
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度  

道の駅たかねざわ 元気あっぷむらに関する 

サウンディング型市場調査（官民対話）実施要領 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ はじめに 

現在、「道の駅たかねざわ 元気あっぷむら」では、民間事業者の専門的な技術やノウハ

ウを活用したサービスの向上や経費縮減などを図る目的で指定管理者制度を採用しており

ます。令和２年４月１日にリニューアルオープンした本施設の現行の指定管理期間は令和７

年３月 31 日までであり、より効果的な施設運用に向けた情報収集を行っています。今回の

調査はその一環としてより多くの民間事業者に参画いただき、町民サービスの効果的・効率

的な提供につなげることを目的として、サウンディング型市場調査（官民対話）を実施する

こととしました。 

 

町が施設運営をする上で期待する具体的な効果は、次の６点です。 

町が施設運営に期待する効果 

① 関係人口を増加させてほしい。 

  観光客の増加、多地域連携の増加など 

② 町の経済循環を促進してほしい。 

  町産品の消費拡大、取り扱い増加に関する取組や工夫、ふるさと納税額の増加など 

③ 施設の価値を高めてほしい。 

  施設の独自性の追求など 

④ 施設の運営効果を見える形で発信してほしい。 

  各種データの公開、発信など 

⑤ 財政負担を和らげてほしい。 

  施設維持管理費の圧縮、指定管理料の削減など 

⑥ ①～⑤を複合的に実施し、町民福祉の向上を図ってほしい。 

  施設の利便性の向上、運営目的の説明や共有によるシビックプライドの醸成など 

 

それを踏まえた上で本サウンディング型市場調査を実施する主な目的は次の５点です。 

本調査を実施する町の目的 

① 市場性の把握（民間事業者の参入意欲がどの程度あるか） 

② 参入しやすい公募条件の設定 

③ 自由かつ魅力的な提案の収集 

④ 現状を踏まえた上で外部から見える課題 

⑤ 現指定管理者の運営へのアドバイスや連携できそうな事項 

 

まずは、民間事業者の皆さまに施設の運営についての現状や課題などを知っていただき、

その上で、皆さまから施設の運営や公募条件、施設の効率的な運営、現施設運営の魅力向上、

町民サービスの向上などに関するご意見などをいただきたいと考えています。皆さまの積極

的なご参加をお待ちしております。 

 

 



※サウンディングは、事業発案段階や事業化検討段階において、事業内容や事業スキーム等に関して、直接

の対話により民間事業者の意見や新たな事業提案の把握等を行うことで、対象事業の検討を進展させるための

情報収集を目的とした手法である。また、事業の検討の段階で広く対外的に情報提供することにより、当該事

業に対する民間事業者の理解の促進や参入意欲の向上を期待するものである。（国土交通省地方公共団体のサ

ウンディング型市場調査の実施手引きより） 

 

２ 調査の内容 

（１）対象施設 

道の駅たかねざわ 元気あっぷむら 

（２）対象施設の概要 

対象施設の概要については、本要領と合わせて公表しております施設の概要資料をご確認

ください。 

（３）調査の対象者 

当該施設の管理・運営に関心のある法人等とします。個人の方は参加できません。 

（４）意見・ 提案・質問 

今回、ご意見等をいただきたい内容は次の項目とします。全てにお答えいただくことが難

しければ、個別の項目についてのみでもかまいません。対話をスムーズに実施できるように、

申込者には事前に 「事業説明資料」、「参考資料」、「対話シート」を送付いたします。送付

した資料をご確認いただき、「対話シート」へご意見等を記載のうえ、提出をお願いします。 

内容 

１ 施設スペックと期待される効果を比べてどう思うか。 

２ 指定管理受託を想定する上で活用しやすい施設と負担になる施設はどこか。 

３ 指定管理受託を想定する上で導入してほしい条件及び解決してほしい課題等はあるか。 

４ 現在の指定管理者のサービスと町が期待する効果を見比べてどう思うか。 

５ 効果を創出するために自社でできる取組で面白い提案があるか。 

６ 経費の縮減、収入の増加について民間企業のノウハウを活かしたアイデアがあるか。 

７ 施設の管理・運営への参画意欲や民間事業者（業界）のニーズについてどう考えるか。 

 

３ 調査のスケジュール 

 

(１) 参加申込  

【受付期間】  

令和３年 12月１日（水）～令和４年１月 31日（月）15時 

【申込方法】  

様式１「参加申込書」を電子メールで提出してください。後日、「事業説明資料」、「参考資

料」、「対話シート」を申し込みいただいたメールの宛先に送付いたします。 

【提出先】kanzai@town.takanezawa.tochigi.jp（事務局宛） 

※電子メールの件名を、「道の駅サウンディング参加申込み（代表法人名）」としてください。 



(２) 対話シートの提出 

【受付期間】 

令和３年 12月 13日(月)～令和４年１月 31日（月） 

【提出方法】 

参加申込後に送付する「対話シート」を電子メールで提出してください。提案内容につい

て、参考資料がある場合は、合わせてご提出ください。なお、データ容量が大きい場合（目

安 10MB 以上）は、電子メールを受信できない場合がありますので、事前にご確認いただく

か、データを分割して送信してください。 

【提出先】 

高根沢町総務課契約係 

  kanzai@town.takanezawa.tochigi.jp（事務局宛） 

※電子メールの件名は、「道の駅サウンディング対話シート（代表法人名）」としてください。 

 

(３) 対話の実施（オンライン） 

次のとおり、対話を実施します。日程等は、参加申込受付後に個別に調整します。 

【実施日】 

令和４年２月 14日（月）～２月 18日（金）を予定。 

【実施方法】 

  WEB会議システム「Zoom」により実施。 

※詳細な設定等は、後日、所管課より参加者にご連絡します。 

※各自、PC、スマートフォンなどに「Zoom」をご準備ください。 

【対話時間】 

原則、参加者ごとに 30 分を目安に実施。対話には、各施設の町担当者、指定管理者制度

の町担当者が参加します。また、対話時間は、対話を行う施設数や提案いただいた内容に応

じて、個別に時間を調整します。 

【施設所管課】 

 高根沢町元気あっぷ創生課 Tel:028-675-8120 

 E-mail: sousei@town.takanezawa.tochigi.jp 

【対話内容】 

○事業への参画意欲やニーズ 

○施設の課題やポテンシャル 

○事業へ参画するための条件及び課題 

○民間企業ならではの提案内容 

○提案を実施すると期待される事業効果 

○提案内容を実現するための条件及び課題など 

※対話がスムーズに行えるよう、事前に提出していただく「対話シート」の内容をもと

に、対話を進めていく予定としています。 

※各施設に共通する一般的なご質問については、後日、結果概要資料の中で回答させて



いただきます 。 

※なお、本要領に関係のない提案など本調査の趣旨以外の内容について提案・質問があ

った場合は、当該参加者に対する対話を実施しない場合があります。 

 

(４) 実施結果の公表（令和４年３月中旬予定） 

サウンディング調査の実施結果については、参加者のアイデア及びノウハウの保護に配慮

し、意見交換の概要のみ高根沢町ホームページ「指定管理者制度」に公表させていただきま

す。なお、参加者の名称は非公表とします。また、いただいた質問の中で、一般的なものや

共通するものについては、実施結果の公表の中で、回答させていただきます。なお、参加者

のアイデア及びノウハウの保護の観点から、現指定管理者へ共有せず、町の内部資料として

のみ利用してほしい事項については、対話シートの最後にその旨記載できる欄を設けてあり

ますのでご利用ください。 

 

(５) 実施スケジュール表 

令和３年度 道の駅たかねざわ 元気あっぷむらに関する 

サウンディング型市場調査（官民対話）実施スケジュール 

時期 概  要 備  考 

令和 3 年度   

12/1 

 

12/13 

サウンディング調査募集開始（要領 HP アップ） 

 

対話シート受付開始（町からの資料送付は順次） 

 

1/31 サウンディング対話シート〆切  

2/1-2/4 

 

2/14-18 

 

2/21 

参加者へ調査スケジュール送付（メール） 

 

サウンディング調査実施（オンライン） 

 

参加事業者へ調査結果原稿確認 

Zoom で各社最大１時間以内を想定 

3/中旬 調査結果 HP アップ  

 

４ 留意事項 

 

○本調査に要する費用の弁償及び報酬の提供はありません。 

○提供する資料は、本調査に関わる検討以外の目的で使用してはなりません。また、本調査

の参加者は当該資料及び本調査で知り得た情報を第三者に漏らしてはなりません。 

○対話方式のヒアリング以外に、別途、電子メール等による継続的な対話をお願いすること

があります。 

〇令和４年度以降において、今回の調査結果を踏まえた再調査を実施する場合があります。

その際に今回参加された事業者へ対し施設所管課よりご連絡をする場合があります。 

○本調査で意見・提案いただいた内容は、令和５年度または６年度に実施を予定している指

定管理者の選定（公募）方法や各施設の管理運営方法、制度の見直しなどを検討する際の



参考としますが、必ず反映されるものではありません。 

○本調査への参加実績が、指定管理者の選定にあたっての公募の際に優位性を持つものでは

ありません。また、本調査で意見・提案いただいた内容については、公募に際して提案の

義務を課すものではありません。 

○本調査の参加者で、個別対話を辞退される方は、「辞退届書」（任意様式）を参加申込書の

提出先に電子メールで提出してください。 

 

５ 参加資格 

 

（１）日本国内に主たる事務所又は事業所が所在する法人その他の団体（以下「団体等」と

いいます。）で、道の駅の管理運営により、施設利用者と地域住民との交流の促進及び

町の活性化に寄与することができる者。また、応募できる「その他の団体」とは、団体

又は複数の団体により構成された共同事業体（以下「共同事業体」という。）とし、法

人格の有無は問いません。したがって、個人での申請はできません。 

なお、共同事業体で応募する場合は、下記の点に留意してください。 

１）共同事業体の名称を設定し、代表者となる団体を選定すること。なお、代表団体及

び構成員の変更は、原則として認めません。 

２）共同事業体の構成員は、他の共同事業体の構成員となり、又は単独で申請すること

はできません。 

 

（２）次のいずれかに該当する団体等は、応募者となることはできません（代表者、役員等

を含む）。 

１）地方自治法第 244 条の２第 11 項の規定による指定の取消しを受けてから２年を経

過しない者 

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

３）国又は地方公共団体との契約に関して指名停止措置を受けている者 

４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に

基づく更生又は再生手続きを行っている者 

５）国税及び地方税を滞納している者 

６）高根沢町暴力団排除条例(平成 24 年条例第 5 号)第 2 条に規定する暴力団、暴力団

員等又はこれらと密接な関係者である者 

７）禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けるこ

とがなくなった日から２年を経過しない者 

 

（３）施設の管理運営に必要とされる職員確保、初期出資金の調達が可能と考える団体等で

あること。 

※資格を満たさない事実が発覚した場合は町が参加を取り消します。 

 



６ 参考情報 

 

○高根沢町の指定管理者制度に関すること 

（高根沢町ホームページ「指定管理者制度」） 

URL: https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/gyosei/biz/shiteikanri/ 

（高根沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例） 

 URL：https://www1.g-reiki.net/town.takanezawa/reiki_honbun/e138RG00000551.html 

〇施設の設置管理条例等について 

 （道の駅たかねざわ元気あっぷむらの設置及び管理に関する条例） 

 URL：https://www1.g-reiki.net/town.takanezawa/reiki_honbun/e138RG00001132.html 

 （道の駅たかねざわ元気あっぷむらの設置及び管理に関する条例施行規則） 

 URL：https://www1.g-reiki.net/town.takanezawa/reiki_honbun/e138RG00001146.html 

○その他施設の情報については、道の駅たかねざわ 元気あっぷむらのホームページもご参

考ください。 

 （道の駅たかねざわ 元気あっぷむらホームページ） 

 URL：https://www.genkiupmura.com/ 

〇現地調査が必要な場合は、一般来場者として各自現地にて実施していただくほか、参加申

込書の受付期間内に施設所管課と日程調整の上、新型コロナウィルス感染症の感染拡大状

況を鑑みた上で、施設所管課の同行による説明も可能とします。その際、複数の申込者と

同じ時間に設定する場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、感染拡大

状況によっては実施を取り消す場合がございますので併せてご了承ください。 

 

７ 連絡先 

 

【事務局】 

 高根沢町総務課契約係 Tel:028-675-8101 

  kanzai@town.takanezawa.tochigi.jp 

【施設所管課】 

 高根沢町元気あっぷ創生課 Tel:028-675-8120 

  sousei@town.takanezawa.tochigi.jp 

 

 

 

８ 別添資料 

 

・施設概要資料 

・参加申込書 


