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古民家を活用した地域活性化事業 

「旧青木邸」「小路庵」の活用・運営に係る 

企画コンテスト実施要領 

 

有田町が所有する古民家（「旧青木邸」、「小路庵」）の今後の活用や運営方法を検討していく

ための企画コンテスト（以下、「企画コンテスト」という。）を実施します。 

この実施要領は、企画コンテストの実施について、参加者が留意すべき事項を記したもので

あり、次の事項を熟読の上、ぜひご参加いただきますようお願いします。 

 

１．実施目的 

有田町は、町が所有する「旧青木邸」及び「小路庵」を、宿泊施設や体験施設、シェアオフ

ィスやワーケーション、展示場やコミュニティスペース等、今後の新たな観光まちづくりや移

住定住につながるような施設として改修し運営する事業を行いたいと考えています。 

しかしながら、有田町も近隣自治体と同様に人口減少による税収減、少子高齢化による社会

福祉コスト等の増大により財政状況は今後さらに厳しくなると考えられます。このような状況

の中、民間企業の知識や経験を活かしよりよい住民サービスを提供するために、この事業につ

いては、「PPP/PFI（官民連携）」等の手法を活用したいと考えています。 

旧青木邸については、文化勲章受章者で日本芸術院会員であった青木龍山氏の自宅、工房、

展示館を町に寄贈されたものです。龍山氏は漆黒の天目釉を中心とした作陶で頂点を極め、陶

芸界において様々な功績を残されています。また、長男の清高氏は青磁を中心に天目、染付の

作陶で知られ、日展評議員等を務められました。その他にも龍山氏・清高氏の作品を寄贈して

頂いているため、お二人の作品と功績を後世に残しながらも、これらの施設を有効に活用した

いと考えています。 

また、小路庵（しゅうじあん）は、公選初代有田町長で、ＴＯＴＯの第５代社長も務められ

た江副孫右衛門氏の生家です。大正時代に建てられた家屋で、伝統的建造物（文化財）にも指

定されています。国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定された内山地区の町並みを一歩

入ると小道があり、昔から「小路（しゅうじ）」と呼ばれていたことから名づけられました。

平成２０年度の国土交通省の地域住宅モデル普及推進事業として改修を行い、現在は古民家の

再生プランを提案する施設として一般の方に公開しています。 

今回、これらの施設の活用や運営方法等について、企画提案を広く募集いたします。 

 

２．企画コンテストを行う事項 

（1）事 業 名 ： 古民家を活用した地域活性化事業 

 （2）内  容 ： 町が所有する「旧青木邸」及び「小路庵」を、新たな観光まちづくりや 

移住定住につながるような施設として活用・運営するための企画提案を

頂きたい。活用に向けたアイデアをはじめ、施設改修や運営に係る費

用、運営団体も含めて、具体的な提案をお願いします。 

注１） ただし運営を行うものは有田町以外を想定しています。 

注２） 旧青木邸の【Ａ】部分については、解体を含めて検討することも

可とします。 



【Ｂ】部分については、解体等の大規模な外観の改修は行わない

こととします。 

※【Ａ】【Ｂ】については配置図、平面図参照 

注３） 小路庵については、伝統的建造物（文化財）に指定されているこ

とから外観の改修は行わないこととします。 

注４） 旧青木邸については、青木龍山氏、清高氏の作品等の活用方法提

案もお願いします。 

 （3）参考資料 ： 【旧青木邸】配置図、１・２Ｆ平面図、航空写真、外観写真、作品一覧 

           【小路庵】配置図、平面図、航空写真、外観写真 

 

３．企画コンテスト実施方法 

企画コンテストは、書類審査とプレゼンテーションに分けて実施するものとし、詳細に関し

ては以下の通りです。 

○応募資格 

日本国内に主たる事業所を持つ法人または日本国内に主たる居住地を持つ個人 

○参加申込（エントリー） 

（1）提出書類 ： 参加申込書（様式１） 

（2）提出期限 ： 令和２年１２月１８日（金）午後５時 

（3）提出方法 ： メール（メール送信後は到達確認の電話をお願いします） 

（4）提 出 先 ： 有田町商工観光課 

○書類審査（第一次審査） 

（1）提出書類 ： 企画提案書（様式２） 

          ※「旧青木邸」、「小路庵」のいずれか一方の提出でも可能です。 

（2）提出期限 ： 令和３年１月１５日（金）午後５時 

（3）提出方法 ： メール（メール送信後は到達確認の電話をお願いします） 

 （4）提 出 先 ： 有田町商工観光課 

（5）審査方法 ： 書類審査 

   （6）結果通知 ： 書類審査通過者には、令和３年１月２５日（月）までに電話もしく

はメールにて通知します。 

  ○プレゼンテーション 

  （1）企画提案書 

   （ア）提出書類 ： 企画提案書（様式自由） 

※特に様式は指定しませんが、企画提案書の提出サイズは基本的に

はＡ４版とします。但し、どうしても必要な場合（図面等）のみ

Ａ３版でも可とします。 

表紙、目次を除き２０ページ以内とします。但し、「旧青木邸」、

「小路庵」のいずれか一方の場合は、表紙、目次を除き１０ペー

ジ以内とします。 

（イ）提出期限 ： 令和３年２月２２日（月）午後５時 

   （ウ）提出方法 ： メール（メール送信後は到達確認の電話をお願いします） 



 （エ）提 出 先 ： 有田町商工観光課 

  （2）プレゼンテーション 

（ア）開催日時 ： 令和３年２月２５日（木）１４時～１６時 

   （イ）開催方法 ： オンラインにて開催予定 

             ※詳細は後日連絡いたします。 

   （ウ）報 奨 金 ： 書類審査を通過しプレゼンテーションを行っていただいた方に

は、 

報奨金として金 200,000 円を交付します。但し、「旧青木邸」、「小

路庵」のいずれか一方の場合は、100,000 円とします。 

〇現地確認  

「旧青木邸」及び「小路庵」の現地確認を希望される場合は下記のとおりです。 

   （1）参加申込書提出前に現地確認をご希望の場合は、日程を１２月４日（金）、１２月

１１日（金）としますので、前日までに町商工観光課までご連絡いただくようお願いし

ます。 

（2）参加申込書提出後に現地確認をご希望の場合は、申込用紙に日程を記載しておりま

すので、丸で囲み提出をお願いします。 

（現地確認日程 １２月２５日（金）、令和３年１月８日（金）） 

 

４．実施スケジュール 

令和２年１１月１６日（月） 有田町ホームページでの公募開始、プレスリリース 

令和２年１１月３０日（月） 有田町広報掲載 

令和２年１２月 ４日（金） 現地確認① 

令和２年１２月１１日（金） 現地確認② 

令和２年１２月１８日（金） 参加申込書（様式１）提出期限 

令和２年１２月２５日（金） 現地確認③ 

令和３年 １月 ８日（金） 現地確認④ 

令和３年 １月１５日（金） 企画提案書（様式２）提出期限 

令和３年 １月２５日（月） 書類審査・結果通知 

令和３年 ２月２２日（月） プレゼンテーション企画提案書（様式自由）提出期限 

  令和３年 ２月２５日（木） プレゼンテーション当日 

 

５．提案内容 

企画提案書については、実施要領「１．実施目的」、「２．企画コンテストを行う事項（2）内

容」及び下記の事項を盛り込んでご提案ください。 

○書類審査（様式２） 

（1）施設の活用方法の概要、改修内容等 

（2）施設の運営方法等 

   （3）青木龍山氏・清高氏の作品活用方法 

   （4）スケジュール（事前準備、施設の改修、運営開始に至るまでに要する期間等） 

（5）実施経費（改修費や運営費等） 



（6）経費の負担に関する考え方 

（7）これまでに携わった古民家の改修活用実績等 

（8）その他（アピールポイント等があれば記載してください） 

 ○企画提案書及びプレゼンテーション（様式自由） 

   （1）上記書類審査に関する事項（より具体的な説明をお願いします） 

   （2）施設改修後のイメージ図 

   （3）提案者の事業実施体制 

   （4）将来の収支計画書（おおよそ10年の収支計画をお願いします） 

   （5）その他（特に説明すべきこと等があればお願いします） 

６．企画コンテスト参加者の資格に関する事項 

参加者は、下記に掲げる参加資格の要件をすべて満たしている者であることとします。ま

た、複数の者による共同提案も認めますが、その場合、代表者を定めたうえで参加するものと

します。なお、（6）の要件については資格確認のため、佐賀県警察本部、有田町役場税務課等

に照会する場合があります。 

（1）緊急の打ち合わせ等が必要な時に、迅速に対応できる体制を整えていること。 

（2）事業の目的達成のために必要な企画・立案・制作に関して、ノウハウや技術を有して

いること。 

（3）地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当するもの（破産等により入札参加資格の

ない者、契約の不履行や、入札等で不正行為を行ったもの）でないこと。 

（4）会社更生法の規定による再生手続き又は民事再生法の規定による再生手続きを行って

いないこと。 

（5）有田町競争入札参加資格者指名停止等の措置要領に基づく指名停止期間中の者でない

こと。 

（6）自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキ

までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 

   ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2 号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。） 

   イ 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第 2条 6 号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。） 

   ウ 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者。 

   エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的

をもって暴力団又は暴力団員を利用している者。 

   オ 暴力団又は暴力団員に対し資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的もし

くは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者。 

   カ 暴力団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る者。 

   キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者。 

（7） 町税等に未納がない者。 

（8） 別々の提案で、単独で企画提案した者、共同提案の構成員、法人等の役員が重複し 

ないこと。 

 



７．書類の取扱 

（1）提出された書類は、選考作業または、今後の検討委員会（仮称）等で必要と認められる 

範囲において複製する場合があります。 

（2）提出された書類は返却しません。 

（3）企画コンテストに係る提出書類作成等に関する費用はすべて提案者の負担とします。 

８．選考方法 

書類審査は庁内に設置する審査委員会にて選考を行います。 

書類審査において、評価点数の合計により総合評価で高得点を得た者に、プレゼンテーショ

ンの詳細についてのご案内を行います（提案内容のヒアリングを行う場合があります）。プレ

ゼンテーションのご案内を行った者から辞退者が出た場合は、得点下位からの補充はしないも

のとします。 

なお、プレゼンテーションをしていただいた方には、町から報奨金を交付します。プレゼン

テーションを辞退された場合は、報奨金は交付いたしません。 

 

９．提案された活用・運営企画の使用 

今回の企画コンテストについては、プレゼンテーションで終了となります。プレゼンテーシ

ョンで提案頂いたものについては、町の検討委員会（仮称）にて、今後の活用実現に向けて参

考にさせていただきます。 

なお今回、提案された企画の著作権、使用権その他一切の権利は有田町に帰属するものと

し、企画の全部または一部を町が活用に向けて使用することについては、提案者が異議を唱え

ないものとします。 

１０．報奨金の支払 

書類審査終了後、プレゼンテーション参加者に振込口座の聞き取りを行い、報奨金を交付し

ます。 

１１．その他 

（1）提出する企画案は 1 者につき 1 提案（「旧青木邸」及び「小路庵」の両方、またはどち

らか一方でも可能）とし、提出期限後の差し替え等は認めないものとします。 

（2）企画書等の作成及び提出に係る費用、プレゼンテーションに参加するための費用等は参

加者の負担とします。 

（3）虚偽の掲載をした参加申込書等は無効とします。また、参加要件を満たさない者又は、

企画コンテスト進行中に参加要件を満たさなくなった者が提出した参加申込書等は無効

とします。 

（4）公正な審査を妨害する恐れのある、あらゆる行為を禁止します。 

 

１２．問合先・書類提出先 

有田町役場 商工観光課 

担当：久冨 憲弥 古賀 正太 鷲尾 佳英 

 〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙 2202 

 TEL 0955-46-2500  FAX 0955-46-2100 

e-mail syoko@town.arita.lg.jp 


