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（別紙 1）  

施設等一覧 

１．リバーサイド茶倉 

施設名称 松阪市リバーサイド茶倉 

所在地 三重県松阪市飯南町粥見１０８４番地１ 

開業年月 平成元年６月 

敷地面積 ２８，４１１㎡（全て市有地） 

都市計画区域 区域外 

施設概要 

名 称 構造・面積など 

総合案内施設 木造 2階建 1 棟  496.72 ㎡ （8 畳・14 畳 各 2 室） 

コテージ1号棟 木造平屋建 1 棟  28.79 ㎡ （4 人用） 

コテージ2号棟 木造平屋建 1 棟  28.79 ㎡ （4 人用） 

コテージ3号棟 木造平屋建 1 棟  23.57 ㎡ （4 人用） 

バンガロー 木造平屋建 3棟  各8.42㎡ （3人用） 

バンガロー 木造 2階建 1 棟  34.00 ㎡ （15 人用） 

バンガロー 木造平屋建 1 棟  19.80 ㎡ （7 人用） 

バンガロー 木造平屋建 1 棟  19.44 ㎡ （7 人用） 

バンガロー 木造平屋建 2 棟 各 19.85 ㎡ （7 人用） 

テントサイト 
区画サイト・・・8区画 

芝生フリーサイト・・・約 20 サイト 

ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟｻｲﾄ 9 区画（うち、電源付きサイト 5区画） 

テニスコート 3 面（ハードコート・ナイター設備付き） 

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰﾊｳｽ 木造平屋建 1 棟  196.00 ㎡ （120 人収容可能） 

東屋 木造平屋建 1 棟  31.88 ㎡  

炊事棟 木造平屋建 1 棟  40.50 ㎡  

公衆便所 木造平屋建 1 棟  24.57 ㎡ （バーベキューハウス前） 

公衆便所 木造平屋建 2 棟  48.57 ㎡ （炊事棟横・駐車場） 

駐車場 アスファルト舗装 1,991 ㎡（80 台・施設東側） 

駐車場 アスファルト舗装 1,100 ㎡（46 台・施設西テニスコート前） 

遊具施設 コンビネーション遊具 1 基 

その他の施設 ・観光案内板 1 基 

・道の駅茶倉駅と接続する人道橋（茶倉橋）により相互間の

連絡可能（※市道認定） 
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２．道の駅「茶倉駅」 

（注）交流ターミナル施設の建物の敷地、観光案内板以外は、道路管理者（三重

県）の所有ですが、指定管理者が管理する敷地に含まれます。 

 

施設名称 松阪市茶倉駅 

所在地 三重県松阪市飯南町粥見 452 番地 1 

開業年月 平成 10 年 11 月 

敷地面積 7,435 ㎡（うち道路管理者管理面積 7,292 ㎡） 

都市計画区域 区域外 

施設概要 

名 称 構造・面積など 

交流ターミナ

ル施設 

鉄骨造 2階建 1 棟 207.18 ㎡（レストラン、農産物・特産

品販売所、展示室） 

トイレ 鉄骨造平屋建 1 棟 49 ㎡ （合併浄化槽 150 人槽） 

駐車場 アスファルト舗装 307 ㎡（19 台） 

その他の施設 ・展望台（東屋） 

・観光案内板 1 基 

・リバーサイド茶倉と接続する人道橋（茶倉橋）により相互

間の連絡可能（※市道認定） 



（別紙2）

・・・管理区域 ・・・公益的機能を有する範囲〔芝生広場（公園）エリア〕

リバーサイド茶倉・茶倉駅管理区域図

茶倉駅

リバーサイド茶倉

国道１６６号



（別紙2-1）

※ は、別紙、施設写真と整合しています。

施設平面図（松阪市リバーサイド茶倉）

数字  施設名

1 総合案内施設

芝生広場内コンビ
ネーション遊具

8 バンガロー（ふれあいの館）

11 バンガロー（山茶花）

12 バンガロー5（菖蒲）

3 コテージ1号棟

7 東屋

6 屋外トイレ（東側）

2 バーベキューハウス

3 コテージ2号棟

3 コテージ3号棟

18 屋外トイレ1号棟（⻄側）

10 バンガロー（紫陽花・2F）

13 バンガロー5（桔梗）

17 炊事棟

15 バンガロー（秋桜）

14 バンガロー（向日葵）

16 バンガロー（撫子）

4 屋外トイレ2号棟（東側）

5 オートキャ
ンプサイト
（電源付）

19 P付テントサイト

9 テントサイト

21 テニスコート

テニスコート前駐車場

東側駐車場
芝生広場

22 物置1

23 物置2

20 P付テントサイト

5 オートキャ
ンプサイト
（⺠地借⽤）



（別紙2-2）

※数字および施設名は、別紙、施設平面図と整合しています。

1 総合案内施設（客室×4室、大広間、浴室、レストラン、事務室）
（外観） （2F客室・14畳）×2室

（2F客室・8畳）×2室 （1F大広間 14畳×4間）

2 バーべーキューハウス（最大120人利用可能）
（外観） （内部）

松阪市リバーサイド茶倉 管理施設写真

1/7



3 コテージ
（コテージ1号棟・外観） （内部）

（コテージ2号棟・外観） （内部）

（コテージ3号棟・外観） （内部）

5 電源付オートキャンプサイト（5区画）4 屋外トイレ 2号棟（東側・大駐車場）

2/7



5 オートキャンプサイト（4区画） 東側駐車場

6 屋外トイレ（東側）
（外観） （内部・男性⽤）

（内部・多目的） （内部・女性⽤）

7 東屋
（外観） （内部）

3/7



8 バンガロー
（ふれあいの館・外観） （内部）

（内部） 9 テントサイト1

9 テントサイト3・4

10 バンガロー
（紫陽花・外観） （内部・1F）

4/7



（内部・2F）

11 バンガロー 12 バンガロー
（山茶花・外観） （菖蒲・外観）

13 バンガロー 11・12・13 バンガロー共通
（桔梗・外観） （共通・内部）

14 バンガロー 15 バンガロー
（向日葵外観） （秋桜・外観）

5/7



16 バンガロー 14・15・16 バンガロー共通
（撫子・外観） （共通・内部）

17 炊事棟
（外観） （内部）

18 屋外トイレ 1号棟（⻄側） （内部・男性⽤）

18 屋外トイレ 1号棟（⻄側）
（内部・女性⽤） 19 P付テントサイト（3区画）

6/7



20 P付テントサイト  21 テニスコート

テニスコート前駐車場 芝生広場（一部テントフリーサイトに利用）

芝生広場内コンビネーション遊具

21 物置1（⻄側） 22 物置2（⻄側）

7/7



（別紙2-3）

※ は、別紙、管理施設写真と整合しています。数字  施設名

施設平面図（道の駅茶倉駅）

1 交流ターミナル施設

2 トイレ

4 駐車場
3 展望台

奈
良
方
面→

←

松
阪
市
街
方
面

国道166号



（別紙2-4）

※数字および施設名は、別紙、施設平面図と整合しています。

1 交流ターミナル施設（レストラン、農産物・特産品販売所、2Fカフェスペース）
（外観） （1F レストラン）

（1F 特産品販売所） (2F カフェスペース・展示スペース)

2 トイレ（男女・多目的）

道の駅茶倉駅 管理施設写真

1/2



3 展望台
（東より） （東より）

駐車場
（⻄より） （南より）

2/2



 

1 
 

（別紙 3） 

施設利用及び事業収支（税抜き）の状況 

【施設利用の状況】                              

（リバーサイド茶倉）                           (単位：人) 

年   度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 

利
用
者
数 

ペンション（本館） 722 682 792 847 381 

コテージ 415 494 634 764 677 

バンガロー 637 809 964 1,162 1,390 

持ち込みテント 84 137 179 617 3,136 

（宿泊者数 小計） 1,858 2,122 2,569 3,390 5,584 

テニスコート 701 714 773 740 772 

東屋、BBQ ハウス、デイキャン

プ、イベントほか 
3,477 3,237 3,362 2,424 383 

（宿泊以外 小計） 4,178 3,951 4,135 3,164 1,115 

計 6,036 6,073 6,704 6,554 6,739 

 

（茶倉駅）                                 (単位：人) 

年   度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 

利用者数 38,779 36,378 34,882 37,789 34,257 

 

 

 

【事業収支の状況（両施設）】      （指定管理施設の管理運営評価表より・税抜き・単位:円） 

  事業収支実績 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

事
業
収
支
計 

収 

入 

指定管理

料 
13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 10,191,552 

営業収入 33,569,075 33,439,080 34,830,011 38,153,229 31,479,280 

その他収

入 
27,594 195,605 27,406 491,445 1,018,587 

収入小計 46,796,669 46,834,685 48,057,417 51,844,674 42,689,419 

支 

出 

人件費 23,234,196 23,611,828 22,296,981 23,042,252 19,701,924 

事務費 26, 742 37,247 11,613 13,125 942 

事業費 26,836,475 25,394,284 24,732,535 25,826,102 19,816,274 

支出小計 50,097,413 49,043,359 47,041,129 48,881,479 39,519,140 

収支差引額 ‐3,300,744 ‐2,208,674 1,016,288 2,963,195 3,170,279 
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【利用料金等収入】  

過去 5ヵ年の施設別使用料収入実績額（消費税及び地方消費税を含む。）は、「別紙

9  平成 28 年度～令和 2 年度 施設利用料金等収入の実績（税込み）」のとおりで

すので、あわせて参考にしてください。 

（※）別紙 9は、管理上の理由により、税込み額になっているため、前ページ【事 

業収支の状況（両施設）】、『営業収入及びその他収入』の合計額と一致しませ 

んのでご了承下さい。 

 

【雇用の状況】 

施 設 名 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 

計 うち地元雇用 計 うち地元雇用 計 うち地元雇用 

リバーサイド茶倉 7 5 7 5 6 4 

道の駅「茶倉駅」 6 6 6 6 6 6 

両施設 13 11 13 11 12 10 

       

 

 

 



（別紙4） 

施設の改築及び修繕等の実施及び費用負担区分（茶倉駅関係） 
【実施区分】 

区 

分 
項   目 内 容 

実施区分 

実施区分の考え方 松阪市

（甲） 

指定 

管理者

（乙） 

建 

物 

改築又は大規模改修

等 

躯体、基礎軸

組、鉄骨部

分、小屋組等

の取替 

○  

施設・設備の老朽化などに対応するため施設

の大規模な整備・改修を行うもので松阪市が

計画するものについては、乙の負担にて行

う。なお、整備・改修等に伴い、施設の休館

等を要する場合は、原則、前年度中に松阪市

と指定管理者で協議を行うこととするため、

必要に応じ甲乙で協議する。 

20 万円以上の修繕 ○ ○ 
1 件の金額が 20 万円以上については、20 万

円を超えた金額を甲が負担する。 

見積額 20 万円未満

の修繕 
  ○ 

本来の効用持続年数を維持するための

業務として乙が実施する。 

構 

築 

物 

新設等 利用者の利

便向上のた

め、設置する

施設外への

工作物 

 
基本的に構築物での新設等は考えてい

ないが、必要に応じ甲乙で協議する。 

見積額 20 万円以上

の修繕 
○ ○ 

1 件の金額が 20 万円以上については、20 万

円を超えた金額を甲が負担する。 

見積額 20 万円未満

の修繕 
 ○ 

本来の効用持続年数を維持するための

業務として乙が実施する。 

機

械

装

置 

新設等   
基本的に機械装置の新設等は考えてい

ないが、必要に応じ甲乙で協議する。 

20 万円以上の修繕  ○ ○ 
1 件の金額が 20 万円以上については、20 万

円を超えた金額を甲が負担する。 

見積額 20 万円未満

の修繕 
  ○ 

本来の効用持続年数を維持するための

業務として乙が実施する。 

備

品

類 

購入  

○  公の施設として必要と認められる備品。 

 ○ 
自主事業として、乙の所有に帰属する備

品の購入は乙の自己財源で負担する。 

見積金額 20 万円以

上の修繕 
 ○ ○ 

乙の購入した備品の修繕を除く。 

1 件の金額が 20 万円以上については、20 万

円を超えた金額を甲が負担する。 

見積金額 20 万円未

満の修繕 
  ○  

上記以外の建物、構築物、

機械装置、備品の改築・

改造等 

いわゆる「模

様替え」等 
 ○ 

乙が委託料以外の費用により、サービス

の向上や効率的な管理運営のため、改築

等した部分についての権利を将来にわ

たって主張しないことが条件 

基本的考え方 

※１ 原則として、本来の効用持続年数を維持するために必要な限度の維持補修（小修繕：見積額 20

万円未満のもの等）は、施設の管理に付随するものであるため、指定管理者が実施し、それ以外

は松阪市が実施する。 

※２ 指定管理者は、建物の改築等、構築物等の新設等、機械装置の新設等及び、見積額 20 万円以

上の修繕、公の施設として必要と認められる備品購入等については、原則としてあらかじめ松阪

市と協議し、承認を受けなければならない。 

 

【費用負担区分】 
 実施区分と同様とし、松阪市、指定管理者それぞれが費用を負担するものとする。ただし、天災そ
の他不可抗力による建物等の損壊復旧に係る費用の負担については、松阪市、指定管理者が協議する。 



（別紙 5） 

松阪市と運営事業者間の責任分担（リスク分担）表 
（茶倉駅関係） 

種  類 内          容 

実施区分 

松阪市 
運営 

事業者 

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

周辺地域・住民

及び施設利用

者への対応 

地域との強調  ○ 

施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者か

らの訴訟、要望への対応 
 ○ 

上記以外 ○  

法令変更 当該施設の管理、運営にのみ影響を及ぼす法令変更 ○  

上記以外  ○ 

税制度の変更 当該施設の管理、運営にのみ影響を及ぼす税制変更 ○  

消費税の増加、減少、廃止等に伴う委託料の増加・減少 ○  

上記以外  ○ 

政治行政的理

由による事業

変更 

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支

障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた

場合の経費及びその後の維持管理経費における当該事

情による増加経費負担 

○  

不可抗力 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、

暴動その他の件又は指定管理者のいずれかの責にも帰

すことにできない自然的又は、人為的な現象）に伴う、

施設、設備の修復による経費の増加及び事業履行不能 

○  

書類の誤り 市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 
 ○ 

支払い遅延 経費の支払い遅延（市→指定管理者）によって生じた事

由 
○  

経費の支払い遅延（運営事業者→業者）によって生じた

事由 
 ○ 

展示物、資料等

の損傷 

不可抗力以外の事由によるもの 
 ○ 

第三者への賠

償 

管理者として注意義務を怠ったことにより第三者に損

害を与えた場合 
 ○ 

上記以外の理由により第三者に損害を与えた場合 ○  

セキュリティ 警備不備による犯罪発生  ○ 

収益の減少 利用者の減少に伴う運営事業者の収益の減少  ○ 

個人情報漏洩   ○ 

事業終了時の

費用 

管理運営業務の期間が終了した場合又は期間途中にお

いて業務を廃止した場合の運営事業者の撤収費用 
 ○ 
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（別紙 6） 

松阪市リバーサイド茶倉及び道の駅茶倉駅 施設内備品一覧 

品名 品 質 規 格 
台数

（台） 
保管場所 

冷蔵庫 SUS-112RSZ 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

電子ジャー THA-600 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

製氷機 SIM-E25 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

ガスコンロ MG-280B 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

ガス炊飯器 RR-300 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

ガスレンジ M-90R 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

ガスレンジ TRM-3 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

ガスオーブン EMO-A90IF 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

ガス湯沸器 PH-1001CMF 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

フライヤー MGF-13C 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

厨房台 1100*600*600 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

厨房台 PA-22FH 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

厨房台 700*600*800 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

厨房台 300*600*800 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

調理台 1200*600*600 SUS-430 3  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

流し台 685*600*800 2  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

二槽シンク 1200*600*800 SUS-430 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

厨房用機器 1200*300*800 2  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

厨房用機器 RCS-40 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

厨房用機器 SAC-1601A 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

厨房用機器 RT-121 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

蒸し器 500*500*100 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

厨房用機器 RM-1 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

タオル蒸し器 SHB-S75 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

スチール製両袖机 1400*700*700 4  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

中型回転椅子（金属製）課長級   1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

小型回転椅子肘無（金属製）   3  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

書庫（扉等付） 400*880*880 S-335AY 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

テレビ 32W-CX20W 1 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

コンビネーション遊具   1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

時計   1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

テニスネット   3  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 
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品名 品 質 規 格 
台数

（台） 
保管場所 

審判台  3 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

キャビネット A4-02NTAY 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

一般医療用機械器具 AED ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸﾗｲﾌﾊﾟｯｸ CR-PLUS 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

一般医療用機械器具 AED 収納ボックス ヤガミ 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

冷凍冷蔵庫 SANYO SRR-G1861C2 1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

集塵機   1  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ茶倉 

スチール製片袖机 1000*700*700 2  茶倉駅 

飲食用テーブル 6 人用 3  茶倉駅 

飲食用テーブル 4 人用 4  茶倉駅 

小型回転椅子肘無（金属製）   2  茶倉駅 

飲食用椅子   36  茶倉駅 

書庫（扉等付） 800*515*880 1  茶倉駅 

休憩台   2  茶倉駅 

電子レジスター   1  茶倉駅 

電子レンジ NE-1401G 1  茶倉駅 

ガスコンロ マルゼン MGT-096DS 3 口 1  茶倉駅 

ガス湯沸器 RGH24KF1-S 1  茶倉駅 

フライヤー   1  茶倉駅 

調理台   5  茶倉駅 

流し台 BS1-066 1  茶倉駅 

流し台 BS1-096 1  茶倉駅 

二槽シンク   1  茶倉駅 

その他の厨房用機器 MRK-066B、MRK-045TB ほか 4  茶倉駅 

冷蔵庫 ホシザキ RT-150SDG-ML 1  茶倉駅 

冷蔵庫 サンヨー SSM-ES61SA 1  茶倉駅 

冷蔵庫 
大和冷機工業（株）5061CD-

EC 
1 茶倉駅 

エアコン 日立 RPC-AP80HV2 1  茶倉駅 

食器洗浄機 ホシザキ JWE-400TUB 1  茶倉駅 

冷凍冷蔵庫 三洋電機 SRR-G761CA 1  茶倉駅 

製氷機 
大和冷機工業（株）DRI-

65LME/Y6514593 
1  茶倉駅 
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・グループ応募の場合のみ

②

③

・様式第5号（茶倉駅用）
・様式第5号の2（リバーサイド
茶倉用）　※各10年間分

・茶倉駅用　※10年間分

⑤

ア 応募団体概要書（様式第7号）

イ 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類

ウ 法人の登記事項証明書（法人のみ）
・申請日前3か月以内に取
得したもの

エ 法人等の印鑑証明書（法人のみ）
・申請日前3か月以内に取
得したもの

オ

法人等の決算関係書類（法人のみ）
〔財務諸表（過去3年分）〕

※新たに設立する法人又は設立初年度の法人にあっては、
収支予算書又はこれに準ずる書類及び総会等の議事録及び
設立後申請までの間の活動内容を記載した書類を添付して
ください。

・事業報告書、貸借対照
表、損益計算書、財産目録
など

カ 法人等の予算関係書類
・直近の会計年度の事業計画書
及び収支予算書

正本1部
副本7部

(副本はコピー可）
⑥

運営事業者応募提出書類一覧（※募集要項P16～参照）

正本1部
副本7部

(副本はコピー可）

提出書類

備　考 部　数

備　考 部　数

グループ応募構成書兼委任状（様式第2号・第2号の
1）

運営事業者候補申込書（様式第1号）

運営事業者の申請に関する書類

応募団体に関する書類（ア～ク）

①

④

提出書類

施設管理運営に係るプレゼンテーション提案書（様式
第6号）及びプレゼンテーション用の資料（任意様
式）

茶倉駅の自主事業に係る業務の収支計画書（様式第5
号の1）

施設管理運営に係る業務の収支計画書（様式第5号、
様式第5号の2）

事業計画書（様式第4号・様式第４号の1概要版）

指定管理料等提案書（様式第3号）

1



キ 役員名簿
・役職、氏名、現住所及び
生年月日を記載したもの

ク

納税に関する証明書

※法人の場合又は法人と同様の納税義務を負う団体の場合
は、市民県民税の納税証明書、法人税の納税証明書、消費
税及び地方消費税の納税証明書。
※上記以外の団体の場合は、代表者の松阪市税の納税証明
書、申告所得税の納税証明書、消費税及び地方消費税の納
税証明書。
※納税義務がない場合には、リバーサイド茶倉・茶倉駅運
営事業候補者募集に係る納税に関する申立書（様式第8
号）を提出してください。

・発行から3か月以内に取
得したもの

⑦

⑧ ・茶倉駅用

⑨ ・リバーサイド茶倉用

⑩

⑪
受付期間:令和4年5月27日
（金）午後1時まで

1部

⑫
受付期間:令和4年5月20日
（金）～6月9日（木）

1部

※提出書類は、証明書等を除き日本工業規格のA4の大きさとします。

公募説明会参加申込書（様式第11号）
※郵送、Faxまたは電子メールのいずれかの方法で送付してくだ
さい。

質疑書（様式第12号）
※郵送又はFax若しくは電子メールで受け付けます。

施設の管理運営を行う上で必要な資格の写し

茶倉駅に類似する施設の運営実績（様式第9号の1）

※現在、茶倉駅の管理運営を受託している団体については、茶倉
駅の運営実績を記載し、それ以外の団体については茶倉駅に類似
する施設の運営実績を記載してください。
※類似施設の運営実績がない場合は、様式第9号の2に代えて、
施設の運営能力を保有している説明書（様式は任意）を提出し
ていただくこともできます。

リバーサイド茶倉に類似する施設の運営実績（様式第
9号の2）

※現在、リバーサイド茶倉の管理運営を受託している団体につい
ては、リバーサイド茶倉の運営実績を記載し、それ以外の団体に
ついてはリバーサイド茶倉に類似する施設の運営実績を記載して
ください。
※類似施設の運営実績がない場合は、様式第9号の2に代えて、
施設の運営能力を保有している説明書（様式は任意）を提出し
ていただくこともできます。

運営事業者応募申請に係る申立書（様式第10号）

※応募者の資格等並びに応募書類等が虚偽でないことの申し立て

正本1部
副本7部

(副本はコピー可）

部　数

提出書類
備　考 部　数

その他の書類

⑥

応募団体に関する書類（ア～ク）

提出書類
備　考

2
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施設及び設備の委託状況 

現在の委託状況については、以下のとおりです。施設等の管理においては、関係する法

令等の厳守により適切に行っていただきます。 

 

（リ）・・・リバーサイド茶倉、（共）・・・両施設 

委託業務 主な内容 

（リ）浴槽水質検査 年６回実施      

検査項目：レジオネラ菌 ２検体 

（リ）浴槽循環ろ過装置保守 

点検 

年３回実施 

点検内容：浴槽循環ろ過装置の清掃、調整、点検 

（共）浄化槽保守管理業務 １５０人槽 １基（道の駅「茶倉駅」） 

７０人槽 １基（ﾍﾟﾝｼｮﾝ） 

５０人槽 １基（ｷｬﾝﾌﾟ場） 

３０人槽 １基（ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ棟） 

５人槽 ３基（コテージ） 

定期点検：２０人槽以下の浄化槽年３回以上 

２１人槽以上の浄化槽年４回以上 

定期清掃：年１回 

浄化槽法に基づく検査：年１回 

 

（共）消防用設備点検業務 年２回実施 

点検内容：外観及び機能点検、総合点検 

（共）警備委託 警備の担当時間：平日はセット時よりリセット時まで 

休日は２４時間 

警備対象：総合案内施設１棟、 

交流ターミナル施設（茶倉駅）１棟 

バーベキュウハウス１棟 
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（リバーサイド茶倉）

○利用料金の収入状況（消費税及び地方消費税を含む。） （単位：円）

H28 H29 H30 R1 R2 H28 H29 H30 R1 R2

本館宿泊料 3,384,950 3,495,000 4,570,600 4,678,500 1,920,500 レストラン 2,144,650 1,080,520 1,057,250 1,138,400 111,750

コテージ〃 1,630,600 1,681,500 2,133,001 2,729,180 2,705,000 宴　　　会 3,540,490 3,975,630 4,564,750 3,316,550 88,000

バンガロー〃 1,100,300 1,394,500 1,618,800 2,013,550 2,623,550 Ｂ　Ｂ　Ｑ - 1,470,000 1,980,350 2,807,900 756,850

施設利用料 594,780 469,300 529,800 835,200 249,900 売　　　店 779,796 1,025,774 574,960 904,507 1,369,650

テント区画〃 112,000 150,500 192,500 822,000 4,791,500 ドッグラン（H30秋まで） - 29,400 10,800 0 0
H30以降は電源付きオートサイト（テ
ント区画）に変更

レンタル料 182,200 187,900 195,700 382,100 242,150 イベント収入 1,872,894 1,084,030 1,311,681 1,106,830 327,700

毛布利用料 71,100 69,000 88,900 53,900 38,700 他雑収入 3,600 59,516 74,854 79,618 167,200

シャワー〃 43,500 41,000 59,400 45,800 187,900

テニスコート〃 185,730 208,100 201,500 252,100 264,250

計 15,646,590 16,421,670 19,164,846 21,166,135 15,844,600

（道の駅　茶倉駅）
○利用料金の収入状況（消費税及び地方消費税を含む。）

H28 H29 H30 R1 R2

レストラン 12,320,620 11,996,730 11,810,620 12,849,470 11,126,490

売　　　店 7,571,391 7,030,714 6,458,738 7,215,530 6,981,930

その他 0 124,900 21,430 0 0

計 19,892,011 19,152,344 18,290,788 20,065,000 18,108,420

種　　　別 摘　　　要
金　　　額

摘　　　要種　　　別

（単位：円）

金　　　額

平成28年度～令和2年度　施設別利用料金等収入の実績（税込み）

金　　　額
種　　　別



（別紙10）

○評価点Ⓐ
評価項目 評価細目 評価の視点

（大項目） （中項目） （小項目）

団体の経営方針は明確であるか

施設の管理運営に対する高い意欲と熱意を持っているか。

的確な現状認識と、前向きな将来展望を持っているか。

公の施設の管理・運営の考え方は妥当か

施設の設置目的を十分理解しているか

公平・公正性の確保に関する認識は高いか

来客等の声や意見の把握等の対応策がとられているか。

来客等のトラブルの未然防止や対処方法についての具体策があるか（マ
ニュアルなどの策定または策定予定等）

具体的で施設利用者のニーズに合った提案があり、その実現性は高いもの
であるか。（地域の豊かな自然を生かした魅力的なアクティビティや、各
種イベントの提案等）

新規顧客の掘り起こし等、利用促進による集客増・収益増に必要となる提
案が盛り込まれているか。

自主事業（各種イベントを含む）計画は独創的な、あるいは工夫のみられ
る発想で実現性が高いものか

施設利用者へのサービス水準の維持・向上が見込める提案か。また、実現
可能であるか。

施設の有効活用（茶倉駅2階、閑散期対策等）について魅力的で実現可能
な考え方が提案されているか。

両施設間や近隣観光スポットなどの効果的な連携・相乗効果に関する提案
はあるか。

事業計画書、収支計画書等は、実現性・採算性があるものとなっている
か。また、施設設置目的と整合性がとれているか。

積極的な地域雇用や地域調達、地域特産物の振興等、地域への経済効果が
期待できるか。

地域や地域住民等へ悪影響を及ぼす心配が懸念される事業内容ではない
か、また、地元と良好な関係を構築するための仕組み（例:定期的に地域
団体等と話し合う場の設定等）が構築されているか。

施設や観光情報の発信等、地域の知名度向上につながる情報発信・PR等は
考慮されているか。

団体の経営状態
経営規模、財政・経営状況、組織体制等から管理運営事業者としての資質
や信頼性を持っているか。

様式第4号エ
予算・決算関係書
類等

20

類似施設等の業
務実績

事業計画の確実な遂行が期待できる優れた実績・実行力を持っているか。
（類似・同種の事業実績の有無等）

様式第9号の1・2 10

管理運営業務が確実に実行できる十分な業務実施体制（職員配置等）が構
築されているか。

管理運営に要する保有技術・有資格者の有無（取得予定も含む）等、施設
の管理・運営を適切に行える能力があるか

長期的（10年間）な施設経営・運営に対して、継続性、安定性が見込める
か。

施設を適切に管理・運営するための職員研修等の計画が示されているか

適正な事務・経理体制となっているか

日常の施設維持管理の考え方は適切か（快適・清潔への取り組み等）

適切な老朽化対策・修繕・リニューアル等の考え方を持ち、施設の機能維
持、魅力向上につながるものになっているか。

環境負荷の低減等、環境への配慮は認められるか

防犯、防災、その他緊急時の連絡体制の構築等、その対策は適切に講じら
れているか（危機管理体制の構築・体制図の提示）

施設利用者の安全管理、事故防止対策に関する方策は講じられているか
（例:安全管理のための職員研修の開催、AEDの設置・操作研修、各種訓練
等の実施計画等）

個人情報の保護に関する認識が高いか

茶倉駅の管理事業の収支見込は堅実かつ現実的なものか

茶倉駅の自主事業の収支見込は現実的なものか

リバーサイド茶倉の収支見込は堅実かつ現実的なものか

サウンディング実
施要領の規定によ
る

10

リバーサイド茶倉・茶倉駅運営事業予定者審査選定評価表

該当様式 配点

基本的な考え方
団体の理念・管
理運営への意欲
及び将来展望

様式第4号ア
様式第７号等、応
募団体に関する書
類

30

平等性の確保、来
客等への対応

管理・運営方針
について

様式第4号イ 20

来客等への対応
について

様式第4号イ 20

管理運営体制等

様式第4号エ・オ
様式第5号
施設の管理運営を
行う上で必要な資
格の写し
様式第７号

20

施設の効用を最大
限発揮させるもの
であること

施設の魅力化・
サービスの充
実・向上等の提
案

様式第4号ウ
様式第5号
様式第5号-1

40

事業の取組み・
地域貢献

様式第4号ウ・エ
様式第5号
様式第5号-1

30

管理運営を安定し
て行う能力を有す
ること

安全対策等リス
ク管理について

様式第4号オ 20

サウンディング型市場調査への参加
（インセンティブ）

経費の削減等
収支予算書につ
いて

様式第5号
様式第5号の1
様式第5号の2

10

評価点Ⓐ 250

施設の維持管理
様式第4号エ
様式第5号 20



　 Ⓓのうち『最低提案価格』 千円①

千円②

（評価点数）

〇審査評価方法

（評価点Ⓐについて）

　　（３）評価点Ⓐにおいて、全応募団体の得点が750点に満たない場合は、再公募を行う。

（評価点Ⓑについて）

　　・上記、『評価点B（指定管理料等提案額による評価）』、『評価方法』らん参照。

様式第3号

○評価点Ⓑ（指定管理料等提案額による評価）

配点

50

評価点Ⓑ 50

　　（１）5段階評価とする。【優れている…5、やや優れている…4、普通…3、やや劣っている…2、劣っている…1】

（評価点Ｂ算出式）

※Ⓓのうち『最低提案価格』÷申請者の提案価格Ⓓ（様式第3号により算出）×50

　申請者の提案価格Ⓓ（様式第3号により算出）

総合得点Ⓒ

300.00

講評

　①評価方法

評価方法 該当様式

様式第３号、『指定管理料等提案書』より、

Ⓐ10年間の指定管理料の提案（茶倉駅）＋Ⓑ10年間の負担金の提案（リバーサイド茶倉）－Ⓒ
10年間の貸付料の提案（リバーサイド茶倉）＝申請者の提案価格Ⓓとする。
※上記計算式で算出したⒹのうち『最低提案価格』と、『各申請者の提案価格』の割合で評価を行う。
※Ⓓのうち『最低提案価格』は、申請があった事業者の中で最も低い提案価格とする。

　　（２）評価点が750点（1,250点満点の6割）に満たない場合は、管理運営事業者の候補者として適当ではないものとする。

○選定方法

　　（１）評価点Ⓐに、評価点Ⓑを加算したものを総合得点Ⓒとする。

　　（２）総合得点Ⓒが最も高い団体を管理運営事業候補団体とする。



（別紙11）

月 時　期 内　　　　　容 備　　　考

5月 上旬
松阪市消防団飯南方面団訓練（100人規
模）

河川堤防・テニスコート駐
車場を利用して開催

10月 下旬 ジョギング大会（300人規模）
飯南地区体育振興会主催
芝生広場で実施

11月 下旬 サイクリングイベント（200人規模）
松阪市主催（時期移動の可
能性）芝生広場で実施

1月 上旬
松阪市消防団飯南方面団訓練（新春放水
訓練：100人規模）

河川堤防・テニスコート駐
車場を利用して開催

※松阪市消防団飯南方面団訓練は、櫛田川河川堤防及びテニスコート駐車場を利用

リバーサイド茶倉 年間イベントスケジュール（令和3年度実施状況）


