令和３年度
沼田市トライアル・サウンディング
実施要項

令和３年４月
沼田市

１

トライアル・サウ ンディング制度概要
トライアル・サウンデ ィングは、 市が保有す る 公共施設等の暫定利 用を希望する
民間事業者を募集し、 一定期間、実際に使用 してもらう制度です。 暫定利用後、課
題をフィードバックし 、公共施設等の今後の 活用方針 に活かしてい く ため、市は民
間事業者の事業集客力 、収益性、 信用等を、 また、民間事業者は、 使い勝手、採算
性、立地条件等を 確認 すること を目的として います 。

２

対象施設
①

（仮称）天狗プラ ザ （沼田市上之町１８ ０－１番地）
※その他の市有施 設を対象とすることも 可能です。事務局まで ご相談ください。

３

参加要件
参加対象者は、申 込み時において、次の 条件を全て満たす民間 企業、ＮＰＯ法人
等の法人、個人事業主 または任意団体としま す。

（１） 対象施設の 利活用につ いて 実施主体となりう る者
（２） 真剣に地域の活性化に 資する情熱を有してい る者
（３） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しな
いこと。
（４） ２年以内に 手形交換所による取引停 止処分 （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 ている者のうち、 当該 手続開始の
決定後、競争入札参加 資格の再認定を受けた 者を 除く。） を受けて いないこと。
（５） ６ヶ月以内に不渡手形又は不渡小切 手（会社更生法に基づ く更生手続開始の
申立て又は民事再生法 に基づく再生手続開始 の申立てがなされてい る者のう
ち、当該手続開始の決 定後、競争入札参加資 格の再認定を受けた者 を 除く。）を
出していないこと 。
（６） 所有する資産に対し、仮差押命令、 差押命令、保全差押又 は競売手続の開始
決定がなされていない こと。
（７） 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３条又は第 ４条の規 定に基づき都道府県公 安委員会が指定した暴 力団等の構
成員を、役員、代理人 、支配人その他の使用 人又は入札代理人とし て使用して
いないこと。
（８） 沼田市暴力団排除条例（平成 24 年沼田市条例第 21 号）に定める暴力団員等
と密接な関係を有 して いないこと。
（９） 法人税並びに消費税及び地方消費税 を滞納してい ないこと 。

４

トライアル・サウ ンディング 実施スケジ ュール
内

容

日

程

１

実施要項公表

令和３年４月 ９日（金 ）

２

事業者募集・ 施設の暫 定利用

令和３年４月 ９日（金 ）
～令和３年９ 月３０日 （木）

３

暫定利用に関する モニ タリング・
ヒアリング・使用実績 表等の提出

５

暫定利用中及び終了 後

トライアル・サウ ンディングの流れ
内

容

日

程

１

事前相談・現地調査

事務局と日程調整のう え随時実施

２

暫定利用受付

暫定利用を希望する民 間事業者から提案を
受付
※７.利用申請方法（ １）書類提出に示す ①
～⑤の書類を提出して ください。

３

提案審査

提案内容を事務局で審 査します。

４

使用許可

採用事業は、行政財産 使用許可となり、行政
財産使用料は原則免除 します。

５

暫定利用

許可内容に応じた暫定 利用を実施します。
利用期間は、原則１日から１ヶ月程度までと
します。各種イベントが重なった場合や予約
状況によっては、日時の変更をお願いする場
合があります。

６

モニタリング・ヒアリ ング
使用実績表の提出

６

暫定利用中及び終了後 に実施します。

留意事項

（１）

暫定利用に係 る 全ての経費は、暫定 利用者の 負担とします 。

（２）

提出書類の 著 作権は作成者に帰属し ますが、返却はいたし ません。

（３）

提出資料を事 業以外の目的で使用し たり外部に情報を漏ら すことはありませ
ん。
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（４）

暫定利用にあ たって知り得た情報を 許可なく第三者に伝え ることを禁止しま
す。

（５）

提案にあたっ ては、事前に利用希望 者の責任において関係 法令等を確認し、
事業実施時における法 令適合のリスクは暫定 利用者に帰属すること とします。

（６）

提案の実施に あたっては、当該施設 の現運営事業者及び施 設所管課と十分協
議のうえ行うこととし ます。

（７）

今後、利用者 の募集をする際、トラ イアル・サウンディン グへの参加実績は
後の選定プロセスに影 響を与えるものではあ りません。

７

利用申請方法

（１）

提出書類

①

行政財産使用 許可申請書

②

事業概要（任 意様式）
利用希望者名・施策の 名称・事業内容・スケ ジュールを記載してく ださい。

③

住民票（法人 の場合は商業登記簿謄 本）
申請日から３ ヶ月以内に取得したも のに限ります。

④

誓約書

⑤

利用希望者等 に関する基本事項

（２）

事前相談及び 現地調査
提出書類作成 のため、事前相談及び 現地調査を希望する場 合は、事前に事務
局へ連絡し、日程調整 したうえで実施するこ ととします。現地調査 にあたって
は、施設管理者及び利 用者への迷惑を及ぼさ ないこと、施設運営に 支障のない
範囲で行うこととしま す。

８

提案の要件

（１）

提案内容につ いて
提案内容は、 次の全てに該当するも のとします。
①

対象施設に 関するもの であること 。

②

確実に実施 できる内容 であること 。

③

対象施設を 利用する利用者の利便 性、サービス及び満足 度が向上する提案

内容であること。
④

暫定利用に あたって、市の財政負 担を求めるものではな いこと。
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（２）

提案の対象外 となるもの
次に掲げるもの は提案の対象外としま す。
①

政治的または 宗教的活動

②

青少年等に有 害な影響を与える物販 、サービス提供等

③

騒音や異臭な ど、著しく周辺環境を 損なうことが予想され る行為

④

「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５号に規 定する指定暴力団等の 活動

９

⑤

公序良俗に反 し、または反社会的な 破壊の恐れがある活動

⑥

その他、市が 本事業との関連性が低 いと判断する行為

事業実施にあたっ て

（１）

責任及びリス ク分担の考え方
トライアル・ サウンディングにおけ る責任及びリスク分担 の考え方は、暫定

利用者が実施する事業 については、暫定利用 者が責任を持って遂行 することと
します。当該事業に伴 い発生するリスクにつ いては、原則として暫 定利用者が
負うものとします。
（２）

許可証の取扱 い
行政財産使用 許可書が交付された暫 定利用者は、許可証に 記載された条件の
とおり公共施設を使用 し、申請した利用内容 に応じた事業 を実施す ることがで
きます。なお、使用期 間中は、行政財産使用 許可証を携行してくだ さい。

（３）

事業中止とな る場合
申請した利用 内容に反するなど、ト ライアル・サウンディ ングの目的から逸
脱し、市からの再三の 警告等が発せられても 改善が見られない場合 は、暫定利
用を中止していただく （行政財産使用許可取 消通知書を発行する） ことがあり
ます。

10

モニタリング及び ヒアリング
使用期間中、事務 局が実施するモニタリ ング調査について、暫 定利用者は協力す

ること及び暫定利用期 間終了後、ヒアリング の場を設け、暫定利用 者は 利用実績を
まとめた資料を市に提 出することを 暫定利用 の条件とします 。

11

事務局
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沼田市総務部財政 課Ｆ Ｍ推進 係
担当：須田
〒378-8501
群馬県沼田市下之町 888 番地
電話：0278-23-2111（内線 4046）
ＦＡＸ：0278-24-5179
Ｅ－ｍａｉｌ： kanzai@city.numata.gunma.jp
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