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１．募集内容                                       

（１）目的 

市企業局庁舎１階におけるガスショールーム（以下、「本物件」とする。）は、ガス事業の民間譲渡に伴い、

令和２年度から未利用スペースとなることから、隣接する市中央公園との一体的な利用を含めた財産の

有効活用を検討しています。 

そこで、本市が定める貸付条件の下、安定した事業運営と質の高いサービスの提供が可能な事業者

を「公募型プロポーザル方式」により募集します。 

（２）事業名  

福井市企業局庁舎 未利用スペース運営事業 

（３）事業概要  

本事業は、令和２年度から未利用スペースとなる市企業局庁舎１階の本物件を、運営事業者に貸し付

けるものです。 

（４）施設概要 

１） 所 在 地  福井市大手３丁目１３－１ 市企業局庁舎１階 

2) 築   年  昭和３９年度 

（平成２９年度に、本物件内において、床や壁クロスの張替え等のリフォームを実施） 

3) 貸付面積  ガスショールーム：173.59 ㎡ 

倉庫        ： 29.84 ㎡  計 203.43 ㎡  ［参考］庁舎全体：5,301.88 ㎡ 

（５）基本的な運営方針 

1) 市民サービスの向上につながる事業内容とすること。 

2) 安定的な事業運営をすること。 

3) 周辺の賑わい創出につながるよう隣接する中央公園との連携を図ること。 

4) 既存設備（ガスコンロ、システムキッチン等）を有効に活用すること。 

5) 市庁舎としてふさわしくない事業内容ではないこと。 

   
２．契約の条件について                                  

（１）契約内容 

契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第２項第４号の規定による貸付け（建物賃

貸借契約）です。また、借地借家法（平成３年法律第９０号）第３８条の規定に基づく定期建物賃貸借であ

り、同法第２６条、第２８条及び第２９条第１項並びに民法（明治２９年法律第８９号）第６０４条の規定は適

用されません。 

（２）貸付期間 

令和２年５月１日から令和７年３月３１日まで。 
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（３）貸付料 

年額  ８９９，０００円以上 

   ※貸付期間のうち、１年に満たない期間については、月割計算により該当期間の貸付料を算出します。 

   ※貸付料には、消費税及び地方消費税を含みます。 

（４）経費の負担 

貸付料や事業に要する工事費のほかに、光熱水費（ガス代、電気代、水道代）、通信費、衛生管理費、

修繕費、ごみ処理費、看板類の設置費など、運営に係る経費の負担が必要になります。 

（５）原状回復 

貸付期間が満了したとき又は貸付契約が解除されたときは、運営事業者は、自己の負担により本物件

を原状に回復し、本市が指定する期日までに返還しなければならないものとします。ただし、本市が特別

に承認した場合は、この限りではないものとします。 
 

３．参加資格                                       

参加できる者は、次に掲げる全ての条件を満たす者とします。 

（１）市内に本店、支店若しくは営業所等がある事業者又は市内に住民登録のある個人であること。また、複

数の事業者、個人で構成されるグループであることも可とする。 

グループである場合は、グループを代表する法人又は個人を定め（以下「代表者」とする。）応募手続

を代表して行うこと。また、グループの代表者及び構成の変更は原則として認めない。構成員のいずれか

が別の応募者（別の応募グループの構成員を含む。）として重複参加していないこと。重要な一部の運営

に関し、全部若しくは一部の業務委託を受けようとする事業者又は個人は、応募グループの構成員に該

当することとする。 

（２）次の事項のいずれにも該当しない者 

1) 福井市暴力団排除条例（平成２３年福井市条例第２２号）に規定する暴力団若しくは暴力団員等又

は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの 

2) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続中のもの及び会社更生法（平成１４年法律第１

５４号）による更生手続中のもの  

3) 法令等に違反しているもの 

4) 社会的信用を著しく損なうような問題を起こしているもの 

5) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの 

6) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、一般競争入札の参加を制

限されているもの 

7) 福井市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領（昭和６０年４月１日施行）及び福井市物品

調達等契約に係る指名停止等措置要領（平成１４年４月１日施行）に基づく指名停止を受けているも

の 

8) 税を滞納しているもの 

9) その他、財産の有効活用の実施主体として適当でないと市長が認めるもの 

 



3 
 

４．募集期間及び応募手続き等                         

（１）募集期間等 

1) 募集期間 

令和２年１月２４日（金）～２月２６日（水）１７時まで（当日必着） 

2) 資料の配布場所 

福井市役所 施設活用推進課の窓口で配布いたします。また、下記ホームページからもダウンロード

可能です。 

http://www.city.fukui.lg.jp/sisei/plan/reform/gas-showroom_katsuyou.html 

（２）質問書の提出及び回答 

以下の要領で提出してください。 

1) 提出期限 

令和２年１月２９日（水）～２月１２日（水）１７時まで 

2) 提 出 先 

福井市役所 施設活用推進課 宛て 

E-mail（sisetu-k-s@city.fukui.lg.jp） Fax (0776-20-5778) 

3) 提出方法 

質問書（様式 F）を上記提出先まで電子メールまたはファックスにて提出してください。   

4) 回  答 

令和２年２月１９日（水）までに、質問者名を非公表にしてホームページに掲載いたします。 

なお、訪問･電話など、所定の方法以外では受付けいたしません。 

（３）申請書類等の作成及び提出 

申請書類等は以下のとおりです。 

1) 基礎資料 

下記の書類について、正本（原本）１部、副本（写し）１部の合計２部を提出してください。 

 提出書類 備考 

１ 参加申込書 様式 A 

２ 誓約書 様式 B 

３ 事業者の概要書 様式 C 

４ 法人登記事項証明書又は住民票  

５ 定款その他これに類する書類 （法人の場合） 

６ 役員名簿 （法人の場合） 

７ 納税証明書（国税、県税、市税の未納がないことの証明）  

※グループの場合、上記書類（構成員全て）に加え、次の書類も提出すること。 

８ グループ構成員表 様式 D 

９ グループ申請に係る構成事業者の委任状 様式 E 

10 グループ協定書の写しその他これに類する書類 任意様式 

 

http://www.city.fukui.lg.jp/sisei/plan/reform/gas-showroom_katsuyou.html
mailto:sisetu-k-s@city.fukui.lg.jp
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2) 提案書 

下記の書類について、正本（原本）１部、副本（写し）５部の合計６部を提出してください。 

 提出書類 備考 

１ 事業計画書 様式 G 

２ 収支予算書 様式 H 

３ 決算書類（貸借対照表、損益計算書、税務申告書の写し）  

3) 作成における留意事項 

・申請書類等は、原則 A4 版縦型、横書で作成してください。また両面印刷も可とします。 

・「事業計画書」については、目次とページ番号を付けてください。 

・正本、副本ともに製本等は行わず、フラットファイル等に綴った上で提出してください。 

４) 提出期限 

令和２年２月２６日（水）１７時まで（当日必着） 

5) 提 出 先 

福井市役所 施設活用推進課 宛て（〒910-8511 福井市大手３丁目１０－１） 

6) 提出方法 

申請書類等を上記提出先へ持参または郵送してください。 

 
５．事業者の選定について                                 

（１）選定委員会における選定及び選定の方法 

事業者の選定については、市企業局庁舎未利用スペース運営事業者選定委員会（以下「選定委員会」

という。）を設置し、各事業者より提出された提案書とプレゼンテーションにおける説明、質疑応答を踏ま

えて、契約候補者及び次点候補者を選定します。 

審査は、一次審査、二次審査により実施します。ただし、申請者が４者以下の場合には、すべての申請

者を対象に二次審査を実施します。審査の採点にあたっては、選定委員会委員全員の採点の平均点を

用います。 

〔申請者５者以上〕 〔申請者４者以下〕 

【一次審査】 

・事業計画の内容を審査基準表により採点 

・上位４者は二次審査対象 

・一次審査の点数は二次審査で使用しない 

※一次審査は実施しない 

 

【二次審査】 

・面接（プレゼンテーション及び質疑応答）と事業

計画を総合的に採点 

・採点の結果、１位を契約候補者、２位を次点候補

者として選定 

・１位または２位と同点の場合は、事前に指定した

判定項目の点数が上位のものを選定 

【審査】 

 同左 
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（２）一次審査（書類審査） 

提出いただいた内容に基づき、書類審査を行います。 

1) 実施日時 

令和２年３月中旬予定 

（３）二次審査（プレゼンテーション） 

提出いただいた内容に基づく説明、質疑応答等を行うため、面談を行います。 

1) 実施日時 

令和２年３月下旬予定 

      ※場所、時間等の詳細については後日連絡いたします。 

（４）審査基準及び配点 

1) 審査基準表 

評価項目 配点 

基本方針 10 

 公共施設を活用した事業運営であるという、公募の趣旨を理解した動機

となっているのか。 

(５) 

公共施設の運営事業者として相応しい経営理念・経営方針であるか。 (５) 

事業計画に関すること 50 

 地域住民や地場産業との連携等による地域活性化・市民サービスの向上

に結び付く効果的な施設活用が期待できるか。 

(20) 

立地の特性を理解し、周辺の賑わい創出につながるよう隣接する市中央

公園との連携は図られているか。 

(10) 

既存設備（ガスコンロ、システムキッチン等）を有効に活用した提案となっ

ているか。 

(10) 

関係法令、条例等を遵守し、施設の維持管理、衛生管理及び利用者の安

全管理について、適切な実施が見込めるか。市庁舎として近隣住民や周

辺環境等に配慮した計画であるか。 

(10) 

事業推進体制、財務基盤に関すること 20 

 運営実績、ノウハウはあるか。 (10) 

財務状況は健全な状態にあるか。安定した経営を行える財政基盤を有し

ているか。 

(10) 

貸付価格に関すること 20 

 提案価格／最高提案価格×20 (20） 
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2) 審査の得点化方法 

貸付価格に関することを除く上記評価項目については、下記５段階評価により得点を付与する。 

段階 当該項目の評価 得点 

優良 優れている 各項目の配点×1.0 

満足 やや優れている 各項目の配点×0.8 

普通 普通である 各項目の配点×0.6 

不十分 やや劣る 各項目の配点×0.4 

不良 劣っている 各項目の配点×0.2 

3) 基準点の設定 

契約候補者（次点候補者）に最低限必要な基準点を６０点とし、応募者が１者の場合でも、採点結果

が６０点を満たしている場合に限り契約候補者（次点候補者）とします。また、いずれかの審査項目にお

いて著しく劣り、若しくは合理性を欠くと判断された提案は得点の如何にかかわらず失格とすることが

あります。 

（５）選定結果の通知 

選定結果の通知は、令和２年３月下旬頃を予定しており、郵送にて通知いたします。また、市ホームペ

ージにおいて契約候補者、次点候補者及び評価点を公表いたします。 

契約候補者とは事前協議を実施し、提案内容に基づき契約条件等の確認を行った上で契約を締結し

ます。なお、選定に関するお問合せにはお答えいたしませんので、ご了承ください。 

契約時期：令和２年４月予定 

貸付開始：令和２年５月１日予定 

 
６．その他留意事項                                      

（１）提案書の提出期限 

決められた日時までに提案書を提出しなかった者は、失格となります。 

（２）接触の禁止 

選定委員会委員、本市職員その他本件関係者に対して、本件提案についての接触を禁じます。接触

の事実が認められた場合には、失格とします。 

（３）虚偽の記載をした場合の無効 

   申請書類等に虚偽の記載があった場合は、失格となります。 

（４）申請書類等の取扱い 

市に提出された申請書類等は、理由の如何を問わず返却しません。 

また、市は、運営事業者の選定に係る内容の公表等が必要な場合は、申請書類等の内容を無償で使

用できるものとします。なお、提出された申請書類等は、福井市情報公開条例第２条第１項第２号におけ

る「公文書」として、情報公開請求により一部又は全部を公開することがあります。 
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（５）応募の取下げ 

応募を辞退することが明白となった場合には、応募辞退届を提出してください。 

1) 提 出 先 

福井市役所 施設活用推進課 宛て（〒910-8511 福井市大手３丁目１０－１） 

2) 提出方法 

応募辞退届（様式 I）を上記提出先へ持参または郵送してください。 

（６）提案内容変更の禁止 

一旦提出された申請書類等の内容を変更することはできません。 

（７）費用負担 

   申請に関して必要となる費用は、全て申請者の負担とします。 

（８）保険 

   事業運営上必要な保険には加入してください。 

    例）食品営業上の賠償保険（生産物賠償責任保険） 

（９）市庁舎使用上の制限等 

   業務を遂行する上で、次に挙げる事項は遵守しなければなりません。 

1) 事業者は、事業開始にあたり市との契約に基づき、自らの責任と負担において必要な工事を行うこと

とします。また、工事開始前に、市と設計及び施工にかかる協議を行った上、市の承諾を得ることとしま

す。市は、工事終了後に履行確認を行い、この確認をもって工事が完了したものとします。 

2) 契約の締結前、施設管理上の不具合が存在する場合については、市と事業者で協議することとし、

契約の締結後については、事業者が自己負担で行うものとします。 

3) 営業時間は提案書に「想定される営業時間等」を記載した上で、契約締結前に市と事前協議を行い、

決定するものとします。 

4) トイレや廊下といった共用部分に関しては、契約締結前に事前協議を行い、使用できる場所を定め

た上で契約を締結します。なお、契約に定めた場所以外への立入りを禁じます。 

5) 従業員及び利用者のための専用駐車場はありません。周辺の有料駐車場等をご利用ください。 

6) 事業を行う上で必要となる清掃や防災対策は、運営事業者が自ら行ってください。 

7) 施設内及び敷地内はすべて禁煙とし、灰皿を設置することも不可とします。 

8) 市庁舎の設備に関する法定点検等により、施設の利用ができない日時があります。 

９） 市中央公園の利用に際しては、下記ホームページより「中央公園利用の手引き」をご確認いただき、

利用条件等に考慮してください。 

http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/koutu/kouen/p021056.html 

（１０）関係法規の遵守 

業務を遂行する上で、関連する法規について全て遵守しなければなりません。 

（11）事業者決定の中止、延期 

不正な行為や災害その他やむを得ない理由がある場合には、審査の中止、または審査を延期すること

があります。また、貸付予定事業者が参加資格を失った場合には、決定を取り消します。 

http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/koutu/kouen/p021056.html
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（12）その他 

1) 募集要項・質問に対する回答書以外に、応募のために市から資料提供を行うことはありません。応募

者は、市が提供した情報及び独自に合法的に入手した情報のみで応募を行ってください。 

2) 市が提供する資料は、応募に関わる検討以外の目的で使用することを禁じます。また、検討の目的

の範囲内であっても、市の了承を得ることなく第三者に対してこれを使用させ、または内容を提示する

ことを禁じます。ただし、公知となっている情報や第三者により合法的に入手できる情報は、その対象

ではありません。 

（13）配布資料 

１ 参加申込書 様式 A 

２ 誓約書 様式 B 

３ 事業者の概要書 様式 C 

４ グループ構成員表 様式 D 

５ グループ申請に係る構成事業者の委任状 様式 E 

６ 質問書 様式 F 

７ 事業計画書 様式 G 

８ 収支予算書 様式 H 

９ 応募辞退届 様式 I 

10 配置図  

11 施設概要  

12 平面図  

13 備品一覧  

（14）スケジュール 

①募集期間 令和２年１月２４日（金）～２月２６日（水）１７時まで 

②質問書の提出期限 令和２年１月２９日（水）～２月１２日（水）１７時まで 

③質問書の回答 令和２年２月１９日（水） 

④提案書の受付 令和２年２月２６日（水）１７時まで 

⑤一次審査（書類審査） 令和２年３月中旬 

⑥二次審査（プレゼン） 
令和２年３月下旬予定 

⑦事業者の審査・選定 

⑧選定結果の通知 令和２年３月下旬予定 

⑨契約の締結 令和２年４月予定 

⑩貸付開始 令和２年５月１日予定 

（15）募集に関する問合せ先 

   福井市役所 施設活用推進課  担当：服部、越後 

   〒910-8511 福井市大手３丁目１０－１ 

   電話：（0776）20-5275  FAX：（0776）20-5778  E-mail：sisetu-k-s@city.fukui.lg.jp 

mailto:sisetu-k-s@city.fukui.lg.jp

