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田原本町こどもはぐくみ・交流センター指定管理者募集要項 

 

この要項は、田原本町こどもはぐくみ・交流センター（以下「センター」という。）の開設準

備及び管理運営業務（以下「本件業務」という。）の指定管理者を選定するにあたり、その手続

その他の必要な事項を定めるものとする。 

 

１．指定管理者の募集 

本件業務は、「田原本町こどもはぐくみ・交流センターの設置及び管理に関する条例」（令和

４年１２月田原本町条例第２０号。以下「条例」という。）第１条に定める設置目的を効果的

に達成するため、「田原本町公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例」（平

成１７年１２月田原本町条例第３０号）に基づき、次のとおり指定管理者を募集する。 

 

２．本件業務の概要 

（１）業 務 名   田原本町こどもはぐくみ・交流センター開設準備及び管理運営業務 

 

（２）実 施 場 所   田原本町９３９番地 

田原本駅南地区市街地再開発ビル（近鉄田原本駅南西に建設中。以下「駅

前ビル」という。）の２階 

 

（３）業 務 内 容   <１> センターの施設管理業務、自主事業 

           <２> フリースペース（会議室）の貸付、利用料の収受 

           <３> 地域子育て支援拠点（一般型）及び <４> 出張ひろば 

           <５> 地域活動支援センター事業 

詳細は別に定める仕様書のとおり 

 

（４）指 定 期 間   契約締結日から令和１１年３月３１日まで 

・開所予定日は令和６年４月１日、運営期間は５年間 

・指定の期間内であっても、指定管理者による管理を継続すること 

が適当でないと認めるときは、指定を取り消すことがある。 

 

（５）契約上限額   田原本町（以下「町」という。）が支払う上限額は、下記の金額とし、

この額を超える収支計画書を提案された場合は失格とする。 

年 度 限度額（円） 備  考 

令和５年度  7,000,000 開設準備 

令和６～ 

１０年度 
 96,365,000 

指定管理料（５ヶ年度分） 

各年度 19,273,000 円 

計 103,365,000  
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（６）指定管理料等の内訳 

 ○開設準備経費（令和５年度） 

4,000,000円 地域子育て支援拠点事業（一般型）開設準備経費 ※１ 

2,000,000円 その他物品等購入費 

    1,000,000円 食券販売機を導入する場合の加算 ※２ 

    7,000,000円 

※１ 令和５年度の国庫補助基準額を限度とします。4,000,000円は令和４年度の国庫補助基

準額を参考値として記載しています。 

※２ 喫茶コーナーにおいて、食券販売機を導入する場合に実費分を加算します。（限度額は

1,000,000円。） 

 

 ○指定管理料（令和６年度～令和１０年度 単年度の内訳） 

 ＜地域子育て支援拠点事業分＞ 

     8,973,000円 一般型の基本分（6～7日型、常勤職員を配置） 

      500,000円 ＩＣＴ化推進事業 

      300,000円 新型コロナウイルス感染症対策支援事業        

     9,773,000円 ※３ 

 

 ＜地域活動支援センター事業分＞ 

     5,000,000円 基本分 

     1,000,000円 加算分 ※４                    

     6,000,000円 

 

 ＜その他施設管理費等＞ 

     3,500,000円 

 

  合計 19,273,000円 ※５ 

※３ 地域子育て支援拠点事業は、国庫補助基準額（子ども・子育て支援交付金）を限度額と

するために、年度により基準額が増減します。 

記載の数値は、令和４年度の国庫補助基準額です。 

今回の応募で提案できる限度額は、（５）に示しているとおりですが、必ずしも町から

の支払いをお約束するものではありません。 

 また、実績額（補助対象になる経費）が各年度の補助基準額に満たない場合は、当該実

績額を町からの補助金額（指定管理料）とします。 

 ＩＣＴ化推進事業500,000円及び新型コロナウイルス感染症対策支援事業300,000円は
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限度額がそれぞれ独立しています。（ＩＣＴ化推進事業で 600,000 円の実績があっても、

500,000円が限度額となります。）今後、加算の制度がなくなる場合もあります。 

  指定期間中に国庫補助制度の変更等が生じたときは、内容等を確認の上、指定管理料を変

更する場合があります。 

※４ 地域活動支援センター事業について１年度間に、一定数以上の「利用対象者」の来所が

あった場合、各年度の地域活動支援センター事業分の限度額に 1,000,000円を加算します。

（仕様書＜５＞のキを参照） 

※５ 指定管理料には、センター運営に要する経費、すべてを含みます。 

人件費、管理費（光熱水費、保守点検費、管理委託費、賃借料、設備・備品修繕料（防

犯カメラ・機械警備機器含む）、ごみ処理手数料等）、事業費（地域子育て支援拠点事

業、地域活動支援センター事業、喫茶コーナーの運営、自主事業等）、賠償責任保険、

職員研修参加費、消耗品費等 

 

３．不動産物件等 

（１）駅前ビル等の概要 

① 駅前ビル 

   構  造  鉄筋コンクリート造、10階建（約 31ｍ） 

    敷地面積  約 3,350㎡ 

建築面積  約 2,220㎡（建蔽率 約 66％） 

延床面積  約 10,220㎡（容積対象面積 7,511.06㎡ 容積率 約 224％） 

用  途  １階：商業・業務施設（約 800㎡） 

２階：公共公益施設（約 755㎡）、電気室（275㎡） 

３階～10階：分譲住宅（80戸、約 6,050㎡） 

  ② 田原本駅前南自動車駐車場 

     構  造  鉄骨造 

     敷地面積  約 3,350㎡ 

     建築面積  約 2,220㎡ 

     延床面積  約 1,970㎡ 

     収容形態  自走式立体駐車場２層３段 

     対象車種  長さ 5.0ｍ以内、高さ 2.1ｍ以内、総重量 2.5ｔ以下 

 

（２）本件業務を行う施設の概要 

  用  途  ２階、公共公益施設 

  延床面積  約 431㎡ 

  開館時間  午前９時００分から午後５時００分まで 

  休 館 日  １２月２８日から１月４日まで 

  構  成  ・子育てひろば    108.5㎡ 
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        ・フリースペース   45.8㎡ 

        ・交流ひろば     111.8㎡ 

        ※詳細は別添図面参照 

  駐 車 場  送迎用の駐車場は、駅前ビルに併設する「田原本駅前南自動車駐車場」（以下

「立体駐車場」という。）に公共施設利用者優先として数台分確保する予定で

ある。ただし、駅前ビル２階西側に設置予定の保育施設と共用するものであり、

他の一般利用者が駐車をする可能性もある。混雑時等に当該優先場所に駐車が

あった場合は、他の駐車場所等を利用することになるため、留意すること。 

        なお、立体駐車場にある一般利用者用駐車場について、１時間以内の使用は無

料である。 

 

（３）施設の状況について 

  ア 電気・ガス・水道・空調、照明、窓、壁及び床等については町が整備をする。（以下「物

件」という。）電気等の供給を受ける契約は、指定管理者が行うこと。給水分担金及び手

数料は、町が支払う。 

  イ 指定管理者は、備品や遊具等、運営に必要な物品等を指定管理者の負担で準備すること。 

空調、シンク（流し）、床暖房（子育てひろば・赤ちゃんゾーン（一部除く））は整備され

ているが、机・椅子・カーペット・ブラインド等の備品類は設置されていない。 

「地域子育て支援拠点事業（一般型）開設準備経費」については、国庫補助制度の対象と

なる物品等以外は、町の補助対象にならないため注意すること。 

  ウ センターに勤務する職員の駐車場は、立体駐車場とは別に確保する等し、立体駐車場を

使用しないようにすること。 

 職員駐車場の用地取得や賃貸に関して、町は助成等を行わない。 

  エ 物件は整備中であり、令和６年２月の竣工を予定している。原則として物件の形状の変

更等は認めない。変更等に当たっては必ず町と協議をし、指定管理者の費用負担により行

うこと。また、指定期間終了時、又は指定取り消し時においては指定管理者の負担により

原状復旧をした上で町に返還すること。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。 

 

（４）責任分担 

 事故・火災等によるセンターの損傷及び被災者に対する責任は､事案ごとの原因により判断

しますが､第一義的責任者は指定管理者に帰属するものとし､被害が最小限となるよう迅速か

つ最善の対応をとるとともに､直ちに町へ報告してください｡センターの管理運営に際し予測

される責任分担は､概ね次のとおりとします｡ 

 

項目 内容 

責任分担 

町 
指定 

管理者 

応募 応募に関して必要な費用  ○ 
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議会の議決が得

られなかった等､

協定が締結でき

なかった場合 

応募に関して負担した費用及び生じた損害  ○ 

管理運営の準備のために負担した費用及び生じ

た損害 
 ○ 

債務不履行 
町が協定内容を不履行 ○  

指定管理者が業務及び協定内容を不履行  ○ 

書類の誤り 

仕様書等､町が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

事業計画書等､指定管理者が提案した内容の誤り

によるもの 
 ○ 

法令変更 

本事業に係る根拠法令の変更､新たな規制立法等

の成立など 
○  

広く事業者全般に影響を与える税制度の変更に

よるもの 
 ○ 

許認可 

事業実施にあたり､町が取得すべき許認可の遅

延･執行など 
○  

事業実施にあたり､指定管理者が取得すべき許認

可の遅延･執行など 
 ○ 

物価･金利変動 
指定期間中の物価及び人件費の上昇､金利の変動

に伴う経費の増加 
 ○ 

資金調達 

必要な資金調達  ○ 

経費の支出の遅延(指定管理者から業者)によっ

て生じた事由 
 ○ 

周辺地域･住民及

び施設利用者へ

の対応 

地域との協調  ○ 

施設管理､運営業務に対する住民及び利用者から

の苦情､要望等への対応など 
 ○ 

騒音･振動等の環

境対応 

町の責任に帰すべき理由による騒音､振動などの

環境問題 
○  

指定管理者が行う管理に起因する環境問題  ○ 

第三者への賠償 

町の責任に帰すべき理由による事故により第三

者に与えた損害 
○  

指定管理者が行う管理に起因する事故により第

三者に与えた損害 
 ○ 

事業の中止･延期 

町の指示､議会の不承認等による本事業の中止･

延期など（予算案の不承認等） 
○  

上記以外の事由による事業の中止･延期（不可抗

力を除く） 
 ○ 

指定管理者の事業の放棄･破綻  ○ 
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委託の管理責任 指定管理者が締結する契約の相手方の管理など  ○ 

不可抗力 

不可抗力（暴風､豪雨､地震､火災､騒乱など町又は

指定管理者のいずれの責めにも帰すことのでき

ない自然的､人為的な現象）による事業の履行不

能､変更､一部中止､休止及び経費の増加等 

協議 

不可抗力による事故時の対応  ○ 

不可抗力による町所有の設備､備品等の損害 ○  

不可抗力による指定管理者所有の施設､設備備品

等の損害 
 ○ 

業務内容の変更 
町の指示による業務内容の変更 ○  

上記以外の要因による業務内容の変更  ○ 

施設の損傷 

町の責任に帰すべき理由による事故､火災等によ

る施設の損傷 
○  

指定管理者の責任に帰すべき理由による事故､火

災等による施設の損傷 
 ○ 

第三者の事由による事故､火災等による町の施

設､設備､備品の損傷 
○  

第三者の事由による事故､火災等による指定管理

者の設備､備品の損傷 
 ○ 

維持管理費 

１件３０万円以上の修繕費  ○ 

上記を超える修繕費 協議 

施設の修繕及び改修による管理運営業務への影

響 
 ○ 

備品及び消耗品の盗難・紛失  ○ 

セキュリティー 警備不備による情報漏えい､犯罪発生  ○ 

終了手続 
指定期間終了時の施設の水準の保持  ○ 

事業終了時における手続きに要する費用  ○ 

引き継ぎ 事務引き継ぎに係る経費  ○ 

※上記に該当しない場合は、別途協議するものとします。 

 

（５）保険の加入 

指定管理者は、損害賠償責任等の履行確保のため、損害賠償責任保険等必要な保険に加入す

ること。なお、建築物に対する火災保険については、町が加入をする。 

 

４．開設準備に当たっての国庫補助制度（以下、「開設国庫補助」という。） 

地域子育て支援拠点事業（一般型）の開設準備経費補助（２．本件業務の概要 （６）） 

・令和５年度国庫補助基準を限度とする。（令和４年度は 4,000,000円） 

 ・開設国庫補助を活用する場合は、町で定める契約手続きを参考に契約行為を行うこと。また、
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町が指定する日以前に物品購入等の補助対象事業に着手すると補助対象外とする。 

・開設国庫補助の対象は、子ども・子育て支援交付金「地域子育て支援拠点事業 開設準備経

費（１）改修費等」の基準を満たすものとし、１点あたり 10,000 円以上（消費税込み）の

物品等とする。 

 ・実績額が補助基準額に満たない場合は、当該実績額を町からの補助金額とする。 

 ・開設国庫補助により購入した物品は、すべて町の所有とする。ただし、破損等が生じた場合

は、指定管理者の負担により修繕、買換え等を行うこと。 

 ・開設国庫補助により購入した物品等と、その他の物品を明確にすること。 

 

５．経費分担 

町と指定管理者の主な経費分担については次のとおりとする。 

 

項  目 内  容 
負担者 

田原本町 指定管理者 

人件費 職員給料、手当 保険料 

日々雇用職員賃金 
 ○ 

消耗品費 事務用消耗品（文房具等） 

雑品 等 
 ○ 

燃料費 ガソリン、ガス代金 

光熱水費 電気、水道代 

修繕費 設備等修繕費（３０万円以内）  〇 

設備等修繕費（３０万円超） 協議による 

役務費 電話等通信料  ○ 

委託料 各設備保守点検等  ○ 

使用料及び 

賃借料 

電子複写機借上、機械警備、 

機器借上料 等 
 ○ 

センター 

事業費 

<１> センターの施設管理業務、自主事業 

<２> ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽの貸付、利用料の収受 

<３> 地域子育て支援拠点（一般型）及び 

<４> 出張ひろば 

<５> 地域活動支援センター事業 

 ○ 

保険料 
施設利用者損害賠償保険  ○ 

建築物に対する火災保険 ○  

 

６．参加資格 

参加者は、次に掲げる要件を全て満たすこと。 

（１）法人その他団体又は複数の法人等が共同する共同事業体であること。なお、一つの団体

が複数の参加申し込みを行うこと、一つの法人その他の団体が複数の共同事業体に参加する
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ことは不可とする。（個人での参加も不可。） 

（２）子育て支援及び障害者等の居場所づくりに意欲があり、児童福祉事業（認可保育所運営

事業、認定こども園運営事業、地域子育て支援拠点事業、小規模保育事業、子育て援助活動

支援事業等）・障害者福祉事業（地域活動支援センター事業、障害者相談支援事業、指定特

定相談支援事業、指定一般相談支援事業、居宅介護などの訪問系サービス、生活介護などの

日中活動系サービス、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）や就労移行支援など訓練系・就労系サー

ビス）等）の運営実績がある者。 

（３）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こと。 

（４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされてい

る者又は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者（民事再生法に基づく再生手続開始決定がなされている者又は会社更生法に基づく

更生手続開始決定がなされている者を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

（５）暴力団員（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。

以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団

関係事業者（法人でその役員若しくは使用人のうちに暴力団員のあるもの又は自然人で使用

人のうちに暴力団員のあるものをいう。）でないこと。 

（６）暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員と社会的に非難

されるべき関係を有していないこと。 

（７）国税、主たる事務所の所在地及び田原本町の市区町村税及び固定資産税を滞納していな

いこと。 

（８）田原本町工事等契約に係る入札等参加停止措置要領（平成２４年４月田原本町告示第３

４号）第３条第１項の規定に基づく入札等参加停止措置を受けていないこと。 

（９）田原本町政治倫理条例（平成１１年１２月田原本町条例第２５号）第４条第１項に該当

する者でないこと。 

 

７．参加申込の方法 

申請書類等については、町ホームページからダウンロードしてください。（窓口、郵送等に

よる配布は行いません。） 

（１）提出期間 

令和５年３月２２日（水）から令和５年３月３０日（木）まで 

※土曜日、日曜日を除く 

（２）提出時間 

午前９時から午後５時まで 

（３）提出場所 

田原本町役場 健康福祉部 こども未来課 総合相談係 

（４）提出方法 

持参又は郵便による（郵便については、期限内必着） 
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※いずれの場合も事前に担当に電話を入れてください。 

（５）提出書類 

① 参加申請書（様式第１号） 

② 法人等の概要（様式第２－１号） 

  ※児童福祉事業（認可保育所運営事業、認定こども園運営事業、地域子育て支援拠点事

業、小規模保育事業、子育て援助活動支援事業等）・障害者福祉事業（地域活動支援セン

ター事業、障害者相談支援事業、指定特定相談支援事業、指定一般相談支援事業、居宅介

護などの訪問系サービス、生活介護などの日中活動系サービス、就労継続支援（Ａ型・Ｂ

型）や就労移行支援など訓練系・就労系サービス）等）に関する実績がわかる契約書及び

仕様書等を添付すること。 

  ※共同事業体の場合は、共同事業体結成届（様式第２－２号）もあわせて提出 

③ 事業実施計画書（様式第３－１号～３－５号） 

④ 職員配置等調書（様式第４号） 

  ※所長予定者及び施設長予定者の履歴書（様式任意）を添付 

  ※仕様書<３> <４> 地域子育て支援拠点事業 一般型及び出張ひろば カ 職員配置 

<３> 一般型 における保育士資格を有する常勤職員を配置する場合は、保育士となる資

格を証明する書類の写しを添付 

  ※仕様書<５> 地域活動支援センター事業 カ 人員配置 における介護職員初任者研

修、介護職員実務者研修、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は相談支援専門員

資格を有する常勤職員を配置する場合は、当該資格等を証明する書類の写しを添付 

⑤ 指定管理料所要見込額及び収支予算書（様式第５号） 

⑥ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）※発行日から３ヶ月以内のものに限る。 

⑦ 直近１年間の財務状況がわかる書類(貸借対照表、損益計算書及びキャッシュフロー計

算書等) 

⑧ 国税についての納税証明書（国税：様式その３の３） 

※発行日から３ヶ月以内のものに限る。 

⑨ 主たる事務所の所在地及び田原本町の市区町村税及び固定資産税についての滞納がな

い旨の証明書 

 ※発行日から３ヶ月以内のものに限る。 

（６）提出部数 

正本１部、副本１部、副本をスキャンしたＰＤＦデータ一式を記録したＣＤ－Ｒ等の電子記

録媒体（ＵＳＢメモリは不可）１枚。 

※１ 各種証明書等の原本は正本に添付し、副本にはその写しの添付で可とする。 

※２ 副本及びＰＤＦデータについては、全ての書類において法人等を特定できる情報を黒

塗り（マスキング）、その他の方法により読み取れないようにして提出すること。黒塗

り等が不十分な場合は、町がその補正を指示、または町が当該箇所の黒塗り等を行う。 

※３ 副本１部については、町で複写する場合があるため、ホチキスやインデックス等を使

用せず、製本せずに提出すること。 
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※４ 正本１部は、Ａ４サイズのファイルに綴るとともに、資料番号をインデックスで標示

すること。 

※５ 提出の際は、事前に電話で連絡すること。 

 （７）共同事業体で参加する場合 

  ① 様式中の表記について 

   「所在地（様式第３－４号を除く）」は「共同体の事務所の所在地」と、「団体名」は「共

同事業体の名称」と、「代表者職・氏名」は「構成員代表者の社名・代表者（契約締結権

を支店等に委任している場合は支店等の長）の職・氏名」と読み替えることする。 

  ② 構成員名の記載について 

   担当者の連絡先に係る事項を記載する際には、構成員名を併記すること。 

  ③ 印箇所の押印に使用する印について 

   構成員代表の印鑑を使用すること。 

  ④ 構成員ごとに提出を求める書類 

   「７．参加申込の方法 （５）提出書類」の⑥及び⑦については、共同事業体の構成員ご

とに提出すること。 

  ⑤ 共同事業体結成届（様式第２－２号）について 

   共同事業体結成届（様式第２－２号）については、「３社構成」を想定したものとなって

いるが、構成員名等を記載する箇所については、構成員の数に合わせて追加又は削除する

こと。 

 （８）提出書類の黒塗り（マスキング）・削除等について 

   黒塗り・削除等については、事業者の名称だけでなく、以下の表記にも行うこと。 

  ・事業者の住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、ロゴマーク等 

  ・代表者職氏名、理事者名、顔写真、代表者等の住所等 

  ・事業実績の施設及び契約者等の名称、住所、連絡先等（委託予定先についても同様） 

 

８．質疑の受付及び回答 

本件業務に係る仕様書等の内容に質疑が生じた場合は、次のとおり質疑書（様式第６号）を

提出すること。ただし、質疑の回数は、１参加者につき１回までとする。 

（１）受付期間 

令和５年２月２０日（月）から令和５年２月２８日（火）まで 

   ※土曜日、日曜日、祝日を除く 

（２）受付時間 

午前９時から午後５時まで 

（３）提出方法 

下記宛先に電子メールにて質疑書（様式第６号）を提出し、質疑書の提出後、必ず電話に

て受信確認を行うこと。(ただし、受信確認は土曜日、日曜日を除く。)なお、電話や来庁に

よる質疑等、規定の方法以外の方法による質疑は受け付けない。 

田原本町 健康福祉部 こども未来課 総合相談係 
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Ｔｅｌ：０７４４－３３－９０９５（直通） 

E-Mail：kodomomirai@town.tawaramoto.nara.jp 

（４）回答方法 

質疑があった場合は、令和５年３月８日（水）に町ホームページにて回答する。 

 

９．事業者選定 

田原本町指定管理者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）の審査を経て、事業候補者

の選定を行う。第一次審査で書類審査、第二次審査でプレゼンテーション及びヒアリング審査を

行う。審査の結果を総合的に判断し、事業候補者を選定する。 

選定方法及び日程は次のとおりとする。なお、状況により審査を追加する場合がある。 

（１）選定方法 

 ① 第一次審査（書類審査） 

 ・選定委員会は、審査を「田原本町こどもはぐくみ・交流センター指定管理者募集審査項目及

び配点（審査基準表）【一次】【別紙】）」に基づき、申請書類等をもとに審査項目ごとに採点

し、評価点数の合計が高い者から３者を選定する。 

 ・申請書類等を提出した者が３者以内の場合は、第一次審査を省略することができる。その場

合、第二次審査の日程を早める場合がある。 

 ② 第二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング審査） 

 ・ 選定委員会は、審査を「田原本町こどもはぐくみ・交流センター指定管理者募集審査項目

及び配点（審査基準表）【二次】【別紙】）」に基づき審査項目ごとに採点する。 

 ・ 審査日当日は、事業者が特定される資料等の持ち込みは避けること。 

・ 選定にあたっては、各選定委員から最も高い評価点（基礎点１００点満点、加点１０点満

点）を最も多く得た者を選定する。各選定委員から最も高い評価点を最も多く得た者が複数

あった場合は、その中で全選定委員の評価点の合計点が最も高い者を選定する。さらに全選

定委員の評価点の合計点が最も高い者が複数あった場合は、その中から選定委員の多数決に

より選定する。 

・ 最低基準点は、選定委員の基礎点（１００点）の平均点が６０点（１００点の６０％）と

し、最低基準点未満の場合は選定しない。 

・ 選定対象者が１者であった場合でも審査を行い、最低基準点を満たした場合は、当該審査

対象者を選定する。 

・ プレゼンテーションでは、追加資料の配布は認めない。期日までに提出した資料に基づき

プレゼンテーションを行うこと。パソコン及びプロジェクター等は使用可とするが、必要機

器は各選定対象者で持参し、準備に要する時間は10分程度とする。 

 

（２）選定日程 

日   程 事   項 

令和５年 ２月 ８日（水） 募集要項公表 
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  ※日程は都合により変更する場合があります。 

 

（３）開所までのスケジュール 

事   項 日   程 

事業者選定 令和５年５月上旬 

町との事前協議 （結果通知発送後） 

指定管理者の指定 令和５年６月 

町と候補者との協定締結 令和５年６月頃 

運営用備品等の購入 （町への補助申請手続き完了後） 

駅前ビルの竣工 令和６年２月頃 

運営用備品等の搬入 令和６年３月頃 

令和５年 ２月２０日（月）～ 

令和５年 ２月２８日（火）【午後５時締切】 
質疑書（様式第６号）受付期間 

令和５年 ３月 ８日（水） 
質問回答 

（町ホームページに掲載します。） 

令和５年 ３月２２日（水）～ 

令和５年 ３月３０日（木）【午後５時締切】 
【公募申込期間】 

令和５年 ４月上旬【予定】 
第一次審査（書類審査） 

（日時については、別途通知します。） 

令和５年 ４月中旬【予定】 

結果通知発送（すべての応募者に通知し

ます。） 

※審査結果に関する異議等は受け付けま

せん。 

令和５年 ４月下旬【予定】 

第二次審査（プレゼンテーション及びヒ

アリング審査） 

（日時については、別途通知します。） 

令和５年 ５月上旬【予定】 

結果通知発送（すべての応募者に通知し

ます。） 

※選定に関する異議等は受け付けませ

ん。 
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開所・指定管理開始 令和６年４月１日 

※日程は都合により変更する場合があります。 

 

１０．選定後の留意事項 

（１）事前協議・協定の締結・指定管理者の指定 

選定後、町と事前協議に応じること。 

また、応募内容を確実に履行していただくために町と事業候補者との間でセンターの開設準備

に関する協定を締結する。 

指定管理者の指定は、田原本町議会の可決を経てから指定する。この議案が否決された場合、

当該募集要項に基づく指定管理者の指定は行わない。この場合、応募等に要した費用はすべて応

募者の負担とする。 

（２）地元説明会の開催等 

事業候補者が開所するまでに地元説明会を主催すること。開催にあたっては、日時や場所につ

いて町と協議をすること。 

開催にあたっては、駅前ビル２階西側に整備予定の保育施設の地元説明会と同時に開催する場

合があるため、留意すること。 

（３）事業候補者決定の取り消し 

次のいずれかに該当する場合、審査結果の通知後であっても決定を取り消し、その事業候補

者を失格とする。なお、選定された事業候補者が失格となった場合、次点の事業候補者を選定

する場合がある。それまでに要した費用等は、当該事業者の負担とする。 

① 「６．参加資格」に記載された各項目を満たさなくなった場合。 

② 提出書類に重大な不備や虚偽の内容を記載したと認められる場合。 

③ 選定後、町の承諾を得ずに応募内容を変更した場合。 

④ 建築基準法等により必要となる協議を関係機関と行っていないと確認された場合。 

⑤ 周辺地域への説明及び対応が誠実に行われていないと確認された場合。 

⑥ センターの設置運営を開所予定日までに履行することが困難であると町が判断した場合。 

 

１１．その他 

（１）応募上の注意事項 

① 提出期間終了後の提出書類等の変更及び追加は認めないので、できる限り期限に余裕を持

って提出すること。ただし、町から指示した場合は除く。 

② 本募集要項及び別添資料は、応募の検討以外の目的で使用することを禁じる。 

③ 提出された書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属する。ただし、町は、事業候補者の

決定等に必要な場合には、提出書類等の内容を無償で使用できるものとする。また、提出書

類等については返却しない。 

④ 町が必要と認める場合、応募者の名称及び提出書類等の内容（個人情報を除く。）を公表

することがある。 

⑤ 提出書類について開示請求があった場合、田原本町情報公開条例に基づき開示する場合が
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ある。 

⑥ 応募に関する費用は、全て応募者の負担とする。 

⑦ 応募受付後に辞退する場合は、その旨を書面（「辞退届」等、様式は任意）により提出す

ること。 

（２）計画の変更について 

事業候補者として決定された後の応募内容の変更は、原則として認めない。ただし、サービ

スの向上につながるものや、軽微な変更等やむを得ないもので、かつ変更後も確実に予定日ま

での開所が可能であり、審査の評価に影響を与えないものは、町と協議のうえ認める場合があ

る。 

 

１２．問い合わせ先及び提出先 

 田原本町役場 健康福祉部 こども未来課 総合相談係 

 〒６３６－０３９２ 

 奈良県磯城郡田原本町８９０番地の１ 

 電話：０７４４－３３－９０９５ 

 ＦＡＸ番号：０７４４－３２－２９７７ 

 E-mail：kodomomirai@town.tawaramoto.nara.jp 

 


