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1．事業内容に関する事項 

（１） 事業名称 

「宗像ユリックス総合公園及び宗像総合市民センター」（以下、「宗像ユリックス」とい

う。）の魅力向上に向けた官民連携パートナーシップ構築事業（以下「本事業」という。） 

 

（２） 事業実施主体 

公益財団法人宗像ユリックス（以下「財団」という。）及び宗像市 

本事業の実施にあたっては、財団と市と選定された事業者との間で三者協定を締結

し、パートナーシップ契約は財団と選定された事業者との間で締結するものとする。 

 

（３） 協定及び契約期間 

協定期間は令和３年８月（協定締結日）から令和６年３月３１日までとし、契約期間

は令和４年４月１日から令和６年３月３１日までとする。 

ただし、令和４、５年度の履行状況が優良であれば、最長２年まで協定及び契約を延

長できるものとし、その場合の契約は単年度契約とする。なお、履行状況については、

要求書に基づき契約期間中の事業の内容をもって判断するものとする。 

 

（４） 提案上限額 

契約期間２年間で、２０，０００千円（消費税を含む） 

（参考）アドバイザーの業務に係る人件費、交通費、管理費等を想定、事業費は含ま

ないものとする 

 

（５） 事業場所 

宗像ユリックス総合公園及び宗像総合市民センター全体 

 

2．事業の目的  

宗像ユリックスは、昭和６３年に供用開始された都市公園で、主な施設として、コンサー

トホール、演劇やスポーツ、レクリエーションなどが開催できる大型多目的ホール、図書館

などを有する本館、温水プールやトレーニングジムを有するアクアドーム、市民の憩いの場

である芝生広場などが整備されているほか、屋外プール「ゆ～ゆ～プール」なども整備され

ており、１年を通じて市内外から多くの来場者を迎える本市のシンボル的な施設である。 

現在では、各種施設の老朽化の問題や利用者の減少、それに伴う収入の減少のほか、市

民のニーズに合わせた新たなサービスの実施の必要性等について、課題が指摘されてい

るところである。 

本事業では、宗像ユリックスを対象として、現指定管理者である財団による運営を想定

し、財団とパートナーシップを構築の上、民間事業者にアドバイザーとして参画してもら
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うことで、子育て世代を中心に幅広い世代をターゲットに魅力ある事業を実施し、より多

くの人の利用を促し、また、これまで果たしてきた市民文化芸術活動の振興拠点としての

役割をさらに充実させ、市内外から多くの利用者が継続的に訪れるような施設運営を実

現するとともに、既存事業の改善等により事業収益性の向上や施設維持管理費削減等も

達成することを目的とする。 

 

3．業務範囲 

本事業で選定された事業者（以下「事業者」という。）に期待する業務は次のとおりで

ある。詳細は別紙１「要求書」参照のこと。 

・魅力向上と賑わい創出事業検討の支援 

・効率的・効果的な運営の支援 

 

4．事業者の募集及び選定の方法 

事業者の募集にあたっては、グループ又は単体（以下、「提案者」という。）で 提案を

行い、審査の結果、基準点を満たした提案者のうち、最も優れた提案者を本事業の事業者

候補とする。 

 

5．選定の手順及びスケジュール 

本事業における事業者の募集・選定にあたってのスケジュールは、下記のとおりとする。 

時期 内容 

令和３年６月１２日 募集要項等の公表・配布 

令和３年６月１６日～６月２５日 募集要項等に関する質問の受付 

令和３年６月３０日 質問に対する回答 

令和３年６月１６日～７月１２日 企画提案書等受付期間 

令和３年７月１３日～７月１５日 書類審査の実施 

令和３年７月１６日 書類審査結果の通知 

令和３年７月２８日 プレゼンテーション審査の実施 

令和３年７月末 事業者候補の決定及び結果の通知 

令和３年８月上旬 協定締結 

 

6．参加資格要件 

（１） 参加者の構成等 

提案者は、各事業の参加資格を有する単体の法人、若しくは、複数の法人によって構成 

されるグループにより応募（以下、「共同応募」という。）することができる。共同応募の

場合は、構成企業のうちから代表者を定め、当該代表者が応募手続を行うこととする。 １

つの法人が重複して応募をすることはできない。 
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（２） 参加資格 

参加資格は、法人税、法人事業税及び地方法人特別税、消費税及び地方消費税を滞納

していないこととする。共同応募の場合は、すべての法人が次の要件を満たすこと。 

 

（３） 欠格条項 

次のいずれかに該当する場合は、本事業に参加することはできない。共同応募の場合

は、いずれの法人も次の要件に該当してはならない。 

① 地方自治法施行令第 167条の 4のいずれかに該当する者 

② 会社更生法（平成 14年法律第 154号）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）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者 

③ 破産法（平成 16年法律第 75号）に基づく破産手続開始の申立てがなされている者 

④ 自社の役員等が宗像市暴力団等追放推進条例（平成 21年条例第 18号）第 2条第 4 

号及び第 5号の規定に該当する者 

 

7．公募手続き 

（１）募集要項等に関する事項 

①募集要項等 

募集要項等は令和３年６月１２日（土）に財団及び市のホームページに掲載し、紙面

による配付は行わない。 

 

②募集要項等に関する質問及び回答・公表 

本募集要項等に記載の内容に関して、質問の受付及び回答の公表を以下の要領で行

う。 

ア 受付期間 

令和３年６月１６日（水）から６月２５日（金）１７時（必着） 

イ 受付方法 

質問の内容を簡潔にまとめ、「質問書」（様式２）に記入の上、次の提出先に電子

メールでのファイル添付にて提出のこと。 

ウ 提出先 

宗像市経営企画部経営企画課行革アセットマネジメント推進室 

担当：惠下、小数賀 

エ 提出先電子メールアドレス 

gyoukaku@city.munakata.fukuoka.jp 

（宗像市経営企画部経営企画課行革アセットマネジメント推進室） 

オ 回答の公表（予定） 

質問に対する回答は、財団及び市のホームページで公表し、回答は令和３年６月

３０日(水)１７時の予定である。 
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（２） 企画提案書等の提出 

提案者は、次のとおり企画提案書等を提出すること。 

①企画提案書等の提出 

ア 提出物 

（ア）応募表明書（様式１） 

（イ）企画提案書 

（ウ）業務委託費価格見積書及び内訳書 

（エ）会社概要（既存パンフレット等代用可） 

（オ）法人の履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

（カ）市町村税を滞納していないことの証明書  

（キ）消費税及び地方消費税納税証明書 

※本社所在地の所轄の税務署発行の証明書を提出すること。 

※提案者が法人である場合は法人税と消費税及び地方消費税に滞納がない

ことの証明（その３の３） 

（ク）暴力団排除に係る照会同意書（様式３） 

（ケ）直近２事業年度分の決算書 

 ※共同応募の場合、（エ）～（ケ）の書類は、すべての構成企業分提出 

イ 提出部数 

  （ア）～（ウ）の書類は、正本１部、副本６部 

  その他の書類は、正本１部 

ウ 受付期間 

令和３年６月１６日（水）から７月１２日（月）１７時（必着） 

エ 提出方法 

持参又は郵送（書留に限る） ※郵送の場合は、受付時間までに必着とする 

（イ）及び（ウ）の書類は、電子メールでも提出 

オ 提出先 

〒８１１-３４９２ 福岡県宗像市東郷１丁目１番１号 

宗像市経営企画部経営企画課行革アセットマネジメント推進室 

担当：惠下、小数賀 

カ 提出先電子メールアドレス 

gyoukaku@city.munakata.fukuoka.jp 

（宗像市経営企画部経営企画課行革アセットマネジメント推進室） 

 

②企画提案書の作成要領 

別紙２「企画提案書作成要領」に従い作成すること。 
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③提案にあたっての留意事項 

ア 本募集要項等の承諾 

提案者は、本募集要項等の記載内容を承諾の上、提案すること。 

イ 費用負担等 

企画提案書等の作成及び提出等に関し必要な費用は、すべて提案者の負担とする。 

ウ 著作権 

本事業に関する企画提案書の著作権は提案者に帰属する。ただし、事業者の選定

に関する情報の公表時及びその他財団及び市が必要と認める時には、事業者の承

諾を得ることを条件に、財団及び市は企画提案書の全部又は一部を使用できるも

のとする。 

エ 財団及び市からの提示資料の取り扱い 

財団及び市が提供する資料は、本事業に係る検討以外の目的で使用することは

できない。 

オ 企画提案書等の変更禁止 

企画提案書提出後、原則企画提案書等の変更はできない。 

 

8．審査概要 

審査は提出された企画提案書等の内容をもとに実施し、書類審査及びプレゼンテーシ

ョン審査の２段階で審査を行う。審査の結果、基準点を満たした提案者のうち、最も優れ

た提案者を事業者候補、次に優れた提案者を次点候補者として選定する。 

 

（１）書類審査 

全提案者に対し、次の方法で審査を実施する。 

審査方法 提出書類に基づき、参加資格を有しているか、欠格条項に該当し

ていないか、経営状況、賠償責任能力について審査する 

また、７者以上から応募があった場合は、企画提案書の内容につ

いて、要求書で求めている業務内容に対し適切な提案が行われて

いるかを評価し、審査する 

各項目を、「提案あり」「提案はあるが、内容が不明瞭」「提案な

し」の三択で審査する 

審査主体 「宗像ユリックス総合公園及び宗像総合市民センター」の魅力向

上に向けた官民連携パートナーシップ構築事業受託事業者選定

委員会事務局（宗像市経営企画部経営企画課行革アセットマネジ

メント推進室） 

審査時期 令和３年７月１３日(火)～７月１５日(木) 
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（２）書類審査結果の通知 

審査結果は、電子メールにより全提案者へ、提案者が指定した電子メールアドレスへ

送付する。共同応募の場合は、共同応募の代表者あてに送付するものとする。通知時期

は、令和３年７月１６日(金)を予定。７者以上から応募があった場合は、評価が高かっ

た６者程度を書類審査通過者とする。 

なお、審査内容及び選考結果に関する異議・質問等については一切受け付けないもの

とする。 

 

（３）プレゼンテーション審査 

書類審査通過者に対し、次の方法で審査を実施する。 

審査方法 企画提案書の内容に基づくプレゼンテーション 

別紙３「審査基準」に従い審査する 

※詳細は書類審査通過者に通知 

審査主体 「宗像ユリックス総合公園及び宗像総合市民センター」の魅力向

上に向けた官民連携パートナーシップ構築事業受託事業者選定

委員会 

審査時期 令和３年７月２８日(水) 

 

（４）プレゼンテーション審査結果の通知及び公表 

審査結果は、電子メールによりプレゼンテーション審査に進んだすべての提案者に

対して、提案者が指定した電子メールアドレスへ送付する。共同応募の場合は、共同応

募の代表者あてに送付するものとする。通知時期は、令和３年７月末を予定。 

また、審査の結果は、財団及び市のホームページへの掲載等により公表する。 

なお、審査内容及び選考結果に関する異議・質問等については一切受け付けないもの

とする。 

 

（５） 契約協議 

財団及び市は、事業者候補との間で契約協議を行い、協議が調わない場合や事業者候

補が辞退した場合は、次点候補者が事業者候補に繰り上がるものとする。 

 

（６） 協定及び契約締結 

協定の締結については、令和３年８月に事業者候補、財団及び市との間で本事業に係

る三者協定を締結するものとし、協定の有効期間は契約期間の満了日と同日とする。 

契約の締結については、事業者候補との協議が調った後、事業者候補と財団との間で

契約を締結する。契約締結後、事業者候補は事業者となる。 

なお、協定の締結日から契約締結の前日までの期間は、準備のための無償アドバイザ



7 

 

ー期間とし、アドバイザーの範囲については協議の上、決定するものとする。 

 

9．特記事項 

（１）本事業の前提条件について 

現在の宗像ユリックスの指定管理は令和４年３月３１日までである。財団が令和４

年度以降の指定管理の指定を受けることができなかった場合、その時点で協定は終了

するものとし、かつ、令和４年４月以降の契約も締結しないものとする。また、それま

でにかかった経費については、事業者が負うものとし、財団及び市には請求できないも

のとする。 

なお、本内容は協定書に明記するものとする。 

 

（２）提案内容の指定管理者指定申請書類への記載について 

事業者候補の企画提案書の内容については、財団が次期（令和４～７年度）指定管理者

指定申請に向けて作成する提案書に記載するものとし、作成にあたっては財団と事業者候

補との間で打合せの上、作成するものとする。 

 

 

本事業に関する市の担当部署 

宗像市経営企画部経営企画課行革アセットマネジメント推進室 

宗像市市民協働環境部文化スポーツ課 

  

本事業に関する市の問合せ窓口  

〒811-3492 福岡県宗像市東郷１丁目 1番 1号 

宗像市経営企画部経営企画課行革アセットマネジメント推進室 担当：惠下、小数賀 

TEL:0940-36-9811 FAX:0940-37-1242 

電子メールアドレス：gyoukaku@city.munakata.fukuoka.jp  
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別紙１ 

「宗像ユリックス総合公園及び宗像総合市民センター」の 

魅力向上に向けた官民連携パートナーシップ構築事業 

要求書 

 

１．目的 

宗像ユリックスは昭和６３年に開業し、３０年以上にわたり、市内外から多くの人が訪

れる本市のシンボル的な施設である。現在は財団が指定管理者として運営しており、市民

文化芸術活動拠点としての役割を果たしている。毎年８０～９０万人もの人が利用して

いるが、近年は施設全体の利用者数が減少傾向にある一方で、運営費は増加しており、市

は指定管理料として毎年約３億７千万円の支出を行うとともに、施設の老朽化に対する

改修費用も毎年、別途予算計上している状況にある。 

  これまで増え続けてきた本市の人口は減少局面を迎えようとしており、少子高齢化も

相まって、今後は本市の財政状況も厳しくなることが予測される。しかし、そのようなな

かでも、宗像ユリックスが本市のシンボル的な施設であることに変わりはなく、将来にわ

たり多くの人に利用していただける、持続可能な施設運営が望まれる。 

本事業では、宗像ユリックスを対象として、現指定管理者である財団による運営を想定

し、財団とパートナーシップを構築の上、民間事業者にアドバイザーとして参画してもら

うことで、子育て世代を中心に幅広い世代をターゲットに魅力ある事業を実施し、より多

くの人の利用を促し、また、これまで果たしてきた市民文化芸術活動の振興拠点としての

役割をさらに充実させ、市内外から多くの利用者が継続的に訪れるような施設運営を実

現するとともに、既存事業の改善等により事業収益性の向上や施設維持管理費削減等も

達成することを目的とする。 

 

２．業務内容 

（１）宗像ユリックスの魅力向上と賑わい創出事業検討の支援 

既存の枠に捉われず、宗像ユリックスの魅力向上につながる具体的な提案を行う

こと。子育て世代を中心に幅広い世代をターゲットとした財団による事業実施への

企画・実行を支援することなどにより継続的な施設利用者の拡大に繋げること。 

 

（２）効率的・効果的な運営の支援 

指定管理委託事業（文化・健康レクリエーション事業/管理業務）、貸館事業等の

企画・立案に対する支援を行うこと。 

    ・市民ニーズを把握し、ニーズに合った多彩な事業の企画立案に対する支援 

    ・利用者数や収支等から現状を分析し、それに基づく支援 

    ・事業実施後の評価手法や改善案等に対する支援 

    ・事業及び管理収支の改善に向けた支援 
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別紙２ 

「宗像ユリックス総合公園及び宗像総合市民センター」の 

魅力向上に向けた官民連携パートナーシップ構築事業 

企画提案書作成要領 

 

 提案者は、募集要項等の内容を十分に踏まえた上で、本作成要領に従い企画提案書を作

成すること。 

 

１．企画提案書 

 提案者は、次に定める項目の順で、任意様式により企画提案書を作成、提出すること。 

 

 （１）基本方針 

・「宗像ユリックスの魅力向上や賑わい創出」と「効率的・効果的な運営」の支援に

あたっての基本方針、コンセプト 

 

 （２）具体的な取組み、企画・提案 

  ・KPI（※）の設定及び達成手順 

※KPI：Key Performance Indicator（重要業績評価指標）の略。目標を達成する上

で、その達成度合いを計測、監視するための定量的な指標。 

  ・事業実施体制 

  ・財団と事業者との役割分担、業務分担 

・財団や市との連携方法 

 

 （３）類似業務実績 

  ・類似業務実績の有無 

 

２．企画提案書作成にあたっての留意事項 

 企画提案書は、A4 版縦書き、横書き、10ページ以内とし、製本は左綴じとし、下部に

ページ番号を記載すること。 
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別紙３ 

「宗像ユリックス総合公園及び宗像総合市民センター」の 

魅力向上に向けた官民連携パートナーシップ構築事業 

審査基準 

 

評価項目 評価の視点 
点数 

配分 

基本方針 ・宗像ユリックスの課題を理解し、課題解決に資するコンセ

プトが適切に示されているか 

20 

具体的な取組み、企画・提案 

KPIの設定及び

達成手順 

・課題を解決するための KPIが適切であるか 

・（契約は２年間だが、最長４年間として）令和７年度まで

の各年度において、自社で設定した KPIをどのように達成

していくかの手順が具体的に示されており、実現可能性が

あるか 

※なお、令和６～７年度においても、２年間で、 

２０，０００千円（消費税を含む）を上限額とする 

30 

事業実施体制 ・本事業を遂行するために必要な体制（会社の支援体制及び

宗像ユリックスにおける人員体制など）が構築されている

か 

・財団と事業者との役割分担、業務分担が示されているか 

20 

財団や市との連

携方法 

・本事業の目的を達成するため、財団や市とどのようにコミ

ュニケーションをとるかが示されており、その内容が優れて

いるか 

20 

類似業務実績 ・公園や文化施設を対象としたアドバイザー業務又は管理運

営等の実績を有しているか 

10 

合計 100 

 

 


