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１ 趣旨

町の更なる農業の活性化を図ることを目的に、市民農園に隣接する土地において、

市民農園の管理運営（委託契約）を行いながら、市民農園の付加価値を高める独立採

算型事業を実施する事業者を募集するものです。

２ 本募集要項の位置付け

本募集要項は、事業者を選定するにあたって公表するものであり、本事業への提案

参加を希望される事業者においては、募集要項の内容を踏まえて、公募に必要な応募

書類を提出して頂くことになります。

募集要項の別添資料は、募集要項と一体のもの（以下、これらを総称して「募集要

項等」という。）とします。

なお、本募集要項等と本募集要項等に関する質問書に対する回答書に相違がある場

合は、その回答書を優先します。

事業の優先交渉権者の決定にあたっては、公募型プロポーザル方式により選定し、

審査の結果、最も優れた提案を行った者を優先交渉権者とします。

優先交渉権者は、町との間で契約の締結後に地元説明会を行う等、必要な手続きを

行い、事業に着手するものとします。

３ 物件の概要

（１）所在地

埼玉県秩父郡長瀞町大字長瀞１０８５番地１

（２）交通アクセス

秩父鉄道長瀞駅から約５００ｍ・徒歩約７分

（３）周辺図及び事業募集地
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（４） 物件概要

① 土地

地 目：宅地

地 積：９９７.４６㎡

② 建物

種 類：居宅（養蚕住宅）

構 造：木造亜鉛メッキ鋼板葺２階建（築年数：約１００年）

床面積：１階 １１７.５７㎡ ２階 １１７.５７㎡

③ 附属建物

種 類：倉庫

構 造：土蔵造２階建（築年数：不明）

床面積：１階 １９.８３㎡ ２階 １９.８３㎡

④ 上記の情報は登記簿に基づくものであり、現況とは一部異なります。

４ 参加資格要件

（１）自ら本件財産を取得し、事業を実施するものであること

（２）募集開始の日から起算して、前２年以内に手形交換所による取引停止処分

を受けていない者又は前６カ月以内に手形若しくは小切手の不渡り事故を出

していない者

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）上の更生手続開始の申立てをした者

にあっては、募集開始の日までに同法に基づく裁判所による更生手続開始決定

がなされている者

（４）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）上の再生手続開始の申立てをした者

にあっては、募集開始の日までに同法に基づく裁判所による再生手続開始決

定がなされている者

（５）破産者で復権を得ない者

（６）本募集要項の募集開始の日において、国税、都道府県税、市税及び町村税を

滞納していない者

（７）法人税、消費税及び地方消費税に未納の税額がない者

（８）暴力団（暴力団員による不当な行為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をいう。以下同じ）またはその利益となる

活動を行う法人等でないこと

（９）暴力団または暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む）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（以下「暴力団の構成

員等」という。）の統率下にある法人でないこと

（10）法人等でその役員等（法人である場合にはその法人の役員またはその支店若

しくは営業所等（常時業務等の契約を締結する事務所をいう。）を代表する者を、

法人以外の団体である場合にはその団体の代表者または役員をいう。以下同
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じ。）のうちに暴力団の構成員等となっている者がいないこと

（11）法人等でその役員等のうちに暴力団または暴力団関係者を経営に実質的に関

与させ、不正に財産上の利益を得るために利用し、または暴力団関係者に対し

て金銭、物品、その他の財産上の利益を不当に与えている者がいないこと

（12）成年被後見人及び被保佐人

（13）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

い者

（14）共同事業体（複数の者が共同して事業を行う場合で、代表事業者及びその構

成員からなるもの。提案した事業の実施に連帯して責任を負う。）による参加の

場合は、全ての事業者について上記「参加資格」の（１）から（11）を満たす

ことが必要となる。なお、構成員との調整を行い市との手続きを行う者（代表

事業者）を定めること

５ 募集する提案内容等

本事業への利活用提案は、応募者が自由に設定できることとしますが、提案に当

たっては、市民農園の付加価値を高めるとともに、町内の農業の活性化に資する提

案を求めます。

また、本事業への利活用提案は、民間事業者による独立採算事業を基本としてい

るものであるため、民間独立採算事業が成立する範囲内において、提案を求めます。

６ 契約

（１）契約形態

譲渡（土地及び建物を現状の状態で引渡します。）

（２）最低売却価格

金１，８００，０００円とする。

（３）契約条件

事業開始後５年以内に事業を終了する場合は、町に建物及び土地を無償で

返還すること。

７ 条件

（１）令和６年３月３１日までに事業計画に基づく事業を開始して下さい。

（２）譲渡する財産については、町は一切補償はしません。

（３）財産の譲渡前後に発生する費用については、事業者負担により行って下さい。

ただし、建物内に存在する物品等は、売却価格内で町が処理します。

（４）建物内に存在する物品等の処理範囲は、町と事業者で協議して決定します。

（５）市民農園の管理・運営方法等については、町が決定します。

（６）市民農園の管理・運営業務を事業者に委託します。委託する業務内容につい

ては、別途協議の上決定します。
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（７）市民農園の一部を事業者が使用することも可能です。ただし、費用や条件等

については、別途協議の上決定します。

（８）事業実施及びその運営に当たっては、地元説明会の開催や事業実施期間中に

適宜説明の場を設けるなど、地域住民に対しては誠実に対応し、円滑な環境を

構築するよう心がけて下さい。

（９）建築基準法、消防法、埼玉県立長瀞玉淀自然公園条例等を遵守してください。

８ 法的制限等

（１）上水、下水、電気及び電話、ガスについて

現状の引渡しになります。使用開始手続き等は、事業者自らの責任と費用負

担により行ってください。

（２）地下埋設物等について

現状の引渡しになります。事業の支障となる地下埋設物等が、万一、存在し

た場合は、事業者自らの責任と費用負担により処理してください。

（３）敷地内道路及び水路について

敷地内にある赤道及び水路についての取り扱いは、町担当窓口と協議が必要

となります。

（４）その他

関係法令や条例等による制約は、本要項に記載する限りではありません。事

業者の責任において、適宜、関係法令を所管する窓口に相談・確認していただ

き、適法となるように提案事業の検討を行ってください。

９ 応募のスケジュール

（１）募集要項の配布について

本要項については、本町ホームページからダウンロードしてください。

（２）スケジュール

募集及び選定のスケジュールは次のとおりです。

内容 日程

募集要項等の配布
令和４年１２月２７日(火)～

令和５年 ２月１０日(金)

質問書の受付

※質問に対する回答は令和５年

１月27日(金）までに行います。

令和５年 １月 ４日(水）午前８時３０分～

令和５年 １月２３日(月）午後５時００分

応募書類の提出期限 令和５年 ２月１０日(金)午後５時００分

書類審査（一次審査）結果通知 令和５年 ２月１４日(火)頃
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※各日程は、事務の都合により変更する場合があります。

１０ 応募書類・質問等

（１）応募書類

① 応募書類の提出方法

【様式１】～【様式５】に必要事項を記入の上、様式の順番でファイルに綴

じて、長瀞町産業観光課まで持参又は郵送とします。

郵送する場合は、配達証明付書留郵便とし、受付期限までに必着とします。

② 応募書類に使用する言語等について

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）に定める単位としてください。

③ 応募書類の差替えについて

応募書類等提出後の内容変更及び差替えは原則として認めません。ただし、

やむを得ない事情があると町が判断した場合には、内容変更及び差替えを認

めることがあります。

④ 応募書類の返却について

提出された応募書類等は、返却しないものとします。

⑤ その他

ア 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。

イ 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での使用する

ことを禁じます。

ウ 応募書類、その他応募者から提出された書類の取扱い

応募書類、その他応募者から提出された書類（以下、「応募書類等」とい

う。）の著作権は応募者に帰属するものとし、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。

提案内容のプレゼンテーション

及びヒアリング審査（二次審査）
令和５年 ２月２１日(火)頃

優先交渉権者の決定 令和５年 ２月２８日(火)頃

譲渡契約の締結 令和５年 ３月中旬頃

地元説明会の実施 令和５年 ３月下旬頃
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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。

エ プレゼンテーション当日において、プロジェクターは用意があります。

パソコンなど使用する機器は提案者でご用意ください。

（２）質問及び回答

① 質問の受付

期間：令和５年１月 ４日（水）午前８時３０分から

令和５年１月２３日（月）午後５時００分まで

方法：【様式６】を作成の上、Ｅメールで担当課へ送付してください。

電話や窓口での質疑には応じられませんので、ご了承ください。

② 質問に対する回答の方法

質問に対する回答は本町ホームページで公表します。回答の公表をも

って、本要項の修正又は追加として、本要項と同様に扱うものとします。

受付期間中であっても、整理できたものから随時公表する予定です。

なお、質問はアイディア保護等の観点から公表に支障のある内容につ

いてはご注意ください。質問者の所属氏名等は公表しません。また、単な

る意見の表明と解されるものについては回答しないことがあります。

（３）その他

その他必要な事項に関しては、下記の各窓口へお問い合わせください。

【上水に関する問い合わせ】

ちちぶ広域水道お客様センター ０４９４－２５－５２２１

【下水に関する問い合わせ】

皆野・長瀞下水道組合 ０４９４－６６－０７４７

【公図に関する問い合わせ】

長瀞町税務会計課 ０４９４－６６－３１１１（内線１１３）

【赤道・水路に関する問い合わせ】

長瀞町建設課 ０４９４－６６－３１１１（内線２４４）

【ハザードマップに関する問い合わせ】

長瀞町総務課 ０４９４－６６－３１１１（内線２１３）

１１ 審査に関する事項

（１）審査方法

① 一次審査（書類審査）

応募多数の場合は、長瀞町提案型事業審査委員会（以下、「審査委員会」

という。）を開催の上、提出された応募書類等について書類審査を行います。

② 二次審査

最も適した優先交渉権者を、厳正かつ公正に決定するため、審査委員会が、
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提出された応募書類等について、別紙審査表に基づき、審査を行い、最も得点

が高い２者を選出します。

町は、その選考結果をもとに、優先交渉権者及び次点候補者を選定します。

優先交渉権者との協議が整わない場合は、次点候補者と協議します。

（２）プレゼンテーション

プレゼンテーションの実施方法等については、次のとおりとします。

●プレゼンテーションは提出した応募書類に基づき実施する。

●プレゼンテーションの時間は、１応募者あたり２５分以内とする。

●プレゼンテーションの実施後、２０分の質疑応答時間を設ける。

●プレゼンテーション会場への入場者は、３名以内とする。

●プレゼンテーションに必要となるスクリーンは、本町で用意する。

※ 新型コロナウイルス感染症等の社会情勢により、プレゼンテーションは、

オンラインでの実施となることがあります。プレゼンテーションの実施方法

の変更等については、一次審査通過者に対し個別に通知いたします。

（３）審査結果の公表

審査の結果は全ての応募者に書面にて通知します。グループで応募した場合

は、代表となる法人に通知します。なお、審査結果については、優先交渉権者

の情報のみ長瀞町ホームページにて公表します。

（４）応募者が１者のみの取り扱い

応募者が１者のみであった場合も、本事業に係る業務は継続します。

（５）欠格事項・禁止事項

次の事項を厳守すること。

① 応募者の複数提案を禁止する（１応募者１提案とする）。

② 応募書類の内容に重大な不備や虚偽の記載が認められた場合や、町のヒア

リング等の審査において虚偽の説明等を行った場合は、失格とする。

③ 応募資格のないもの又は応募資格の取り消されたものが応募した場合は、

応募を無効とする。

④ 応募書類の提出後、応募書類が本要項記載の要件を満たさないことが確認

された場合は、応募を無効とする。

⑤ 町民の疑惑や不信を招くような行為があったと町長が認める場合、応募を

無効とする。

⑥ 応募の採否の働きかけを行う等の目的で応募者又はその関係者が町の職

員に対し、直接、間接を問わず、連絡を求め、又は接触した場合は応募を無

効とする。

⑦ 応募期間終了後において、応募者が前記の応募条件等を満たさなくなった

場合は、応募を無効とする。

⑧ 選定後において、応募内容に重要な変更が生じた場合、又は上記の事項に

該当したことが明らかになった場合は、選定を取り消す場合があります。
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１２ 地元説明会

契約締結後、事業者は、提案事業の内容について地域住民等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、町と協議を行うこととします。

１３ その他注意事項

（１）本案件に応募される方は、募集要項には記載していない物件の詳細や注意事

項等を直接お伝えいたしますので、事前に必ず長瀞町産業観光課へお問い合わ

せ下さい。

（２）優先交渉権者等に選定されたことにより、各種許認可等の審査が免除される

ものではありません。関係法令、条例等の適用については、事業者自らの責任

で関係機関に確認のうえ、適切に対応してください。

（３）本要項に定めるもののほか、必要な事項については、町の指示に従ってくだ

さい。

１４ 担当課・問合せ先

長瀞町産業観光課

住 所：〒369－1392

埼玉県秩父郡長瀞町大字本野上 1035 番地１

電 話：０４９４－６６－３１１１（内線２３３）

Ｅメール：sangyo@town.nagatoro.saitama.jp
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■別紙
審査表

評価項目 詳細・着眼点
小項目

配点

大項目

配点

提案者

評価

知識

・

経験

・事業実施のための知見や実績を十分に備え

ているか。
１０ １０

事業

実施

能力

業務

計画

・業務実施体制や工程等、事業実施計画が適

切に策定なされているか。

・実施する事業の資金計画は、妥当な設計で

あるか。

・事業経費が妥当であり、企画提案内容と整

合性がとれているか。

１０

２５

確実性

・

将来性

・現時点で明確な事業構想等がなされてお

り、事業の実現性が十分に見込まれるか。

・将来にわたって事業継続の見込みが期待で

きるか。

・ターゲット設定や地域特性等の市場調査な

ど、事業の実現に対して十分な調査をしてい

るか。

１５

事業

内容

農業振

興に関

する機

能

・独立採算型事業が農業振興の発展に寄与

する提案であるか。

・町内の更なる農業の活性化が期待できる提

案であるか。

・話題性のある事業提案であるか。

３０

５５

市民農

園の付

加価値

を高め

る機能

・自らの事業のみならず、市民農園に貢献し

たいという意欲があるか。

・市民農園の付加価値を高める提案である

か。

２５

価格

（提案者の買受希望価格÷全提案者の買受

希望価格の平均）×５点

※ 小数点第二位を四捨五入

※ 最大 10 点

１０ １０


