
ふれあい遊トピア公園及び仁木町民スキー場の

更新事業及び管理運営業務民間提案実施要領

令和４年（2022 年）12 月

仁木町



１ 目的

仁木町では、近年の厳しい財政状況や人口減少、公共施設の老朽化などに適切に対応

しながら、地域の価値や住民満足度の向上を図るため、「官民連携」を推進している。

官民連携の取組の一つとして、民間企業の自由な発想で町が保有する公共施設等の効果

的な利活用や魅力、ポテンシャルを発掘してもらうことを目的として、町では、「仁木

町民間提案制度」（以下、「本制度」という。）を開始した。民間提案では、民間事業者

から事業提案を募集し、町民に対するサービスの質を向上、町財政の負担軽減、町の魅

力向上等の効果を期待することができる。

本実施要領は、本制度による「ふれあい遊トピア公園及び仁木町民スキー場の更新事

業及び管理運営業務」事業提案の実施について、必要な事項を定めるものである。提案

内容は、本実施要領で定める審査基準により審査を行い、採択の可否を決定する。な

お、提案が採択された場合でも、予算案件が議会で承認されないなどの理由により事業

が実施できない場合は、事業化されるものではない。

２ 趣旨

本町では、老朽化が進んでいる公共施設に対する今後の維持管理・運営やそれらに係

る財政負担等が課題となっており、課題解決に向けた取組として民間提案制度などを活

用している。

本件は、特に老朽化が進んでいるふれあい遊トピア公園及び仁木町民スキー場につい

て、上記の課題に加え、「利用者の減少」といった課題を解決するために、民間ノウハ

ウを活用した当施設の「改修」及び「管理運営」の提案を募集するものである。

３ 業務内容等

（１）業務名

ふれあい遊トピア公園及び仁木町民スキー場の更新事業及び管理運営業務

（２）事業概要

事業概要は次のとおり。

ア 募集対象施設

ふれあい遊トピア公園及び仁木町民スキー場

イ 募集する提案内容

住民サービスの向上や地域経済への還元に資する募集対象施設の利活用

（改修・管理運営）に関する提案。なお、利活用の提案にあたっては、仁木

町 HP に掲載されている第６期仁木町総合計画など町の各種計画及び規則、

要領等を踏まえたものとすること。また、仁木町民スキー場でリフト及び照

明の改修工事を実施する令和５年度及び令和６年度はリフト及び照明を使用

できないものとする。



ウ 提案条件

①提案の実現にあたって、必要な費用等の確保手段及び金額を可能な限り明

記すること。

例：現状の維持管理経費の流用、国、北海道等からの補助金・交付金等の

各種制度（名称まで）、自己資金、クラウドファンディング、企業等

の寄附等

②維持管理・運営に係る費用及び業務内容について、別紙の仕様書の内容を

満たすこと。

（３）所管課及び担当者

ア ふれあい遊トピア公園

産業課 商工観光振興係

℡ 0135-32-3951

Mail syoukou02-niki@town.niki.hokkaido.jp

イ 仁木町民スキー場

教育委員会 生涯学習係

℡ 0135-32-3621

Mail kyouiku03-niki@town.niki.hokkaido.jp

４ 参加資格要件

次の資格要件のいずれかにあてはまる者は、本事業の提案者になることができない。

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に該当す

る者（法人及びその他団体にあっては、その代表者又はその役員を含む。以下同

じ。）

（２）会社更生法（平成 14年法律第 154 号）の規定に基づく更生手続開始、民事再生

法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく再生手続開始若しくは破産法（平成

16 年法律第 75 号）の規定に基づく破産手続開始の申立てをしている者又は申立て

がなされている者及びこれらの手続中である者

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（令和３年法律第 77号）第２

条に規定する団体またはその構成員。また暴力団員等と社会的に非難されるべき関

係を有している者

（４）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条の規定による観察処分を受けた団体及びその関係者

（５）法人税、消費税若しくは地方消費税又は市町村税等の滞納がある者

（６）町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人から指

名停止措置を受けている者



（７）政治活動や宗教活動を主な目的としている者

（８）その他町長が適当でないと認める者

５ 企画提案書について

（１）提案書等の様式

提案事業者は次に掲げる書類を作成の上、提出すること。

ア 企画提案書（表紙）（様式１）

イ 誓約書（様式２）

ウ 企画提案書（任意様式）

エ 参考見積書（任意様式）

（２）提出方法

ア 提出期限：令和４年 12 月 27 日（火）17：00 迄

イ 提出先 ：本実施要領３（３）に記載の担当者宛

ウ 提出部数：紙ベースで 10部及び担当者メールアドレス宛にデータ送付

（３）作成上の注意事項

【提案書作成時の注意事項】

６ 審査方法・評価基準等

（１）審査方法

「仁木町民間提案制度実施要綱」第７条の規定により設置した「仁木町民間提案審

査委員会」（以下、「審査委員会」という。）にて、採択の可否について審査するもの

とする。審査会では、提出された提案書について、次項で定める評価基準に基づき審

査を実施する。

提出書類 注意事項

企画提案書（表紙）

（様式１）

誓約書（様式２）

企画提案書（任意様式） 本実施要領「３ 業務内容等（２）事業概要」に留意し

た内容とすること。文字サイズは 10ポイント以上と

し、明確かつ具体的に記述すること。また、必要に応

じて図、表、写真、スケッチ及び図面等を適宜利用す

ること。

参考見積書（任意様式） 提案の実行に係る各業務の費用について、可能な限り

明確に積算し記載すること。なお、本実施要領「３ 業

務内容等（２）事業概要」に留意すること。



（２）評価基準

本事業の採択に関する評価基準は以下の通りとする。

（３）ヒアリングの実施

町及び提案事業者は、事業内容や対象施設の明瞭化を図るため、個別にヒアリング

を実施することができる。また、提案事業者は、必要に応じて対象施設を視察するこ

とができる。

（４）プレゼンテーション審査の実施

審査委員会において、提案内容をより理解するために、次のとおりプレゼンテーシ

ョン審査を実施する。ただし、提案事業者が多数となった際は、事前に書類選考を行

い、プレゼンテーション審査の実施対象者を選定する。

ア 実施日 ：令和５年 1月 12 日（木）

イ 実施場所：仁木町役場

ウ その他 ：実施日時、会場、進め方等については、参加者に直接通知する。

また、プレゼンテーション審査については、原則、事前に提出した「提案

書」に基づき行うものとし、追加資料は認めない。ただし、やむを得ず、追

加資料が必要な場合は、プレゼンテーション審査実施日の３開庁日前までに

所管課へ連絡の上、追加資料を提出すれば、差し支えないものとする。

（５）審査における留意事項

複数の提案事業者から提案があった場合には、審査委員会による審査の評価が最も

高い提案事業者を１社選定する。また、次点の提案事業者も１社選定する。ただし、

評価が最も高い提案事業者が複数となる場合は、別に定める評価基準の評価視点順の

評価視点 内容

1．提案要件 提案内容が本実施要領「３ 業務内容等（２）事業概

要」に則した提案となっているか。

2．独自性・独創性 提案内容に独自のアイデア・ノウハウや技術が盛り込

まれているか。また、現在町が実施している管理運営

と比較し、事業化した場合の付加価値があると認めら

れるか。

3．実現性・継続性 事業計画や収支計画の具体性、実現性の見込みはある

か。

4．財政負担 提案内容が本実施要領「３ 業務内容等（２）事業概

要」に則した提案となっているか。



優先順位で、最も評価が高かった者を上位の提案事業者とする。

なお、全ての企画提案について、行政課題の解決が十分に達成できないものである

と判断したときは、事業化しないものとする。

（６）審査結果の通知・公表

審査の結果は、提案事業者に対して文書で通知する。また、提案のあった件数並び

に採択となった提案については、「提案事業名」、「提案事業者名」、「提案概要」を町

ホームページで公表する。ただし、提案事業者の独自のノウハウ等が含まれるなど、

公表することによって提案事業者に不利益が生じる内容については公表の対象としな

い。なお、審査結果に対する異議の申し立ては一切受け付けない。

７ 事業化に向けた協議

（１）詳細協議の概要

ア 町と提案事業が採択された事業者（以下、「採択事業者」という。）は、提案

内容を基に事業化に向けて協力して事業の詳細に関する協議や必要な手続き

等を行い、事業の枠組みを整備する。

イ 町と採択事業者は、事業化に際して必要がある場合は、別に施設管理者、指

定管理者等と同様の協議を行い、事業実施に向けた調整を行う。

ウ 町は、採択事業者との詳細協議及び関係者との調整等の結果、詳細協議が成

立（町と採択事業者の双方が合意）に至った場合は、本実施要領６の（７）

に基づき、契約を締結する。

エ 詳細協議の期間は、原則として、提案内容が詳細協議の対象となってから 12

か月以内とする。ただし、町が必要と判断した場合は、詳細協議を継続する

ことができる。

（２）詳細協議における留意事項

ア 詳細協議は、原則として採択事業者が提案した範囲内で行うものとし、費用

は採択事業者の負担とする。

イ 詳細協議の結果は、採択事業者に文書で通知するとともに町ホームページで

公表する。

ウ 採択事業者との詳細協議が成立した場合においても、予算案等が議会で承認

されない等の事由により、提案事業が実施できなくなった場合には、事業化

されない。

エ 上記ウの場合において、当該事業が実施できなくなった事由が解決したとき

は、町と提案事業者と協議の上、詳細協議を再開し事業化を図る。

オ 詳細協議の結果、詳細協議が整わなかった（合意に至らなかった）場合は、

提案内容は事業化されない。その際、採択事業者が詳細協議の過程で負担し

た費用やリスク等について町は責任を負わない。また、複数の事業者から提



案があった場合は、本実施要領６（４）にて選定した次点の提案事業者に対

し、町は詳細協議開始の打診を行うことがある。

カ 事業概要や詳細協議経過等については、必要に応じて議会等へ報告すること

がある。ただし、採択事業者の独自のノウハウ等が含まれるなど、公表する

ことによって採択事業者にとって不利益が生じる内容については公表の対象

としない。

８ スケジュール

本事業に係るスケジュールは以下の通りとする。

９ その他

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

（２）提案内容等の作成に要する全ての経費は、提案事業者の負担とする。

（３）町に対し提出された書類は返却しない。

（４）提案書等の提出後は、原則、記載内容の変更を認めない。ただし、特別な事情が

ある場合等、町が認めた場合にはこの限りではない。

（５）提案書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該提案書等を無効とする

とともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行う場合がある。

（６）提出された提案書等については、提案事業者の同意を得ずして第三者に開示し、

又は本事業の目的以外に使用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は除

く。

ア 採択事業者が提出した提案書等について、町が必要と認める場合

イ 仁木町情報公開条例（平成 16年条例第 10号）の規定が適用される場合

（７）本事業は、提案内容に補助金・交付金の採択や仁木町議会の議決を想定している

場合、これらが採択・議決等に至らなかった場合、提案内容の実行が不可能、若し

くはスケジュールが変更となる場合がある。スケジュール変更に伴う事業計画の変

No. 内容 スケジュール

1 実施要領の公表及び公募の開始 令和４年 12 月 14 日（水）

2 提案書の提出期間 令和４年 12 月 27 日（火）

3 プレゼンテーション・ヒアリング審査通知 令和４年 12 月 28 日（水）

4 プレゼンテーション・ヒアリング審査開催 令和５年 1月 12 日（木）

5 事業採択の通知 令和５年１月 16 日（月）

6 事業化に向けた詳細協議 令和５年１月 17 日（火）～



更等については、町と十分な協議を行い決定するものとする。なお、提案事業者は

提案書を提出した段階で上記の事項について合意したものとし、一切の損害賠償の

請求はできないものとする。



（様式 1）

企画提案書

令和４年 月 日

仁木町長 佐 藤 聖 一 郎 様

提案者

「ふれあい遊トピア公園及び仁木町民スキー場の更新事業及び管理運営業務民間

提案実施要領」に基づき、別紙のとおり企画提案書を提出します。

記

提案事業名：

提出資料 ：



（様式 2）

誓約書

令和４年 月 日

仁木町長 佐 藤 聖 一 郎 様

提案者

「ふれあい遊トピア公園及び仁木町民スキー場の更新事業及び管理運営業務民間提

案実施要領」に基づき、下記の「参加資格要件」のいずれにも該当しないことを誓約

します。

記

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に該当す

る者（法人及びその他団体にあっては、その代表者又はその役員を含む。以下同

じ。）

（２）会社更生法（平成 14年法律第 154 号）の規定に基づく更生手続開始、民事再生

法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく再生手続開始若しくは破産法（平成

16 年法律第 75 号）の規定に基づく破産手続開始の申立てをしている者又は申立て

がなされている者及びこれらの手続中である者

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（令和３年法律第 77号）第２

条に規定する団体またはその構成員。また暴力団員等と社会的に非難されるべき関

係を有している者

（４）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条の規定による観察処分を受けた団体及びその関係者

（５）法人税、消費税若しくは地方消費税又は市町村税等の滞納がある者

（６）町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人から指

名停止措置を受けている者

（７）政治活動や宗教活動を主な目的としている者


