花園野外活動総合施設キャンプ場（中南森林公園
オートキャンプ場）活用事業貸付事業者募集要項

令和元年９月
和歌山県かつらぎ町

１．花園野外活動総合施設キャンプ場（中南森林公園オートキャンプ場）活用事業の趣旨等
１－１ 趣旨
花園野外活動総合施設キャンプ場（中南森林公園オートキャンプ場）は、豊かな自然が
もつ総合的な機能と森林資源を活用した広域的交流の確立を目指し、保養、スポーツ、レク
リエーション的利用や健康増進、体験交流の場として、都市住民との交流を深めるとともに
就労機会の増大と定住化の促進に寄与するため、花園野外活動総合施設キャンプ場（中南森
林公園オートキャンプ場）(以下「本物件」という。)を設置しております。
かつらぎ町（以下「本町」という。
）では、本物件の管理運営を民間により効率的かつ効果
的に行うため、企画提案の公募による貸付を行います。
提案にあたっては、この趣旨をご理解の上、周辺の地域環境に十分配慮するとともに、ま
ちづくりにも貢献し、本物件の有効活用を図れるよう、本要項の内容を十分把握した上で、
応募してください。
１－２ 土地等貸付方式の区分等
（１）貸付方式
後述のかつらぎ町公有財産利活用審査委員会（以下「審査会」という。
）による
審査を受けて優先交渉権者として決定された事業者にかつらぎ町公有財産管理規
程（昭和 60 年かつらぎ町規程第 6 号）に基づき、本物件を貸付ける方式です。
貸付料については、希望する年額を提示いただきます。
（２）参考
建物災害共済保険料
96,066 円
（建物の保険は本町が加入します。
）
１－３ 募集要項の位置づけ
本事業に係る企画提案募集要項（以下「募集要項」という。
）は、事業案を公募し、事
業者を決定するための手続きを示したものです。
また、募集要項は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）
、地方自治法施行令（昭和
22 年政令第 16 号）
、かつらぎ町財務規則等、関連の各種法令等に関することの他に、
応募者が遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものであり、募集要項に併
せて公表する資料を含めて募集要項等といいます。
１－４ 担当窓口
和歌山県伊都郡かつらぎ町 花園地域振興課 地域振興係
〒643-0611 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字花園梁瀬６４５番地の４
TEL 0737-26-0321
FAX 0737-26-0323
E-mail hanazono-shinkou@town.katsuragi.wakayama.jp
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２．本物件に関する事項
２－１ 物件の概要
（１） 名称及び所在地
名
称

所在地

中南森林公園オートキャンプ場

和歌山県伊都郡かつらぎ町大字花園中南 42 番地

（２）土地の概要
中南森林公園オートキャンプ場
所 在
かつらぎ町大字花園中南

地番

48
208
210

地目

面積（㎡）

雑種地
雑種地
雑種地

2,500
3,596
541

（３）土地の面積
各地番の筆界については、地籍調査により確定済みです。
（４）土地についての特記事項
イ）埋蔵文化財
本物件は、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 93 条に基づく「周
知の埋蔵文化財包蔵地」には該当しないため、事前協議の必要はありません。
ロ）土地所有権
土地は一部は借地です。形状の変更等を行おうとする場合は、本町及び地権
者の同意が必要となります。
（５）建物の概要
中南森林公園オートキャンプ場
建物名称
階数
管理棟
オートキャンプ場

平屋
―

構造

延床面積（㎡）

建築年

備 考

木造
―

54.00
―

H12
―

１棟
６区画

イ）水道施設
谷水より取り水、
貯水槽、ろか施設
ロ）浄化槽
中南森林公園オートキャンプ場×1 基（合併処理５５人槽）
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ハ）土砂災害、危険個所等の指定状況
指定なし
二）維持管理費（維持管理費は事業者の負担となります。
）

平成 30 年度光熱水費等（水道代不要）
中南森林公園オートキャンプ場
・光熱費
381,177 円（電気代）
・保守点検費
263,350 円（浄化槽点検・清掃、水道施設点検等）
ホ）修繕費等
本物件は、現状引き渡しとし、本町において修繕等は行いません。
貸付期間中の物件の修繕や改修に要する費用は事業者の負担で行ってください。
（６）付属工作物等
門扉、フェンス等付属する工作物及び什器・備品の取り扱い（使用・処分・存置）は
使用、存置した場合、土地建物の賃貸契約期間中の管理は事業者が行うものとします。
なお、管理及び処分に係る費用は事業者の負担とします。
また、樹木等の植栽についても、土地建物の賃貸契約期間中の管理は事業者が行うも
のとします。なお、賃貸借期間中に伐採を行う場合は、本町と協議することとします。
（７）登記
建物は未登記物件です。
（８）本町主催事業による使用
町事業、また本町がイベント等に当施設を使用することに協力してください。こ
の場合は事前に事業者と相談させていただきます。
２―２ 物件に係る土地利用規制等
（１）都市計画区域外です。
（２）キャンプ関連施設、体験交流施設等、以外の用途に供することはできません。
（３）土地の形状を変更し、または建物・構築物を設置することはできません。なお、
軽微な変更については、本町と協議し承認を得て行うものとします。

-3-

３．応募手続きに関する事項
３－１ 募集方式
本物件については、事業者からの施設活用事業についての企画提案を公募します。
３－２ 応募資格に関する事項
（１）応募者の構成
イ）応募者は、単独の事業者、又は複数の事業者によって構成された共同事業者（以
下「共同事業者」という。
）とします。
ロ）共同事業者を構成する事業者は、単独では応募することができません。また、
他の応募している共同事業者の構成員となることもできません。
ハ）応募受付期間終了後、共同事業者の構成員の変更および追加は、原則として認
めません。
（２）応募者の資格要件
以下のイ）からハ）に掲げるすべての要件を満たすこととします。なお、共同事業
者による応募の場合、イ）
、ロ）は共同事業者の総体で満たすこととし、ハ）は全
ての構成員が満たすことします。
イ）提案した計画を、自ら適切に実施することができること。
ロ）提案した計画の実施に必要な免許、知識、資力、信用及び技術的能力を有す
ること。
ハ）次のいずれの項目にも該当しないこと。
・ 契約を締結する能力を有しない者（成年被後見人等）
・ 破産者で復権を得ていない者
・ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当する者
・ 国税及び地方税の滞納がある者
・ かつらぎ町暴力団排除条例(平成 23 年かつらぎ町条例第 21 号。以下「暴力団
排除条例」という。) 第 2 条第 2 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」と
いう。
）
・ 法人その他の団体で、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ
れらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを
問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ず
る者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
）のうちに暴力団員
に該当する者があるもの
・ 暴力団排除条例第 2 条第 1 号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。
）又は
暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
・ 不正の利益を得る目的、他人に危害を加える目的その他の不正の目的で暴力団
又は暴力団員を利用している者
・ 暴力団若しくは暴力団員の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協
力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、相当の反対給付を受
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けないで金品その他の財産上の利益を供与した者
・ 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に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者
・ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条に基づく更生手続開始の申
立てがなされている者
・ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条に基づく更生手続開始の申
立てがなされている者
・ 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条に基づく破産手続開
始の申立てがなされている者
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に規定する営業等に
供する用途である場合
・ 宗教活動や政治活動を目的とした用途である場合
・ 公益を害するおそれのある用途である場合
・ その他地域住民の理解が得られない用途である場合
（３）共同事業者による応募の場合
共同事業者で応募する場合は、事業予定者決定後に新法人を設立することとし、
契約は新法人が行うこととします。
また、応募および事業提案にあたっては、必ず代表事業者を選任し、その代表事
業者が窓口となって手続きを行って下さい。
３－３ 募集スケジュール
項
目
期間
募集要項の公表
募集要項の配布
現 地 見 学
質 問 受 付
質問回答最終
応募書類受付
審査会による選定
賃貸借契約締結
物件貸付開始または引渡し日

令和元年 9 月 17 日（火）
令和元年 9 月 17 日（火）～
令和元年 9 月 17 日（火）～ 随時（但し、事前申込制）
令和元年 9 月 17 日（火）～ 随時
質問受付から 2 週間以内
令和元年 9 月 24 日（火）～
応募書類受付から 3 週間程度
関係条例を廃止した後
令和 2 年 4 月以降

３－４ 募集要項の配布
（１）配布方法
本募集要項は随時担当窓口で配布します。
また、かつらぎ町ホームページにて本募集要項の公表を行います。
なお、郵送による配布は行いません。
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（２）配布期間
令和元年 9 月 17 日（火）～
ただし、土日祝日を除きます。
配布時間については８時３０分から１７時１５分までとします。
３－５ 現地見学会
（１）事前申込
現地見学の希望者は、希望日の 1 週間前までに担当窓口に連絡してください。
（２）現地見学の内容
カメラおよびビデオカメラ等による撮影は認めます。
なお、現地見学当日は、募集に関する質問は受け付けません。
質問は、３－６に示す方法で対応します。
３－６ 質問及び回答
（１）質問受付期間
令和元年 9 月 17 日（火）～
（２）質問受付方法
「花園野外活動総合施設キャンプ場（中南森林公園オートキャンプ場）活用事業貸
付事業者募集に係る質問書」
【様式４】に記入の上、担当窓口あてにＥ-mail または
FAX で提出してください。
Ｅ-mail により提出する場合は、件名を「花園野外活動総合施設キャンプ場（中南
森林公園オートキャンプ場）活用事業貸付事業者募集に係る質問（○○○）
」
（○○
○は事業者名）とし、ファイルを添付して送付してください。
（３）質問に対する回答
質問に対する回答は、質問受付後 2 週間以内に E-mail または FAX にて回答しま
す。
なお、かつらぎ町ホームページにおいても質問及び回答を掲載します。その際、
質問を行った法人名は公表しません。
かつらぎ町ホームページ掲載の回答をもって、本募集要項の追加、修正及び解釈
に関する補足とします。
３-７ 応募申込及び受付
（１）応募方法
応募者は事前に来庁時間を電話連絡の上、応募書類を担当窓口まで持参してくだ
さい。
（郵送不可）
受付の際、応募書類の記載事項等について確認を行うため、応募書類の記載内容
を説明できる方が申込に来てください。
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（２）受付期間
令和元年９月１７日（火）～
ただし、土日祝日を除きます。
受付時間については８時３０分から１７時１５分までとします。
（３）応募書類の受理
応募書類の受理にあたって、担当窓口で３-８に示す応募申込書【様式 1】に受付
印を押し、受付番号を記載の上、応募書類を持参した方にその写しを交付します。
３-８ 提案書の提出
応募書類等は以下のとおり提出するものとします。なお、各様式の記載方法、内容等
については、各様式の注記を参照してください。
提出書類名【様式番号】

部数
6

【様式 1】

2
3

花園野外活動総合施設キャンプ場（中南
森林公園オートキャンプ場）活用事
業応募申込書
管理運営に関する事業計画提案書
法人の等概要

6
6

【様式 2】
【様式 3】

4

管理運営に関する収支計画書

6

5

決算関係書類の写し（直近 3 年度分）

6

財産目録、貸借対照表、損益計算書等

6

法人登記履歴事項全部証明書

1

発行後 3 か月以内の原本

7

印鑑証明書

1

発行後 3 か月以内の原本

8
9

定款
納税を証明する書類等
（地方税、法人税、消費税及び
地方消費税、納税証明書）

1

備

考

6
各１ 発行後 3 か月以内の原本
納税義務がない場合は、
その旨を記載した申立書【様式 5】を
提出してください。

（１）応募書類に関する留意事項
イ）提出書類については、各様式によるものとします。
ロ）
押印が必要となる書類については、
一部を原本として押印されたものを提出し、
残りは押印後の複写で可とします。
ハ）応募者に対して、４－１に示す審査会の判断により、追加資料を求める場合が
あります。
３-９ 応募に関する留意事項
（１）応募者の複数提案の禁止
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1 応募者につき 1 提案とします。
（２）費用の負担
応募に必要な書類の作成、
提出書類の取得等、
一切の費用は応募者の負担とします。
（３）使用言語および単位
提案に際して使用する言語は日本語とし、使用する単位は計測法（平成４年法律第
５１号）に定めるもの、使用する通貨は円とします。
（４）本町が提供する資料等の取扱い
本町が提供する資料等は、
本応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じます。
（５）応募申込書、その他応募者から提出された書類の取扱い
イ）応募申込書、その他応募者から提出された書類（以下「応募書類」という。
）の
著作権は応募者に帰属します。
ロ）応募書類等の内容等については、審査結果の公表において、本町が必要と認め
る範囲で公表できるものとします。ただし、応募書類等に関して本町が知り得
た事項のうち、応募者の権利、競争上の地位その他応募者の権利利益を害する
と認められる等の理由により機密を要するものを除きます。
ハ）応募書類等は一切返却しません。
ニ）応募書類等提出後は、誤字の訂正等を除き、内容の変更及び追加は原則として
認めません。
（６）応募申込後の辞退
応募申込後に辞退する場合は、
「応募取下書」
【様式６】を提出してください。
４．事業者の選定に関する事項
４-１ 審査会の設置
応募者の提案の審査については、かつらぎ町公有財産利活用審査委員会（以下「審
査会」という。
）において行います。
審査会は、提案の審査を行い、最優秀提案者および次点提案者を選定します。応
募者が 1 者であった場合は、その提案が本要項で示す本事業の趣旨に照らし、契
約に値する提案であるかを審議します。
審査の結果、
「最優秀提案者および次点提案者なし。
」もしくは「次点提案者なし。
」
とする場合があります。
４-２ 審査会の運営
審査会は、応募者の企業秘密および知的財産等を保護する観点から非公開とし、ま
た議事内容についても非公開とします。
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４－３ 優先交渉権者の決定等
本町は、審査会における選定を受けて、最優秀提案者を優先交渉権者、次点提案者
を次点交渉権者として決定します。
また、優先交渉権者との交渉が整わない場合又は優先交渉権者が資格を喪失した場
合は、次点交渉権者と交渉します。この場合、本要項における優先交渉権者の規定は
次点交渉権者に適用します。
４-４ 資格の喪失
次のいずれかに該当する場合は、応募者は、審査を受ける資格、優先交渉権者・
次点交渉権者となる資格及び契約を締結する資格を喪失するものとします。
イ）３－２（２）の応募者の資格要件を満たさなくなった場合。
ロ）提出書類等に不備又は虚偽の記載があった場合。
ハ） 提案内容の実現に必要な法令等による許認可が得られなかった場合。
ニ）公正な審査に影響を与える等、手続きの執行に支障をきたす行為があった場
合。
ホ）その他信頼関係を損なった場合。
４-５ 審査項目等
応募された提案内容等については、次の審査項目に基づき審査を行います。
なお、本要項に規定する条件に合致しない提案又は資格を喪失した者の提案に
ついては、審査の対象としません。

（１）審査項目
イ）企画提案書等の内容
ロ）プレゼンテーションの内容
ハ）質疑応答の対応
ニ）本物件の希望賃貸金額等
（２）審査の評価基準
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評価項目
事業の有効度

評価基準
施設を有効に活用しているか
①事業の実績があるか
②安定性があるか（財務の健全性）

事業の実現性、継続性
③事業の採算性があるか
④事業運営の体制、継続性があるか（５年以上継続可能か否か）
地域との調和性

周辺の環境に配慮がなされているか
①地域の雇用を生み出せるか

地域への貢献度

②周辺地域に波及効果が見込めるか
③地域資源の活用が見込めるか

貸付金額

貸付料が妥当か

（３）審査方法
審査会において各応募者からのプレゼンテーションおよび各応募者へのヒアリ
ングを行います。その後、各提案について審査項目ごとの評価を行い、各委員の評
価を総合して最優秀提案者および次点提案者を決定します。
プレゼンテーションについては、提案書を使用して行うことし、当日追加資料の
配布は認めません。
審査会の開催日時等については、別途通知します。
なお、審査については、1 件の応募であっても行うものとします。
（４）審査結果の公表
本町は、優先交渉権者の決定後、優先交渉権者を公表するものとします。
また、審査結果については、本契約後に公表します。
ただし、契約締結した事業者以外の審査結果については公表しません。
（５）審査結果の通知
審査結果については、各応募者に書面により通知します。なお、結果に関する問
い合わせおよび疑義については、一切応じません。
５．契約に関する事項
５-１契約の締結
本町と優先交渉権者は詳細を協議、調整したうえで、速やかに契約（以下「本契
約」という。
）を締結していただきます。
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（１）契約を締結する際には、印鑑証明書、印鑑登録印、代表者事項証明書（法人の場合）
、
住民票（個人の場合）が必要です。
５－２ 契約保証金
（１）契約保証金の額は、貸付料（年額）に相当する額とし、契約保証金は貸付期間が満
了した時に返還します。また、この契約保証金については、町長が指定する日まで
に納付するものとします。
（２）契約保証金は違反金として没収することもあります。また、賃借料の滞納があった
場合、その弁済に契約保証金を充てることができるものとします。
（３）契約保証金には利息を付しません。
（４）譲渡および転貸
本契約で発生した権利の全部または一部を第三者に譲渡することはできません。た
だし、転貸については、事前に本町の承諾を受けた場合は、この限りではありません。
（５）法令等の遵守
建物の修繕や改修及び運営にあったっては、建築基準法及び消防法等の関係法令、
条例等を遵守するものとします。
（６）契約終了時の取扱い
貸付方式により契約を締結した場合において、契約終了の際には、原則として期間
を定め、その期間内に原状に回復して町に返還するものとします。
ただし、町が現状のままで返還することを承認した部分についてはこの限りではあ
りませんが、この際には所有物件の買取りや有益費の返還等の請求を行うことはでき
ません。
（７）その他
この要項に定めのない事項については、町と優先交渉権者が協議の上定めるものと
します。
６．その他
６－１ その他留意事項
（１）本公募型プロポーザルに応募しようとする者は、本募集要項に記載された事項につ
いて十分に熟知しておいてください。
（２）事業者は、契約から貸付開始または引渡しまでの期間で、事業内容等について地域
住民への説明会を開催するものとします。開催日時及び場所等については町と協議の
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上で決定してください。
（３）本事業の事業者であることにより、建築確認申請等の各種許認可申請が免除される
ものではありません。また、提案した計画は事業者の責任と負担により実施すべきも
のであり、本町が各種許認可等にあたって特別な計らいをするものではありません。
したがって、計画実施の可否については、事前に関係機関、関係課に十分確認のう
え、申請してください。
（４）事業者は自らの責任において、計画や工事の内容などについて、住民説明等を必要
に応じ適切に行い、円滑な事業実施に努めてください。
また、工事等に伴う騒音や振動等の問題が生じた場合は、事業者の責任において適
切に対応してください。
（５）本募集要項に定めるもののほか、必要な事項については、本町の指示に従ってくだ
さい。
６－２ 様式集
【様式１】花園野外活動総合施設キャンプ場（中南森林公園オートキャンプ場）活用事
業応募申込書
【様式２】事業計画提案書
【様式３】法人等の概要
【様式４】花園野外活動総合施設キャンプ場（中南森林公園オートキャンプ場）活用事
業応募に係る質問書
【様式５】納税義務に関する申立書
【様式６】応募取下書
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