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１．調査の概要 

 

（１）調査の目的 

松阪市は、「豪商のまち松阪」に代表される重厚な歴史・文化を活かし、まちの価値を高め、観光客の

誘客を進めることで、地域の活性化を促進するという「文化と観光の一体的な事業展開」を政策として

掲げています。このような中、平成 31 年 4 月、三井家、長谷川家、小津家など松阪の豪商が軒を連ね

たその中心に松阪の歴史や文化、食などさまざまな魅力を紹介し、まち歩きの発着点としてご利用いた

だける「豪商のまち松阪観光交流センター」が建設されました。管理運営については平成 31 年 4 月か

らの 3 年間、周辺に点在する文化財 3 施設（旧長谷川治郎兵衛家、旧小津清左衛門家、原田二郎旧宅）

を含み指定管理者制度を導入しており、令和３年度末をもって期限を迎えます。 

そこで、令和 4 年度からの指定管理者を公募するにあたって、さらなる施設（豪商ポケットパーク、

桜松閣）の活用や周辺施設との連携等を目指して、民間事業者からの指定管理者制度の導入にとらわれ

ない幅広いアイデアを事前に提示いただくことにより、多様な提案を受け入れることが可能な公募条件

を定めることを目的としています。 

 

（２）調査対象施設（現指定管理施設）の名称、所在地 

 

・ 名   称  豪商のまち松阪観光交流センター 

 所 在 地  松阪市魚町1658番地3 

・ 名   称  旧長谷川治郎兵衛家 

 代表所在地  松阪市魚町1653番地 

・ 名  称  旧小津清左衛門家 

 代表所在地  松阪市本町2195番地 

・ 名  称  原田二郎旧宅 

 代表所在地  松阪市殿町1290番地 

 

（３）新たに活用を検討している施設の名称、所在地 

 

・ 名   称  豪商ポケットパーク 

 所 在 地  松阪市本町2176番地10 

・ 名   称  桜松閣（公益財団法人鈴屋遺蹟保存会所有） 

 所 在 地  松阪市殿町1537番地 

    ※桜松閣は公の施設ではないため、指定管理者制度を導入することはできません。 
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（４）調査スケジュール 

 

実 施 内 容 日   程 

①実施要領公表 令和 2 年１０月２３日（金） 

②エントリーシート受付期間 令和２年１０月２３日（金）～１１月２０日（金） 

③現地見学会実施（希望される場合） 
令和２年１１月１８日（水）～１１月２７日（金） 

※施設の休館日である１１月２４日（火）は除く 

④質問受付期間 令和２年１０月２３日（金）～１１月２７日（金） 

⑤質問回答 令和２年１２月７日（月）まで 

⑥提案受付期間 令和２年１１月２４日（火）～１月８日（金） 

⑦個別ヒアリング実施 令和３年１月２０日（水）～１月２９日（金） 

⑧結果公表 令和３年２月上旬 

  ※上記日程はすべて平日で行います。 

  ※参加事業者数によっては、予定を変更する場合があります。 

※現地見学会については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止する可能性が

あります。 

 

 

２．施設の概要 

（１）現指定管理施設の基本情報 

①豪商のまち松阪観光交流センター 

   平成31年4月に開館した観光案内や松阪の歴史紹介、物産販売などの多面的機能を有する、“まちな

か観光”の拠点で、市民及び観光客の交流の促進と地域経済の活性化を目的としています。 

所在地 松阪市魚町1658番地3 

松阪市殿町1317番地16（バス専用駐車場） 

開業年月日 平成31年4月1日 

敷地面積 410.84㎡ 

都市計画等による制限 商業地域、景観計画重点地区 

延床面積 鉄骨造2階建434.10㎡（１階床面積223.50㎡、２階床面積210.60㎡） 

１階 ・まちなか観光案内展示51.30㎡ 

（総合案内、ICT展示「松阪城下町と歴史探訪」、まち歩きアレンジ

メントサービス、コミュニケーションスペース） 

・松阪物産展示（物産販売）58.60㎡  

２階 ・街道展示（模型展示）93.50㎡ 

・松阪ものがたり展示（ICT展示）45.40㎡ 

バス専用駐車場 敷地面積：930.62㎡  

駐車場面積：748.52㎡ バス駐車枠（12ｍ×3.6ｍ）×４台 
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②旧長谷川治郎兵衛家 

   江戸時代に創業し、松阪を代表する豪商のひとつである長谷川家の旧宅。建物は国指定重要文化財

に、庭園を含む土地は県指定史跡及び名勝に指定されています。平成25年に市に寄贈されて以来、限

定的な無料開放を実施してきましたが、平成31年4月から有料で一般公開を行っています。 

所在地 松阪市魚町1653番地 

敷地面積 4,688.40㎡ 

都市計画等による制限 第二種住居地域、景観計画重点地区 

主屋 木造平屋建561.73㎡（事務所、部分公開） 

 大正座敷 木造2階建180.74㎡（呈茶、部分公開） 

 大蔵 土蔵造2階建131.10㎡（一部展示） 

 新蔵 土蔵造2階建77.00㎡（非公開） 

米蔵 土蔵造2階建79.12㎡（非公開） 

西蔵 土蔵造2階建82.66㎡（非公開） 

表蔵 土蔵造2階建78.50㎡（非公開） 

離れ座敷 木造平屋建103.56㎡（座敷棟のみ貸館） 

庭園ほか 部分公開 

来館者用トイレ 木造平屋建 20.37㎡（文化財指定地外に設置） 

修理工事について 文化財保存のための修理工事に備え、数年内に調査を開始予定 

 

 

 

 
（豪商のまち松阪観光交流センター）  （バス専用駐車場） 

 

 

 

（豪商のまち松阪観光交流センター1 階）  （豪商のまち松阪観光交流センター２階） 
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③旧小津清左衛門家 

旧長谷川治郎兵衛家と同様、江戸時代に創業し、松阪を代表する商家のひとつである小津家の旧宅。

建物は県指定有形文化財に指定されています。平成5年に市の所有となり、大規模な復元整備を経て、

平成8年から松阪商人の館として一般公開を開始し、平成31年4月から名称を「旧小津清左衛門家」と

して有料で公開しています。 

所在地 松阪市本町2195番地 

敷地面積 1,118.51㎡ 

都市計画等による制限 商業地域、景観計画重点地区 

主屋 木造2階建412.63㎡（公開） 

 向座敷、料理場 木造平屋建113.80㎡（公開、向座敷のみ貸館） 

 内蔵 土蔵造2階建73.03㎡（1・2階展示） 

 前蔵 土蔵造2階建85.34㎡（非公開） 

井戸屋形厠 土蔵造平屋建24.74㎡（非公開） 

来館者用トイレ 木造平屋建19.50㎡ 

管理棟 木造平屋建19.10㎡ 

 

 

 

 

 
（旧長谷川治郎兵衛家）  （旧長谷川治郎兵衛家内観） 

 

 

 
（旧小津清左衛門家）  （旧小津清左衛門家内観） 
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④原田二郎旧宅 

   松阪を代表する篤志家であった原田二郎の生家であり、その建物は両側を生垣に囲まれた情緒漂う

殿町・旧同心町に位置し、建物は市指定有形文化財になっています。江戸時代から続く武士の住まい

を残しつつ、原田二郎が松阪に帰郷していた明治15年頃に増築した間取りを復元しています。平成24

年から無料で一般公開しています。 

所在地 松阪市殿町1290番地 

敷地面積 1,185.90㎡ 

都市計画等による制限 第二種住居地域、景観計画重点地区 

居宅 木造2階建191.22㎡ 

 屋外トイレ 木造平屋建9.65㎡ 

  

 

（２）新たに活用を検討している施設の基本情報 

①豪商ポケットパーク 

  豪商三井家の屋敷跡地の一部を整備した憩いの場。東屋が休憩所となっており、ベンチもあります。

三井高利が江戸日本橋に開業した呉服商「越後屋」の流れを汲む「株式会社 三越伊勢丹ホールディ

ングス」より寄贈された「ライオン像」が鎮座しており、誰にも見られずに背中にまたがると願いが

かなうと言われています。 

所在地 松阪市本町2176番地10 

敷地面積 286㎡ 

都市計画等による制限 商業地域、景観計画重点地区 

東屋 鉄骨造平屋建77㎡ 

 

 

 
（原田二郎旧宅）  （原田二郎旧宅） 
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②桜松閣 

明治42年、本居宣長旧宅（鈴屋）が松坂城隠居丸跡へ移築された際に鈴屋遺蹟保存会事務所（旧事

務所）として建設されたものです。唐破風玄関や正門では、鎌倉時代初期の大仏様の細部意匠を基調

に創作した、力感ある意欲的な意匠が用いられています。旧事務所は昭和45年に本居宣長記念館の開

館により、一時は、郷土史料展示室や松阪市史編纂室に転用されましたが、昭和63年に茶席「桜松閣」

として開所し、現在に至っています。公益財団法人鈴屋遺蹟保存会が管理・運営を行っています。 

所在地 松阪市殿町1537番地 

敷地面積 117㎡ 

都市計画等による制限 第二種住居地域、景観計画重点地区 

旧事務所 木造平屋建117㎡（受付9㎡、洋室31㎡、事務室9㎡、和室①11㎡、

和室②18㎡、廊下31㎡、男女共有トイレ8㎡） 

 
（３）現在の管理状況 

  

施設 
文化財指定 

現在の管理状況 
土地 建物 

豪商のまち松阪 

観光交流センター 
― ― 

一般社団法人松阪市観光協会（現指定管理者） 

※現指定管理期間：令和4年3月末まで 

バス専用駐車場 ― ― 
一般社団法人松阪市観光協会（現指定管理者） 

※現指定管理期間：令和4年3月末まで 

 

 

 
（豪商ポケットパーク）  （豪商ポケットパーク・ライオン像） 

   
（桜松閣） 休憩室(洋室) 茶室（和室②） 
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旧長谷川治郎兵衛家 

三重県

指定史

跡及び

名勝 

国指定

重要文

化財 

NPO法人松阪歴史文化舎が一般社団法人松阪市

観光協会（現指定管理者）から受託 

※現指定管理期間：令和4年3月末まで 

旧小津清左衛門家 

市指定

史跡 

県指定

有形文

化財 

NPO法人松阪歴史文化舎が一般社団法人松阪市

観光協会（現指定管理者）から受託 

※現指定管理期間：令和4年3月末まで 

原田二郎旧宅 ― 

市指定

有形文

化財 

NPO法人松阪歴史文化舎が一般社団法人松阪市

観光協会（現指定管理者）から受託 

※現指定管理期間：令和4年3月末まで 

豪商ポケットパーク ―  ― 松阪市直営 

桜松閣 ― 

国登録

有形文

化財 

公益財団法人鈴屋遺蹟保存会 

 

（４）豪商のまち観光交流センターへのアクセス 

  ・松阪駅（東海旅客鉄道・近畿日本鉄道）より徒歩10分 

  ・松阪駅より三重交通バス松阪中央病院行きで「本町」下車徒歩約2分 

  ・松阪IC（伊勢道）より自動車で10分（松阪市駐車場） 

 

（５）周辺状況 
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（６）現指定管理施設、新たに活用を検討している施設を除く近隣施設の概要 

➀松坂城跡（国指定史跡） 

天正16年（1588）、戦国武将・蒲生氏郷が築城した松坂城は、複数の曲輪と三層の天守からなる豪

壮な城郭でした。現在も残る高石垣が当時を偲ばせます。二の丸跡や本丸跡からは眼下に市街を一望

できます。日本100名城に選定され、町のシンボル的な存在です。 

※「本居宣長記念館」「本居宣長旧宅」「歴史民俗資料館」「桜松閣」は松坂城跡（松阪公園内）に

存在します。 

 

➁本居宣長記念館 

江戸時代の国学者で、「古事記伝」で有名な本居宣長の自筆稿本や遺愛の品約16,000点を収蔵して

います。本居宣長の偉業を顕彰及び啓発を目的とした登録博物館であり、公益財団法人鈴屋遺蹟保存

会が管理・運営しています。 

 

③本居宣長旧宅（国指定特別史跡） 

本居宣長が12歳から72歳で亡くなるまで暮らした旧宅「鈴屋」は、松阪市魚町から松坂城跡内に移

築され、現在は本居宣長記念館の隣にあります。宣長が医療活動をした「店の間」や「仏間」など１

階は上がって見学できます。また、２階の書斎は、外の石垣から内部を眺めることができます。現在

は、公益財団法人鈴屋遺蹟保存会により管理・運営されています。 

 

 

 
（松坂城跡）  （松坂城跡） 

 

 

 
（本居宣長記念館）  （本居宣長記念館内観） 
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➃歴史民俗資料館（国登録有形文化財） 

松阪木綿や伊勢おしろいなど松阪商人に関する資料が展示されています。１階には薬種商・桜井家

の店が再現され、2階には松阪木綿の機織り機などを展示。趣ある建物は明治44年に建てられた図書

館を改装したものです。 

※令和3年3月より施設2階に小津安二郎（映画監督）の資料が常設展示される予定です。 

 

 

⑤御城番屋敷（国指定重要文化財） 

江戸末期に紀州藩士が松坂城警護のために移り住んだ武家屋敷であり、現在もその姿がその

まま残されています。槙垣に囲まれた長屋形式の屋敷では、今も人々の暮らしが営まれていま

す。西棟北端の一軒は内部を無料公開しています。 

 

 

 
（本居宣長旧宅）  （本居宣長旧宅内観） 

 

 

 
（歴史民俗資料館）  （歴史民俗資料館内観） 
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（御城番屋敷）  （御城番屋敷内観） 

 

⑥殿町（旧同心町） 

紀州藩松阪領の町奉行所等に勤める武士の家が並んでいました。現在でも江戸時代末期の建物が残

り、当時を思わせます。 

 

⑦三井家発祥地（市指定史跡） 

越後屋から始まり、後に三井グループへと発展を遂げた三井家の基礎を築いた三井高利ゆかりの場

所です。 

  ※内部は非公開です。 

 

 

 
（三井家発祥地）  （三井家発祥地） 

 

 

 
（旧同心町）  （旧同心町） 
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 ⑧本居宣長宅跡 

本居宣長旧宅が松坂城跡へ移築されてからも、春庭宅とされている離れと土蔵、一部の樹木は残さ

れて当時の名残を今に留(とど)めています。また礎石なども復元され、傍らには宅跡碑が建っていま

す。 

  
⑨松阪もめん手織りセンター（産業振興センター１階） 

「松阪木綿」は藍染めの糸で織り上げた縞模様が特徴の松阪の伝統工芸品です。昔ながらの機織り

機が軽やかな音色を響かせる施設内で、松阪木綿の洋服や反物、小物などを販売しています。予約を

すれば機織り体験（有料）もできます。 

 
（７）配慮すべき法規則等 

・地方自治法（昭和22年法律第67号） 

・松阪市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17条例第９号） 

・文化財保護法（昭和25年法律第214号） 

・三重県文化財保護条例（昭和32年三重県条例第72号） 

・松阪市文化財保護条例（平成17年条例第256号） 

・建築基準法（昭和25年法律第201号） 

・景観法（平成16年法律第110号） 

・都市公園法（昭和31年法律第79号） 

・松阪市景観条例（平成20年条例第33号） 

 

 

 
（本居宣長宅跡）  （本居宣長宅跡） 

 

 

 
（松阪もめん手織りセンター）  （松阪もめん手織りセンター） 
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  ・三重県屋外広告物条例（昭和41年三重県条例第45号）等 

 

（８）参考資料 

・参加資料１ 施設位置図 

・参加資料２ 施設パンフレット等 

・参考資料３ 条例・規則 

 ・参考資料４ 施設に関する情報（令和元年度業務報告・評価） 

 ・参考資料５ 協定書・応募要領・仕様書 

 ・参考資料６ 松阪市令和元年入込客数・松阪市入込客数推移（暦年） 

  ※本市ホームページ（https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/kanko/spotinfo.html）にて、観光スポ 

ット・施設情報について紹介しています。 

 

３．事業条件 

 

（１）活用対象範囲 

活用対象範囲は、本市が所有している豪商のまち松阪観光交流センター、バス専用駐車場及び文化財

施設（旧長谷川治郎兵衛家、旧小津清左衛門家、原田二郎旧宅）全般で、通年で活用いただくことを前

提とします。また、豪商ポケットパークや桜松閣（公益財団法人鈴屋遺蹟保存会所有）についても活用

対象に含めることができます。 

 活用対象範囲は上記のとおりですが、豪商のまち松阪観光交流センターを拠点に周辺の文化施設等と

の連携や新たな魅力を創造することで、松坂城跡周辺の歴史文化ゾーンの価値を高め魅力を向上させる

方策についても提案を求めます。本市が想定している歴史文化ゾーンは、観光客が「まち歩き」を堪能

していただける範囲として下記のとおり想定しています。あくまで想定であり、これ以外の提案を妨げ

るものではありません。 
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（２）活用条件 

 ①外観・建物内観の維持について 

   文化財に指定されている建物、及び庭園（指定文化財）については、その外観・内観を維持するこ

とを前提とし、外観・内観を改変することを前提とした提案はできません。ただし、建物への造作や

設備の追加等がある場合は、その旨を明記されれば、事務局にてその実現可能性について検討を加え

ます。 

  一方、文化財に登録されている建物（登録文化財）については、原則的にその外観を維持すること

を前提としますが、内観の改変については妨げるものではありません。 

 

②事業の制限 

   以下については、提案することができません。 

 ・①に示す、文化財に指定されている施設（指定文化財）の外観・建物内観を改変する事業。 

 ・①に示す、文化財に登録されている施設（登録文化財）の外観を大きく改変する事業。 

 ・住居用途など特定の個人で使用することを前提とした事業。 

 ・風俗営業など、公序良俗に反する事業。 

 

（３）事業実施条件 

 ①基本的な考え方 

  民間事業者は、（２）に示す条件により、収益事業の実施のため自由に活用方法を提案することが

できます。 

 

②公民役割分担 

  公民の役割分担については、以下の通りです。 

・事業に係る初期投資が発生する場合、その負担は民間事業者とします。 

・施設の維持管理や運営費の負担については、提案によります。なお、本市では、民間事業者による

事業展開によって得られた利益の一部を還元していただき、本市が負担する維持管理費の軽減を図

ることができる提案を期待しています。また、現在発生している維持管理・指定管理料以上の費用

を本市で負担することは考えておりません。 

 

③事業スキーム 

事業スキームは、指定管理者制度（※桜松閣除く）としますが、契約期間等については民間事業

者からの提案を受け、柔軟に検討することを考えております。具体的な想定や希望条件のある場

合、提案をお願いします。※桜松閣については公益財団法人鈴屋遺蹟保存会との協議となります。 
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４．サウンディングの実施に関する事項 

 

（１）参加者の備えるべき要件 

①サウンディングの参加方法 

  サウンディングには、以下の形態で参加できます。 

  （ア）単独の法人等（法人格を有していること、法人税法第3条の規定に基づき法人税法の適用を受

けている人格のない社団、個別の根拠法に基づき設立されている組合（有限責任事業組合等）

等をいいます。海外の法人等についてはこの定義に準拠し、個別に判断するものとします。（以

下同じ） 

   （イ）複数の法人等によるグループ（グループを構成する場合は、代表法人を定めてください。） 

 

➁参加者の要件 

   サウンディングに参加できる方は、以下の要件を満たす者とします。 

   （ア）法人等であること（個人では応募できません）。 

   （イ）事業を行う上で主体的な役割を担うものが含まれていること（自らが事業に関与しない想定

での構造・プランのみで、事業主体が明確にされていない提案は受け付けません）。 

   （ウ）地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第11項の規定による指定の取消を受け、当該

処分の日から起算して2年を経過しない法人等でないこと。 

   （エ）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項に規定する一般競争入札に係る

契約を締結する能力を有しないもの及び破産者で復権を得ない法人等でないこと。 

   （オ）役員等〔法人である場合には、その法人の役員又はその支店もしくは営業所等（常時勤務等

の契約を締結する事務所をいう。）を代表するものを、法人以外の団体である場合には、その団

体の代表者又は役員をいう。以下に同じ。〕に禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで

又はその執行を受けることがなくなるまでの者が含まれる法人等でないこと。 

   （カ）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第2項の規定により、松阪市における

一般競争入札等の参加を制限されている法人等でないこと。 

   （キ）松阪市建設工事等指名（入札参加資格）停止措置要領に基づく指名停止期間中の法人等でな

いこと。 

   （ク）松阪市税、法人税（法人以外の場合は申告所得税）、消費税及び地方消費税を滞納している法

人等でないこと。 

   （ケ）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き又は民事再生法（平成11年法律第

225号）に基づく再生手続きを行っている法人等でないこと。 

   （コ）松阪市の締結する契約等から暴力団等排除措置要綱（平成20年告示第44号）別表1に該当し

ない法人等であること。 

   （サ）松阪市議会の議員、市長、副市長並びに地方自治法第180条の5第1項及び第2項に規定する委

員会の委員又は委員が、無限責任社員、取締役、執行役員もしくは監査役又はこれらに準ずべ

き者、支配人、清算人（以下「無限責任社員等」という。）に就任していない法人等であること。

ただし、松阪市議会の議員以外の者について、松阪市が資本金、基本金その他これらに準ずる

ものの2分の1以上を出資している法人等の無限責任社員等に就任している場合を除きます。 
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③その他参加の要件 

   申込は一法人等につき1つとします（一つの申込で複数の提案を行うことは可能ですが、申込自

体は一本化してください）。グループで応募する場合も、同様とします。 

 

（２）実施要領等に対する質問受付・回答 

①質問受付 

  実施要領等に対して質問がある場合は、事務局（松阪市産業文化部観光交流課（９．担当部署及び

問い合せ先）を参照 以下同様）に電子メールにて、行ってください（電話による質問は原則として

受け付けません）。なお、メールの題名を「観光施設サウンディング質問」とし、別紙様式2「質問書」

をお送りください。 

   ※質問の受付期間：令和2年10月23日（金）～11月27日（金）午後5時15分まで 

 ②回答 

   回答は、令和2年12月7日（月）までに順次、電子メールにて個別に回答します。なお、広く周知す

ることが望ましい内容については、本市ホームページにて公表します。 

    

（３）エントリーシート受付 

①エントリーシート受付 

本調査に参加を希望される方は、令和2年10月23日（金）から11月20日（金）までにメールの題名

を「観光施設エントリーシート」とし、様式1「エントリーシート」に必要事項を記入の上、事務局に

電子メールにてお送りください。 

②現地見学会の実施 

希望される場合は施設休館日の 11 月 24 日（火）を除く、令和 2 年 11 月 18 日（水）から 11 月 27

日（金）の間の平日に、1 時間から 2 時間程度で行うことを想定しています。希望日をご記入くださ

い。見学会の際は豪商のまち松阪観光交流センター（松阪市魚町 1658 番地 3）までお越しください。

※エントリーシートは希望日の 1 週間前までにご送付ください。 

③その他 

現地見学会に不参加でも、サウンディング型市場調査（提案書提出・個別ヒアリング）への参加は

可能です。 

   

また、現地見学会に不参加の場合でも、見学は現在一般公開されている範囲において随時可能です

が、各施設の入館料はご負担いただくことになります。なお、各文化財施設の休館日は月曜日（月曜

が休日にあたる場合はその翌日）で、開館時間は午前9時～午後5時までです。 

※入館料 旧長谷川治郎兵衛家 一般320円／人 

     旧小津清左衛門家  一般160円／人 

     原田二郎旧宅    無料 

     2館共通券（旧長谷川治郎兵衛家、旧小津清左衛門家）一般420円／人 

   （参考）豪商のまち松阪観光交流センター及び豪商ポケットパークは無料  

       桜松閣については公益財団法人鈴屋遺蹟保存会事務局がある本居宣長記念館にお問い合

わせください。 



16 

 

（４）提案受付 

① 提案内容 

   皆様の持つノウハウ、創意工夫を活かした幅広いアイデアをご提案ください。また、自らが指定

管理者として管理運営の実施主体となることを前提とし、実現可能なご意見・ご提案をお願いしま

す。なお、以下に示すサウンディング項目において、全てを満たす提案を要求するものではありま

せん。 

 

（ア）管理・運営に関する提案 

 豪商のまち松阪観光交流センターと文化財施設（旧長谷川治郎兵衛家、旧小津清左衛門家、原田

二郎旧宅）の指定管理者制度の導入を前提とします。現在、指定管理者制度のもと文化財施設の

管理・運営については、松阪の歴史文化に精通したNPO法人に第三者委託していますが、このよ

うな管理・運営形態に関することや指定管理者制度の導入に関することなど効果的と思われる手

法について提案をお願いします。 

 

 

（イ）事業のアイデアに関する提案 

 豪商のまち松阪観光交流センターと文化財施設（旧長谷川治郎兵衛家、旧小津清左衛門家、原田

二郎旧宅）の連携やそれぞれの活用に関する提案 

 松坂城跡周辺の歴史文化ゾーンへの誘客に関する提案 

 観光客の回遊と地域の活性化に関する提案 

 観光客の滞在時間の延伸に関する提案 

 観光ガイドボランティアなど市民活動団体の活用 

 

（ウ）観光振興に関する提案 

 松坂城跡周辺の歴史文化ゾーンの価値を高め魅力を向上させるための提案 

 

（エ）豪商ポケットパークの活用についての提案 

   

（オ）桜松閣（公益財団法人鈴屋遺蹟保存会所有）の活用についての提案 

   ※桜松閣の活用については公益財団法人鈴屋遺蹟保存会との協議となります。 

 

 

② 申込書類の提出 

   サウンディングへの申込を希望する場合は、以下の提出書類に必要事項を記載のうえ、令和3年

1月8日（金）午後5時15分までに電子メールにて事務局まで提出してください。必要に応じて、補

足資料も提出してください。 

   ただし、1メールあたりの容量が10MBまでとなりますので、それを超える場合はメールを分割し

て送付ください。電子メールでの提出が困難である場合は、事前に事務局までご連絡ください。 
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提出書類 様式 

申

込

関

連

書

類 

1 法人等の会社案内等 任意 

2 提案書  

 

様式3 

4.サウンディングの実施に関する事項（４）提案受付①提案内容

の項目のとおり 

（ア）管理・運営に関する提案 

（イ）事業のアイデアに関する提案 

（ウ）観光振興に関する提案 

（エ）豪商ポケットパークの活用についての提案 

（オ）桜松閣の活用についての提案 

 

（５）個別ヒアリング 

 

 ①対話の実施方法 

   本市は、提出された申込関連書類の確認を行い、原則として全ての申込者に対して、提案内容の

確認や要望事項等の聴取、事業に関する意見交換のための個別ヒアリングを実施します。なお、参

加事業者のアイデア及びノウハウの保護のため個別に行います。 

個別ヒアリングの時期については、令和3年1月中旬から下旬頃を予定しておりますが、申込者数に

応じて日程等の調整を行うため、提案書に具体的な希望日をご記入ください。 

ただし、以下に該当する申込者については、個別ヒアリングを行わず、行わない理由を付記のう

え、当該申込者に通知します。 

・４．（１）に示す、参加者の要件の各規定に違反している場合 

・提出された申込関連書類に不備、不足がある場合 

 

※状況に応じて対面でのヒアリングが難しいと判断される場合は、別途リモートでの実施を検討

します。 

※必要な機材（パソコン等）は、各事業者様でご用意ください。（プロジェクター、スクリーン、

電源コンセントなど、必要であればご用意します。） 

※個別ヒアリングの結果、必要に応じて追加のヒアリング等を行う場合があります。また、追加

で提案書の提出をお願いする場合があります。 

 

  ➁結果の公表 

   提案いただいた内容を概要として取りまとめたうえ、令和3年2月頃に本市ホームページにて公表

します。また、公表にあたっては、提案事業者・団体の名称及び、知的財産権にかかわる内容は原

則非公表とするため、事前に提案者に公表内容の確認を行います。 

    なお、「松阪市情報公開条例」に基づく公文書開示請求があった場合は、参加事業者に事前連絡の

うえ、条例に定める範囲において公開する場合があります。 
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５．サウンディング型市場調査結果の公表後について 

   サウンディング型市場調査により提案いただいた内容を精査し、民間活力導入による新たな事業展

開が見込まれる可能性があるものについて、指定管理者の公募にあたり検討を行い反映していきます。 

   指定管理者の公募は令和3年8月頃を予定しており、指定期間は令和4年4月1日からになります。 

 

６．留意事項 

   

 （１）本調査への参加及び調査内容の取扱い 

     本調査に参加された申込者に対して、次の指定管理者公募においてインセンティブを付与します。

インセンティブの内容については、指定管理者審査時の得点の嵩上げ等を想定していますが、具体

的には決まっていません。 

ただし、個別ヒアリングを行わなかった申込者は、インセンティブの対象になりません。 

     本市及び提案者ともに、本調査での提案内容（個別ヒアリング時の発言内容を含む。）は、その時

点での想定によるものとし、提案いただいた事業等について、何ら約束するものではありません。 

 

 （２）費用負担 

     本調査への参加に要する費用は、参加事業者の負担となります。本市による費用の徴収又は対価

の支払いはありません 

  

（３）追加ヒアリングへの協力 

     本調査終了後も、必要に応じて追加のヒアリング（文書照会含む）やアンケート等を実施させて

いただくことがあります。その際にはご協力をお願いします。 

 

 （４）提出された申込関連書類の著作権 

     申込関連書類や対話の内容（議事録等）の著作権は、申込者に帰属するものとします。ただし、

松阪市は指定管理者の公募等にあたり必要と認めるときは、当該書類の全部又は一部を無償で使

用できるものとします。 

なお、市へ提出された当該書類は、理由のいかんを問わず返却いたしません。 

  

 （５）個別に提供する資料 

    サウンディング型市場調査の参加者に対し個別に提供する資料等については、本事業の目的のた

めにのみ提供するものとして、秘密として保持すべき守秘義務対象資料とします。提供時には以下

の事項に承諾いただいたものとみなします。 

    ①第三者への開示の禁止（ただし、本事業の目的を達成するために必要な範囲で、提案者と守秘

義務契約を締結したものへ開示する場合を除く。） 
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    ②善良な管理者としての情報管理の徹底 

    ③提案者から情報が漏洩した場合の市又は第三者への損害の補償 

７．その他 

 

（１）要領の修正等 

   要領に修正、変更、追加等があった場合は、速やかに本市ホームページで公開します。 

 

 （２）本募集の凍結・中止 

    本市は、天変地異、政策変更等により、やむを得ない事情のある場合は、本募集を凍結し、又は

中止する場合があります。 

 

 （３）損害賠償規定 

    提案作成、提案提出及びその他これに関連する事項につき、故意又は過失のいかんを問わず、申

込者が第三者に損害を生じさせても、本市は一切これを補償しません。 

 

 （４）本要領等の目的外利用の禁止等 

    民間事業者から提供された関連資料等について、本市は、サウンディング及び今後の管理運営の

公募資料以外に利用してはならない。 

  

８．様式 

 様式１  エントリーシート 

様式２   質問書    

 様式３   提案書 

  

９．担当部署及び問い合せ先 

 

 松阪市産業文化部観光交流課 企画係 

  〒515-0815 三重県松阪市殿町1340番地1 

  電話：0598-53-4196  FAX：0598-22-0003 

    E-mail：kank.div@city.matsusaka.mie.jp 

  ※受付時間：土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時45分から午後5時15分まで 

     

 

 【桜松閣に関すること】 

 公益財団法人鈴屋遺蹟保存会（本居宣長記念館） 

  〒515-0073 三重県松阪市殿町1536番地7 

  電話：0598-21-0312  FAX：0598-21-0371 

※受付時間：休館日の月曜日（月曜日が祝日の場合は、翌火曜日）を除く午前９時から午後４時30

分まで 


