
西の里配水池ネーミングライツパートナー募集要項 

 

 北広島市上下水道事業（以下「上下水道事業」という。）では、新たな財源を確

保し水道事業の経営基盤強化を図ることにより、安定した水の供給を持続すること

を目的として、西の里配水池のネーミングライツパートナー（施設に愛称を命名す

る権利を有する者）を募集します。 

 

１ 対象施設 

 所在地番：北広島市西の里787番２、787番５、788番２ 

 名称：西の里配水池 

 築造年：昭和54年（旧配水池）、平成５年（新配水池） 

 敷地面積 2,176㎡ 

 施設概要  

  国道274号と市道大曲椴山線の交差点から北方向に市道中央線を400ｍ進んだ付 

 近に位置する西の里地区、虹ヶ丘地区の全域に水道水を配水する施設で、当該地 

 は昭和38年の本市水道の発祥地となっています。一般住民に利用される施設では 

 ありませんが、市立西の里中学校に近接し通行人や車両から目に触れやすい立地 

 にあり、壁面の高さや広さからは威厳が感じられる建築物です。 

  なお、当該地が面する市道西の里中学校通線の通行車両台数は、市が実施した 

 道路交通量調査では、２,５７０台（令和２年度、平日７時～19時）となってい 

 ます。 

 

２ 愛称の条件等 

 施設の愛称として企業名又は商品・ブランド名を付けることができます。 

 (1) 愛称の条件 

  ①市民や通行人がわかりやすく、呼びやすいものであること 

  ②次の言葉を含めること 

   ア 西の里 

   イ 水に関係する単語又は熟語 

  ③ 北広島市又は西の里以外の地域を連想させる表現を含めないこと 

  ④ 施設の利用目的外のものを連想させる表現を含めないこと 

  ⑤ 次のいずれにも該当しないものであること 

   ア 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの 

   イ 公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの 

   ウ 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの 

   エ 政治性又は宗教性のあるもの 

   オ 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの 

   カ 第三者の商標権、著作権等の権利を侵害するもの 

   キ 市民に混乱を生じさせるもの又はそのおそれのあるもの 

   ク その他上下水道事業管理者が施設の名称として適当でないと認めるもの 
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 (2) 愛称の表示 

  ① ネーミングライツパートナーの費用負担により施設に看板等を設置するこ 

   とができます。設置場所、規格、仕様等については、ネーミングライツパー 

   トナーの提案により上下水道事業と協議のうえ決定しますが、施設及び周辺 

   環境との調和に配慮することとします。 

    なお、原則として、看板には愛称以外の文字等の表記はできません。 

  ② Web やカーナビ等で使用されるデジタル道路地図への愛称表示について、 

   一般社団法人日本デジタル道路地図協会に情報提供を行います。ただし、実 

   際の愛称表示については、web やカーナビ等のデジタル道路地図を制作する 

   事業者の判断によります。 

  ③ 市又は上下水道事業が作成する印刷物への愛称の表記については、原則と 

   して協定締結後に作成するものから実施します。既存の印刷物については、 

   在庫分を使用することがあります。 

  ④愛称について市ホームページに掲載し、ネーミングライツパートナーの 

   Webサイトへのリンク設定を行います。 

 

３ その他特典 

  施設愛称名と施設写真をネーミングライツパートナーの広報、広告、販売促進 

 などに使用することができます。 

 

４ 希望条件 

 希望金額：年額２０万円（消費税及び地方消費税を除く。）以上 

     ※希望金額未満でも応募可能です。 

 期間：３年以上 

 使用開始：令和５年４月１日から愛称の使用を開始することを予定しています 

      が、詳細は協議のうえ決定させていただきます。 

 

５ 費用負担区分 

区分 
ネーミングライツ 

パートナー 
上下水道事業 

ネーミングライツ料 ○  

看板等の設置、変更、

撤去、維持補修費 
○  

契約終了後の現状回

復費用 
○  

市の印刷物、ホームペ

ージの変更費用 
 ○ 
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６ 応募資格 

 次のいずれかに該当する者は、応募することができません。 

 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122号) 

  第2条第1 項の風俗営業を営む者 

 (2) 貸金業法(昭和58 年法律第28 号)第2 条第1 項に規定する貸金業を営む者 

 (3) たばこに関する業種 

 (4) ギャンブルに関する業種 

 (5) 民事再生法(平成11 年法律第225 号)による再生手続中及び会社更生法(平成 

  14 年法律第154 号)による更生手続中の者 

 (6) 北広島市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26 年北広島市条例第4 号) 

  第2条第2号に規定する暴力団員の支配を受け、又はこれと密接な関係を有し 

  ている者 

 (7) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関す  

  る法律(平成15 年法律第83 号)に規定するインターネット異性紹介事業 

 (8) 特定商取引に関する法律（昭和51 年法律第57 号）に規定する連鎖販売取引 

  を行う者 

 (9) 北広島市税又は北広島市の上下水道料金の滞納をしている者 

 (10) 北広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成17 年3 月2 日市長決 

  裁）の規定による指名停止の措置を受けている期間中の者 

 (11) その他ネーミングライツ事業に係る業種又は事業者として適当でないと認 

  める者 

 

７ 選定方法等 

 (1) 選定方法 

   別紙「審査基準」に基づき、上下水道事業職員により構成する北広島市上下 

  水道事業ネーミングライツ審査委員会委員が審査を行い、最高点をつけた委員 

  数が最も多い応募者を優先交渉権者に選定します。最高点をつけた委員数が同 

  数の場合は、各委員の評価点の合計が最も高い応募者を優先交渉権者としま 

  す。評価点の合計が同点の場合は、審査項目「①ネーミングライツ料」の評価 

  点が最も高い応募者を優先交渉権者に選定します。 

  ※応募者が１者の場合、各委員の評価点の平均値が配点の６割以上となるとき 

  は、その者を優先交渉権者に選定します。 

 (2) 選定結果の公表 

  すべての応募者に結果を通知するとともに、選定された事業者を北広島市のホ 

 ームページにおいて公表します。 

 （3）応募がない場合 

  ８（1）の募集期間内に応募がない場合、期限を定めず募集期間を延長し先着 

 順に選定手続きを実施します。この場合、予告なく募集を中止することがありま 

 す。 
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８ 申込方法・問い合わせ先 

 (1)募集期間 

  令和４年10月11日から令和４年12月28日まで 

 (2) 申込方法 

  持参又は郵送（必着） 

 (3) 提出書類 

  ① 北広島市上下水道事業ネーミングライツパートナー申込書 

  （別記第１号様式） 

  ② 商業登記履歴事項全部証明書 

  ③ 北広島市税に滞納がないことの証明書※北広島市に事業所を有する場合 

  ④ 会社概要・決算報告書（直近２事業年度分） 

 (4) 提出先（問い合わせ先） 

  北広島市水道部経営管理課 

  郵便番号：061-1192 

  住所：北広島市中央４丁目２番地１ 

  電話：011-372-3311 内線4301 

  FAX：011-376-9147 

  メールアドレス：keiei＠city.kitahiroshima.lg.jp 
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審査基準 

 

１ 審査項目、審査ポイント及び配点 

審査項目 審査ポイント 配点 

①ネーミングライツ料 応募金額の妥当性及び期間、相対評価 40 

②愛称案 
市民にとっての親しみやすさ、わかりやすさ、施設

の設置目的やイメージとの整合性 
20 

③提案内容 ネーミングライツの活用方法、工夫等 20 

④経営の安定性 
財務状況や営業年数から見た経営の安定性 

ネーミングライツ料の支払い能力 
20 

⑤地域貢献・コンプラ

イアンス体制 

地域貢献、地域振興等に対する理念、活動実績及び

今後の計画 

行政指導等の履歴、当該指導に対する対応状況等 

20 

合計 120 

 

２ 評価方法 

審査項目 評価方法 

① 

応募金額が最高である者に配点の満点である40点を付与する。 

他の応募者の得点は、1位の金額(最高応募金額)を用いて、以下の式により

算出する。(小数点以下第1位を四捨五入) 

(算定式)得点 ＝ 40点×当該応募金額／最高応募金額 

(算定例) 

Ａ者：応募金額30万円(応募者中、最高金額) 得点40点 

Ｂ者：応募金額20万円 得点 40点×20万円／30万円＝26点 

 

※応募が１者のみの場合で応募金額が上下水道事業希望金額未満の場合

は、最高応募金額を上下水道事業希望金額に置き換えて算出する。 

(算定例)上下水道事業希望金額 20万円 

応募金額 10万円 得点 40点×10万円／20万円＝20点 

②③④⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

判断基準 評価 得点 

優れている Ａ 20 

やや優れている Ｂ 15 

標準的である Ｃ 10 

やや劣っている Ｄ 5 

劣っている Ｅ 0 
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成立 不調

【応募から愛称使用までの流れ】

協定締結

（令和５年３月）

協議

愛称の使用開始

（令和５年４月１日～）

非選定

※優先交渉権者との協議不調の場合は繰上
※１者で評価点６割未満は非選定

評価点2位以下
評価点１位
※１者で評価点６割以上

応募

（令和４年12月28日まで）

審査・評価

（令和５年１月）

優先交渉権者 次点又は３位以下
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