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公募型プロポーザル実施方針 
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１ 募集の内容について 

（１）事業の目的 

 杉戸町では、平成２８年より旧杉戸自転車駐車場の利活用として、杉戸町流灯

工房を設置し、１階に杉戸町観光協会が運営する杉戸町観光案内所を開設し、町

の観光拠点として活用している。 

杉戸町流灯工房のある「旧杉戸小学校跡地」は、公民連携手法を活用した公共

施設の再編などが予定されていることから、令和３年４月からの杉戸町観光案

内所を杉戸宿魅力発信拠点施設「流灯ふれあい館」へ移転する。そのため、杉戸

町流灯工房１階の利活用について、民間事業者等からの提案を求めるため、公募

型プロポーザルで実施するものである。 

 

（２）求める活用事業 

 杉戸町流灯工房は、町の中心市街地及び大落古利根川沿いに立地しているこ

とから、周辺地域の活性化に資するような提案を求める。 

 

（３）求める活用事業者 

 企画力、経営状況、まちづくり等の活動を有し、本募集要項及び対象物件に関

わる関係法令等の規制を全て承知したうえで、杉戸町流灯工房１階部分につい

て町長が使用を許可し、自ら提案事業を継続して実施できる事業者とする。 

 また、現状有姿で借受した後、提案事業の実施に伴う改修、維持管理等を自ら

行うことができる事業者を求める。 

 

２ 対象物件の概要 

所在 杉戸町杉戸３丁目９番 16号 

杉戸町流灯工房 １階部分 

使用面積 146.45㎡ 

使用料 39,410円（月額：見込み） 

使用用途 展示場 

 

３ 募集概要 

（１）使用期間 

 行政財産の最初の使用期間は、行政財産使用許可日から令和４年３月 31日ま

でとする。 

※使用期間は一年度を単位として毎年度更新できるものとし、最初の使用期間

を含め、原則として２カ年度（令和４年度）までとする。 

 また、使用の継続を希望しない場合は、３カ月前までに書面により意思表示す



るものとする。 

 

（２）使用料及び使用許可 

 使用料は、杉戸町行政財産の使用料に関する条例（昭和 62年条例第 13号）に

基づき算出する。（月額 39,410円程度の見込み） 

 使用許可日から、令和４年３月 31日までの計算（一月に満たない場合は日割

り計算）とし、当該年度分は、町長が発行する納入通知書により、その指定する

期日までに納入しなければならない。 

 行政財産の使用許可については、活用事業者が申請するものとし、町長は地方

自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 238 条の４第７項及び杉戸町財務規則（昭

和 61 年規則第 10 号）第 233 条第１項の規定に基づき使用を許可するものとす

る。 

 

（３）光熱水費等諸経費の負担 

 光熱水費等諸経費の負担区分については、「杉戸町流灯工房経費負担表」のと

おりとする。なお、活用事業者が負担する経費のうち町へ納入する経費は、町長

が発行する納入通知書により、その指定する期日までに納付しなければならな

い。 

 

（４）杉戸町流灯工房の工事等 

 活用事業者は、流灯工房１階及び建物の壁等の工事を行う場合は、自らの責任

と負担において、必要な工事を行うものとする。なお、工事の施工にあたっては、

事前に町と設計及び施工上の協議をし、確認を受けた後に着工しなければなら

ない。 

 

（５）使用上の制限 

 活用事業者は、使用物件を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければ

ならない。加えて、活用事業者は、使用許可に基づく権利の全部又は一部を第三

者に譲渡し、転貸し、質入れをし、担保に供し、もしくは名義貸し等をすること

はできない。 

 

（６）使用許可の取消し又は変更 

 町長は、次のいずれかに該当するときは、使用許可の全部もしくは一部を取消

し、又は変更することができる。この場合においては、活用事業者に損害又は損

失が生じても、町は、その賠償又は保証の責めを負わない。 

 ア 町が使用物件を必要とするとき。 



 イ 活用事業者が使用料の未納等、この募集要領及び行政財産使用許可書な

らびに杉戸町流灯工房管理上の諸規定に違反したとき。 

 ウ 応募資格の詐称その他不正な手段により使用許可を受けたとき。 

 エ 活用されていない状態が、１カ月間継続しているとき。 

 

（７）原状回復および返還 

 活用事業者は、使用許可が取り消されたとき又は使用期間が満了したときは、

自己の費用で使用物件を現状に回復し、町長が指定する期日までに返還しなけ

ればならないものとする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りではない。 

 また、活用事業者が期日までに原状回復の義務を履行しないときは、町が原状

回復のための処置を行い、その費用の支払いを当該活用事業者に請求すること

ができる。この場合においては、当該活用事業者は、何ら異議を申し立てること

ができないものとする。 

 

（８）損害賠償 

 活用事業者が、物件の使用にあたり、町又は第三者に損害を与えたときは、全

て当該活用事業者の責任で、その損害を賠償しなければならないものとする。 

 また、活用事業者がその責めに帰する理由により、使用物件の全部又は一部を

滅失し又は損傷したときは、当該滅失又は損傷による損害額を町に支払わなけ

ればならない。ただし、当該運営事業者が自己の費用で使用物件を現状に回復し

た場合は、この限りではない。 

 

（９）疑義等の取扱い 

 本要項に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、町と活用事業者

とで協議して決定することとする。 

 

４ 応募条件 

（１）募集形式及び応募資格 

 本募集は、公募型のプロポーザル（以下「プロポーザル」という。）とし、プ

ロポーザルに応募できるものは、次の全ての要件を満たす事業者とする。 

 ア まちづくり、地域活性化事業の実績がある個人もしくは法人又は実績の

ある者が所属する団体等であること。 

 イ 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。 

 ウ 法人及びその役員が、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条に掲げる暴力団又は暴力団員およびそれら



の利益となる活動を行う団体ではないこと。 

（２）プロポーザルの日程 

 ア 実施方針公表       令和３年３月 ３日（水） 

 イ 質疑書受付期限      令和３年３月 ５日（金） 

 ウ 質疑書に対する回答    令和３年３月 ８日（月） 

 エ 参加表明書の提出     令和３年３月１０日（水） 

 オ 参加資格結果の通知    令和３年３月１１日（木） 

 カ 企画提案書の提出期限   令和３年３月１６日（火） 

キ 企画提案内容の選考    令和３年３月１９日（金）予定 

 ク 審査結果の通知      令和３年３月下旬 

 ケ 事務手続き        令和３年３月下旬 

 コ 使用開始         令和３年４月１日（木）予定 

 

（３）プロポーザルの参加手続き 

 ア 関係書類の入手方法 

  プロポーザル関係書類は、町ホームページよりダウンロードすること。 

 ※窓口等での配布は行わない。 

 

 イ 質疑書の受付 

  本プロポーザルに関する質疑は、全て質疑書によるものとする。質疑がある

場合は、次のとおり質疑書を提出すること。（企画提案書の提出前にも、質疑

書を提出することが可能） 

受付期限 令和３年３月５日（金）１５時まで 

提出方法 ①電子メールにより、商工観光課のメールアドレスまで送

付すること。 

メールアドレス shokokanko@town.sugito.lg.jp 

②電子メールを送信する際の件名は、「流灯工房活用事業者

公募に関する質疑について（事業者名）」とすること。 

提出様式 ①質疑書は、様式第１号の質問書によるものとする。 

②質疑書には、次の事項を記入すること。 

ア 事業者名、所在地、連絡先（電話番号）、担当者名 

イ 質疑内容（質問の意図をわかりやすく記入すること） 

回答方法 ①令和３年３月８日（月）に、商工観光課ホームページに掲

載する。 
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ウ 現地見学 

 現地見学会は実施しない。 

ただし、個別の現地見学は、３月５日（金）９時から１５時までの間は自由と

する。現地見学にあたっては、見学前に 商工観光課商工観光担当 0480-33-

1111（代）まで、電話すること。 

 

エ 参加表明 

受付期間 ３月１０日（水）１５時まで 

提出先 〒３４５－８５０２ 

杉戸町清地２－９－２９ 杉戸町商工観光課 

提出方法 持参又は郵送による。（郵送の場合は、簡易書留郵便とし、

提出期限内必着とする。） 

提出書類 ①参加表明書（様式第３号） １部 

②実績を証する書類 １部 

備考 ・上記書類のほか、必要に応じて別の書類の提出を求める

ことがある。 

・参加資格結果の通知は、令和３年３月１１日（木）に発送

します。 

 

オ 申込み 

受付期間 ３月１６日（火）１５時まで 

提出先 〒３４５－８５０２ 

杉戸町清地２－９－２９ 杉戸町商工観光課 

提出方法 持参又は郵送による。（郵送の場合は、簡易書留郵便とし、

提出期限内必着とする。） 

提出書類 ①企画提案書（様式第５号） １０部 

②提案者概要書（様式第６号） １０部 

③関連業務実績書（様式第７号） １０部 

④活用事業実施体制書（様式第８号） １０部 

⑤企画提案書（様式第９号） １０部 

備考 上記書類のほか、必要に応じて別の書類の提出を求めるこ

とがある。 

 

５ 評価について 

（１）評価委員 

 町長が指名する者とする。 



 

（２）評価方法及び結果の通知 

 活用事業者の選考にあっては、企画提案書のヒアリングを実施し、評価委員が

評価・採点し、最高点を得た応募者」を活用事業者とする。 

 

実施予定日 令和３年３月１９日予定 

※提出後に通知する。 

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、オンライ

ン開催の場合もある。 

実施場所 杉戸町役場 会議室 

時間 ２０分のプレゼンテーション及び２０分の質疑応答 

説明者 説明者は、実際に活用事業に携わる者が行うこと。 

※説明者は３名以内とする。 

説明 企画提案書に沿って説明すること。 

※パソコン及びプロジェクターの使用は認める。 

選考方法 ①評価委員が、採点表に基づき、評価・採点し、最高点を得

た者を活用事業者とする。 

②最高点を取得した提案者が２以上ある場合は、くじによ

り決定する。 

③最高点を得た提案者が辞退を申し出た場合又は「（３）留

意事項」に該当した場合は、次点の提案者を活用事業者と

する。 

④評価結果に対する一切の意義申立ては、受け付けない。 

結果通知 応募者全員に書面により結果を送付し、活用事業者とした

者の名称を通知するとともに、杉戸町商工観光課ホームペ

ージに公表する。 

選考結果 

通知期日 

令和３年３月下旬 

 

（３）内容点 

審査項目 審査基準 配点 ５段階評価 

基本事項 ・計画に具体性があり、

実現可能な計画となっ

ているか 

5.4.3.2.1 ×1 5 

地域貢献 ・提案の事業が近接す

る東口通り線及び大落

5.4.3.2.1 ×2 10 



古利根川等を活用され

ることにより、地域へ

貢献されるものになっ

ているか 

事業の確実性・継続性 ・類似事業の経験はあ

るか、実績は優れてい

るか 

5.4.3.2.1 ×1 5 

合計 20 

 

（４）留意点 

 次のいずれかに該当するときは、活用事業者としての決定を取り消すものと

する。 

 ア 提出書類に虚偽の記載をしたことが確認されたとき。 

 イ 選考委員又はその関係者に接触を求めるなど、評価の公平性を害する行

為を行ったとき。 

 ウ 活用事業者の決定以降、活用事業者の資金事情の変化等により、事業の履

行が困難であると町長が判断したとき。 

 エ 著しく社会的信用を損なう行為等により、活用事業者としてふさわしく

ないと町長が判断したとき。 

 オ 運営事業者が、本要項に示す応募資格の要件に適合しなくなったとき。 

 

（５）その他 

 ア プロポーザルに応募する費用は、全て応募者の負担とする。 

 イ 提出書類で用いる言語は日本語、通貨は円とする。 

 ウ 提出書類は、特に指定がある場合を除き、Ａ４普通紙１枚を使用すること。

文章は横書きとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。文字等の色

指定はしない。 

 エ 提出書類の著作権は、応募者に帰属する。ただし、町長が本案件のプロポ

ーザルに関する報告、公表等のために必要であると認めた場合は、応募者の

承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとする。また、本案件

に係る情報公開請求があった場合には、杉戸町情報公開条例（平成 11年条

例第 22号）に基づき、提出書類を公開することがある。 

 オ 提出された書類は、一切返却しない。 

 カ 一定の適格性を充たす応募者がないときは、活用事業者を選出しない場

合がある。 

 



（６）問合せ先 

 杉戸町商工観光課 商工観光担当 平井、島村 

 住 所 〒３４５－８５０２ 杉戸町清地２－９－２９ 

 電 話 ０４８０－３３－１１１１ 

 メール shokokanko@town.sugito.lg.jp 
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杉戸町流灯工房経費負担区分表 

番号 項目 備考 町 事業者 

１ 光熱水費 

 

流灯工房に必要な電気、

上下水道料 
 〇 

流灯工房照明灯 〇  

トイレ部分上下水道料 〇  

２ 空調費 空調費  〇 

３ 備品購入費 既存設備以外  〇 

４ 流灯工房定期清掃 １階部分の床、窓等  〇 

５ 流灯工房トイレ清掃 トイレ清掃 〇  

６ 流灯工房トイレ消耗品 トイレ消耗品 〇  

７ 廃棄物処理費   〇 

８ 施設、設備および物件にか

かる公租公課 

固定資産税等の公租公課

および保険料等 
〇  

９ 施設警備費 施設管理に係る警備費用

等 
〇  

１０ その他諸経費 消耗品費等  〇 

 


