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１．指定管理希望者の募集について 

 

 現在、町では道の駅「たがみ」の平成３２年度開業を目指し事業を進めています。この

道の駅は道路利用者の利便施設だけではなく、地域福祉、交流・連携、産業振興の拠点と

して「近き者喜びて、遠き者来る」をコンセプトとして位置づけ、町内外の多くの人から

利用いただく賑わいの拠点形成を目指すハブステーションとして、国土交通省の「重点道

の駅」の指定を受けています。 

施設の管理運営に関しては指定管理者制度を導入して、民間のノウハウを最大限に活用

し、収益性だけを重視した運営でなく「町の活性化・賑わい」とのバランスを取った管理

運営を基本条件にサービスの質の確保を図りたいと考え、地域連携施設については設計段

階から民間の企画・立案を施設計画に反映するため、指定管理希望者を募集するものです。 

 指定管理希望者から、地域連携施設の内容やデザインなどの検討に参画していただき、

民間のノウハウ及び事業の提案を積極的に取り入れながら設計を進めていきたいと考えて

おります。また、開業までの期間は事業計画のほか、町民や各団体との積極的な連携を図

っていただき、開業及びその後の運営に向けて町と一体となり取組んでいきたいと考えて

おります。 

 よって、本募集で決定した団体（法人又は法人となる見込みの団体。以下「団体」とい

う。）は指定管理希望者として道の駅開業までの期間、町と協議し計画及び準備に協力して

いただき、その後は運営を行う指定管理者に指定する予定です。 

 

２．施設の概要 

 

（１）施設の名称 

道の駅「たがみ」 

（２）所在地 

新潟県南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田 3072番地 

（３）施設の概要 

①敷地面積 11,469.45㎡ 

②建物（基本設計） 

（ア）情報提供・トイレ・休憩コーナー【情報発信施設】 

・構造   木造 地上１階 

・建築面積 288.00㎡ 

・延床面積 288.00㎡ 

（イ）農産物直売所・飲食コーナー・物販スペース【地域連携施設】 

・構造   木造 地上１階 

・建築面積 432.00㎡ 
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・延床面積 432.00㎡ 

③屋外（基本設計） 

（ア）駐車場 

・駐車場             4,835.69㎡ 

（大型車７台、小型車１０２台、２輪車５台、福祉車４台、ＥＶ車２台） 

・進入路・サービス通路       874.00㎡ 

（イ）外構 

・雁木（アーケード）・歩行者通路  1,678.00㎡ 

・遊歩道・フラワーロード     約 3,000㎡ 

・憩いの広場            702.00㎡ 

    ・植栽              1,433.00㎡ 

 

※施設計画の詳細については別添「業務仕様書」をご参照ください。 

※道路情報提供施設・公衆便所・駐車場については年中無休、24時間利用可能です。 

※今後の実施設計等により、施設詳細（面積、便器の器数、駐車マス等）が変更となる

場合があります。  

※地域連携施設は指定管理希望者から施設の内容やデザインなどの検討に参画していた

だき、民間のノウハウ及び事業の提案を積極的に取り入れながら設計を進めていきた

いと考えております。よって、上記に示す施設概要については一例であり面積や内容

については指定管理希望者と協議のうえ決定する予定です。 

※（仮）にぎわいの広場は当分の間、建物の予定はありません。指定管理希望者の提案

や今後の協議により利用方法と整備内容を決定する予定です。 

 

３．指定管理希望者の指定及び期間 

 

（１）指定管理希望者の指定  

・指定管理希望者として選定された団体は、本町と協議のうえで覚書を締結し、開業準

備を行います。  

・その後、本町は指定管理希望者と指定管理業務を円滑に実施するための基本的事項を

定める協定に関する協議を行い、議会の議決を経て指定管理者に指定します。  

・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指定管理者として指定す

ることが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。これらの場合、指定管理希望者が応募に関して負担した費用及び開業準備のた

めに負担した費用については、一切補償しません。  

（２）指定管理希望者の期間 

・平成 31年２月から平成 32年 3月を指定管理希望者の期間として予定しています。  
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（３）指定管理期間  

・平成 32 年 4 月から平成 37 年 3 月末までの５年を最初の指定期間として予定していま

す。 

・開業は、平成 32年 7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事前に協議しますが、本町はそれに伴う補

償は一切いたしません。  

・上記の指定期間における業務実績が一定の水準を満たしていると本町が認めた場合に

は、議会の議決を経て、指定期間の更新を行うことを可能とします。  

※指定期間は今後の協議により変更となる場合があります。 

 

４．管理運営方針 

 

指定管理者の創意工夫により質の高いサービスの提供と効果的・効率的な管理運営を行

うとともに、「道の駅基本計画」に示す整備コンセプト等の実現をめざすものとします。  

 

（１）管理運営にあたっての基本方針（基本計画より抜粋） 

①町民が快適に安心して利用できる道の駅 

・町民の日常生活をサポートするため、食料品などを販売・提供すること。 

・道の駅で取り扱う商品の品質管理を徹底し、食の安全確保に努めること。 

・農産物や商品を安心して購入してもらえるよう、出荷者や製造場所などの情報開示や

料理レシピの紹介、さらには試食の提供を行うこと。 

・利用者に気持ち良く施設を利用してもらうため、定期的な清掃や施設美化への努力、

施設の清潔感の保持に努めること。 

②田上町の顔となる道の駅 

・田上の農産物などの直売、食事メニューの提供を行うこと。 

・田上の魅力や取り組み、活動に関する情報発信の場としての運用を高め、町内外に対

して田上町を PR すること。 

・田上町の情報発信・提供を継続的、効果的に行っていくための体制づくりを行うこと。 

・田上町交流会館や憩いの広場を活かした町民の活動、活躍の場を提供するとともに、

交流人口の増加を図ること。 

③人と環境にやさしい道の駅 

・利用者の視点に立ったサービスを提供するため、施設内の案内・誘導表示の設置やユ

ニバーサルデザインを導入した施設づくりを行い「わかりやすく、使いやすい」施設

とすること。 

・簡易包装による商品提供やマイバッグ持参の呼びかけを推進するとともに、食品残渣

の堆肥化なども検討し、ごみの減量、削減に努めること。 
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④町民とともに成長していく道の駅 

・施設内の美化や維持管理面において、町民から協力を得るための方策を検討すること。 

・会員制度やポイントカードの発行など、リピーターやサポーターを増やすための取り

組みを行うこと。 

（２）維持管理・運営方針  

・施設の設置目的を踏まえ、行政の代行としての基本姿勢に立って適正な管理運営を行

うとともに、公の施設であることを常に念頭におき、施設の利用に関し公正・公平性

を確保すること。  

・道の駅の特性を十分に理解し、運営ノウハウを発揮しながら、適切な管理水準を確保

すること。  

・創意工夫のある企画や効率的な運営などにより、施設利用者の多様なニーズに応え、

質の高いサービスの提供を図り、施設全体としての統一的な魅力発揮を目指すととも

に、施設利用者や町民等の意見を運営に反映し、満足度の向上に努めること。  

・地元生産者や関係団体等との連携を図り、農林水産物や特産品等を継続的に供給する

仕組みや体制を構築するとともに、観光の拠点として魅力あふれる地域情報の提供を

積極的に推進すること。  

・施設や各種設備の位置・機能・特性を十分に把握し、全ての施設や設備を清潔かつ正

常に保持するとともに、誰もが快適かつ安全に施設を利用できるよう適正な維持管理

を行い、必要に応じて保守点検を行うこと。  

 

５．業務の範囲 

 

本募集により選定後、議会の議決を経て、「指定管理者」として指定されるまでの期間は、

「指定管理希望者」として、本町が進める実施設計等に積極的に参画し、事業提案を行う

など町と一体となって取組むこととします。また、町民や各団体等との積極的な連携を図

りながら、道の駅の開業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。 

また、「指定管理者」に指定後は、施設の管理運営等に関する業務を行うものとします。  

 

（１）指定管理希望者が行う業務 

・指定管理希望者が行う業務は、以下の①～⑦とします。  

・指定管理希望者の期間については、担当者等の常駐は不要とします。なお、指定管理

希望者が行う業務に要する人件費や事務費等は指定管理希望者の負担とします。 ただ

し、町全体の地域経済の活性化、まちづくり及び人材育成のため、町内の事業所と連

携し地域資源を活用した特産品の開発や集客の取り組みに関し、開業まで及び開業後

においてもアドバイザー又はコンサルティングが必要な場合は、町がその費用の負担

をする場合があります。 
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①施設計画の協議への参加 

・本町が別途進める実施設計等に係る協議に積極的に参加し、施設計画に関する調

整を行うものとします。  

②地域連携施設（農産物直売所・飲食コーナー・物販スペース）の管理運営に関する

検討・準備 

③情報発信施設（トイレ・情報提供・休憩コーナー）の管理運営に関する検討・準備 

④その他の施設の管理運営に関する検討・準備  

⑤広報・告知に関する検討・準備 

⑥管理運営計画および収支計画に関する検討・準備 

⑦その他、指定管理業務の実施に向けて必要となる検討・準備 

（２）指定管理者が行う業務  

・指定管理者が行う業務の範囲については、別添「業務仕様書」に定めるほか、指定管

理希望者の選定後、本町と協議のうえ、決定するものとします。  

 

６．管理運営に要する費用 

 

指定管理者は、町が支払う当該施設の管理運営事業に要する委託料のほか、運営する地

域連携施設の事業収入等を自らの収入とすることができます。 

当該施設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、本町が支

払う指定管理料、その他収入（自主事業による売上など）をもって、指定管理者が負担す

るものとします。  

 

（１）指定管理料 

・指定期間の各年度における指定管理料は、今後予定している施設の設計と設置条例等

及び業務の範囲により協議する予定です。なお、指定管理料の上限は５００万円とし

ます。 

・指定管理料の内訳として以下の①～③を想定しています。 

①憩いの広場・駐車場・情報発信施設等に係る清掃をはじめとする維持管理業務に関

する人件費 

②道の駅の運営に関わる施設管理者（駅長等）の人件費 

③諸経費（指定管理業務に係る一般管理費） 

・消費税等の税率については、８％として計上して下さい。税率改正があった場合は町

と指定管理者の協議により指定管理料に加算します。 

※維持管理費等について、指定管理希望者として決定した団体と本町の間で、必要に応

じて協議し上記の指定管理料の上限額に加算することがあります。 
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（２）指定管理業務会計の収入として見込まれるもの 

①指定管理料 

②利用料収入 

③指定管理者の自主事業実施に伴う収入 

④指定管理者独自の申請による補助金等 

・指定管理者は、指定管理料を指定期間中に縮減することを目標に収益性の向上に努め

るものとします。指定管理料の縮減に向けた計画については、年度ごとの売上目標を

検討しつつ、「収支計画書」により提案してください。  

・指定管理料の額は、指定管理者の提案に基づき、本町と指定管理者が協議のうえ決定

し、年度ごとに締結する年度協定書において定めるものとします。  

（３）納付金の設定 

・指定管理者は、年度ごとの経営状況に応じて、目標額以上の利益が生じた場合は、指

定管理者からの提案をもとに、その利益の一部を納付金として本町へ納入できるもの

とします。  

・納付金の計算方法及び金額想定については、年度ごとの売上目標を検討し「収支計画

書」により提案してください。  

・実際に納入する納付金の計算方法や納付方法については、指定管理者の提案に基づき

本町と指定管理者が協議のうえ決定し、年度ごとに締結する年度協定書において定め

るものとします。 

（４）その他 

 ・にぎわい創出、町の活性化を図るイベント等の企画運営に要する経費については、

別途町と協議するものとします。 

 

７．応募資格 

 

（１）応募資格 

・町内に本社・支所・営業所など事業所を有する又は有する予定のある法人あるいはそ

の他の団体が応募できます。個人は応募することができません。また、複数の団体が

共同事業体（以下「共同事業体」という。）を構成して応募する場合には、あらかじめ

共同事業体の協定書（様式 6-3）により定められた代表者が申請手続きを行うものとし

ます。なお、次に該当する団体は、応募者となることができません。 

①地方自治法施行令第１６７条の４第２項（昭和 22年政令第 16号）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 

②地方自治法施行令第２４４条の２第１１項（昭和 22年政令第 16号）の規定により過

去に町また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 

③田上町より指名停止措置を受けているもの 
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④最近１年間、国・県・町に納めるべき税金等を滞納しているもの 

⑤会社更生法（平成 14年法律第 154号）、民事再生法（平成 11年法律第 225号）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 

⑥田上町外部委託等審査委員会の委員が、当該団体の役員等をしているもの 

⑦地方自治法第９２条の２（議員の兼業禁止）、第１４２条（長の兼業禁止）、第１６６

条（副町長の兼業禁止）及び第１８０条の５（委員会の委員及び委員の兼業禁止）の   

規定に該当するもの 

⑧団体及びその役員等（法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者、

理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ）が暴力団（田上町暴力

団排除条例（平成２４年田上町条例第１３号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。）又は暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であ

るもの 

⑨暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているもの 

⑩役員等が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目

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もの 

⑪役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接

的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているもの 

⑫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もの 

（２）共同事業体での応募について 

・共同事業体での応募は代表団体を定めて下さい。この場合、代表団体は、田上町に本

社・支所・営業所など事業所を有する法人・その他の団体で、共同事業体における責

任割合が最大であることが必要です。 

①共同事業体に７（１）①～⑫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います。 

 

※応募時に法人登記が完了していなくても応募できることとしますが、その場合、その

実現性を証明する資料を提出してください。 
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８．応募の手続き 

 

（１）募集要項等の配布  

・下記の期間に、田上町役場産業振興課及び田上町ホームページ上で配布します。  

配布期間：平成 30年７月 27日（金）～11月 30日（金） 

※田上町ホームページ：http://www.town.tagami.niigata.jp/ 

※田上町役場産業振興課での配布については、土曜・日曜・国民の祝日に関する法律に

規定する休日を除く、午前 8時 30分～午後 0時、午後 1時～午後 5時 15分（以下「開

庁時間」という）とします。  

（２）募集説明会の開催 

①日時、開催場所、参加人数  

・下記の日時及び場所で開催します。募集要項及び関係書類は、あらかじめ応募者でご

用意のうえ、当日持参してください。  

日時：平成 30年９月７日（金） 午後７時から 

場所：田上町役場２階 入札室 

参加人数：一参加申込団体につき３名以内  

②参加申込  

・下記期限までに、「募集説明会参加申込書」（様式１）を提出してください。 

・提出方法は、郵送、持参、電子メールいずれかの方法とします。 

申込期限：平成 30年９月３日（月） 

申込先：田上町役場 産業振興課 商工観光係 

 メールアドレス：t2251@town.tagami.lg.jp 

※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）申請書・応募書類の提出  

・応募の意思のある団体は、「指定管理希望者募集参加表明書」（様式３）を提出して下

さい。なお、提出は説明会開催までとします。「応募書類」（様式４～９を必要に応じ

て）については、11月 30日（金）までに提出してください。 なお、「指定管理希望者

募集参加表明書」については、申請にあたり必須の要件ではありません。「指定管理希

望者指定申請書」を提出して頂くまでの間の連絡先等の把握のために提出を求めるも

のです。 

・提出方法は、郵送、持参いずれかの方法とします。  

受付期間：平成 30年 7月 27日（金）～11月 30日（金）（必着） 

提出先：田上町役場 産業振興課 商工観光係  

〒959-1503新潟県南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田 3070番地 

・なお、本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。  
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応募書類一覧 

様式番号等 書類名 提出部数 備考 

様式1  募集説明会参加申込書 １部  

様式2 質問書 

正本1部、副本15

部（コピー可） 

 

様式3 指定管理希望者募集参加表明書  

様式4 指定管理希望者指定申請書  

様式5 団体概要書  

様式6－1 共同事業体構成員表 

共同事業体の場合 

様式6－2 共同事業体構成員概要書 

様式6－3 共同事業体協定書 

様式6－4 委任状 

様式7 応募資格がある旨の誓約書 
共同事業体の場合、構成員

全てが提出 

様式8 事業計画書  

様式9 収支計画書 任意様式も可 

附属資料 

定款、寄附行為、規約その他これら

に類する書面 

正本1部、副本1部 

（コピー可） 

共同事業体の場合、構成員

全てが提出 

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 

 

印鑑証明書 
共同事業体を組成し、その

構成員が法人でない場合 

直近1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 

共同事業体の場合、構成員

全てが提出 

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、その他団体の

業務内容を明らかにする書面 
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（４）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２）を電子メールにて提出してください。  

受付期間：平成 30年９月７日（金）～９月 14日（金） 

提出先：田上町役場 産業振興課 商工観光係 

メールアドレス：t2251@town.tagami.lg.jp 

※口頭・電話等による質問及び受付期間外の提出には応じません。  

②質問に関する回答  

・随時回答しますが、最終回答は平成 30年９月 21日（金）とします。  

・なお、回答内容は、募集要項等の追加又は修正とみなします。  

（５）応募の辞退  

・申請書の提出後に申請を辞退する場合は、その旨を書面（任意様式）にて提出してく

ださい。  

（６）募集・選定スケジュール  

・募集選定のスケジュールは以下のとおりとします。  

募集から指定管理希望者選定までのスケジュール 

日程 内容 

平成30年９月27日（金）から 

平成30年11月30日（金）まで 
指定管理希望者募集要項等の配布 

平成30年９月３日（月）まで 指定管理希望者募集説明会の参加申込 

平成30年９月７日（金） 
指定管理希望者募集説明会 

指定管理希望者募集参加表明書提出 

平成30年９月７日（金）から 

平成30年９月14日（金）まで 
募集内容に関する質問の受付 

平成30年９月21日（金） 質問に関する回答 

平成30年７月27日（金）から 

平成30年11月30日（金）まで 
申請書・応募書類の提出 

平成30年12月７日（金） 一次審査（提出書類による審査） 

平成30年12月11日（火） 二次審査の日時の通知 

平成30年12月18日（火） 二次審査（提出書類によるヒアリング） 

平成30年12月28日（金） 指定管理希望者の選定及び通知 

平成31年１月上旬～中旬 指定管理希望者との協議 

平成31年１月下旬 [予定] 指定管理希望者との覚書締結 
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９．審査及び選定の方法 

 

（１）審査方法  

・指定管理希望者の選定は、田上町の関係条例及び本要項に基づき実施します。  

・選定審査は、提出書類による一次審査（書類審査）と二次審査（外部委託等審査委員

会（以下「委員会」という。）による提出書類の提案内容に基づくヒアリング）により

行います。  

・二次審査の日時、場所、詳細については、一次審査を行った後、別途通知します。  

①一次審査  

・応募書類に不備がないか、応募資格・応募条件を満たしているか、欠格事由に該当が

ないか等の書類審査を行います。  

②二次審査  

・提出書類の提案内容に基づくプレゼンテーション及び質疑応答によるヒアリングを実

施し、「選定基準」に基づき採点・審査を行います。  

・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、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。  

・委員会の採点・審査は非公開とします。  

（２）選定基準 

 ・選定にあたっては下記の評価項目、選定の観点及び評点を定め、施設の設置目的をよ

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指摘と考えられる審査基準を

設定します。 
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評価項目 評点 配点 

応募者の基本姿

勢  

「重点道の駅」として地域福祉の視点を取り入れつつ、町

が示した施設の設置目的及び管理運営方針に合致してい

るか。  

0～30 30 

40 

業務に対する着眼点や方針が適切で、取り組み意欲が強く

感じられるか。  
0～10 10 

町の「活性化」

のための地域連

携の取組 

町の特産を生かした産業振興を図る提案がされているか 0～20 20 

50 

地域の要望を反映することができる運営管理計画となっ

ているか 
0～15 15 

施設の魅力を高める事業や、町内外からの来訪者を増加さ

せる具体的方策及び期待される効果があるか。 
0～15 15 

「にぎわい」創

出を目指したサ

ービス向上と利

用者等の満足度

向上への取組  

農林水産物、特産品等の販売に関して、業務仕様書の内容

を踏まえて、意欲的かつ現実的な提案がなされているか。 
0～15 15 

100 

飲食の提供に関して、業務仕様書の内容を踏まえて、意欲

的かつ現実的な提案がなされているか。  
0～15 15 

地元生産者や商工業者が農産物等を継続的に供給できる

体制や仕組みの構築について意欲的かつ現実的な提案が

なされているか。 

0～15 15 

観光情報及び地域情報等の発信に関して、業務仕様書の内

容を踏まえて、意欲的かつ現実的な提案がなされている

か。 

0～15 15 

地域交流の場の提供に関して、業務仕様書の内容を踏まえ

て、意欲的かつ現実的な提案がなされているか。 
0～15 15 

地域等との連携、施設の利用促進に関して、業務仕様書の

内容を踏まえて、意欲的かつ現実的な提案がなされている

か。 

0～15 15 

営業時間について、意欲的かつ現実的な提案がなされてい

るか。 
0～10 10 

施設の適切な維

持管理 

施設及び設備の維持管理・保守・点検・修繕の計画は、適

正であるか。 
0～15 15 

25 
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。 
0～5 5 

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。  
0～5 5 

財務の健全性 

提案された事業計画と整合し、収入の増大、支出の縮減な

ど事業的な成長が見込まれた収支計画となっているか。 
0～10 10 

20 納付金の提案がなされており、その計算方法が妥当か。 0～5 5 

指定管理料縮減の提案がなされており、その考え方が妥当

か。 
0～5 5 
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評価項目 評点 配点 

財政基盤、信用

力 
施設の管理運営を安定的に行うための財務能力はどうか。  0～20 20 20 

体制、人員配置 

管理運営に当たる人員体制は妥当か。  0～10 10 

25 

適切な勤務体制が計画されているか。 0～5 5 

町内からの積極的な雇用を計画しているか。 0～5 5 

職員の資質を高めるための研修等の実施や施設の管理運

営に必要な知識と技術の習得に努めることとなっている

か。 

0～5 5 

総合評価 
特色ある企画や自主事業など、他の道の駅との差別化を図

る取組みやその他提案にかかる総合的な評価 
0～20 20 20 

合計 300 

 

（３）結果及び通知  

・本町は、委員会による審査結果に基づき、指定管理希望者を選定し、全応募者に結果

を文書で通知します。  

・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。 

（４）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委員会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  

（５）再度の選定  

・指定管理希望者が選定されるまでに、その団体等を指定管理希望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ものから順に

指定管理希望者を選定できることとします。  

 

１０．応募に際しての注意事項 

 

・本募集は、今後制定予定の設置条例における指定管理者制度の適用を前提とした停止
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条件付の募集であり、指定管理者制度が適用されない場合、効力は発生しないものと

します。 

・本要項の「２．施設の概要」、「３．指定管理者の指定及び期間」、「４．管理の基準」、

「５．業務の範囲」、「６．管理運営に要する費用」についても、設置条例で定める内

容であるため、議会の議決の状況により、変更する場合があります。  

・いずれの場合も、指定管理希望者が応募に関して負担した費用及び開業準備のために

負担した費用については、一切補償しません。  

 

（１）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、当該施設に関し、他の

共同事業体の構成員となり、又は単独で申請を行うことはできません。  

（２）応募に係る費用負担  

・募集説明会への参加、応募書類作成等に要する費用は、応募者の負担とします。  

（３）再提出等の禁止  

・提出した応募書類の再提出、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）手続等において使用する言語、通貨等  

・手続等において使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時

及び計量法（平成 4年法律第 51号）に定めるものとします。  

（５）著作権及び提出物の扱い  

・提出された応募書類は返却しません。  

・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。  

・本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無償で使用できるも

のとします。  

（６）応募の辞退 

 ・団体の解散等の事情により、応募を辞退することが明白となった場合には、応募辞退  

届（任意様式）を提出して下さい。 

 

１１．問合せ先  

田上町役場 産業振興課 商工観光係 

〒959-1503新潟県南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田 3070番地 

電話：0256-57-6225 FAX：0256-57-3112 

メールアドレス：t2251@town.tagami.lg.jp 
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■別添資料一覧  

・別添１：道の駅「たがみ」基本構想 

・別添２：道の駅「たがみ」基本計画 

・別添３：全体計画平面図 

・別添４：業務仕様書 


