取引業法（昭和 27年法律第 17

号）に規定する重要事項説明等の書面は交付しませんので、「第３ 利活用の条

件」に示す事項のほか、本募集要領等の記載内容に留意してください。 

 

３ 対象物件の引渡し 

・対象物件は、賃貸借期間の初日に現状有姿のまま引渡しとなります。 

 

４ 対象物件の原状回復及び返還 

・事業者が契約に定める義務に違反し、契約の解除があった場合には、事業者は原状

に戻して村に返還するものとします。ただし、村との協議のうえ承認を得た場合は

この限りではありません。 

・賃貸借期間が満了した場合も、前項と同様とします。なお、賃貸借物件の返還にお

いて、事業者は自らが整備した施設の買い取り及び造作の買い取り並びに必要経費

及び有益費の償還等の請求を行うことはできません。 
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第８ 留意事項（応募・問い合わせ先ほか）                  

１ 留意事項 

(1) 対象物件の運営に関する法人村府民税、法人税、固定資産税、消費税及び地方消

費税等の納付の詳細は、国、府及び、村の納税担当部署に確認してください。これ

らの税金は、すべて事業者の負担となります。 

 

(2) 村や監督官庁への申請・届出、その他施設の運営に関して必要な一切の手続き

は、事業者の責任において行ってください。 

 

(3) 事業の実施にあたっては、建築計画等の近隣住民への周知、説明に努め、誠意を

もって対応することはもとより、紛争等が生じた場合は、事業者の責任と負担にお

いて、迅速かつ丁寧な対応に努め、その解決に当たるものとします。 

 

(4) 提案事業の着手にあたって、開発要件等の審査が必要な場合がありますので事業

者の責任のもと事前に十分な確認をしてください。 

 

(5) 事業の実施にあたっては、事業者が故意又は過失などにより村又は第三者に損害

を与えた場合は、事業者が賠償責任を負うことになるため、事業者は、既存建物の

使用等に係るリスクに対応して適切な範囲で保険に加入することを検討ください。 

 

２ 応募・問い合わせ先 

 

千早赤阪村 総務部 総務課（担当：日谷、小熊） 

    

   〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分 180番地（本庁舎３階） 

   T E L：0721-72-0081（内線：220、225） F A X：0721-72-1880 

   Mail：soumu@vill.chihayaakasaka.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


