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米沢市新庁舎売店運営事業者選定に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  本市では、新庁舎建設に伴い新しい庁舎内に来庁者及び職員の利便性向上を目的

として売店の設置を予定しています。本プロポーザルは、売店の設置及び運営につ

いて、民間事業者の持つノウハウを生かした提案を広く募集し、本市が定める条件

の下、質の高いサービスを継続的に提供することができる事業者を選定するため実

施するものです。 

 

２ 施設の概要 

 (1) 米沢市新庁舎の概要 

供用開始 令和３年５月（予定） 

所在地 米沢市金池５丁目２番 25号 

構造 鉄骨造（免震構造） 

階数 地上４階/地階１（免震ピット） 

延床面積 10,371.46㎡ 

開庁日 次に掲げる日以外の日 

ア 土曜日及び日曜日 

イ 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定

する休日 

ウ 年末年始（12月 29 日から１月３日まで） 

開庁時間 午前８時 30分から午後５時 15分まで 

勤務職員数 約 500人 

来庁者数 約 1,000人／日（想定） 

 (2) 売店の概要 

位置 新庁舎１階 

使用面積 約 41㎡ 

使用用途 売店の営業 

設備等 別紙「新庁舎売店工事基準書」のとおり 

 

３ 使用に関する条件 

 (1) 使用許可 

   事業者は行政財産目的外使用許可申請を行い、市は地方自治法（昭和 22 年法

律第 67号）第 238 条の 4第 7項の規定に基づき使用を許可します。 

 (2) 使用許可期間（予定） 

  ア 使用許可期間は、営業開始日から１年とし、申し出がない限り最長５年まで

更新することとします。 

  イ 売店の営業開始予定は、新庁舎供用開始日とし、それまでに売店開設に伴う
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工事、設備の設置、開店準備等を終えるものとします。 

  ウ 事業者が、使用開始から５年経過以降も使用継続を希望する場合、施設の使

用状況、実績等を勘案し、再公募も含め市で対応を決定するものとします。 

  エ 使用の継続を希望しない場合、事業者はその３か月前までに書面により意思

表示をしなければならないものとします。 

  オ 使用許可期間には、売店の閉店に伴う原状回復に要する期間を含むものとし

ます。 

 (3) 使用料 

  ア 使用料は、事業者が企画提案書により提案するものとします。 

  イ 提案された額が米沢市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例（昭和 39

年条例第 13 号）の規定に基づき算出する使用料の額（公告時点の見込みでは

年額 1,460千円程度であり、今後の建設費及び使用面積の変更等により増減す

る可能性があります。）を下回る場合、差額を減免するものとします。 

  ウ 使用料は、消費税率が改正された場合等を除き、最長５年まで据え置くもの

とします。 

  エ 使用料の納入については、市が発行する納入通知書によりその指定期日まで

に納入してください。 

 (4) 経費の負担 

   売店の設置に要する経費（ただし、床、壁、天井、照明設備や空調設備等の新

庁舎の建築に付随する設備に関する工事費は除く。）、光熱水費、通信費、清掃費、

修繕費、廃棄物処理費その他売店の営業に係る一切の費用は、事業者が負担する

ものとします。 

 (5) 禁止事項 

  ア 事業者は、使用許可箇所を売店の営業以外の用途に供することはできません。 

  イ 事業者は、使用許可箇所を第三者へ転貸等することはできません。 

 (6) 使用許可の取り消し 

   次のいずれかに該当する場合、使用許可期間中であっても当該使用許可を取り

消すことがあります。 

  ア 市において公用又は公共の用に供するための必要が生じた場合 

  イ 許可条件に違反した場合 

 (7) 原状回復 

  ア 事業者は、使用許可期間が満了したとき又は使用許可を取り消されたときは、

自己の負担で使用物件を原状に回復し、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、市が特に承認したときは、この限りではな

いものとします。 

  イ 事業者が期日までに原状回復の義務を履行しないときは、市が原状回復のた

めの処置を行い、その費用の支払いを事業者に請求するものとします。 
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 (8) 損害賠償 

  ア 事業者は、物件の使用にあたり、市又は第三者に損害を与えたときは、全て

事業者の責任でその損害を賠償するものとします。 

  イ 事業者は、その責めに帰すべき理由により、使用物件の全部又は一部を滅失

又は損傷したときは、当該滅失又は損傷による損害額を市に支払うものとしま

す。ただし、事業者が自己の費用で使用物件を原状に回復したときはこの限り

ではないものとします。 

 (9) 有益費等請求権の放棄 

   事業者は、使用物件の改良等のために投じた有益費及び修繕費等一切の費用並

びに使用許可の取り消しに伴い生じた損害の賠償を市に請求することはできな

いものとします。 

 (10)法令等の遵守 

   事業者は、物件の使用にあたり、関係法令等を遵守しなければならないものと

します。また、市が使用物件の管理上必要な事項を事業者に通知した場合は、当

該通知に従わなければならないものとします。 

 

４ 運営に関する条件 

 (1) 営業日及び営業時間 

   営業日は市役所の開庁日とします。営業時間は午前９時から午後４時までは必

ず営業するものとした上で、午前８時から午後６時までの間で事業者が企画提案

書で提案するものとします。 

 (2) 運営方法 

   事業者は、売店の運営を直接行うものとし、第三者へ委託することは認めませ

ん。ただし、事業者が運営上必要と認める場合、自らの責任において他の事業者

に店舗内で販売活動等を行わせることができるものとします。 

 (3) 従業員の配置等 

   事業者は、売店の運営が安全かつ円滑に遂行されるよう留意し、従業員の配置

等を適正に行うものとします。 

 (4) 販売品目 

   売店で扱う商品及びその価格は、次の要件を満たした上で、事業者が定めるも

のとします。ただし、市から特産品、有償刊行物等の商品の販売依頼があった場

合は、運営に支障のない範囲で協力してください。 

  ア 販売必須品目 

   ａ 弁当、パン、菓子類等食料品、飲み物 

   ｂ 文房具、日用品 

   ｃ 郵便切手、収入印紙、山形県収入証紙 
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  イ 販売禁止品目 

   ａ 山形県青少年健全育成条例（昭和 54年山形県条例第 13 号）の規定に抵触

する図書類 

   ｂ たばこ（加熱式たばこ等を含む） 

   ｃ 酒類（ただし、市の特産物等の市の指定するものは除く） 

 (5) 店舗内の工事 

   事業者は、企画提案書に基づき、自らの責任と負担において店舗開店に必要な

工事を行うものとします。店舗内レイアウト及び設備工事については、運営条件

を元に、事前に市と設計及び施工上の協議をし、確認を受けた後に着工するもの

とします。市は、工事完了後に確認を行います。なお、工事区分は別紙「米沢市

新庁舎売店工事基準書」を基本とし、詳細については協議の上で決定します。 

 (6) 営業許可申請等 

   売店の営業に伴い法令上必要となる官公庁等への許可申請や届出等の手続は、

全て事業者の責任において行うものとします。 

 (7) 商品の仕入れ及び管理 

   販売する商品については、安全性を重視し、信頼できる業者から仕入れること

とし、商品の瑕疵については、事業者が全ての責任を負うものとします。また、

事業者は、商品の安全管理に十分配慮するとともに、適温管理を行い鮮度及び品

質保持に努め、消費期限等を厳守するものとします。 

 (8) 商品の搬入等 

   商品の搬入は、来庁者等の安全に十分配慮し、搬入時間、搬入経路及び搬入車

両の停車場所等を市と協議の上で決定します。 

 (9) 廃棄物の処理 

   事業者は、店舗で販売した商品や包装等から発生する廃棄物について、その回

収に必要な容量のごみ箱を設置することとします。店舗から発生する全ての廃棄

物の処理については、事業者の責任で行い、処理費用も負担することとします。 

 (10)報告等 

   事業者は、市に対して次のとおり報告等を行うものとします。 

  ア 事業年度終了後、速やかに前年度の事業報告書を作成し提出すること。 

  イ クレームが発生した場合、対応後速やかに顛末を報告すること。 

  ウ その他、市から報告を求めた場合、その求めに応じること。 

 (11)施設管理 

   事業者は、次に掲げる事項を遵守するものとします。 

  ア 店舗内の清掃を行い、衛生管理に十分注意すること。 

  イ 店舗内での調理は行わないこと。 
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  ウ 市が許可した場所以外での貼り紙、看板等の表示又は掲出は行わないこと。

また、許可した場所であっても、そのデザイン及び内容については、市と協議

すること。 

  エ 従業員が通勤のため市役所敷地内に駐車する場合は、必ず市へ届け出ること。 

  オ トイレや休憩コーナーなどの市民開放エリア以外には立ち入らないこと。 

 (12)災害発生時の協力 

   事業者は、災害発生時に市から食料提供等の要請があった場合、これに協力す

るものとします。 

 (13)その他 

   本実施要領に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、市と事業者で

協議の上、決定するものとします。 

 

５ 参加資格 

  本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす法人又は個人と

します。なお、フランチャイズ契約（以下「ＦＣ契約」という。）による店舗を運営

しようとする場合は、フランチャイズ加盟者が参加するものとします。 

  ア 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

い者であること。 

  イ 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）第 17条の規定に基づく更生手続開始

の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定に基づく再

生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

  ウ 米沢市が行う事務又は事業からの暴力団排除の推進に関する要綱（平成 25

年告示第 41号）第４条の規定に該当しない者であること。 

  エ 市税の滞納がない者であること。 

 

６ 日程 

内 容 日 程 

本プロポーザルの公告日 令和２年４月27日（月） 

本プロポーザルに関する質疑受付期間 令和２年４月27日（月）午前９時から 

令和２年５月13日（水）午後３時まで 

本プロポーザルに関する質疑回答 令和２年５月15日（金） 

参加申込書等の提出期間 令和２年５月18日（月）午前９時から 

令和２年５月29日（金）午後３時まで 

審査委員会の開催 令和２年６月上旬 

審査結果の通知 令和２年６月中旬 

協定書の締結 令和２年６月下旬 

店舗工事の協議 令和２年６月下旬～ 
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７ 実施要領等の交付 

  本市ホームページに次の資料を掲載するので、適宜ダウンロードして使用してく

ださい。 

  ア 実施要領 

  イ 新庁舎売店工事基準書 

  ウ 様式集 

 

８ 本プロポーザルに関する質疑受付及び回答 

 (1) 受付期間 

   令和２年４月 27日（月）午前９時から５月 13日（水）午後３時まで 

 (2) 提出方法 

   質問書（様式１）に質問内容を記入し、原本ファイル形式のまま保存した電子

データを、事務局宛に電子メールで提出してください。送信後は、必ず事務局宛

に電話し、受信確認を行ってください。 

 (3) 回答方法 

   質疑に対する回答は一括して取りまとめ、回答書を令和２年５月 15 日（金）

に、本市ホームページへ掲載します。なお、回答内容は、本実施要領及び関係す

る書類の追加、修正として取り扱います。 

 

９ 参加申込書等の提出 

 (1) 提出期間 

   令和２年５月 18日（月）午前９時から５月 29日（金）午後３時まで 

 (2) 提出書類及び提出部数        【凡例】●：必須、▲：該当する場合 

区分 書類名 説明 法人 個人 部数 

ア 参加申込書 様式２ ● ● １部 

イ 企画提案書 様式３ ● ● ８部 

ウ 登記事項証明書 法務局で３か月以内に発行され

たもの（写し可） 
● - １部 

身分証明書 本籍地の市区町村で３か月以内

に発行されたもの（写し可） 
- ● １部 

エ 決算書・財務書類 直前の決算年度、営業年度のも

の（写し可） 

※新たに起業する場合は不要 

● 

※ 

● 

※ 
１部 

オ 市税の納税証明書 米沢市役所で３か月以内に発行

されたもの（写し可） 
▲ ▲ １部 

カ ＦＣ契約書等 チェーン本部との関係が確認で

きるもの（写し可） 
▲ ▲ １部 
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 (3) 提出方法 

   提出書類は、事務局に持参するか、郵送により提出してください。ただし、郵

送により提出する場合は、必ず「特定記録郵便」又は「簡易書留」とし提出期限

必着で送付してください。送付後は、必ず事務局宛に電話し、到着確認を行って

ください。 

 (4) 企画提案書（様式３）作成の留意事項 

  ア 企画提案書は次に掲げる項目に沿って記載してください。なお、記載内容は、

本実施要領に定める諸条件を満たす内容としてください 

提案項目 記載内容 

１ 参加者概要、運営方法及

び実績 

・参加者の概要（事業理念、創業年月日、事業

内容等）、売店の運営方法及び運営実績等を記

載してください。 

・ＦＣ契約による店舗を運営しようとする場

合、チェーン本部の名称を記載してください。 

２ 営業時間 ・下記の範囲で予定する営業時間を記載して

ください。 

【最短】午前９時から午後４時（７時間） 

【最長】午前８時から午後６時（10時間） 

３ 従業員の配置等 ・従業員の人数や労働条件、勤務シフト等を記

載してください。 

４ 販売品目・価格設定 ・販売を予定する商品の品目及び価格帯を記

載してください。 

５ 取扱いサービス ・商品の販売以外に提供予定のサービス等を

記載してください。 

【記載例】売店利用者が使用できる電子レン

ジやポットの設置、キャッシュレス決済の対

応 など 

６ 食品衛生・品質管理 ・食品衛生や品質の管理体制の考え方を記載

してください。 

７ 店舗レイアウト ・店舗内のレイアウト案を記載してください。 

８ アピールポイント ・優位性や特徴のある事項を自由に記載して

ください。 

【記載例】障がい者雇用、特産品の販売、イベ

ントやフェアの開催、災害時の協力内容 な

ど 

９ 提案使用料 ・使用料の提案額（消費税込み、年額）を千円

単位で記載してください。 
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  イ 審査に当たりプレゼンテーションは実施しませんので、企画提案書の記載内

容は正確かつわかりやすく記載してください。企画提案書の内容に疑義がある

場合は、審査前に事務局から問い合わせる場合があります。 

  ウ 企画提案書は、十分に実現可能な内容としてください。 

  エ 企画提案書の著作権は、参加者に帰属するものとします。ただし、優先交渉

権者（使用許可予定者）の企画提案書については、本プロポーザルに関する報

告等のために優先交渉権者が了解した部分を公表することがあります。 

  オ 企画提案書は、参加者の企業情報保護の観点から、原則として非公開としま

す。ただし、米沢市情報公開・個人情報保護審査会で公開を決定される場合が

あります。 

 

10 審査の実施及び結果の通知 

 (1) 審査委員会の設置 

  ア 本プロポーザルの優先交渉権者及び交渉権者の選定は、「米沢市新庁舎売店

運営事業者選定審査委員会」（以下「審査委員会」という。）において行います。 

    【審査委員会委員】 

     総務部長（委員長）、総務課長、市民課長、社会福祉課長、営繕主幹 

  イ 審査委員会での審査過程（審査委員会の会議録、各委員の採点表など）は非

公開とし、審査結果に対する異議申し立ては受け付けません。 

 (2) 審査の方法 

  ア 企画提案書の内容について、評価基準に基づき審査します。 

  イ 原則、書類審査のみとしますが、審査委員会が必要と認める場合、ヒアリン

グを実施します。ヒアリングを実施する場合、参加者に対して別途連絡します。 

  ウ 審査委員会委員の評価点（各 100点満点）の合計評価点が高い順に順位を決

定します。合計評価点が同点の場合は、提案使用料が高い参加者を上位としま

す。 

  エ 順位が１位の参加者を優先交渉権者（使用許可予定者）、２位以下の参加者

を交渉権者とします。ただし、評価の内容により売店の運営が困難であると審

査委員会が決定した参加者については、非交渉権者とします。全ての参加者が

非交渉権者となった場合は、優先交渉権者なしとして、本プロポーザルを中止

します。 

 (3) 評価基準 

評価項目 評価の視点 配点 

１ 参加者概要、運営方法

及び実績 

・運営方法やこれまでの実績から継続

的な運営が期待できるか。 
10 

２ 営業時間 ・最短営業時間（７時間）を５点とし、

提案に応じて加点。 
10 

３ 従業員の配置等 ・営業日及び営業時間に対する従業員

の勤務体制や労働条件は適切か。 
10 
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４ 販売品目・価格設定 ・利用者のニーズに沿った販売品目、価

格設定となっているか。 
10 

５ 取扱いサービス ・利用者の利便性向上に資する付加的

なサービスの提供がなされるか。 
10 

６ 食品衛生・品質管理 ・食品衛生及び品質管理体制が整って

いるか。 
10 

７ 店舗レイアウト ・利用者にとって利用しやすい店舗レ

イアウトとなっているか。 
10 

８ アピールポイント ・施設の役割や機能を理解した上で、魅

力ある店舗の運営が期待できるか。 
10 

９ 提案使用料 ・当該参加者の提案額÷1,460千円×15

点(小数点以下四捨五入) 

ただし、提案額が 1,460千円を超える場

合は 15点とする。 

15 

10 地域加点 ・参加者の所在地又は住所が市内であ

る場合、５点とする。 
 5 

合計 100 

 (4) 審査結果の通知等 

  ア 審査結果は、参加者全員に対して、令和２年６月上旬を目途に文書で通知し

ます。併せて、優先交渉権者に対しては、協定締結の手続きについて連絡しま

す。 

  イ 審査結果については、次の内容を本市ホームページで公表する予定です。な

お、これ以外の審査内容の問い合わせは受け付けません。 

   ａ 順位 

   ｂ 優先交渉権者の名称（優先交渉権者以外の参加者は記号表記） 

   ｃ 合計評価点 

 

11 協定の締結 

  優先交渉権者と協議の上、協定を締結します。 

  なお、優先交渉権者との協議が不調となった場合又は優先交渉権者が協定を締結

するまでの間に本実施要領「12 参加者の失格」に記載している事項に該当して失

格となった場合は、交渉権者の順位の高い者から順に協議し、協定を締結するもの

とします。 

 

12 参加者の失格 

  参加者が次のいずれかに該当した場合は失格とします。 

  ア 参加者が本実施要領「５ 参加資格」に記載している要件を満たさなくなっ

た場合 

  イ 提出書類等に虚偽の記載がある場合 
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  ウ 参加者に審査の公平性を害する行為や著しく信義に反する行為がある場合 

  エ その他審査委員会が失格と認めた場合 

 

13 プロポーザルの中止 

  自然災害等のやむを得ない理由により、本プロポーザルを実施できないと認めら

れるときは、中止する場合があります。この場合、本プロポーザルの準備に要した

費用を本市に請求することはできません。 

 

14 その他 

  ア 本プロポーザルの参加に要する費用は、全て参加者の負担とします。 

  イ 提出書類で使用する言語は日本語、通貨は円とします。また、提出書類等で

用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第 51

号）に定めるものとします。 

  ウ 提出された書類は返却しません。 

 

15 事務局 

米沢市総務部財政課 

住所：〒992‐8501 米沢市金池五丁目 2番 25号 米沢市役所４階 

電話：0238‐22‐5111 FAX：0238‐22‐0498 

担当者：新藤、高橋、鏡 

電子メール：kanzai@city.yonezawa.yamagata.jp 

ホームページ：http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/ 


