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令和４年度 

安芸高田市エコヴィレッジかわね・安芸高田市高宮淡水魚養殖施設 

譲渡に係る公募型プロポーザル  

実 施 要 領 

 

参加申込書 提出期間 

令和４年 ９月２０日（火）から 

令和４年１０月１７日（月）まで 

土・日曜日及び祝日を除く 

午前９時から午後４時まで 

（正午から午後１時を除く） 

 

企画提案審査日 

令和４年１０月２０日（木） 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

安芸高田市産業部農林水産課 

（市役所本庁第１庁舎２階） 

 

安芸高田市吉田町吉田７９１番地 

℡ ０８２６－４７－４０２２（直通） 

安芸高田市 
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１ 趣 旨 

  安芸高田市エコヴィレッジかわね及び安芸高田市高宮淡水魚養殖施設は、地域経済力の向上と生

活環境の改善及び都市との交流促進を図り活力あるまちづくりに資するため旧高宮町において建設

され、安芸高田市に合併後は、指定管理者制度により管理運営を行ってきました。 

  しかしながら安芸高田市エコヴィレッジかわねにおいては、施設の経年劣化や多様化するお客様

のニーズの変化による利用者の減少、安芸高田市高宮淡水魚養殖施設においては、内水面漁業を取

り巻く急激な環境の変化により、営業が困難な状況にあります。 

  両施設の有効活用と地域経済の活性化及び交流人口の増加等を図るため、公共施設としての制約

を外し民間事業者の創意工夫を最大限活かした事業再構築を目的とした、公募型プロポーザルによ

る民間譲渡を行います。 

 

 

２ 公募の概要 

  この要領で定める譲渡条件を遵守し、両施設の有効かつ長期の活用と地域経済の活性化及び交流

人口の増加等に寄与するために、施設運営の意欲や経営能力の優れた民間事業者を募集します。 

 （１）対象施設の名称 

     安芸高田市エコヴィレッジかわね 

     安芸高田市高宮淡水魚養殖施設 

  

（２）募集方法 

公募型プロポーザルとします。 

 

 （３）譲渡方法 

     安芸高田市エコヴィレッジかわね及び安芸高田市高宮淡水魚養殖施設の土地、建物等につ

いて、有償譲渡とします。どちらか一方の施設だけの譲渡はできません。 

     市が所有する備品等については、無償譲渡とします。 

 

 （４）最低売払予定価格 

     譲渡物件の最低売払価格 金２円 

 

 （５）事業実施条件 

     地域の活性化と発展及び交流人口の増加等に貢献できる、次のいずれかに該当する事業と

します。 

   ① 産業の振興が図られる事業 

   ② 保健・福祉の向上が図られる事業 

   ③ 雇用の創出が図られる事業 

   ④ 教育文化の振興が図られる事業 

   ⑤ その他住民サービスの向上に資する事業 

    ※ただし、資材置き場や残土処分地等の利活用は対象としません。 
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（６）譲渡時期 

     売払代金の全額を納付した日となります。 

 

 

３ 譲渡内容及び条件 

  譲渡内容及び条件に関する事項は、次のとおりです。 

 （１）土地・建物等に関すること 

   ① 別紙１の土地・建物等を有償で譲渡します。 

② 土地及び建物の引渡しは現状有姿のままで行います。土地及び建物等に隠れた瑕疵があっ

ても、市は一切の責任を負いません。 

③ 事業を実施する上で必要となる土地の改良工事、建物や設備の改修・更新等は、譲渡先事

業者の費用負担及び責任で行うこととします。また、工事等に伴う騒音、振動埃等及び建築

物を建設したことに起因する電波障害、風害、日影等の周辺への影響については、譲渡先事

業者の責任において対応してください。 

   ④ 事業の実施の際、地域住民と調整が生じた場合は、全て譲渡先事業者において行ってくだ

さい。 

   ⑤ 各種供給処理施設（電気・浄化槽・お太助フォン等）の利用に当たっては、譲渡先事業者

の負担となりますので、各供給機関と十分協議してください。なお、利用に当たって必要な

工事等については、譲渡先事業者の負担において行ってください。 

   ⑥ 両施設はボーリング井戸を共有し給水しています。給水設備の引き渡しは現状有姿のまま

で行います。維持管理は譲渡先事業者となります。また、給水設備の修繕や更新等は、譲渡

先事業者の費用負担及び責任で行ってください。 

   ⑦ 一般県道邑南高宮線から安芸高田市高宮淡水魚養殖施設に架かる橋梁について、維持管理

を行ってください。 

  

（２）備品等の物品に関すること 

   ① 市が所有する備品等については、無償で譲渡します。 

   ② 備品等は、現状有姿で譲渡します。 

   ③ 譲渡する備品等に隠れた瑕疵があっても、市は一切の責任を負いません。 

 

  

４ 要望事項 

（１）従業員の雇用 

     従業員を雇用される場合は、地元雇用に努めてください。 

  

（２）市施策への協力 

     市の地域振興策に対して、積極的な協力をお願いします。 
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５ 公募スケジュール 

 （１）募集、選定等に係る日程 

内  容 日  程 

公示日（公募の開始） 令和 4年 9月 16日（金） 

現地確認期間 
令和 4年 9月 20日（火）から 

令和 4年 10月 4日（火）まで 

資料閲覧可能期間 
令和 4年 9月 20日（火）から 

令和 4年 10月 4日（火）まで 

質疑書受付期間 
令和 4年 9月 20日（火）から 

令和 4年 10月 4日（火）まで 

公募型プロポーザル参加申込書 提出期間 
令和 4年 9月 20日（火）から 

令和 4年 10月 17日（月）まで 

企画提案審査 

プレゼンテーション及びヒアリング 
令和 4年 10月 20日（木） 

企画提案審査結果の通知 

譲渡先候補者決定の通知 
令和 4年 10月 21日（金） 

市有財産売買契約の締結 
譲渡先候補者決定通知日から 

5日以内 

売買代金支払い期限 令和 4年 11月 18日（金） 

引渡し 売払代金を全額納付した日 

所有権の移転登記 物件引渡し後に本市が行う 

 

 （２）実施要領及び各種様式の配布 

     安芸高田市ホームページからダウンロードしてください。 

     ※安芸高田市ホームページ：https://www.akitakata.jp/ja/ 

 

 

６ 応募手続 

（１）参加資格 

応募者の主たる所在地については、市内外を問いませんが、次の要件の全てを満たす者と

します。 

   ① 実施要領に定める「参加申込書」を提出期限までに提出している者。 

② 実施要領に定める譲渡の条件を遵守し、経営に十分な資力、信用、管理能力等を有する個

人又は法人、複数の法人からなる共同企業体とします。複数の法人からなる共同企業体によ

る応募の要件は、次のとおりです。 

    ア 応募及び事業に必要な諸手続等を一貫して担当する法人をあらかじめ定めること。また、
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共同企業体の構成員の役割分担を明確にすること。 

    イ 企画提案募集に関する応募者の重複参加は認めません。 

③ 次のいずれにも該当しないこと（応募者が共同企業体であるときは、その構成員の全てが

該当しないこと）。 

    ア 成年被後見人及び被保佐人。 

    イ 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及び同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類

する業の営業に供しようとする者。 

    ウ 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

又は第 6号に該当する者。 

    エ 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 5条

に規定する観察処分の決定を受けた団体又は当該団体の役職員若しくは構成員。 

    オ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき、更生手続開始の申立てがされている者

又は民事再生法（平成 11年法律第 255号）に基づき、再生手続開始の申立てがされている

者。 

    カ 譲渡物件を公序良俗に反する目的に使用しようとする者。 

    キ 市税及び市使用料又は法人税を滞納している者。 

    ク 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 238 条の 3 第 1 項に規定する公有財産に関する

事務に従事する本市職員。 

    ケ 地方自治法施行令第 167条の 4第 1項及び第 2項各号の規定に該当する者。 

    コ 前各号の一に該当する事実があった者の代理人又は委託等を受けた者。 

    サ 前各号に該当する者のほか、市長が不適当と認めた者。 

 

（２）現地確認 

     譲渡施設等の現地確認は、必ず応募者ご自身で行ってください。また、事前に事務局 

（安芸高田市産業部農林水産課）までご連絡ください。 

   ① 現地確認期間 令和 4年 9月 20日（火）～令和 4年 10月 4日（火） 

            土・日曜日及び祝日を除く平日の午前 9時から午後 4時までとします。 

      ※現地を確認するときには、周辺の迷惑とならないよう十分留意してください。 

 

（３）閲覧可能資料 

     次に掲げる資料の閲覧が可能です。 

     閲覧の際は、希望日及び時間について事務局（安芸高田市産業部農林水産課）にご連絡く

ださい。 

   ① 閲覧可能期間 令和 4年 9月 20日（火）から令和 4年 10月 4日（火） 

            土・日曜日及び祝日を除く平日の午前 9時から午後 4時までとします。 

② 閲覧可能資料 

    ア 公図 

    イ 登記簿 

    ウ 不動産鑑定評価書 
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    エ 各種図面 

（４）質疑書の受付 

     実施要領に関し質疑のある者は質疑書（様式第 2号）を提出してください。 

   ① 受付期間 令和 4年 9月 20日（火）から令和 4年 10月 4日（火） 

           土・日曜日及び祝日を除く平日の午前 9時から午後 16時までとします。 

   ② 提 出 先 事務局（安芸高田市産業部農林水産課） 

   ③ 提出方法 質疑書を作成し、事務局（安芸高田市産業部農林水産課）へ直接持参又は、 

メールで提出してください。 

           メール：nohrinsuisan@city.akitakata.jp 

   ④ 回答方法 令和 4 年 10 月 7 日（金）までに質疑者へ郵送又はメールで回答を行うととも

に、安芸高田市ホームページにその内容を掲載します。 

 

（５）参加申込書の受付 

     本プロポーザルへの参加を希望する者は、下記のとおり提出してください。 

     なお、６の（１）の参加資格に定める応募者に該当するか否かについて確認するため、警

察機関等へ照会を行う場合があります。 

   ① 提出期間 令和 4年 9月 20日（火）から令和 4年 10月 17日（月） 

           土・日曜日及び祝日を除く平日の午前 9時から午後 4時までとします。 

   ② 提 出 先 事務局（安芸高田市産業部農林水産課）まで直接持参してください。 

   ③ 提出書類 法人の場合 

参加申込書（様式第 3号）・・・・・・・・・・・ １部 

           誓約書（様式第 4号） ・・・・・・・・・・・  １部 

           譲渡希望価格調書（様式第 5号）・・・・・・・・ １部 

企画提案書（任意様式）・・・・・・・・・・・・ ８部 

           印鑑登録証明書 ・・・・・・・・・・・・・・ １部 

           登記事項証明書（現在事項全部証明書）・・・・・ １部 

           法人税の納税証明書 ・・・・・・・・・・・・  １部 

          個人の場合 

参加申込書（様式第 3号）・・・・・・・・・・・ １部 

誓約書（様式第 4号） ・・・・・・・・・・・  １部 

           譲渡希望価格調書（様式第 5号）・・・・・・・・ １部 

企画提案書（任意様式）・・・・・・・・・・・・ ８部 

住民票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

           印鑑登録証明書 ・・・・・・・・・・・・・・ １部 

 

（６）企画提案書の作成要領 

     企画提案書（任意様式）には、別紙２に示す審査基準を踏まえ以下の内容を盛り込んで、

８部提出してください。 

   ① 基本理念・方針 

○公募の趣旨を理解し、施設の譲渡先事業者として相応しい経営理念、 
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経営方針であるか 

 

② 事業計画 

   ○事業計画の内容が事業実施条件に合致しているか 

   ○民間ノウハウを活用し、効果が期待できるアイディアや工夫等が盛り込まれているか 

      ○安芸高田市エコヴィレッジかわねに係る施設の事業計画について、具体性及び実効性

を有し、計画的なスケジュールとなっているか 

      ○安芸高田市高宮淡水魚養殖施設に係る施設の事業計画について、具体性及び実効性を

有し、計画的なスケジュールとなっているか 

③ 運営体制 

  ○事業を行う体制・能力等を有しているか 

○事業運営の継続性が具体的になっているか 

   ④ 防災・防犯対策 

      ○災害発生時の対応について 

      ○緊急時の対策や事故対応について 

⑤ 事業収支計画 

   ○事業の採算性がとられているか 

   ○長期的な経営が期待できる資金計画・財務状況となっているか 

⑥ 地域との関わり 

  ○地域との交流や連携が意欲的であるか 

  ○地域の活性化につながっているか 

    ※原則として、Ａ4版で各ページに通し番号を振り、片面印刷とします。 

     （ただし、パンフレットや証明書類等規定のものを除きます。） 

    ※文字は、原則として 12ポイント以上の文字としてください。ただし、図や表中の文字につ

いてはこの限りではありません。 

    ※必要に応じ、イラスト、イメージ図、表を使用しても構いません。 

 

 

７ 企画提案審査の実施 

（１）審査委員会の設置 

     企画提案内容の審査に際しては、安芸高田市エコヴィレッジかわね及び安芸高田市高宮淡

水魚養殖施設売払企画提案審査委員会（以下、「委員会」という。）を設置し、企画提案審査

を行います。 

 

（２）企画提案審査の実施【非公開】 

     委員会において、応募者によるプレゼンテーション及びヒアリング審査を実施します。 

   ① 開催日時 令和 4年 10月 20日（木）午前 9時から午後 5時 

   ② 開催場所 クリスタルアージョ 301研修室 

          （応募者控室はクリスタルアージョ 401研修室） 

   ③ 出 席 者 1応募者につき 3名以内 
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   ④ 実施時間 プレゼンテーション 15分以内 

          ヒアリング 10分以内 

   ⑤ その他  応募者が 1 者の場合であっても、プレゼンテーション及びヒアリングは実施し

ます。 

          スクリーン及びプロジェクターは市で準備しますが、パソコン等の必要な機器

（電源・机・椅子を除く）の用意及びセッティングは応募者で行ってください。 

 

（３）審査方法 

   ① 提出された企画提案書を審査します。審査は総合点方式とします。配点は 1人 100点とし、

出席委員の合計点数で採点します。 

   ② 配点数の 60％に当たる点数を基準点とし、これ未満の場合は選定しません。 

   ③ 審査の結果、最も得点が高い者を譲渡先候補者として選定します。 

   ④ 審査の結果、最も得点が高い者が複数あるときは、A 段階評価の数が最も多い者を譲渡先

候補者に選定します。A 段階評価の数が最も多い者が複数あるときは、譲渡希望価格が高い

者を譲渡先候補者とし、さらに同額の場合は、審査委員の多数決により譲渡先候補者を選定

します。多数決で同数の場合は、委員長が譲渡先候補者を選定します。 

⑤ 応募者が１者のみの場合も審査を実施します。 

  

（４）審査結果の通知 

     審査終了後、全応募者に審査結果通知書（様式第 6号）を通知します。 

     譲渡先候補者に選定した者には、譲渡先候補者決定通知書（様式第 7号）を通知します。 

 

 

８ 市有財産売買契約の締結 

   市と譲渡先候補者は、契約に係る協議を行い、譲渡先候補者決定通知日から 5 日以内（土・日

曜日及び祝日を除く）に市有財産売買契約書（様式第 8号）による契約の締結を行います。なお、

その際は、譲渡先候補者は改めて見積書（様式第 9号）を提出するものとします。 

（１）契約保証金の納付 

   ① 譲渡先候補者は契約締結日に契約金額 100 分の 10 以上に相当する金額を納入しなければ

なりません。 

   ② 契約保証金は売買代金の一部に充当します。 

 

 （２）契約関係費用 

   ① 契約に係る書類に関する印紙税その他一切の費用は、譲渡先候補者の負担とします。 

 

（３）用途の制限 

   市は、契約者に、次に掲げる用途の制限を付すものとします。 

① 契約者は、契約締結の日から 5年を経過する日までの間、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及び同条
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第 5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の営業に供し、また、これらの用

に供することを知りながら、所有権を第三者に移転し又は第三者に貸してはいけません。 

   ② 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項に

指定する暴力団の事務所又はその他これに類するもの用に供し、また、これらの用に供する

ことを知りながら、所有権を第三者に移転し又は第三者に貸してはいけません。 

   ③ 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 5条に

規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所の用に供し、また、これらの用に供すること

を知りながら、所有権を第三者に移転し又は第三者に貸してはいけません。 

  

 （４）権利の設定等の禁止 

    契約者は、契約締結の日から 5 年を経過する日までの間、あらかじめ市の承認を得ないで、

売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする

権利設定し若しくは売買物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転し合併し

てはいけません。 

 

（５）契約の解除 

    市は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるも

のとします。 

   ① 契約に違反したとき。 

   ② 詐欺その他不正な行為により土地を譲り受けたとき。 

   ③ 土地の引き渡しを行った後に、予期することができない事由により、やむを得ずこの契約

の解除を申し出たとき。 

   ④ 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその法人の役員又はその支店

若しくは営業所（常時公示の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表する者をいう。以下

同じ。）が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織（以下「暴力団」

という。）の関係者（以下、「暴力団関係者」という。）であると認められるとき。 

   ⑤ 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与して

いると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関

係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。 

   ⑥ 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与し

ていると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

   ⑦ 前 3 号の他、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有して

いると認められるとき。 

   ⑧ 経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。 

 

 （６）その他 

    その他、市有財産売買契約書の契約条項を遵守してください。 
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９ 売払代金の納付 

   契約者は、売払代金から契約保証金を除いた金額を令和 4 年 11 月 18 日（金）までに全額納付

をしてください。 

 

 

１０ 物件の引き渡し 

  （１） 契約者が売払代金の全額を納付した日をもって物件を引き渡しします。 

  （２） 土地、建物等及び備品は現状有姿の状態で引き渡しとなります。 

 

 

１１ 所有権移転登記 

    市は、売払代金の完納を確認した後、所有権移転登記を行います。契約者は登記に必要な書

類を市に提出してください。なお、所有権移転登記に要する費用は全て契約者の負担となりま

す。また、土地及び建物に掛かる固定資産税は契約者の負担となります。 

 

 

１２ その他留意事項 

（１） 提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めません。 

（２） 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提案を失格とします。 

（３） 提出書類は返却しません。 

（４） プロポーザル及び契約締結のために提出された書類等に記載された個人情報は、当該事

務のみに使用し、その他の目的には使用しません。 

（５） 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、申込者の負担とします。 

（６） 市や監督官庁への申請・届出、その他必要な一切の手続きは、譲渡先事業者の責任にお

いて行ってください。 

（７） 本プロポーザル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場合、本プロポ

ーザルを延期若しくは中止することがあります。なお、その場合、応募者が損害を受ける

ことがあっても市は賠償責任を負わないものとします。 

（８） 参加申込書を提出した後に申込を辞退する場合は、書面（任意様式）で届け出てくださ

い。 

  （９） 譲渡先事業者は、地元振興会と良好な関係の保持に努めてください。 

 

 

１３ 担当部署（提出・問合せ先） 

    〒731－0592 安芸高田市吉田町吉田 791 

     安芸高田市役所 産業部農林水産課 

     TEL：0826－47－4022 FAX：0826－42－1003 

     電子メール：nohrinsuisan@city.akitakata.jp 

      


