
直方市汚泥再生処理センターネーミングライツ・パートナー募集要項 

 

1. 募集の趣旨 

直方市では、「企業等の地域貢献の促進」、「新たな財源確保」を目的にネーミングライツ・

パートナーを募集します。 

 

2. 対象施設の概要 

（1）施設名 

直方市汚泥再生処理センター 

 

（2）所在地 

   直方市大字知古 189番地 1（県道 23号直方水巻線沿い） 

 

（3）施設の概要 

   敷地面積 約 4,940㎡ 

   延床面積 約 3,610㎡ 

   鉄筋コンクリート造（地下 1階、地上 2階） 

 

3. 募集条件 

（1）応募資格 

ア 法人であること 

イ 直方市有料広告掲載に関する要綱（平成 19年告示第 16号）第 3条第 3項に規定 

する業種及び事業者でないこと 

   ウ 地方自治法施行令（昭和 22年政令 16号）第 167条の 4第 1項に規定する者に 

該当しないこと 

   エ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続き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を行っていない者で 

あること 

オ この募集の日から決定の日までのいずれの日においても、本市から指名停止又は指 

  名回避措置の期間中でないこと 

カ 法人等で、国税（法人税、消費税及び地方消費税）及び地方税を滞納していないこ

と 

    キ 政治性又は宗教性のある事業を行う者でないこと 

 

（2）ネーミングライツ使用期間 

   2021年（令和 3年）8月 1日から 5年間 。 

ネーミングライツ・パートナーとなった場合は、期間満了時に優先的に更新の交渉を行

うことが可能です。 



（3）ネーミングライツ使用料 

   1年につき 30万円以上（消費税及び地方消費税除く）。 

   市が指定する期日までに毎年一括納付していただきます。 

 

（4）呼称 

   ア 市民に親しまれる呼称を提案すること 

   イ ネーミングライツ使用期間中は呼称の変更はできません 

   ウ 直方市有料広告掲載に関する要綱第 3条第 2項各号に該当しないものとします 

 

（5）呼称の表示場所及び費用負担 

直方市汚泥再生処理センターの敷地内表示が可能です。 

看板等の作成、設置及び維持管理並びに契約期間終了後の原状回復に必要となる費用は、

ネーミングライツ料とは別にネーミングライツ・パートナーの負担とします。 

 

（6） 直方市の努力義務 

   ア ネーミングライツ・パートナー及び呼称の決定について、市のホームページや広報

紙等で公表します 

   イ 市は、呼称の使用に努めるとともに、関係機関等の協力を得て、その呼称が印刷物、

標識等へ表示されるよう努力します 

 

4. 応募の手続 

（1）申込書の受付 

  ア 方法 

    持参又は郵送 

  イ 期間 

    2021年（令和 3年）2月 1日（月）から 2月 26日（金）まで 

   持参の場合：土、日、祝日を除く 午前 8時 30分から午後 4時まで 

   郵送の場合：最終日午後 4時必着 

             簡易書留以外の方法で郵送した場合以外の事故については、責任を 

負いません。 

  ウ 提出先 

    〒822-8501 直方市殿町 7番 1号 

    直方市上下水道・環境部 環境整備課 庶務係 

    電話番号：0949-25-2120 

 

（2）提出書類 

提出書類は、次のとおりです。なお、提出された書類は、理由の如何にかかわらず一切

返却できません。 



（次のウ、エ、キ及びクに揚げる書類は、申込書を提出する日の 3 ヶ月前の日以降に発行

されたものを添付すること。） 

 

ア 直方市ネーミングライツ事業申込書（様式第 1号） 

   イ 企画提案書（様式第 2号） 

ウ 印鑑証明書（原本） 

    エ 登記事項証明書（商業登記簿謄本） 

   オ 会社概要及び直近 3か年の財務諸表 

カ 役員名簿（暴力団との関係についての申立書）（様式第 3号） 

     ※暴力団排除のため、福岡県警本部に照会します。 

   キ 直方市市税の滞納がないことの証明書（本市に納税義務のある場合のみ） 

   ク 国に納付すべき法人税・消費税及び地方消費税の滞納がないことの証明書 

 ケ 社会貢献活動についての実績や今後の計画（任意様式） 

 

（3）募集要項等に関する質問 

募集要項等に関する質問は、次のとおり受付します。質問に対する回答は質問者へ電子

メールで送付するとともに、市のホームページに掲載します。 

 

   ア 受付方法 

     質問書（様式第 4号）に必要事項を記入の上、電子メールで送付してください。 

※送信後到着確認の連絡を必ず電話にて行ってください。 

イ 質問受付期間 

     2021年（令和 3年）2月 1日（月）から 2月 12日（金）午後 5時まで 

   ウ 送付先 

     n-kankyo＠city.nogata.fukuoka.jp 

 

5.  選定方法 

（1）選定方法 

提出書類をもとに、直方市ネーミングライツ事業審査委員会において、ネーミングライ

ツ・パートナーとしての適格性、呼称案、ネーミングライツ料等を総合的に審査し、ネー

ミングライツ・パートナーの優先交渉権者を選定します。 

なお、応募が 1者の場合でも、審査委員会においてネーミングライツ・パートナーとし

て適格がどうか審査を行います。 

 

 

 

 

 



（2）評価項目 

 評価項目及び配点は次のとおりです。 

区   分 内   容 配   点 

法人の適格性 

・経営状況 

・事業内容 

・社会貢献活動への取組 

30 

呼   称 

・親しみやすさ 

・施設イメージとの整合 

・市民に浸透しやすいか 

30 

ネーミングライツ料 ・応募額 40 

合     計 100 

 

（3）選定結果の通知及び公表 

ア 審査結果 

審査結果については、全ての応募者に審査結果通知書（様式第 5 号）にて通知しま

す。（2021年（令和 3年）3月下旬予定） 

イ 優先交渉権者との協議及び公表 

市は、優先交渉権者と合意した場合に、事業者決定通知書（様式第 6号）にて通知 

します。 

なお、 優先交渉権者との合意の可能性がないと本市が判断した場合は、当該協議を

終了し、次点者とネーミングライツに関する契約について協議を行うものとします。 

ネーミングライツ・パートナーは、市のホームページ等で公表します。 

 

6. 契約の締結及び解除 

（1）契約の締結 

市とネーミングライツ・パートナーは、ネーミングライツに関する契約を締結します。 

 

（2）契約の解除等 

ネーミングライツ・パートナー選定後に、本募集要項 3 の（1）の応募資格を欠くと認

められる事実が明らかになったとき、又は、社会的信用を著しく損なうなどネーミングラ

イツ・パートナーとしてふさわしくないと認められるときは、選定の取り消しや契約の解

除をすることがあります。 

 その場合、契約解除に伴う原状回復に要する費用はネーミングライツ・パートナーの負

担とします。 

 また、市の都合による解除や取消、もしくは市がやむを得ない事由があると認める場合

を除き、ネーミングライツ使用料は返還できません。 



7. 問い合わせ先 

直方市上下水道・環境部 環境整備課 庶務係 

〒822-8501 直方市殿町 7番 1号  

電話番号：0949-25-2120 

電子メールアドレス n-kankyo＠city.nogata.fukuoka.jp 

 

8. リスク分担 

費用・リスクの種類 直方市 
ネーミングライツ・ 

パートナー 

ネーミングライツの対価 

（ネーミングライツ料） 
― 〇 

標識類や設置看板等への通称の標示に要する費用 ― 〇 

対象施設等のパンフレット等への通称記載に要する

費用 
― 〇 

広報媒体やホームページなど広報に関する費用 
市が所管 

するもの 

ネーミングライツ・パ

ートナーが所管するも

の 

契約期間終了後又は取消後の原状回復費用 ― 〇 

ネーミングライツ事業の中止及び債務不履行、要求水

準の未達 

市に起因 

するもの 

ネーミングライツ・パ

ートナーに起因するも

の 

施設、設備等の損傷、修繕、瑕疵責任、第三者への損

害 

市が設置 

したもの 

ネーミングライツ・パ

ートナーが設置したも

の 

市民・利用者への対応（要望・苦情等） 
市が設置 

したもの 

ネーミングライツ・パ

ートナーが設置したも

の 

不可抗力（災害や法令の変更等その他市やネーミング

ライツ・パートナーの責めに帰すことができない事由

による履行不能） 

協議事項 

 


