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うるま市石川庁舎跡利用事業者募集要項 
 

第 1 目的 

 石川庁舎の跡利用について、市及び地域の活性化に資するような活用を図るため、跡利用事業者を次

のとおり募集する。 

 

第 2 施設の概要 

（１） 周辺地域について 
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（２） 配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②共有駐車場 

① 共有 

駐車場 

（４） 土地利用制限等 

用途地域 建ぺい率・容積率 建築物の高さ制限 

第一種住居地域 60％・200％ 17ｍ以下 

 

 

 

 

（３） 土地・建物 

所在地 建築年 建物規模 構造 

うるま市石川石崎 1-1 昭和 61年（1986）年 地上 3階、地下 1階 鉄筋コンクリート造 

耐用年数 敷地面積 延床面積 駐車場 

50年 12,406㎡ 6,097㎡ 250台～300台程度 

貸付部分 
地下１階（1,155㎡）の一部、地上 1階（1,495㎡）の一部、地上 2階（1,428

㎡）※別紙（平面図参照） 
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第 3 貸付の範囲及び貸付料 

（１） 建物 

① 貸付の範囲 

 建物のうち、石川庁舎地下 1階の一部分、地上 1階の一部分、2階全部について、一括貸付又は一部

貸付とする。ただし、石川出張所等の一部機能の保持については、市と協議するものとする。 

※別紙に示す図面を閲覧したい場合は、あらかじめ事務局に問い合わせの上、窓口において行うものと

する。（図面等の複写は不可） 

② 貸付料 

 貸付料は、原則有償とし、貸付料金については市と協議し決定するものとする。（貸付料金に維持管

理費は含めないものとする。） 

（２） 土地 

① 貸付の範囲 

土地の貸付範囲は、第 2 施設の概要の【（2）配置図】で示す①②の共有駐車場とするが、台数及び

配置等については周辺公共施設利用者との兼ね合いから別途協議とするものとする。 

※駐車場代金については、駐車可能台数に限りがある為、応募内容によって調整する事となります。 

第 4 募集条件 

（１） 貸付期間は、原則 10年以上とし、更新可能とする。 

（２） 利用の権利を第三者に譲渡又は貸出を行うことはできないものとする。 

（３） 地域と共存・共生し、地域の活性化と振興発展に貢献するよう努めることとする。 

（４） 施設の利用にあたっては、関連する法令や市の指導を遵守することとする。 

（５） 施設・土地の適正な維持管理や改修に要する経費は、すべて借受事業者の負担とする。（用途変

更による消防設備等の設備改修も含む。） 

（６） 台風・地震等の天災により貸付施設以外の施設・備品等に被害が生じた場合は、市は責任を負

わないものとする。 

（７） 施設等の改造については、事前に市の承認を得て、借受事業者の責任において行うこととし、

その費用については借受事業者の負担とする。 

（８） 貸付期間終了後、または使用を中止する場合は原状復旧することとする。ただし、借受事業者

が整備した施設等ついて、市が必要とする場合は、市に帰属することとする。 
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第 5 募集に関する事項 

（１） 募集方式 

  借受を希望する事業者から跡利用計画についての提案（プロポーザル）を公募する。 

 

（２） 応募者の構成 

  応募者は、法人格を有する企業又は団体等（以下「法人」という。）で、単独の法人又は複数の法人

によって構成された共同事業者（以下「共同事業体」という。）とする。 

  共同事業体を構成する法人は、単独で応募することはできない。また、他の応募している共同事業

体の構成員になることもできない。 

  応募受付期間終了後、共同事業体の構成員の変更及び追加は原則として認めない。 

 

（３） 応募者の資格要件 

  応募者は、以下の①から③までの要件を満たさなければならない。なお、共同事業体による応募の

場合は、①及び②は共同事業体の総体で満たすものとし、③はすべての構成員が満たすものとする。 

① 提案した計画を、自ら適切に実施できること。 

② 提案した計画の実施（開発・建築及び管理・運営等）に必要な免許、知識、経験、資力、信用

及び技術等の能力を有すること。 

③ 次のいずれの項目にも該当しないこと。 

イ) 地方自治法施行令第 167条の 4の規定に該当する者 

ロ) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）及び民事再生法（平成 11年法律第 225号）等に基づ

く更生又は再生手続きを行っている者 

ハ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第 2号及

び同条第 6 号の規定による暴力団または暴力団員が経営する企業若しくは実質的に経営を

支配する企業またはこれに準ずる者 

ニ) 役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいる団体 

ホ) 法人税、消費税、都道府県税及び市町村税に係る徴収金を滞納している者 

ヘ) その他、本市が特に交渉の相手方として不適当と判断した者 

 

（４） 共同事業体による応募の場合 

  共同事業体は、代表事業者を定めるものとし、代表事業者は構成員との調整を行うとともに、うる

ま市との協議について窓口となること。また、優先交渉権者となった場合には、代表事業者を含む構

成員全体が、うるま市と締結する賃貸借契約の相手先となり、提案した計画の実施について連帯して

責任を負うものとする。 
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第 6 スケジュール及び申込み方法 

（１） スケジュール 

平成 29年 12月 1日（金）～平成 29年 12月 28日（木） 募集要項の公表、配布 

平成 29年 12月 8日（金）～平成 29年 12月 22日（金） 現地見学実施期間 

平成 29年 12月 18日（月）～平成 29年 12月 22日（金） 質問受付 

平成 29年 12月 26日（火） 質問への回答 

平成 30年 1月 5日（金）～平成 30年 1月 26日（金） 応募書類受付 

平成 30年 2月 7日（水）～平成 30年 2月 9日（金） 選定委員会による審査（事業者によるプ 

レゼンテーション審査） 

  平成 30年 3月 優先交渉権者決定 

平成 30年 3月～ 優先交渉権者との協議 

平成 30年 5月頃 地域説明会の開催 

平成 30年 6月頃 基本協定の締結 

平成 30年 6月以降 契約の締結 

 

（２） 募集要項の公表 

① 配布期間：平成 29年 12月 1日（金）～平成 29年 12月 28日（木） 

② 配布場所：うるま市企画部資産管理課（うるま市役所東棟庁舎 3階） 

※市ホームページからダウンロードすることも可能 

 

（３） 現地見学会 

現地見学を希望する場合は、下記申込み期間中の土・日・祝日を除き、随時受付を行う。現地見学

を希望する事業者は、電話にて申込みを行うこと。日程調整のうえ、現地見学を実施する。 

① 申込期間：平成 29年 12月 8日（金）～平成 29年 12月 22日（金）午後 5時まで 

② 申込方法：資産管理課に電話にて申込み 

③ 現地見学：申込み期間中に随時行う。（調整のうえ、日時を決定する） 

 

（４） 質問及び回答 

募集要項、応募書類の作成等に関する質問及び回答は、次のとおり行う。 

① 受付期間：平成 29年 12月 18日（月）～平成 29年 12月 22日（金）午後 5時まで 

② 質問方法：「質疑書（様式 1）」に質問事項を記入し、ＦＡＸ、電子メールにて送付すること。 

ＦＡＸ，電子メール送付にあたり、表題を「石川庁舎跡活用に関する質問」とし、受信確認を

すること。 

③ 回答方法：平成 29年 12月 26日（火）にうるま市ホームページに掲載する。 
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（５） 応募書類 

 書類 内容 

① 申込書（様式 2）  

② 構成員調書（様式 3） 共同事業体として参加する場合 

③ 誓約書（様式 4）  

④ 法人等概要書（様式 5） ※パンフレット等会社の概要がわかるものがあれば添付する。 

⑤ 

応募できる団体の資格を有

することを証する書類（添付

書類） 

ア 法人登記簿謄本 

（全部事項証明書（謄本）履歴事項証明書） 

 （交付から 3ヶ月以内のもの） 

イ 定款、寄付行為、規約、会則等、その他これらに類する書類の

写し（最新のもの） 

ウ 法人税、県税、市町村税、消費税及び地方消費税の未納がない

ことの証明書（直近 3ヶ年分） 

エ 印鑑証明書（交付から 3ヶ月以内のもの） 

⑥ 
応募者の経営状況を証する

書類（添付書類） 

ア 財産目録、貸借対照表、事業報告書及び損益計算書、又はこれ

に準ずる書類（直近 3ヶ年事業年度分） 

⑦ 

事業計画書（様式 6）  

  

 

 

1.基本項目 ・企画提案に当たっての基本構想、利活用方針を記載 

2.事業概要 ・計画の内容を具体的に記載 

3.事業実施スキーム 
・応募者や構成員、その他法人の役割や関わり、事業全体のイメー

ジなど 

4.経済効果・地域活性化 ・本市や周辺への経済効果、地域活性化に関する考え方 

5.地域連携・地域への配

慮 

・施設の地域開放、施設の地域防災への協力、雇用計画、周辺住環

境への配慮などを記載 

6.これまでの実績等 
・地域連携に係る実績、提案事業に係る実績その他特にアピールし

たい点など 

⑧ 管理運営計画（様式 7） 
・事業の管理運営の主体、体制等、事業実施における中・長期的な

管理運営の考え方について記載 

⑨ 事業スケジュール（様式 8） 
・契約締結以降の設計期間、工事期間、各種届出の手続きに要する

予定期間、事業開始時期等に係るスケジュールを記載 

⑩ 資金計画書（様式 9） 

・目的に応じた利用が可能になるまでの資金計画、営業開始までの

必要な資金額と資金調達を記載 

・利用開始後の初年度収支計画及び事業継続性、支出に係る特記事

項を記載 
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⑪ 施設計画書 

・配置図、平面図など 

・必要な機能、設備などを記入 

※必ずしも詳細な平面図は必要としませんが、提案内容が伝わるよ

う解りやすいものとしてください。 

※共同事業体で応募する場合は、②～⑥の提出書類は代表事業者及びすべての構成員分を提出すること。 

 

（６） 提出部数 

 正本 1 部、副本 14 部を提出すること。提出書類のサイズは、日本工業規格Ａ列 4 番（Ａ4）とする。

提出書類には目次を付け、各ページ中央下には連番を記載すること。 

 

（７） 提出期限等 

① 受付期間：平成 30年 1月 5日(金)～平成 30年 1月 26日(金)  

② 受付時間：受付時間は、土日・祝日を除く市役所開庁日の午前 8 時 30分から正午まで、及び

午後 1時から午後 5時 15分まで 

③ 提出書類：本要項に規定する所定の書類、部数を揃えて持参又は郵送により提出すること。（郵

送の場合は期間内必着） 

 

（８） 応募に関する留意事項 

① 応募に必要な一切の費用は応募者の負担とする。 

② 必要に応じて追加資料の提出を求める場合がある。 

③ 提出された書類の内容の軽微な変更、修正は、プレゼンテーションの 10 日前までとし、事業

内容にかかるものは、不可とする。 

④ 提出書類は、概ね日本語を基本に作成するものとし、返却はしない。 

⑤ 提出書類は、市が必要と認める範囲で公表できるものとする。 

⑥ 申込後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出すること。 

 

第 7 事業者選定に関する事項 

（１） 選定委員会 

優先交渉権者の選定審査は、「うるま市公共施設等マネジメント庁内検討委員会」の構成員のうち、

委員長から指名された委員による「石川庁舎跡利用事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）」

で行う。 

 

（２） 審査方法 

優先交渉権者は、選定委員会による書類審査、プレゼンテーション審査を実施した上で選定する。 
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（３） 審査項目 

  審査項目は次のとおりとする。 

① 基本構想・利活用方針 

   計画に具体性があり、実現可能な利活用計画となっているか。 

② 計画の内容 

   事業に対する考え方が適切で、事業運営が適切に実施できる内容になっているか 

③ 地域連携・貢献・地域への配慮 

   地域連携や貢献等に関する考え方は適切か。 

④ 管理運営 

   事業の遂行に必要なノウハウを有し、事業実施スケジュールは適切か。 

⑤ 資金計画書 

   事業の遂行に必要な組織として、経営状況（資金計画）は適切か。 

⑥ 施設計画書 

 庁舎の特性を踏まえた施設計画となっているか。 

 

（４） 優先交渉権者の決定等 

  選定委員会において、順位付けを行い、優先交渉権者及び次点交渉権者を選定する。 

  優先交渉権者との交渉が整わない場合は、次点交渉権者と交渉する。その場合、本募集要項おける

優先交渉権者に関する規定は、次点交渉権者に適用する。 

 

（５） 審査結果 

審査の結果は、応募者に書面にて通知する。 

なお、結果についての問い合わせ、異議申し立ては一切受け付けない。 

 

第 8 リスク分担 

（１） 事業実施に係るリスク・責任の分担 

リスク分担表 

リスク種類 リスクの内容 
負担者 

市 事業者 

住民対応リスク 募集要項に記載されている範囲のもの ○  

事業者の提案内容に係るもの  ○ 

第三者賠償リスク 事業実施に起因して第三者に及ぼした損害  ○ 

環境問題リスク 調査・工事による騒音・振動・地盤沈下等に関する対応  ○ 

債務不履行リスク 市の債務不履行による中断・中止 ○  
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事業者の債務不履行による中断・中止  ○ 

資金調達リスク 事業者が実施する事業に必要な資金調達・確保  ○ 

金利リスク 金利変動  ○ 

物価リスク インフレ・デフレ  ○ 

施設の損傷リスク 事故・火災等による損傷 

※保険の付保等にてカバーできる施設損傷については民間事業

者が追うこととするが、その他の場合は市と協議を行う。 

△ ○ 

老朽化による損傷  ○ 

上記以外  ○ 

不可抗力リスク 風水害、暴動、地震等 

※基本的には市が負担するが、保険の付保等が可能なものにつ

いては、民間事業者がカバーする。 

○ △ 

維持管理コストリ

スク 

市の責めによる事業内容・用途変更等における維持管理費の増

大 

○  

上記以外  ○ 

施設運営リスク 施設内における事故、トラブル等（指示ミス等市の責めによる

もの） 

○  

上記以外  ○ 

修繕費増大リスク 修繕費が予想を上回った場合  ○ 

 

第 9 選定後の手続き等 

（１） 住民説明会の開催 

 優先交渉権者は、市職員が同席のもと、選定された事業計画について説明会を開催する。説明会では、

事業概要のほか、地域連携・貢献に関する事項や、地域の住環境への影響等について説明を行うことと

し、その意見等を十分聴取した上で、可能な限り事業計画への反映に努めるものとする。 

 その他、石川庁舎の跡利用について、市が地域住民等に対し説明会などを行う場合で、優先交渉権者

に対し同席を求めたときは、説明会に参加し、自らが行う事業内容等について、必要な説明を行う。 

 

（２） 基本協定の締結 

 事業計画の内容、改修内容・範囲、及び契約手続き等について協議を行い、基本的な事項について協

定を締結する。 

 なお、特に事情があると本市が認める場合を除き、選定された旨の通知がされた後、5ヶ月以内に基

本協定が締結できないときは、優先交渉権者が辞退したとみなし、次点交渉権者を新たな優先交渉権者

の候補とする。 
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（３） 契約の締結 

 選定事業者と市は、基本協定締結を経て、契約を締結する。（庁舎入居団体及び文書等の移転作業後） 

 ただし、交渉において、提案の一部（貸付料を含む。）について、変更を求める場合がある。 

 

 

【問い合わせ先】 

担当部署：うるま市企画部資産管理課資産運用係 

所 在 地 ：うるま市みどり町一丁目 1番 1号 

電 話 ：098-973-5373 

Ｆ Ａ Ｘ ：098-979-7340 

E - m a i l：sisan-kanrika@city.uruma.lg.jp 

mailto:sisan-kanrika@city.uruma.lg.jp

