香取市地域活性化施設使用者
募集要項

令和元年５月
香 取 市
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１． 事業の概要
香取市佐原は、かつて商業都市として飛躍的に発展を遂げた。その背景には、利
根川の瀬替えが行われたことにより江戸への航路が確保され、物資輸送の中継地と
して重要度が高まったことが挙げられる。利根川の分流である小野川沿いには物資
の荷上場としての「だし」が設置され、周辺には舟で運ばれた物資を扱う商店や旅
館などが多く立ち並び、賑わいを見せた。
しかし、現代に入ると物資輸送が舟運から鉄道や自動車に変わると、佐原の河港
商業は徐々に衰退し、古い町並みは過去の産物として都市化を阻害する要因の一つ
であるとまで言われていた。
このような時代の流れの中、平成８年に文化庁から「伝統的建造物群保存地区」
の選定を受け、行政と住民の町並み保存への意識が大きく変わる転機が訪れた。
佐原の町並みは、伝統的建造物群保存地区（約 7.1ha）と景観形成地区（約
11.6ha）から構成され、地区内には古い建物が残っており、舟運で栄えたかつて
の面影を残している。中には国指定史跡（伊能忠敬旧宅）や県指定建造物（８件）
が含まれ、地区は忠敬橋を中心とした小野川沿いと香取街道・下新町通りに面する
部分で構成されている。
この町並みは重要伝統的建造物群保存地区に選定されてから、観光客が訪れるよ
うになり、次第にかつての活気を取り戻すようになっていったが、東日本大震災に
よって甚大な被害を受け観光客が半減した。現在災害復旧はほぼ完了し、震災前の
活気を取り戻しつつあるが、町並みには空き店舗が目立つようになっている。
また、十字型に形成された町並みも回遊性の悪さを表しており、観光客の滞在時
間が思うほど伸びず、観光低迷の一因であると考えられる。
本事業では、このような現状を打破しようと、市が所有する伝統的建造物を「地
域活性化施設」として民間の意欲ある事業者に低廉な使用料で提供しようとするも
のであり、使用者は応募書類及びヒアリングにより選定する。
本活性化施設を提供するにあたっては、
「歴史的資源を活用した交流人口の拡大と
にぎわいの創出」を大きな目的としており、本募集においては、このコンセプトや
後述する設置趣旨等に照らし合せ、最も事業の効果が期待できる企画をした応募者
１者を選定し、本施設の使用許可者として使用させるものとする。

２． 対象となる物件
（１） 対象物件の立地（別紙 1 参照）
本物件は、香取市佐原伝統的建造物群保存地区内を流れる小野川の左岸側、中橋
付近に位置し、敷地の南東側（建物正面）は、小野川沿いの市道（市道 1047 号線）
、
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南西側は路地（市道 1025 号線）に面しており、佐原の町並みの中心部である忠敬
橋から北へ約 250ｍの位置にある。
（２） 対象物件の概要
所在地
施設名称

千葉県香取市佐原イ 486 番地
う わ が し

上川岸 第一施設
AE

敷地面積
建物

99 ㎡【現況面積】
（借地）
・香取市佐原地区歴史的景観条例第１８条第２項第２号に該当する
伝統的建造物（伝建 No，46）
（所有者：香取市）
・木造瓦葺平屋建
・床面積 50.58 ㎡（１階）
19.96 ㎡（中 2 階）
70.54 ㎡（合計）【現況面積】

周辺道路幅員

南東側（市道 1047 号線） 平均 4.5ｍ
南西側（市道 1025 号線） 平均 1.5ｍ

給水

公共上水道（通水中）

排水

公共下水道

ガス

無

電気

通電中（30A）

付帯施設
駐車スペース
景観規制等

専用庭
無
香取市佐原伝統的建造物群保存地区

（３） 建物の背景・本物件を活用した活動内容
本物件は大正時代に建築され、当時は小間物屋が営業していたが、河港商業の衰
退によって店は閉められ、住居として使われていた。
最近では、居住者もおらず空き家となっており、先の東日本大震災で損傷を受け、
所有者と協議の末、市が無償で譲り受け改修した。
平成 26 年度に東京大学都市デザイン研究室が「生活者と来街者の交流機会」と、
「回遊性向上」 ※１ に関しての調査及び検討を行い、新たなまちづくりの方策の活動
実験の場とするため、市が本物件を提供した。
大学生は地元佐原高校生徒と協働し、本物件を「さわらぼ」 ※２ と命名し、「記憶
アーカイブ」
「誰でも写真展」等の常設展示や、高校生主体による「路地裏観光ツア
ー」や部活動の活動場所（将棋部、演劇部、合唱部、写真部等）として約 10 ヵ月
間本物件を活用した。
（参考資料３参照）
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このような活動を通して「さわらぼ」は地域住民と来街者とのコミュニケーショ
ンの場となり、にぎわいの創出に関して一定の成果があったと思われる。
※１「回遊性向上」
・・・多種多様な人の流れを作ること。佐原の町並みにおいては、複数存在し、本物件も面し
ている路地に観光客を引きこむことで、深みのある観光を実現し、滞在時間やリピーターの増加となり、ひ
いては地域が活性化すると考えられる。
※２「さわらぼ」・・・
「さわら（佐原）
」と実験室を意味する「ラボラトリー」を組み合わせた造語。

（４） 本物件の設置趣旨
上記活動内容から、本物件が生活者と来街者との交流拠点の一つになり、双方の
町並みでの滞在時間の増加に繋がり、かつてのにぎわいを取り戻し、地域経済の活
性化に少しでも寄与することを目標に、本物件を「地域活性化施設」として設置す
るものとする。

３． 物件の使用条件
（１） 基本的事項（別紙２参照）
本物件を使用するにあたっては「香取市地域活性化施設の設置及び管理に関する
条例」
（以下、
「条例」という。
）、同条例施行規則（以下、
「規則」という。
）及び「香
取市地域活性化施設使用者募集要項」（以下、「募集要項」という。）に記載されて
いる事項を順守すること。
また、本物件の使用できる範囲は、土地（専用庭含む）及び建物とする。なお
敷地奥の専用庭は、施設が開いているときは、開放することとし、室 No，3（和
室 6 畳）については、事業を営むためのバックヤードとして使用するのではなく
開放することが望ましい。
また、平面図と現況が違う場合、現況を優先するものとする。
（２） 使用形態
応募者の中から、応募書類及びヒアリング審査にて本物件の設置趣旨に最も合
致した者を選定し、使用許可者として許可期間中の使用料を徴収し、使用させるも
のとする。
（３） 使用許可期間
使用許可期間は、令和元年８月 1 日から 24 ヶ月以内（最長で令和３年７月 3
１日まで）とする（施設開設前の準備期間を含む）。なお、使用許可期間終了後引
き続き本物件を使用したい場合は再度使用の申込みをし、使用許可者として選定さ
れなければならない。
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現使用者が選定された場合の使用許可期間は継続しての使用となることから、
令和元年７月１日から２４ヶ月以内（最長で令和３年６月３０日まで）とする。
（４） 月額使用料
月額使用料は２０，０００円とする。ただし、物価の変動等に伴い使用料を変
更する必要が生じた場合は、使用許可者と協議の上、変更する場合がある。
（５） 使用料の支払い
使用料の支払いは、市の会計年度ごとに使用許可期間の月数を乗じた額を、市
長の指定する期日までに支払うものとする。
（６） 使用用途の制限
本物件は、次に掲げる用途として使用してはならない。
① 本物件を許可された以外の用途に使用すること。ただし、市長の許可を得た
場合はこの限りではない。
② 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
第２条に規定する業
種。
③ 公の秩序又は善良な風俗に反する用途。
④ 政治活動等又は宗教活動等。
（７） 修繕費用の負担
本物件の修繕に要する費用は、原則市が負担する。
ただし、以下に掲げる事項に関する修繕、又は使用許可者の責に帰すべき事由
により修繕の必要が生じた場合の費用は、使用許可者が負担するものとする。
① 畳表の取替え、裏返し
② 破損ガラスの取替え
③ 障子紙の張替え
④ 給水栓の取替え
⑤ 電球、蛍光灯、LED 照明の取替え
⑥ 排水栓の取替え
⑦ 上記に掲げる事項の他、軽微な修繕
（８） 維持管理
（ア）

使用許可者は、本物件を善良な管理者の注意のもと適切な維持管理を行い、
本物件を滅失又は毀損した場合は、速やかに市に状況を報告すること。
なお、以下に掲げる維持管理費等は、使用許可者の負担とする。
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① 電気、電話、水道及び下水道の使用料
② 汚物、塵埃及び排水の消毒、清掃及び処理費
③ 付帯施設の使用及び管理に関する費用
④ 使用許可者が自らの事業に必要な設備類に要する費用
（イ） 本物件を他の者に使用させ、又は使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
（ウ） 本物件を増築してはならない。
（エ） 使用開始後の次の行為については、市の許可が必要となる。
① 連続して 15 日以上、本物件を許可された用途として使用しない場合。
② 本物件を、許可された用途以外の用途として使用する場合。
③ 本物件において、規則で定める改変に当たる行為を行う場合。
（９） 本物件の明渡し
本物件を明渡そうとする場合は、明渡そうとする日の 30 日前までに市長に届
け出て、市長が指定する者の検査を受けなければならない。
（１０） 原状回復義務
使用許可者は、明渡しの検査の時までに原状回復を行うこと。ただし、市長の
承認を得た場合は変更後の状態で明渡しを認めるものとする。
（１１） 許可の取消し
（ア） 使用許可者が本物件を使用中、以下に掲げる事項に該当することとなった場
合、市は、是正の勧告を行うことなく、本物件の使用許可を取消すものとする。
① 使用許可者が、市長の指定する期日から１ヶ月以上経過しても使用料を納
付しないとき。
② 本物件を、不正行為によって使用したとき、又は使用させたとき。
③ 使用許可者の都合により、本物件を引き続き 30 日以上使用しないことと
なったとき。
④ 使用許可者又は本物件に従事する者が、以下に掲げる要件に該当している
ことが判明したとき。
i. 香取市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員等又は同条第
１号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している。
ii. 税金等を滞納している。
iii. 満 20 歳以上の成人ではない者。ただし、市長が認める場合はこの限り
ではない。
iv. 日本国籍を有していない。ただし、市長が認める場合はこの限りではな
い。
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v. 公衆に不快の念又は危害を与える恐れがある。
⑤ 本物件の用途が募集要項３（６）②から④に該当する場合。
（イ） 使用許可者が本物件を使用中、以下に掲げる事項に該当することとなった場
合は、市は、使用許可者に対して是正の勧告を行い、改善されない場合は、本
物件の使用許可を取消すものとする。
① 本物件を毀損したとき。
② 市長の許可を得ず、募集要項３（８）（エ）①及び③に該当する行為を行
ったとき。
③ 地域社会の環境、秩序及び平穏を阻害する行為をしたとき。
④ 本物件の用途が、条例第 1 条の設置の趣旨に合致しないと認められる場合。
⑤ その他不適当と判断される行為を行ったとき。

４． 応募の手続き
（１） 本募集の概要とスケジュール
選定方法は書類審査及びヒアリング審査とし、スケジュールは下記のとおりと
する。
【スケジュール】
募集要項の公表

令和元年５月 1 日（水）
（窓口配布は５月７日（火）から）

現地見学会の開催期間

令和元年５月７日（火）～５月１７日（金）

応募書類の受付期間

令和元年５月 1５日（水）～５月３１日（金）

質疑受付期間

令和元年５月１３日（月）～５月１７日（金）

質疑に対する回答

令和元年５月２１日（火）

企画内容のヒアリング

令和元年６月中旬から下旬（予定）

使用許可者の特定（非特定）通知 令和元年６月中旬から下旬（予定）
施設使用開始
（現使用者が選定された場合：

令和元年８月 1 日～
令和元年７月１日～）

（２） 応募の要件
応募者は、本物件の設置の趣旨を理解し、使用条件に沿って本物件を使用し、
事業を運営できる資金力、企画力、及び経営能力を有する者とする。
なお、応募者及び使用代表者が以下の要件に該当することが判明した場合は、
当該応募者は失格とする。
① 香取市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員等又は同条第１号
に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者。
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② 市税等を滞納している者。
③ 応募する時点で、満 20 歳以上の成人ではない者。
④ 日本国籍を有しない者。
⑤ 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当する者。
⑥ 破産法に基づく破産の申し立てがなされている者。
⑦ 会社更生法に基づく更生手続き開始の申し立てがなされている者。
（応募者
が法人の場合に限る）
⑧ 民事再生法に基づく再生手続き開始の申し立てがなされている者。
（応募者
が法人の場合に限る）

⑨ 募集要項公示日から使用許可通知の日までに、香取市建設工事請負業者等指
名停止措置要領の規定に基づく指名停止を受けている者。
（３） 応募の手続き
(ア) 現地見学会
本物件の見学を希望する場合は、電話にて見学日を予約すること。現地見学会
の開催期間は、令和元年５月７日（火）～５月１７日（金）のうち、見学希望者
との協議により見学日時を決定する。
（電話予約の受付時間は、午前９時～１２時
及び午後１時～５時とする。
）
予約の受付 香取市建設水道部都市整備課住宅・街なみ班
（担当

木内、佐藤）

電話 0478-50-1214
(イ) 質疑・回答
① 受付期間
令和元年５月 1３日（月）～５月１７日（金）までの市役所開庁日午前９
時～午後５時。
② 質疑の方法
募集要項等に対する質問がある場合は、質疑書（様式１）に所要の事項を
記入し、受付期間内に下記「
（ウ）使用申込みの受付」に記載の受付窓口宛て
に提出すること。
（FAX 又は電子メール可[必ず着信確認をすること。]）
なお、現地見学会での質問は一切受け付けない。
③ 質疑に対する回答
質問の回答については、令和元年５月２１日（火）午後５時までに、香取
市のホームページ上で公表する。ただし、質問者名は、公表しない。
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(ウ) 使用申込みの受付
① 受付日時等
令和元年５月 1５日（水）～５月３１日（金）の市役所開庁日の午前９時
～１２時及び午後１時～５時の間に、郵送（５月３１日消印有効）又は、受
付窓口に持参すること。
受付窓口 香取市建設水道部都市整備課住宅・街なみ班（本業務担当窓口）
住所

〒287-8501
千葉県香取市佐原ロ 2127

電話番号

0478-50-1214

FAX 番号

0478⁻54⁻7654

電子メール toshi2@city.katori.lg.jp
② 提出書類
提出書類は、下記の書類を提出すること。
（各１部）
i.

香取市地域活性化施設使用申込書（様式２） サイズ：A4 判タテ

ii.

使用代表者の住民票の写し（交付日から３か月以内のもの）

iii.

市税等の納税（未納がないこと）に関する証明書
※ 証明書の名称は各自治体によって違うので確認すること。

iv.

誓約書（様式３） サイズ：A4 判タテ

v.

企画説明書（様式４） サイズ：A4 判タテ
※ 記載要領
１

使用理由に関する事項

・本物件の目的及び設置趣旨を理解したうえで、なぜ本物件を使
用したいのかを具体的に記載すること。
２

活用内容に関する事項

・物件全体についての活用の基本的な考え方及び活用方法につい
て具体的に記載すること。
・少なくとも以下の事項は記載内容に含むこと。
○事業の基本的な考え方
○事業の業種、内容
○企画した事業を展開することでなぜ地域活性化を図れるの
か。
３

事業の実現性や継続性に関する事項

・本物件で展開する事業の運営に関する以下の事項について具体
的に記載すること。
○開店までの準備日数、準備内容
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○サービス内容、販売物、営業時間等の具体的な内容
○事業実施体制（施設の管理運営の責任体制、従業員数等）
○運営に必要な備品等
○店舗の運営実績等
(エ) ヒアリング
令和元年６月中旬から下旬（予定）に応募書類に関して説明を求めるヒアリ
ングを実施する。
なお、ヒアリング日時・場所等については、電子メールにて連絡するので、
受領した際は、受信確認メールを返信すること。
(オ) 選定・非選定の方法及び通知
ヒアリングを行った者の中から、評価の合計点が最上位の者を使用許可者と
して選定する。企画説明書を選定した者については、書面により通知する。ま
た、提案書が選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨（非選定）
を同じく書面により通知する。
評価の合計点が最上位である者が 2 者以上あるときは、くじ引きにより使用
許可者を決めるものとする。
提案内容等が本事業の遂行にふさわしくないと認められる場合、非選定とす
る場合がある。
(カ) その他
① 応募に関し必要な資料の作成、及びヒアリングに関する費用は応募者の負担と
する。
② 提出書類等については、受付期間終了後の差し替えは認めない。
③ 提出された書類及び審査に関して以下の行為があった場合は、当該応募者を失
格とする。
i. 提出書類に故意に虚偽又は不備があった場合。
ii. 審査に関わる不正な行為が認められた場合。
④ 企画説明書等の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、ヒアリングにて選
定されることとなった応募者の提案については、本事業の範囲において公表・
展示等をするとき、市は無償で使用できるものとする。
⑤ 応募者が提出した企画説明書等は返却しない。
⑥ 市が配布する資料等は、応募に関わる検討以外の目的で使用してはならない。
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５． 企画説明書等の審査
（１） 審査体制
本募集では、使用許可者を選定するにあたり、「香取市地域活性化施設使用許可
者選定委員会」において、審査を行う。
（２） 使用許可者の選定方法
使用許可者の選定方法は、応募者の資格審査及び企画説明書の内容のヒアリング
を行い、下記の審査基準を基に総合的に評価し、本物件の使用許可者として選定す
るものとする。
（３） 審査基準
(ア)

基本的事項
本募集要項に規定する応募者の要件等を満たしていること。

(イ)

審査基準
審査項目

審査基準

審査

配 分 配点

基準点

率

企

本物件の

本物件の使用理由が目的及び設置趣旨 0～５

画

使用理由

を理解しており、適切なものか。

説

に関する

また、熱意は十分か。

明

評

書

本物件の

活用内容が地域活性化に寄与すると期 0～５

に

活用内容

待できるか。

関

に関する

す

評価

る

事業の実

活性化施設を運営するうえでの事業計 0～５

審

現性や継

画は具体性があり、実現可能なものか。

査

続性に関

また継続運営に安定性があるか。

×４

２０

×８

４０

×６

３０

価

す る 評
価

そ の 他 加 算 その他特筆すべき事項を記載
事項

１０

加点内容

合

計

満点 100 点
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※審査基準点
項目

審査基準点

非常に優れている・非常に適切・大いに期待できる

５

優れている・適切・普通以上に期待できる

４

普通・ある程度期待できる

３

やや劣る・やや不十分・あまり期待できない

２

劣る・不十分・期待できない

１

不適当

0

※「本物件の使用理由に関する評価」「本物件の活用に関する評価」及び「事業
の実現性や継続性等に関する評価」のいずれかの審査項目において、採点を行
った委員の評価点の平均が 0 点となった場合は選定しない。
※その他加算事項は、各選定委員が加点内容を記載したうえで、相当と考える得
点（最大 10 点）を加点する。

６． 参考資料
・香取市地域活性化施設の設置及び管理に関する条例（参考資料 1）
・香取市地域活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則（参考資料 2）
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