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　１　　令和２年６月 補正予算案 経済観光文化局集計表

（１）議案第１２８号　令和２年度一般会計補正予算案（第４号）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

△5,649,185   

補　正　後　（Ｃ）　：　（Ａ）＋（Ｂ）

歳　入 歳　出

財源内訳

特定財源
一般財源

国県支出金 市債 その他

5,909,819      260,634        5,909,819      －               －               

歳　入 歳　出

財源内訳

特定財源
一般財源

国県支出金 市債 その他

補正前の額　（Ａ）

歳　出

財源内訳

特定財源
一般財源

その他

歳　入

国県支出金 市債

15,453,774    291,699,336   307,153,110   14,667,878    738,000        276,293,458   

補　正　額　（Ｂ）

285,789,517   306,892,476   8,758,059      738,000        276,293,458   21,102,959    
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（　歳　入　）

(19) 国庫支出金

2. 国庫補助金 12. 緊急経済対策費

　　 国庫補助金

（　歳　出　）

(7) 経済観光文化費

1. 商工費 2. 商工業振興費

歳出　合計

その他の科目　（本補正外） 281,013,012  －              281,013,012  

306,892,476  260,634       307,153,110  

２　議案第１２８号　令和２年度 福岡市一般会計

260,634       26,140,098   

予算案
説明書
ページ

款・項 目 補正前の額 補　正　額

10

計

千円 千円千円

～ 25,879,464   

11

5,909,819     9,409,819     

歳入　合計 285,789,517  5,909,819     291,699,336  

その他の科目　（本補正外） 282,289,517  －              282,289,517  

計

千円 千円 千円

予算案
説明書
ページ

款・項 目 補正前の額 補　正　額

４ 3,500,000     

3



○ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の追加

○ 事業者支援の追加

・ 商店街プレミアム付商品券

・ 安全安心に配慮したイベント再開モデル事業

・ 事業者向け支援に関する派遣・出張相談

・ 市内事業者のオンライン採用・就職活動支援

関連歳入

（19）国庫支出金

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

（内訳）
①事業者支援（６月補正）への充当

②これまでの事業者支援（４月・５月補正）への充当

260,634      

5,649,185   

5,909,819    

補正前の額 補 正 額 計

－                 

計

7,723              7,723              

17,840            －                 17,840            

補正前の額 補 正 額

補正予算案（第４号）＜経済観光文化局所管分＞

千円

説　　　　　　　明

補正前の額 補 正 額 計

201,071           

34,000            

－                 201,071           

補正前の額 補 正 額 計

－                 34,000            

260,634       

説　　　　　　　明

千円
5,909,819     
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補足資料 

新型コロナウイルス感染症対策における事業者を支援する取組み 

 
１ 基本的な考え方 

国において，５⽉ 25 ⽇に全国の緊急事態宣⾔が解除され，今後は，⼀定の移⾏
期間を設け，外出の⾃粛や施設の使⽤制限の要請等を緩和しつつ，段階的に社会経
済の活動レベルを引き上げていくこととされており，６⽉ 12 ⽇には第２次補正予
算が成⽴し，⽀援策が拡充されることとなっている。 

本市においては，これまでの独⾃⽀援策を継続し，着実に実施していくとともに，
感染拡⼤の防⽌と市⺠⽣活や経済活動の維持の両⽴を持続的に可能とするための
⽀援を⾏っていく。 

 
２ 支援策の概要 
（１）商店街プレミアム付商品券【補正額 201,071 千円】 

ア．事業概要 

⾝近な地域や市⺠を対象とした経済活動を促進し，段階的に域内の消費回復
に取り組むために，福岡県と連動して商店街のプレミアム付き商品券発⾏を⽀
援するもの。 

 
イ．対象事業者等 

 市内商店街組織等 
 

ウ．支援内容 
   〇発⾏団体数   50団体（平成27年度とほぼ同数を⾒込む） 
   〇販売総額    1,923,980千円 
   〇市の⽀援額   201,071千円 

（うちプレミアム分 194,498千円，事務経費等 6,573千円） 
   〇プレミアム率  ・販売総額500万円以上の商店街 

販売総額の20％（福岡県10％，福岡市10％） 
            ・販売総額500万円未満の商店街[福岡県の⽀援対象外] 

販売総額の20％（福岡市20％） 
 

エ．スケジュール 

７⽉上旬  商店街向け説明会 
８⽉ 31 ⽇  商品券発⾏商店街募集締切 
９⽉ １⽇  商品券販売開始・使⽤開始（〜２⽉ 19 ⽇ 使⽤期間終了） 
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（２）安全安心に配慮したイベント再開モデル事業【補正額 34,000 千円】 

ア．事業概要 

緊急事態宣⾔や外出⾃粛が解除されたものの，未だ続く⾃粛ムードや新しい
⽣活様式を踏まえた安全対策の実施等の課題があり，⺠間事業者はイベントの
再開に⼆の⾜を踏んでおり，市⺠も参加を躊躇している状況にある。 

このため，市が⺠間事業者と連携して，新しい⽣活様式を踏まえた安全安⼼
に配慮したモデルイベントを実施し，そこで得られる知⾒やノウハウをマニュ
アル化し，業界全体へ発信する。さらに，⺠間事業者によるイベントを⽀援し，
市⺠の参加やイベント関連事業者の事業継続，消費喚起につなげるもの。 

 
イ．事業内容  

①市と⺠間事業者が共同で実施するモデルイベント（24,000 千円） 
・安全安⼼対策の実践マニュアルの作成 
・市と⺠間事業者が安全安⼼に配慮したモデルイベントを検討・実施 
・モデルイベントで得られる知⾒やノウハウを業界全体へ発信 

②⺠間事業者が主体となって実施するモデルイベント（10,000 千円） 
・⺠間事業者が①で作成するマニュアル等を活⽤して実施するイベントを 

選定（20 件程度） 
・マニュアルの実践を⽀援 
・イベント１件につき事業費の 2 分の 1 を市が負担（上限 50 万円） 
・イベント実施期間は８⽉以降を想定 

 
ウ．スケジュール 

７⽉上旬  モデルイベント①の事業者決定，マニュアル作成開始 
８⽉以降  モデルイベント①の実施 
      モデルイベント②（公募）の実施 
      モデルイベント②の事例を加えマニュアルを完成 
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（３）事業者向け支援に関する派遣・出張相談【補正額 17,840 千円】 

 ① 派遣・出張相談事業（5,340 千円） 

ア．事業概要 

新型コロナウイルス感染症に関する国・県・市の事業者向け⽀援策が多岐に
渡るため，派遣・出張相談により申請⼿続き等を⽀援する。 

イ．対象事業者等 

 市内中⼩企業・⼩規模事業者等（商店街組織等の事業者団体や個⼈事業主等） 

ウ．支援内容 
       ⽀援チーム（市職員，⼠業）を編成し，派遣・出張相談事業を⾏う。 

・派遣相談事業：商店街組織や組合等が主催する相談会に⽀援チームを派遣（60 箇所） 
・出張相談事業：市が主催する出張相談会を各区で実施（21 箇所） 

エ．スケジュール 

６⽉ 12 ⽇   「派遣相談事業」派遣依頼受付開始 
「出張相談事業」事前予約受付開始 

６⽉下旬〜9 ⽉ 「派遣相談事業」，「出張相談事業」を順次実施 
 

 ② 新しい営業スタイルに向けた飲食店アドバイザー派遣事業（12,500 千円） 

ア．事業概要 

新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌のため，新しい⽣活様式に対応する飲
⾷店を⽀援するアドバイザー業務を実施するとともに，安全対策を実施した飲
⾷店の情報発信を⾏う。 

イ．対象事業者等 

 市内の新しい⽣活様式に対応する安全対策に取り組む飲⾷店 

ウ．支援内容 
       次のような取組みを導⼊するためのアドバイスを訪問等で⾏い，対策を実施

した飲⾷店をホームページ等で情報発信 
        《取組み例》 店内飲⾷時の⾶沫感染防⽌策（パーティションの活⽤⽅法等）， 

キャッシュレスによる会計，タッチパネル式メニューの導⼊，  
店内の混雑状況表⽰，団体客の⼈数制限の実施 等 

エ．スケジュール 

７⽉〜9 ⽉  飲⾷店へのアドバイザー派遣実施 
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（４）市内事業者のオンライン採用・就職活動支援【補正額 7,723 千円】 

ア．事業概要 

新型コロナウイルス感染拡⼤の影響で停滞していた市内事業者の採⽤活動と，
⼤学等卒業予定者や新型コロナウイルスの影響により仕事を探している⽅の就
職活動を促進するため，経済団体や福岡都市圏の⼤学と連携し，オンライン上
で合同会社説明会を実施するもの。 

 
イ．対象事業者等 

○福岡市内に事業所を有する中⼩企業，⼩規模事業者等（出展定員 48 社） 
○令和３年３⽉⼤学等卒業予定者 

新型コロナウイルスの影響により仕事を探している⽅ 
（参加⾒込み 約 2,400 ⼈） 

 
ウ．支援内容 

○市内事業者向けにオンライン合同会社説明会を実施 
・開催回数   ４回以上 
・出展企業数  定員 48 社（12 社／回） 

     ※申込みが定員を超過する場合は抽選（出展は原則１社につき１回まで） 
     ※出展料は１社 20,000 円とし，求職者向けの広報活動費に充てる 

  ・参加者数   ⾒込 2,400 ⼈（600 ⼈／回） 
○オンライン説明会に不慣れな事業者へは，専⾨家による無料相談（企業への 

派遣を含む）を実施 
 

エ．スケジュール 

７⽉上旬  参加者募集（１回⽬） 
７⽉下旬  オンライン合同会社説明会開催（１回⽬） 

※無料相談も同時実施 
       （新型コロナウイルス感染状況に応じ開催⽇等設定） 
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３ 議案第 130 号 

 

福岡市拠点文化施設条例案 

 

議案番号 第130号 

名 称 福岡市拠点文化施設条例案 

理 由 

多彩な舞台芸術の公演及び多様な市民の文化芸術活動等の場を提供するこ

とにより，本市における文化芸術の振興及び文化芸術を通じた交流の促進を

図り，もって心豊かな市民生活の実現と都市の魅力向上に寄与するため，福

岡市拠点文化施設を福岡市中央区天神五丁目に設置する必要があるによる。 

条例案の 

内 容 

総則（第１条～第４条） 

設置，事業，施設，開館時間及び休館日 

施設の利用（第５条～第13条） 

利用の許可，許可の基準及び取消し，利用の制限，利用する権利の譲渡等

の禁止，特別な設備，許可利用者の管理義務，許可利用者の原状回復義務，

損害賠償等，立入り 

指定管理者（第14条～第21条） 

指定管理者による管理，利用料金，指定管理者の指定，指定等の告示，指

定の取消し等，管理の基準，指定管理者の原状回復義務等，指定管理者に

関する読替え 

雑則（第22条） 

委任 

施行期日 公布の日（拠点文化施設の供用開始日については，規則で定める。） 
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福岡市拠点文化施設条例案 

 

（設置） 

第１条 多彩な舞台芸術の公演及び多様な市民の文化芸術活動等の場を提供することにより，

本市における文化芸術の振興及び文化芸術を通じた交流の促進を図り，もって心豊かな市

民生活の実現と都市の魅力向上に寄与するため，福岡市拠点文化施設（以下「拠点文化施

設」という。）を福岡市中央区天神五丁目に設置する。 

（事業） 

第２条 拠点文化施設は，前条の設置の目的を達成するため，次に掲げる事業を行う。 

⑴ 文化芸術の振興及び文化芸術を通じた交流の促進に係る企画及びその実施に関するこ

と。 

⑵ 舞台芸術の公演及び市民の文化芸術活動等のための施設の提供に関すること。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか，拠点文化施設の設置の目的の達成に必要なこと。 

（施設） 

第３条 拠点文化施設に大ホール，中ホール，文化活動・交流ホール，リハーサル室・練習

室，駐車場その他の施設を置く。 

（開館時間及び休館日） 

第４条 拠点文化施設の開館時間及び休館日は，規則で定める。 

（利用の許可） 

第５条 拠点文化施設の施設（別表第１に掲げるものに限る。）を専用的に利用しようとす

る者は，規則で定めるところにより，市長の許可を受けなければならない。許可を受けた

者が，許可を受けた事項を変更しようとするときも，また同様とする。 

２ 市長は，前項の許可に際して，拠点文化施設の管理上必要な条件を付すことができる。 

（許可の基準及び取消し） 

第６条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，前条第１項の許可をせず，又は既

にした許可を取り消すことができる。 

⑴ 前条第１項の許可を受けた者（以下「許可利用者」という。）が拠点文化施設の設置

の目的に反する利用をし，又は許可利用者等（許可利用者及び同項の許可を受けようと

する者をいう。以下この条において同じ。）にそのおそれがあるとき。 

⑵ 許可利用者等がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し，又はそのお

それがあるとき。 

⑶ 許可利用者等が他の拠点文化施設を利用する者（以下「利用者」という。）に迷惑を

かけ，若しくは拠点文化施設の施設若しくは附属設備を損傷し，又はそのおそれがある

とき。 

⑷ 許可利用者等が拠点文化施設の管理上の指示又は指導に従わないとき。 

⑸ 前各号に掲げる場合のほか，拠点文化施設の管理上支障があると認められるとき。 

２ 前項の措置によって許可利用者等が損害を受けても，本市はその責めを負わない。 

（利用の制限） 

第７条 市長は，次の各号のいずれかに該当する者に対しては，拠点文化施設の施設の利用

を制限し，入館を拒み，又は退館を命じることができる。 
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⑴ 他の利用者に迷惑をかけ，若しくは拠点文化施設の施設若しくは附属設備を損傷し，

又はそのおそれがあると認められる者 

⑵ 拠点文化施設の管理上の指示又は指導に従わない者 

⑶ 拠点文化施設の管理上支障があると認められる者 

（利用する権利の譲渡等の禁止） 

第８条 許可利用者は，拠点文化施設の施設を利用する権利を譲渡し，又は転貸してはなら

ない。 

（特別な設備） 

第９条 許可利用者は，あらかじめ市長の許可を受けて拠点文化施設に特別な設備をするこ

とができる。 

２ 市長は，拠点文化施設の管理上必要があると認めるときは，許可利用者の負担において

拠点文化施設に特別な設備をするよう命じることができる。 

３ 許可利用者は，前２項の設備を，第５条第１項の許可の期間の満了前にその負担におい

て撤去し，原状に復さなければならない。ただし，市長が特に認める場合は，この限りで

ない。 

４ 許可利用者が前項本文の規定による撤去を行わないときは，市長がこれを行い，撤去に

要した費用を当該許可利用者から徴収する。 

（許可利用者の管理義務） 

第10条 許可利用者は，利用期間中その利用に係る拠点文化施設の施設及び附属設備を善良

な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

（許可利用者の原状回復義務） 

第11条 許可利用者は，拠点文化施設の施設の利用を終了したとき（第６条第１項の規定に

より許可を取り消されたときを含む。）は，速やかに自己の責任において拠点文化施設の

施設を原状に復して返還しなければならない。 

（損害賠償等） 

第12条 利用者がその責めに帰すべき事由により，拠点文化施設の施設，附属設備等を破損

し，滅失し，又は汚損して本市に損害を与えたときは，これを原状に復し，又はその損害

を賠償しなければならない。 

（立入り） 

第13条 許可利用者は，拠点文化施設の管理の業務に従事する者が職務のため当該利用に係

る施設に立ち入ろうとするときは，これを拒むことができない。 

（指定管理者による管理） 

第14条 市長は，拠点文化施設の管理を地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」とい

う。）第244条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）に行わせ

ることができる。 

２ 指定管理者が行う拠点文化施設の管理に関する業務は，次に掲げるとおりとする。 

⑴ 第２条各号に掲げる事業に関する業務 

⑵ 第５条に規定する利用の許可に関する業務 

⑶ 第６条第１項に規定する利用の許可の取消しに関する業務 

⑷ 第７条に規定する利用の制限に関する業務 

⑸ 拠点文化施設の施設，附属設備等の維持及び修繕に関する業務 

⑹ 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める業務 
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（利用料金） 

第15条 許可利用者又は駐車場を利用する者からは，次の各号に掲げる施設等の区分に応じ，

それぞれ当該各号に定める額の範囲内において，指定管理者が定める料金（以下「利用料

金」という。）を指定管理者が定める方法により徴収する。 

⑴ 大ホール，中ホール，文化活動・交流ホール，リハーサル室・練習室及びエントラン

スホール 別表第１に定める額 

⑵ 駐車場 別表第２に定める額 

⑶ 拠点文化施設の附属設備 規則で定める額 

２ 指定管理者は，利用料金の額を定める場合は，あらかじめ市長の承認を受けなければな

らない。承認を受けた利用料金の額を変更しようとするときも，また同様とする。 

３ 市長は，前項の承認をしたときは，速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。 

４ 利用料金は，指定管理者の収入として収受させるものとする。 

５ 指定管理者は，規則で定める特別な理由があると認めるときは，利用料金を減額し，又

は免除することができる。 

６ 指定管理者は，既納の利用料金を還付しないものとする。ただし，規則で定める特別な

理由があると認めるときは，その全部又は一部を還付することができる。 

（指定管理者の指定） 

第16条 市長は，拠点文化施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは，規則で定め

るところにより，指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし，

拠点文化施設の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があ

ると市長が認める場合は，この限りでない。 

２ 指定管理者の指定を受けようとする者は，規則で定めるところにより，市長に申請しな

ければならない。 

３ 市長は，前項の規定による申請があったときは，次に掲げる基準により も適切な管理

を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。 

⑴ 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。 

⑵ 拠点文化施設の効用を十分に発揮させるとともに，その管理に要する経費の縮減が図

られるものであること。 

⑶ 拠点文化施設の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために

必要なその他の能力が十分であること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか，市長が必要と認める基準 

（指定等の告示） 

第17条 市長は，指定管理者の指定をしたときは，速やかに規則で定める事項を告示しなけ

ればならない。告示した事項に変更があったときも，また同様とする。 

（指定の取消し等） 

第18条 法第244条の２第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でな

いと認めるときは，次の各号のいずれかに該当するときとする。 

⑴ 法第244条の２第10項の規定による報告の要求又は調査に対し，これに応じず，又は虚

偽の報告をし，若しくは調査を妨げたとき。 

⑵ 第16条第３項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。 

⑶ 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。 

⑷ 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。 

12



 

⑸ 前各号に掲げるもののほか，当該指定管理者による管理を継続することが適当でない

と認めるとき。 

２ 前条の規定は，法第244条の２第11項の規定により指定を取り消し，又は期間を定めて管

理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。 

（管理の基準） 

第19条 指定管理者は，法令，この条例，この条例に基づく規則その他市長の定めるところ

に従って適正に拠点文化施設の管理を行わなければならない。 

（指定管理者の原状回復義務等） 

第20条 指定管理者は，その指定の期間が満了したとき，又は法第244条の２第11項の規定に

より指定を取り消され，若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を 

命じられたときは，管理をしなくなった拠点文化施設の施設，附属設備等を速やかに原状

に回復しなければならない。ただし，特別の事情があると市長が認めるときは，この限り

でない。 

２ 指定管理者がその責めに帰すべき事由により，拠点文化施設の施設，附属設備等を破損

し，滅失し，又は汚損して本市に損害を与えたときは，これを原状に復し，又はその損害

を賠償しなければならない。 

（指定管理者に関する読替え） 

第21条 第14条第１項の規定により拠点文化施設の管理を指定管理者に行わせる場合におけ

る第５条，第６条第１項及び第７条の規定の適用については，これらの規定中「市長」と

あるのは，「指定管理者」とする。 

（委任） 

第22条 この条例に定めるもののほか，拠点文化施設の管理に関し必要な事項は，規則で定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（供用開始日） 

２ この条例の施行にかかわらず，拠点文化施設の供用は，規則で定める日から開始する。 

（指定管理者の不在等の期間における利用料金の取扱い） 

３ 市長が指定管理者の指定を取り消し，又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部

の停止を命じた場合その他指定管理者が不在等となった場合には，指定管理者が不在等と

なった日（以下この項において「基準日」という。）から新たに指定管理者を指定する日

の前日又は管理の業務の停止を命じた期間が終了する日までの間については，市長は，第

15条第１項及び第４項の規定にかかわらず，基準日前に指定管理者が定めていた利用料金

の額に相当する額を使用料として，許可利用者から徴収する。 

４ 市長は，前項の場合において，規則で定める特別な理由があると認めるときは，同項の

使用料を減額し，又は免除することができる。 

（指定管理者の指定の特例） 

５ 第16条の規定にかかわらず，この条例の施行の日以後 初に拠点文化施設の指定管理者

を指定する場合においては，市長は，民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進

に関する法律（平成11年法律第117号）第８条第１項の規定により選定した民間事業者を指

定することができる。 
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別表第１ 

１ ホール 

区  分 単 位 金 額 

大ホール 

一般利用    

平日 

1日につき 

円 

220,000  

土日祝 264,000  

興行利用等   

平日 568,000  

土日祝 682,000  

中ホール        

一般利用 

平日 88,000  

土日祝 105,600  

興行利用等   

平日 227,200  

土日祝 272,800  

文化活動・交流ホール 

一般利用 

平日 16,500  

土日祝 19,800  

興行利用等 

平日 33,000  

土日祝 39,600  

２ リハーサル室・練習室 

区  分 単 位 金 額 

リハーサル室・練習室 1日につき 28,000円 

 ３ エントランスホール 

区  分 単 位 金 額 

エントランスホール  

一般利用 
1日1平方メートルにつ

き 

円 

200  

興行利用等   400  
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 備考 

１ 「興行利用等」とは許可利用者が入館者から入場料を徴収する場合その他の規則で

定める場合の利用をいい，「一般利用」とはそれ以外の利用をいう。 

２ 「土日祝」とは土曜日，日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178

号）に規定する休日をいい，「平日」とはそれ以外の日をいう。 

３ この表に定めるもののほか，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，それぞれ当該各

号に定める額とする。 

⑴ 次に掲げる場合 規則で定める額 

ア 大ホール，中ホール，文化活動・交流ホール又はリハーサル室・練習室を第５

条第１項に規定する利用の許可を受けた時間を超えて利用する場合 

イ 大ホール又は中ホールを練習又は準備のために利用する場合 

ウ 大ホールの１階席以外の客席を利用しない場合 

⑵ 大ホール，中ホール又はエントランスホールにおいて物品販売を行う場合 この

表に定める額に規則で定める額を加算した額 

４ 第９条第１項又は第２項の規定により許可利用者が特別な設備をした場合において，

電気，水道又はガスを使用したときは，当該許可利用者からそれぞれの料金の実費相

当額を徴収する。 

別表第２ 

区  分 単 位 金 額 

普通自動車 
1台1回につき30分まで

ごとに 

円 

200  

大型自動車等 
1台1回につき1日までご

とに 
4,000  

 備考 「普通自動車」とは道路交通法（昭和35年法律第105号）第３条に規定する普通自動

車を，「大型自動車等」とは同条に規定する大型自動車，中型自動車及び準中型自動車

をいう。 
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４ 議案第 136 号 

 
福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事業に係る契約の締結について 

 

議案番号 第 136 号 

契約件名 福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事業 

理 由 福岡市拠点文化施設及び須崎公園の整備並びに維持管理及び運営等を効

率的かつ効果的に実施するため，民間の資金等を活用して福岡市拠点文化

施設整備及び須崎公園再整備事業を行うものであるが，その予定価格が３

億円以上であるので，民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進

に関する法律第 12 条の規定により議会の議決を求めるもの。 

仮契約年月日 令和２年５月 11 日 

 

 

１ 事業概要 

(1) 事業名称 

福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事業 

 

(2) 事業の基本的内容 

① 施設内容 

ア 事業用地 福岡市中央区天神五丁目 6番から 9番まで 

イ 敷地面積 拠点文化施設 10,573.63 ㎡   須崎公園 29,602.07 ㎡ 

ウ 延床面積 拠点文化施設 約 20,000 ㎡ 

② 事業方式 

事業者が施設の設計及び建設を行い，市に施設の所有権を移転した後，維持管理・運営を行

う PFI-BTO 方式（Build-Transfer-Operate）とする。 

③ 事業内容 

福岡市拠点文化施設及び須崎公園の設計，建設及び工事監理，開業準備並びに運営及び維持

管理に関する業務 

④ 事業期間 

事業契約締結日から令和 21 年 3 月 31 日まで 

ア 設計・建設期間 

拠点文化施設及び須崎公園（1期） 事業契約締結日から令和 6年 1月 

須崎公園（2期） 事業契約締結日から令和 8年 3月まで 

イ 施設の引渡し 

拠点文化施設及び須崎公園（1期） 令和 6年 1月 

須崎公園（2期） 令和 8年 3月 

ウ 開業準備期間 令和 4年 4月 1日から令和 6年 3月 

エ 供用開始 
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拠点文化施設及び須崎公園（1期） 令和 6年 3月 

須崎公園（2期） 令和 8年 3月 

オ 維持管理・運営期間 

拠点文化施設及び須崎公園（1期） 供用開始日から令和 21 年 3 月 31 日 

須崎公園（2期） 供用開始日から令和 21 年 3 月 31 日 

 

２ 事業者の選定 

(1) 事業経過 

日程 内容 

平成 31 年 4 月 1日 入札公告，入札説明書等の公表 

令和元年 6月 5日 入札参加表明書及び入札参加資格確認申請書の受付締切 

令和元年 9月 4日 入札及び入札書類（提案審査書類）の受付 

令和 2年 1月 28 日 落札者の決定及び公表 

 

(2) 検討委員会 

① 福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事業に係る事業者検討委員会 

区分 氏名 所属・役職 

委員長 勝又 英明 東京都市大学 工学部 建築学科 教授 

副委員長 福岡 孝則 東京農業大学 地域環境科学部 造園科学科 准教授 

委員 日髙 圭一郎 九州産業大学 建築都市工学部 建築学科 教授 

委員 渡辺 弘 (公財)埼玉県芸術文化振興財団 業務執行理事兼事業部長  

委員 中西 裕二 中西裕二公認会計士・税理士事務所 公認会計士・税理士  

委員 合野 弘一 (公財)福岡観光コンベンションビューロー 専務理事 

委員 山川 修 福岡市 住宅都市局 理事 

委員 天本 俊明 福岡市 経済観光文化局 理事 

（敬称略，委員長，副委員長を除き順不同） 

② 検討委員会の開催経過 

回数 開催日 主な議題 

第１回 平成 30 年 12 月 2 日 実施方針・要求水準書（案）について 

第２回 平成 31 年 1 月 31 日 審査手順・方法，落札者決定基準について 

第３回 令和 2年 1月 27 日 ヒアリング，提案審査 

第４回 令和 2年 2月 19 日 審査講評（書面評決） 
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(3) 提案審査 

総合評価一般競争入札方式により，性能審査と価格審査を行い，総合評価を行った。 

総合評価点＝性能評価点（850 点満点）＋ 価格評価点（150 点満点） 

① 性能審査 

検討委員会は，入札参加グループ名を伏せた「Aグループ」として，提案書の内容について性

能審査を行った。性能審査は，評価項目ごとに評価する委員を定め，各委員が 5 段階の基準に

より評価を行い，評価項目ごとに各委員の評価を平均したものを，性能評価点とした。 

評価項目 配点 点数 

事業計画 

事業の取組方針 20 11.88 

実施体制 20 13.13 

事業収支計画 10 4.69 

リスクへの対応 10 5.94 

地域文化への貢献 30 13.13 

地域社会・地域経済への貢献 80 50.00 

小計 170 98.77 

施設整備 

設計・施工計画 20 13.33 

景観及びデザイン 100 71.43 

都心部のまちづくりへの貢献 50 27.50 

各ゾーンの計画 40 24.29 

ユニバーサルデザインへの配慮 10 5.00 

環境への配慮 10 4.17 

安全・安心への配慮 10 4.64 

植栽計画 10 3.75 

諸室配置及び動線計画 40 27.14 

大ホールエリア 50 35.00 

中ホールエリア 50 35.00 

文化活動・交流エリア，パブリックエリア 40 27.14 

小計 430 278.39 

開業準備 

維持管理・運営準備業務 10 4.38 

事前広報及び記念式典等 20 9.38 

小計 30 13.76 

維持管理 

維持管理業務の実施体制と人材 10 5.63 

安全，快適な施設の維持 20 10.00 

修繕・更新 20 10.00 

小計 50 25.63 

運営 

運営業務の実施体制と人材 20 11.25 

利用者サービス向上への配慮 30 13.13 

広報・情報発信 20 7.50 

集客・賑いづくり 60 35.63 

自由提案施設 40 20.00 

小計 170 87.51 

性能評価点 合計 850 504.06 
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② 価格審査 

市は，以下の算定式により算出された数値を価格評価点とした。 

価格評価点＝150 点× 
提案のうち最も低い入札価格  

当該入札参加者の入札価格  

 

 Ａグループ 

入札価格（消費税及び地方消費税を含む） 22,876,209,168 円 

価格評価点 150 

 

③ 総合評価 

市は，性能評価点及び価格評価点の合計点数を総合評価点として算出した。 

 Ａグループ 

総合評価点 654.06 

 

 

(4) 落札者の決定 

提案審査の結果を踏まえ，市は，日本管財株式会社九州本部を代表企業とするグループを落札

者として決定した。 

日本管財株式会社九州本部

を代表企業とするグループ 

代表企業 日本管財株式会社 九州本部 

構成員 

戸田建設株式会社 九州支店 

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 

九州林産株式会社 

占部建設株式会社 

照栄建設株式会社 

協力企業 

株式会社梓設計 九州支社 

株式会社俊設計 

株式会社戸田芳樹風景計画 東京本部 

株式会社サン・ライフ 

古賀緑地建設株式会社 

 

３ 契約の概要 

(1) 契約の相手方 

福岡市博多区博多駅東二丁目１番 23 号５階日本管財株式会社内 

株式会社 福岡カルチャーベース 

※ 本事業の実施を目的に落札者グループが設立した特別目的会社（SPC） 
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(2) 契約価額 

22,876,209,168 円（うち消費税及び地方消費税相当額 2,004,807,130 円） 

※ ただし，需要，物価又は金利の変動等により増減が生じることがある。 

【参考】 

入札予定価格 20,975,303,000 円（消費税及び地方消費税相当額を除く） 

落札価格 20,871,402,038 円（消費税及び地方消費税相当額を除く） 

 

(3) 事業期間 

契約締結日（議会議決日）から令和 21 年３月 31 日まで 

 

(4) 契約の特徴 

① 包括的な契約 

本事業は PFI 方式で実施するため，施設の設計・建設，工事監理，開業準備，維持管理及び

運営を包括した契約となる。 

② 特別目的会社の設置 

本契約は，落札者である日本管財株式会社九州本部を代表とするグループにより，本事業の

実施を目的として設立された特別目的会社である「株式会社福岡カルチャーベース」との間で

締結する。 

③ 本事業の履行に際しての有効書類 

事業の履行に際しては，本契約のほか，入札説明書，要求水準書，事業者の提案書類，入札

時の質問回答等の一連の書類が有効書類となる。 

④ 契約価額の変更 

長期契約における福岡市と事業者との公平なリスク分担等を目的として，次の場合は契約価

額の変更を行う。 

・建設期間中の金利変動 

・事業期間中の物価変動 

・維持管理・運営期間中の需要変動 

・本事業に直接関係する法令や税制度に関する変更 

⑤ モニタリング結果によるサービス対価の減額等 

事業者が実施する設計・建設，開業準備，維持管理及び運営業務に対して，市によるモニタ

リングを定期的に実施する。モニタリングの結果，市が示した要求水準に達していないと判断

した場合は，改善指導等を行い，サービス対価の減額，返還，契約の解除等の措置を行う。 

※ サービス対価・・・事業者によるこの契約の履行の対価として，市が事業者に支払う施設

整備や維持管理の費用 
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《参考：審査講評》 

① 事業計画 

「事業の取組方針」については，多くの人々が集う文化芸術エリアを創出する本事業の目的

を十分に理解したものであると評価された。 

「実施体制」については，多数の PFI やホールの実績を有する事業者が各業務に配置されて

おり，安定感があると評価された。 

「事業収支計画」については，類似施設の運営実績や利用予定者に対するヒアリングなど一

定の根拠に基づき積算されており，堅実でバランスのとれた事業収支計画であると評価された。 

「リスクへの対応」については，詳細なリスク分担を検討し負担者まで事業者間で合意済み

であること，市の要求を上回る保険を付保していること，各業務を複数企業で相互にバックア

ップできる体制を構築していることが評価された。 

「地域文化への貢献」については，地域の演奏家やアーティストに活動機会を提供する取組

みや若手アーティストを支援する取組みが評価された。 

「地域社会・地域経済への貢献」については，設計・建設・維持管理の各業務に地場企業を

多く含んだグループ構成で地元への発注も大きいことや，将来的に維持管理・運営を地元人材

のみで行うこと，ボランティアの育成を行うことが評価された。 

 

② 施設整備 

「設計・施工計画」については，建物，ホール，公園の各分野で著名な専門家の助言を受け

る設計体制や，設計における BIM の活用，工事期間中における事業者独自の近隣への振動抑制

対策が評価された。 

「景観及びデザイン」については，ガラスファサードで裏のない柔らかなデザインの拠点文

化施設と，エリア全体の回遊を促す砂紋状の舗装の周囲に多彩な植栽が配置された公園が一体

として整備されており，エリア全体が福岡市の新たなランドマークとなる可能性が感じられる

と評価された。一方で，もっと特徴的な建物でもよかったという意見や，建物と公園のつなが

りや公園独自の魅力が不足しているという意見もあった。 

「都心部のまちづくりへの貢献」については，流れる川のような砂紋状の舗装と川の中に浮

かぶ島々をイメージしたランドスケープデザインが，天神地区とウォーターフロント地区の回

遊性向上に資すると評価された。 

「各ゾーンの計画」については，アプローチスロープを媒介としてイベント広場を拠点文化

施設と調和したデザインとすることや，芝生広場ゾーンや水辺ゾーンを開放的なつくりとする

ことが評価された。 

「ユニバーサルデザインへの配慮」については，基準を上回る大ホール車椅子席の整備，障

がい者の利用に特化した内覧会の実施，災害時等における対応への備えが評価された。 

「環境への配慮」については，床吹き出し式空調や高効率機器の採用，駐車場の壁面緑化な

ど環境負荷低減の取組みが評価された。 

「安全・安心への配慮」については，汚水管遮断時も利用可能なトイレや帰宅困難者の滞在

に対応した非常用発電機の設置，建物の揺れを測定する事業者独自のシステムの導入といった

災害時の対応が評価された。 
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「植栽計画」については，既存樹木を積極的に活用すること，既存の桜と花期の異なる桜を

新植し鑑賞期間を長くすることなどが評価された。 

「諸室配置及び動線計画」については，アプローチからつながるエントランスホールを起点

にすべての諸室を配置したことが，機能的でわかりやすい諸室配置であると評価された。動線

計画については，人と車両の動線，観覧者と演者の動線や滞在エリアを立体的に分離したこと

で，安全性に配慮した提案であると評価された。また，大・中ホール間のエントランス空間や

文化活動・交流ホール等の浮き構造は，防音・防振効果が期待できると評価された。 

「大ホールエリア」については，曲線を基調とした馬蹄型の形状，高級感を感じさせる木調

仕上げ，演者と観客との一体感を高めるコの字型で積層のバルコニー構造は，オペラハウスを

思わせる華やかなホールであると評価された。音響計画について，検討段階で詳細なシミュレ

ーションが行われていることが評価された。また，楽屋エリアや搬入口は適切な配置であり，

中ホールと相互にフレキシブルに利用できることが評価された。 

「中ホールエリア」については，直線を基調としたコンパクトな形状，落ち着いた色調は，

多様な演目に対応でき市民利用が中心と想定されるホールにふさわしいと評価された。音響計

画について，検討段階で詳細なシミュレーションが行われていることが評価された。また，楽

屋エリアや搬入口は適切な配置であり，大ホールと相互にフレキシブルに利用できることが評

価された。 

「文化活動・交流エリア，パブリックエリア」については，文化活動・交流ホールに専用の

楽屋を設置したことや，リハーサル室も発表利用が可能な設えとしたこと，練習室を追加で整

備したことが，多様な利用への対応や利用者の利便性向に資すると評価された。一方，ガラス

張りのエントランスホールは，公園と一体となった賑わいの創出に効果的であるという意見と

公園とのレベル差があるため一体感の創出には工夫が必要であるという意見があった。 

 

③ 開業準備 

「維持管理・運営業務」については，文化施設の新規開業実績を豊富に有していることや，

文化団体，福祉団体等との意見交換会を開催することが評価された。 

「事前広報および記念式典等」については，要点を押さえた堅実な提案であり，市民参加型

のプレイベントの開催など，多数の具体的なイベントが提案されている点が評価された。 

 

④ 維持管理 

「維持管理業務の実施体制と人材」については，環境負荷の抑制などの視点が盛り込まれて

いる点や，通常時におけるグループ企業間相互のバックアップ体制や災害時の代表企業による

バックアップ体制が評価された。 

「安全，快適な施設の維持」については，施設利用の際の安全確保や周辺住民への配慮につ

いて，主催者と事前に十分な打ち合わせを行うことや，専門の造園工による巡回，樹木医によ

る診断を実施することが評価された。 

「修繕・更新」については，豊富な経験に基づいた適切な維持管理計画が提案されている点

や，修繕履歴をクラウド化し市とも共有する仕組みの構築が評価された。 
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⑤ 運営 

「運営業務の実施体制と人材」については，本社業務管理部門による定期的な自治監査の実

施，15 年以上の業務経験を有する舞台技術責任者の配置，及び地元人材の登用と継続的育成に

よる，施設運営の基幹を担う劇場運営人材の輩出などが評価された。 

「利用者サービス向上への配慮」については，受付・窓口サービスの時間を現状より長く確

保している点や，市民の文化芸術活動の支援について具体的な提案がなされている点，アンケ

ートや自己評価報告書などにより積極的に利用者の声を拾う仕組みが評価された。 

「広報・情報発信」については，堅実な計画が具体的に提案されている点や，先進的な建築

デザインである拠点文化施設自体をブランドとして国内外に情報発信を展開することが評価さ

れた。 

「集客・賑わいづくり」については，ストリートパフォーマーなどを対象とした登録制度を

設け，オープンスペース等でパフォーマンスを定期的に開催することや，毎年１回の周年催事，

親子で参加できるイベント，中高生の舞台芸術フェスティバルの開催など多数の多彩なイベン

トが提案されている点が評価された。 

「自由提案施設」については，公園と那珂川の両方の眺望を楽しめ，幅広い年齢層が利用で

きるレストランを設置することが評価された。 
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※整備イメージは提案時の内容であり，詳細設計等により変更になる場合があります 

《参考：事業者の提案による整備イメージ》 

 
全体 ⿃瞰 

 
拠点⽂化施設 外観 

 ⼤ホール 中ホール 
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５ 議案第 135 号 

 

福岡市拠点文化施設等に係る指定管理者の指定について 

 

議案番号 第135号 

名 称 福岡市拠点文化施設等に係る指定管理者の指定について 

理 由 

本市が設置する福岡市拠点文化施設等の管理を行わせる指定管理者を指定

することについて，地方自治法第244条の２第６項の規定により議会の議決を

求めるものである。 

 

 

１ 議案の内容 

(1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

福岡市拠点文化施設及び須崎公園 

 

(2) 指定管理者に指定する者 

 福岡市博多区博多駅東二丁目１番23号５階日本管財株式会社内 

  株式会社 福岡カルチャーベース 

  ※福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事業実施のための特別目的会社（SPC） 

 

(3) 指定する期間 

令和４年４月１日から令和21年３月31日まで 

※供用開始は，令和６年３月を予定 

 

２ 選定の概要 

(1) 業務の内容 

福岡市拠点文化施設及び須崎公園に係る維持及び補修，利用の許可，文化芸術関連事業等の実

施並びに開業準備等に関する業務 

 

(2) 選定の理由 

株式会社福岡カルチャーベースは，民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関す

る法律に基づき実施する，福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事業の落札者に決定した

日本管財株式会社九州本部を代表企業とするグループが，福岡市拠点文化施設及び須崎公園の設

計，建設，工事監理，開業準備，維持管理及び運営業務等を行うことを目的として設立した特別

目的会社であることから，指定管理者候補者として適当である。 

 

(3) 提案額 

令和４年４月から令和21年３月 

3,937,296,000円（うち消費税及び地方消費税相当額 357,936,000円） 

※福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事業の契約価額のうち，開業準備，維持管理及

び運営業務（光熱水費を含む）に係る額。ただし，需要又は物価の変動等により増減が生じ

ることがある。 
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【参考】候補団体の概要 

 

１ 法人・団体名，所在地 

 福岡市博多区博多駅東二丁目１番23号５階日本管財株式会社内 

   株式会社 福岡カルチャーベース 

 

２ 代表者名 

  代表取締役 髙橋 邦夫 

 

３ 設立年月日 

  令和２年４月16日 

 

４ 業務内容 

(1) 福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事業に係る設計，建設及び工事監理業務 

(2) 前号の業務を実施するうえで必要とされる各種調査・手続き・工事等 

(3) 福岡市拠点文化施設及び須崎公園の開業準備業務 

(4) 福岡市拠点文化施設及び須崎公園の維持管理業務 

(5) 福岡市拠点文化施設及び須崎公園の運営業務 

(6) 前各号に付帯する一切の業務 
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