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１ 目的 

金沢区福浦地区の護岸は、令和元年の台風第15号の高波により被災しました。この復旧に際しては、

大潮の満潮及び伊勢湾台風相当の高潮に、令和元年の台風第15号の高波を重ねた想定し得る最大の高

潮、高波による浸水を防ぐことができるよう、護岸の嵩上げに加え、消波ブロックの設置等を行うこと

としました。従前、この護岸沿いは区指定の「海辺の散歩道」として、多くの市民や釣りファンで賑わ

う場所でした。護岸復旧工事の進捗とともに、市民から遊歩道の再生を求める多くの声が寄せられ、護

岸上部を遊歩道として仕上げることとなりました。これにより、十分な防災機能に加え市民が安心して

憩える場所として、令和３年８月に護岸の復旧が完了しました。 

このたび、復旧した遊歩道に隣接する金沢水際線緑地において、これまで問題となっていた周辺道路

における違法駐車への対応や、利用者の利便性を向上させる飲料等の提供について、横浜市港湾施設条

例（平成30年10月横浜市条例第52号。以下「条例」といいます。）第14条第１項の規定による許可を受

け、駐車場及び飲料等提供施設などを新たに整備し、遊歩道と一体的及び効果的な運営を行う事業者を

募集します。 

 

２ 事業対象地の概要 

（１）名称 

金沢水際線緑地（遊歩道を除きます。以下同じで

す。） 

（２）所在地 

横浜市金沢区福浦二丁目 

（３）交通アクセス 

【車】 

首都高速湾岸線「幸浦」出口 約2.5ｋｍ 

横浜横須賀道路「並木」出口 約3.0ｋｍ 

【電車】 

金沢シーサイドライン 

「市大医学部」駅下車、約800ｍ、徒歩約10分 

「福浦」駅下車、約900ｍ、徒歩約11分 

（４）面積 

ア 土地 約7,000㎡（乗用車250台（想定）） 

イ 建物 約70㎡（管理棟１階部分） 

※ 上記の区画以外（管理棟２階部分、広場及び

ヘリポート周辺の緑地等）についても任意で提

案することが可能です。 

（５）その他概要 

別表（P.10）及び別紙１を参照してください。 

 

事業対象地 
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３ 条件 

事業者は、次に掲げる条件を順守しなければなりません。 

（１）事業に関するもの 

ア 周辺道路への違法駐車を防止するため、駐車場を整備するものとします。 

イ 駐車場は、遊歩道等と同時期に供用を開始するものとします（遊歩道等の供用は令和５年４月28

日を予定しています。）。 

ウ 敷地又は管理棟を利用して、飲料等を提供する施設（自動販売機、キッチンカー及びその他の施

設を含みます。以下「便益施設」といいます。）を整備及び運営することで金沢水際線緑地の機能

増進を図り、賑わいを創出するものとします（便益施設については、利用者ニーズに合わせて、許

可期間満了までの間に、段階的に供用を開始する提案も可能とします。）。 

エ 自ら整備した施設について、適切に維持管理を行うものとします。 

オ 本市とともに遊歩道の活用及び金沢水際線緑地の賑わい創出に資する取組を行うものとします。 

カ 横浜金沢ブランド（（一社）横浜金沢観光協会が認定する商品のことをいいます。）等地元産品の

情報発信等に協力するものとします。 

キ 許可期間は、許可を受けた日から最大５年間とし、事業者からの申請により更新することができ

るものとします（上記期間には、駐車場及び便益施設の整備並びに原状回復に要する期間を含みま

す。）。 

ク 本市が掲げる都市計画マスタープラン及び同金沢区プランに沿った事業提案を行うものとしま

す。 

ケ 健康増進の観点から、許可範囲内におけるたばこの販売所（自動販売機を含みます。）は設置し

ないものとします。 

コ 本市（本市委託事業の受託者を含みます。）の維持管理業務※に協力するものとします。 

※ 遊歩道、スロープ、階段及びトイレ等の本事業の範囲外の場所について、清掃や巡回等の業

務を実施する予定です。 

（２）施設に関するもの 

ア 駐車場 

（ア）営業日及び営業時間 

原則通年、24時間 

（イ）駐車台数（目安） 

250台程度 

（ウ）駐車料金 

駐車料金は、事業者において、近隣の駐車料金相場等を勘案したうえで決定し、本市に報告す

るものとします。駐車料金を変更する場合も同様とします。 

（エ）市による整備 

土地は、アスファルト舗装の状態で引き渡します。駐車場に必要な設備（駐車ますのラインや

精算機等）については、事業者により整備してください。また、その際、本市発注の整備工事が

並行して実施されている場合には、別途スケジュール等の調整を本市と行うものとします。 

（オ）整備に関するもの 
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ａ 緑地内（特に階段・スロープ周辺）の通行と回遊を確保する動線を計画するものとします。 

ｂ 看板などの案内表示を利用者にわかりやすく設置するものとします。 

ｃ 駐車場入口看板に駐車場の満空車状況を表示させるものとします。 

ｄ 駐車場出口に出庫車が近づいたときは、公道へ注意を促す表示等を行うものとします。 

ｅ 精算機には分かりやすい操作説明を掲示するものとします。 

ｆ 精算機は、クレジット決済及び電子マネー決済並びに高額紙幣に対応できる機種を設置す

るものとします。 

ｇ 周辺道路に交通混雑を起こさない計画とするとともに、交通管理者（神奈川県警察）及び道

路管理者（本市）等と必要な協議を行うものとします。 

ｈ 遊歩道の利用者の導線や景観に配慮した位置に、施設利用者のための自転車の駐輪場及び

自動二輪車の駐車場を設けるものとします。 

なお、これらについて利用者から料金を徴収するか否かは、提案によるものとします。 

ⅰ 許可範囲の全部又は一部を月極駐車場とすることはできません。 

（カ）運営に関するもの 

ａ 定期的に駐車場内の点検及び清掃を行い、常に良好な状態を維持するものとします。 

ｂ 駐車場の供用開始までには賠償及び損害保険等に加入するものとします。 

ｃ 長期駐車車両の撤去処理や不法駐車車両の対策等を行うものとします。 

ｄ 緊急時には機器の遠隔操作ができるようにするものとします。 

ｅ 事業者所有の機器類にかかる電気料については、事業者の負担とし、個別に小売電気事業

者と契約するものとします（事業者にて電気を引き込む手続きも行うものとします。）。 

イ 便益施設 

（ア）営業日及び営業時間 

営業日は原則通年としますが、休業日の設定も可能とします。また、営業時間は提案によるも

のとします。 

なお、提案時と異なる休業日や営業時間を設定する場合は、事前に本市と調整するものとしま

す。 

（イ）整備に関するもの 

ａ 販売した商品のゴミが散乱しないよう、営業区画周辺に回収ボックスを設けて回収すると

ともに、缶、ビン及びペットボトル等も含めたゴミの適正処理は事業者が行うものとします。

また、便益施設から排出するその他の廃棄物についても、本市が取り組んでいる「ヨコハマ３

Ｒ夢プラン」を遵守し、事業者の負担により適正に処理を行うものとします。 

ｂ 管理棟の契約電力は、低圧電力を予定しています。電気を使用する機械等の設置に当たり、

管理棟の電気施設を使用する場合は、事前に本市の承諾を得るものとします。 

ｃ 危険物の持込みは行わないものとします。また、火災等発生時に迅速な対応ができるよう、

消火スプレー等を常備するものとします。 

（ウ）運営に関するもの 

ａ 商品の搬入等の車両については、公道への一時停車も含め路上駐車を行わないものとしま

す。 
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ｂ 食品（許可を要するもの）の販売は、事業者の責任において保健所への申請手続きを行うな

ど、衛生管理を徹底するものとします。 

ｃ 緊急連絡体制を構築し、施設の供用前にはそれを記した書面を本市に提出するものとしま

す。また、内容に変更や修正があった場合には、速やかに本市に提出するものとします。 

ウ 共通 

（ア）整備に関するもの 

ａ 整備を実施する場合は、その仕様等について事前に本市の承諾を得ることとします。 

ｂ 整備は、本市の景観施策及び環境施策等の各種施策に適合したものとします。 

（イ）運営に関するもの 

ａ 問合せ及び苦情については、事業者の責任において対応するものとします。 

ｂ 営業に当たり法令上必要な許可、届出等がある場合には、亊業者の責任と負担で行うものと

します。 

ｃ 港湾施設の管理上支障を生じさせないものとします。 

ｄ 公序良俗に反せず、公益を害さないものとします。 

ｅ 感染症の予防又は感染の拡大の防止をする必要があるときは、適切に対応するものとしま

す。 

ｆ 利用者及び近隣事業者等への対応は、全て事業者の責任で行うものとします。 

ｇ 利用者及び近隣事業者等からの苦情や事故並びに機器故障等に関する通報を24時間体制で

受け付ける連絡先（コールセンターの電話番号など）を現地に掲示するものとします。 

ｈ トラブル等が発生した場合に速やかに現地で対応できる体制を構築するものとします。 

ⅰ 利用者等の個人情報を適切に管理及び保護するために必要な措置（個人情報管理責任者を

定め、責任の所在を明確にすること）を講じるものとします。 

ｊ 施設の運営に係る一切の責任は、事業者において負担するものとします。 

ｋ 駐車場内や周辺道路において遊歩道利用者や周辺事業者等への支障※とならないように対

策を講じるものとします。 

※ 駐車場満車時の待機列による交通渋滞の発生、販売物のポイ捨てによる周辺環境の悪

化等 

ｌ 施設内で事件、事故等が発生した場合や異常があった場合は、速やかに本市に報告するもの

とします。また、施設が使用できない場合や安全が確保できない場合は、使用禁止の表示を行

うなど適切な措置をとるものとします。 

 
４ 使用料 

使用料は、許可を受ける面積に対して、許可期間の開始日から満了日まで発生し、原則として、許可

期間中は金額を変更しないものとします。ただし、経済情勢の変動、その他の事情により使用料の変更

の必要があると本市が認めた場合には、上記にかかわらず、不動産鑑定評価等により算定したうえで、

本市は使用料を改定することができます。当初の金額は、事業者選定後に実施する不動産鑑定評価等に

より算定し、書面により通知します。 

【参考】令和４年11月現在の使用料 （別途消費税及び地方消費税を徴収します。） 
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土地：311円／㎡・月  管理棟内：3,571円／㎡・月 

 
５ 許可条件 

（１）許可期間満了後も引き続き施設（港湾環境整備施設たる金沢水際線緑地のことをいいます。以下同

じです。）を使用したいときは、当該期間満了日の12か月前までに本市にその意向を報告するととも

に、当該期間満了日の２か月前までに設置等許可継続申請書を提出しなければなりません。 

（２）使用料は、本市が別に発行する納入通知書により、指定する納期限までに、指定する納入場所へ納

付しなければなりません。 

（３）使用料を納期限までに納付しないときは、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例

（昭和31年６月横浜市条例第14号）の規定により、本市に延滞金を支払わなければなりません。 

（４）既納の使用料は還付しません。ただし、次の一に該当する場合には、その全部又は一部の還付を受

けることができます。 

ア 災害その他事業者の責めに帰すことができない事由により、当該施設の全部又は一部を使用す

ることができないとき。 

イ その他相当な事由があると市長が認めたとき。 

（５）許可期間が満了した後の期間（更新した場合）にかかる使用料については、本市の定める使用料算

定基準に基づき算定し、本市から書面にて通知します。また、許可期間中に使用料が改定されたとき

は、その使用料を適用します。 

（６）施設は善良なる管理者の注意をもって、維持保存、利用及び改良しなければなりません。これに反

して本市に損害を与えたときは、補修又は損害賠償をしなければなりません。 

（７）本市の承認を得ずに施設全部を第三者に使用（占用）させてはなりません。 

（８）次の一に該当するときは、許可の全部又は一部を取消し、若しくは変更することがあります。 

ア 許可申請に不正があったとき。 

イ 指定の期間内に使用料を納付しないとき。 

ウ 条例又は条例によって発する命令に違反したとき。 

エ 社会的信用、経済的信用を著しく損なう事態が生じたとき。 

オ 公益上その他必要と認めたとき。 

（９）前号の処分により生じたいかなる損害の一切について、本市はその責めを負いません。 

（10）許可事項を変更しようとするときは、あらかじめ書面をもって本市に申請し、承認を受けなければ

なりません。 

なお、許可期間を短縮する場合は、承認を受けようとする許可期間満了日の３か月前までに本市に

申請し、承認を受けなければなりません。 

（11）施設の使用に付帯する電気、ガス、水道等の経費は自ら負担しなければなりません。 

（12）許可期間が満了したとき、又は許可が取消されたときは、自ら施設を原状に復して返還しなければ

なりません。ただし、本市が特に承認したときは、この限りではありません。 

（13）施設の使用について支出した有益費、必要費、その他の費用は、本市に請求しないものとします。 

（14）本市において必要があるときは、施設の使用について実地に調査し、資料又は報告を求め、その使

用に関し必要な指示、指導をすることがあります。 
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（15）この許可について不服があるときは、この許可があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内に横浜市長に対して審査請求をすることができます。 

 
６ 選定等にかかる日程 

項目 期間等 

公募開始 令和４年11月25日(金) 

質問書提出期限 令和４年12月２日(金) 

質問書に対する回答 令和４年12月７日(水) 

応募書類提出締切 令和４年12月16日(金) 

 （以下、予定） 

審査 令和４年12月 

事業者決定    〃 

関係機関協議調整 令和５年１月 

設置等許可 令和５年３月 

着工    〃 

供用開始 令和５年４月28日(金) 

 
７ 質問の受付 

（１）質問方法 

質問がある場合は、質問書（様式６）に記入のうえ、電子メール又はＦＡＸにより「12 提出及び

問合せ先」に提出してください。電話及び窓口での質問にはお答えできません。 

（２）質問受付期間 

令和４年11月25日(金) から 令和４年12月２日(金) まで 

（３）回答方法 

令和４年12月７日(水) までに、横浜市港湾局ホームページに回答を掲載します。 

【ＵＲＬ】「港湾環境整備施設における設置等許可について」 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kowan/mirai21/kouwannryokuchi.html 

 
８ 応募手続 

（１）応募方法 

応募を希望する団体には、申込書の様式や図面等を提供しますので、「12 提出及び問合せ先」に

ご連絡ください。 

受付期間内に、次の書類（原本１部及び副本８部）を「12 提出及び問合せ先」に持参し、提出し

てください（郵送による提出は認められません。）。 

ア 申込書 

（ア）応募者の概要（様式１） 

（イ）構成法人の概要（様式２） 

（ウ）役員等氏名一覧表（様式３）及び様式のExcelファイルデータ（電子メール提出） 
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※ グループで応募する場合、構成する法人ごとに作成してください。 

（エ）誓約書（様式４） 

※ 証明となる書類を必ず添付してください。 

（オ）法人税及び法人市民税の課税対象となる収益事業等を実施していないことの宣誓書（様式５） 

※ 公益法人又は人格のない社団等で、収益事業等を実施していないことにより、法人税・法

人市民税の申告義務がなく、かつ実際に申告税額がない場合に、提出の必要があります。 

イ 提案書（任意様式） 

（ア）施設計画 

（イ）管理運営計画 

（ウ）収支計画 

（エ）施設の諸元 

（オ）直近３か年の事業年度の貸借対照表、財産目録、損益計算書等。任意団体においては、これら

に類する書類 

（カ）設立趣旨、事業内容のパンフレットなど団体の概要や実績がわかるもの 

※ 上記書類のほか、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。 

（２）受付期間 

令和４年12月12日(月)から令和４年12月16日(金)まで 

９時00分から17時00分まで（12時00分から13時00分までを除く。） 

※１ 提出書類の確認を行いますので、事前に電話連絡のうえ来庁してください。 

※２ 期間内に全ての書類の提出が完了しなかった場合は、応募を辞退したものとみなします。 

※３ 応募書類提出の際には、提案内容等の説明を受け付けません。 

 
９ 応募の資格 

応募できる者は、法人その他の団体、又は複数の法人等により構成されるグループで、応募書類の提

出期日において、次に掲げる条件を全て満たす者とします（法人格は不要です。ただし個人は除きま

す。）。 

（１）駐車場の運営管理事業を引き続き２年以上営んでおり、過去に本件駐車場と同程度以上の駐車場

の管理業務を継続的に行った実績（イベントなど短期は除きます。）を有すること（グループの場合

は、その構成法人等のうち１者がこれを満たすことが必要です。）。 

（２）法令等の違反による行政処分を受けていないこと。 

（３）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第８条第２項第１号

の処分を受けている団体若しくはその代表者、主宰者その他構成員又は当該構成員を含む団体に該

当しないこと。 

（４）横浜市暴力団排除条例（平成23年12月横浜市条例第51号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第

４号に規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第７条に規定

する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者（法人その他団体にあっては、その役員（業務

を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいいます。）が暴力団員等と密接な関係を有すると

認められるものをいいます。）に該当しないこと。 
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（５）神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第75号）第23条第１項又は第２項に違反している

事実がある者に該当しないこと。 

※ 本項目については、提出いただく「役員等氏名一覧表（様式３）」により、本市から神奈川県

警察本部に対し調査及び照会を行います。 

（６）会社更生法、破産法若しくは民事再生法の適用を受けていないこと又は会社法による特別清算を

行っていないこと。 

（７）国税及び地方税を滞納していないこと。 

 
10 事業者の審査及び選定 

（１）審査方法 

事業提案の審査は、応募者の提出書類に基づき、本要項に示す要件及び評価基準に従い実施しま

す。 

なお、事業者の選定に当たって、追加で書類の提出を求め、又はヒアリングを実施することがあり

ます。 

ア 評価委員会の設置 

事業提案の評価を行うため、本市職員により構成される横浜港設置等許可事業評価委員会（以下

「評価委員会」といいます。）を設置します。 

なお、評価委員会は非公開とします。 

イ 要件審査 

本要項に示す条件（３ 条件）及び資格要件（９ 応募の資格）を満たしていることの審査を行

います。 

ウ 評価委員会による評価 

要件を満たしている事業提案について、評価委員会を構成する各委員が別紙２に示す「評価基

準」に基づいて判定評価し、採点します。ただし、評価項目のうち一つでも最低評価となった場合

は、失格となります。 

エ 事業候補者の順位の決定 

各委員が行った採点を集計した合計点が事業提案の得点となり、その点数が高い順に事業候補

者の順位が決定されます。 

オ 本市による選定事業者の決定 

最も得点の高かった事業候補者を、本事業を実施する事業者（以下「選定事業者」といいます。）

として決定します。また、次に得点の高かった事業候補者を次点候補者とし、選定事業者が許可の

申請を行わない又は不許可となった場合等においては、次点候補者の申請を受けることとします。 

（２）選定結果の通知 

選定結果は、様式１「応募者の概要」に記載されている連絡先に電話又は電子メールにて連絡しま

す。 

（３）選定後の提案内容の変更の禁止 

選定事業者となった後に提案内容を変更することはできません。ただし、本市が認めた場合はこの

限りではありません。また、本市の工事等の影響により提案内容の変更が必要な場合には、協議を行
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うものとします。 

 
11 その他 

（１）応募者の取扱い 

選定事業者及び次点候補者については、その名称を公表します。ただし、それ以外の応募者名につ

いては、公表しません。 

（２）現地見学会・応募説明会 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、現地見学会や応募説明会は開催しません。個別に現

地を視察することは可能ですが、事業対象地及び遊歩道は工事中のため立ち入ることはできません。 

（３）応募内容の変更・追加の禁止 

提出された書類の内容の変更又は書類の追加はできません。ただし、本市が認めた場合はこの限り

ではありません。 

（４）提出書類の取扱い 

応募に際して提出された書類等は、一切返却しません。 

（５）著作権の取扱い 

応募書類の著作権は、応募者に帰属します。ただし、本市は、審査結果の公表等必要な場合に、無

償で使用できるものとし、応募者はあらかじめこれを了承するものとします。 

なお、応募書類は、「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」に基づく情報開示請求の対象と

なります。 

（６）費用の負担 

応募書類の作成等に要する費用は、応募者の負担とします。 

原因の如何を問わず、いかなる場合においても、本市は応募者の応募等に要した一切の費用を負担

せず、損害の賠償の責めを負わないものとします。 

（７）応募の辞退 

正当な理由がある場合に限り、応募書類を提出した後に辞退することを認めます。その際には、

「辞退届（様式７）」を提出してください。 

（８）その他 

関係法令等を遵守してください。 

また、第三者に支障が生じるおそれがあるとき、港湾施設の管理上支障があるとき及び公益上必要

なときには、本市は事業を中止することができます。 

 
12 提出及び問合せ先 

横浜市港湾局賑わい振興課（担当：大山、本保） 

〒231-0005 横浜市中区本町６－50－10 横浜市役所30階 

電話：045-671-2888 ＦＡＸ：045-651-7996 

メール：kw-nigiwaishinko@city.yokohama.jp 

 

mailto:kw-nigiwaishinko@city.yokohama.jp
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別表 

 
 

事  項 内  容 

都 

市 

計 

画 

等 

用途地域 工業地域 

建ぺい率 ６０％ 

容積率 ２００％ 

高度地区 第７種高度地区 

防火･準防火地域 
防火地域の指定なし 

建築基準法第22条の規定による区域指定 

臨港地区 指定なし 

海岸保全区域 指定あり 

港湾隣接地域 指定あり 

港湾計画 緑地 

街づくり協定等 

横浜市景観計画（全市域） 

金沢産業団地土地使用協定（地域まちづくりルール） 

みなと色彩計画 

基 

盤 

施 

設 

等 

接続道路  西側：市道長浜第57号線（道路法第42条第１項第１号道路）幅員12ｍ 

供給 

処理施設 

・ 各施設の接続等については、各施設管理者へお問い合わせください。 

・ 供給処理施設の宅地内への取り出しは、事業者の負担で実施してください。 

地

盤

条

件

等 

造成地盤 

高さ 

ＴＰ（東京湾平均海面）＋3.1ｍ程度 

・ 詳細は事業者の負担で調査してください。 

・ 周辺道路の地盤高については、公共下水道台帳図において参照することがで

きます。 

横浜市公共下水道台帳図「だいちゃんマップ」 

https://wwwm.city.yokohama.lg.jp/yokohama/Portal 

支持地盤 

・ 事業者の負担で調査してください。 

なお、横浜市地盤地図情報において、近隣地における地盤情報（ボーリング

資料）が公表されています。 

横浜市地盤地図情報「地盤View」 

https://wwwm.city.yokohama.lg.jp/yokohama/Portal 

その他 
・ 設置等許可後に、残存地中障害物の存在等、予見し難い隠れた瑕疵があるこ

とを発見した場合は、別途協議するものとします。 

https://wwwm.city.yokohama.lg.jp/yokohama/Portal
https://wwwm.city.yokohama.lg.jp/yokohama/Portal


別紙１−１ ⼟地について

任意による提案対象地
（ヘリポート周辺の緑地） 任意による提案対象地

（広場）

事業対象地（⾚⾊囲み内のうち灰⾊の舗装部分）
＝7,000m2
※遊歩道（海沿いの⽩い部分）、スロープ・階段は事業
対象に含みません。

トイレ棟 管理棟

歩⾏者ゲート① ⾞両ゲート① ⾞両ゲート② 歩⾏者ゲート②階段設置
階段設置

スロープ・階段設置

歩⾏者ゲート③

スロープ・階段設置

約550ｍ 約140ｍ

□計画平⾯図

範囲は⽬安です。また、植栽等範囲は計画中のものです。



事務所

⼥⼦トイレ

⾄ 遊歩道

2Fエントランス

休憩所 ２F
テラス

1Fエントランス ⾄ ⼯業地域

男⼦トイレ

多⽬的
トイレ

搬⼊⼝

通⽤⼝88004400

13200

7500

44008800

13200

7500

休憩所 約60m2

事務所 約10m2

2Fテラス 約33m2

合計 約103m2

２階⾯積表１階⾯積表

貸店舗

計画中

事業対象部分
（約70m2）

任意による
提案範囲

事
業
対
象
外

□１階平⾯図

別紙１−２ 建物について

□２階平⾯図 □管理棟イメージ

トイレ 約35m2

貸店舗 約70m2

合計 約105m2

□管理棟位置



【別紙２】評価基準

⼤項⽬ ⼩項⽬ 評価の視点 配点

賑わい創出
駐⾞場及び飲料等提供施設を整備及び運営して賑わいを創出する事
業計画となっているか。

10

港湾環境整備施設の
機能増進

⾦沢⽔際線緑地の機能増進を図る事業計画となっているか。 10

街づくりへの寄与
本市の観光施策や街づくりとして、⾦沢区の賑わいや地域の活性化
に貢献できる提案内容となっているか。

10

駐⾞場の管理運営の
実績

健全な駐⾞場管理運営を実施できる実績があるか。 5

駐⾞場機器の設置、
利⽤動線計画

駐⾞場機器を適切に整備及び配置する計画となっているか。 10

利便性
⾦沢⽔際線緑地及び遊歩道の通⾏と回遊を確保する計画となってい
るか。

5

管理⽔準
本市との協⼒体制を構築し、⾦沢⽔際線緑地や遊歩道と同等の管理
⽔準を達成する管理計画となっているか。

5

具体性・実現性・安
定性

事業スキームや資⾦計画など、事業運営の具体性及び実現性が⾼
く、当該事業が安定的に運営できる計画となっているか。

10

利⽤料⾦・供⽤時間
の設定

適正な利⽤料⾦や供⽤時間の設定がなされているか。また、障害者
等に対する減免の考え⽅や処理⽅法は適切か。

10

安全対策及び防犯対
策

安全対策及び防犯対策は明確かつ適切か。 5

⾃然災害発⽣時にお
ける危機管理

⾃然災害発⽣時における対策及び発⽣時における対応⽅法は明確か
つ適切か。

5

利⽤者とのトラブル
対策

利⽤者からの苦情及びトラブルが適切に処理できる対策の提案がな
されているか。

5

利⽤者サービスの向
上・利⽤促進策

利⽤者サービスの向上、混雑緩和策、適正利⽤の促進に向けた具体
的対策が提案されており、かつ実現可能性があるか。

10

100

35

15

50

事業計画

施設計画

運営計画
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