
愛媛県美術館レストラン運営業務 

企画提案公募（プロポーザル）実施要領 

 

この要領は、愛媛県美術館（以下「県美術館」という。）における施設利用者等

の利便性の確保とサービス向上を図るため、レストラン運営に係る企画提案書を公

募し、総合的な審査により運営者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

１ 運営業務内容 

  別添「愛媛県美術館レストラン運営業務仕様書」のとおり 

 

２ 運営期間 

  令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの１年間とする。 
※期間の更新については、「９行政財産使用許可の申請等(２)継続運営」を参考のこと 

 

３ 運営場所 

  名    称 県美術館 

  所    在 松山市堀之内 

  竣工年月   平成１０年１１月 

  店舗占有面積 １３５.４６㎡ 

出店場所   県美術館本館(西棟)１階 

 

４ 出店に当たっての基本的な考え方 

 【店舗の全体的な方向性】 

県美術館の来館者が鑑賞の余韻に浸れるような、居心地がよく、ゆったりとし

た快適な飲食環境の中、心のこもったサービスと期待を裏切らない料理等を提供。

レストランだけでも何度も訪れたくなるような魅力的な店舗を目指す。 

＜参考：県美術館の利用者数＞ 

区分 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 

来館者数 464,808人 371,132人 371,765人 156,205人 185,126人 

※詳細は、県美術館 HPに掲載 

  

 企画提案に当たっては、特に次の事項を重視すること。 

（１）店舗内容 

 ①利用者ニーズに対応可能な店舗構成 

  ア 食事と飲料の両方を提供できるものとすること。 

  イ 食事は、軽食やデザート類なども含めること。 

  ウ 飲料は数種類用意すること。酒類の提供も可能。 

  エ 飲食等サービスについては、店舗内におけるサービスを主体とするが、テ

イクアウト販売の併用も可能。 

  オ 展示会の内容によって特別メニューを用意すること。 

カ 県美術館オリジナルメニューを用意すること。 

キ 来館者のニーズに沿ったメニューを中心に提供すること。 

ク レストランに隣接する屋外部分を含めた提案は可能。ただし、内容によっ

ては、当該部分の利用を採用しないことがある。 

 ②県美術館に相応しい店舗の外観・内装 

 ③誰にでも利用しやすく、防災面にも配慮した店舗内のレイアウト 

（２）県民等サービス向上への配慮 

 ①施設利用者等が気軽に利用でき、かつ、内容に満足できるメニュー構成・価格 



 ②施設利用者等に配慮した営業時間の設定 

 ③外国人の来館も想定し、商品及び店舗ホームページ等の多言語表示 

 ④新型コロナ感染症等対策及び利便性向上のため、クレジットカード等による支

払い対応 

 ⑤店舗やメニュー等にかかる、ウエブやＳＮＳ等を活用した積極的な広報の展開 

（３）環境への配慮及び衛生管理の取組 

①リサイクルの推進や廃棄物発生の抑制 

②店舗から発生する廃棄物の適正な回収・廃棄 

③適切な清掃 

（４）安定的な店舗運営 

 ①賃金、人材、物流及び運営ノウハウの管理 

 ②従業員の教育・研修（接客マナー等）の充実及び適切な従業員配置 

 ③安全管理 

 ④健全な収支計画 

 ⑤災害等緊急時の対応 

 ⑥県の「愛顔の安心飲食店認証制度」認定の取得 

（５）愛媛県産食材等の積極的な活用 

   愛媛県産食材等の活用に係る具体的な内容（仕入れ、料理等） 

（６）大型イベント等参加者の誘客による運営 

   城山公園で開催される大型イベントや市民会館コンサート等への参加者を

誘客するための取組、県美術館ファンづくりへの貢献内容 

（７）その他（アピールするべき事項等） 

   出店に際しアピールするべき事項・優位性 

 

５ プロポーザルへの参加資格 

  本業務に係るプロポーザル参加者は、法人その他の団体又は個人において、次

に掲げる条件を全て満たすものとする。 

（１）レストランの運営に当たり、資格又は免許を必要とするものについては、当

該資格又は免許を有する者を従事させることができる者であること。 

（２）令和２～４年度愛媛県競争入札参加資格者登録名簿に登録されていること。

（又は、企画提案書提出時までに登録が予定されていること。） 

（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）愛媛県知事が行う入札参加資格停止措置を受けていないこと。 

（５）銀行取引停止処分を受けていない者であること。 

（６）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続、会社更生法

（平成 14年法律第 154号）の規定による更生手続、破産法（平成 16年法律第  

75 号）の規定による破産手続、会社法（平成 17 年法律第 86 号）の規定によ

る特別清算開始の申立てをしている者でないこと。 

（７）役員等（参加者が個人である場合にはその者を、参加者が法人その他の団体

である場合にはその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれ

らに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者をいう。）又はそ

の支店若しくは営業所等の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員等（愛媛県

暴力団排除条例（平成 22年愛媛県条例第 24号）第２条第３号に規定する暴力

団員等をいう。以下同じ。）でないこと。 

（８）暴力団（愛媛県暴力団排除条例第 2条第 1項に規定する暴力団をいう。以下

同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるものでな

いこと。 



（９）役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしている者で

ないこと。 

（10）役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与

している者でないこと。 

（11）役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

 

６ 応募の手続 

（１）担当窓口 〒790-0007 松山市堀之内 

        県美術館 総務課 

    電話   089-932-0010（直通） 

    FAX       089-932-0511 

     電子メール bijyutukan@pref.ehime.lg.jp 

（２）実施要領等の配布 

 ①期間 

   令和４年１２月２３日（金）から令和５年１月１７日（火）まで 

 ②配布方法 

   実施要領等は、愛媛県ホームページの「入札発注情報」及び県美術館ホーム

ページに掲載するほか、担当窓口にて配布する。 

   ※担当窓口で受け取る場合は、上記①の期間中、県美術館開館日（12/26、

12/29～1/3、1/10、1/16を除く）の午前１０時から午後６時（正午から午

後１時までを除く）までとする。 

（３）プロポーザルへの参加申し込み 

①提出書類 

  【様式 1】「企画提案公募（プロポーザル）参加希望書」により受け付ける。 

②提出期間 

  令和４年１２月２３日(金)から令和５年１月１７日（火）午後６時まで（必着） 

   ※持参する場合は、上記の期間中、県美術館開館日（12/26、12/29～1/3、

1/10、1/16を除く）の午前１０時から午後６時（正午から午後１時までを

除く）までとする。 

③提出方法 

   持参又は郵送とする。 

 ④参加資格の確認 

   参加資格の確認の結果は、参加希望書を提出した者に対して、令和５年１月

２４日(火)までに、書面により通知する。参加資格が認められなかった者に

対しては、その旨とその理由を書面により、県美術館長から通知する。 

 ⑤辞退 

   参加希望書の提出後に参加を辞退する場合は、令和５年１月３１日(火)午後

６時までに、辞退届【様式１－２】を提出すること。 

（４）現地説明会 

 ①開催日時（予定） 

   令和５年１月１７日（火）午後２時頃（予定） 

 ②場所 

   県美術館会議室（３階）及びレストラン（１階） 

 ③参加可能人数 

   原則、１事業者２名まで 
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 ④申し込みの受付 

   【様式２】「現地説明会参加申込書」により受け付ける。 

  ア 受付期間 

    令和４年１２月２３日(金)から令和５年１月１２日（木）午後６時まで（必

着） 

  イ 提出方法 

    電子メールで提出すること。送付先アドレス：bijyutukan@pref.ehime.lg.jp 

    件名を「県美術館レストラン現地説明会参加申込」とし、送付後、担当窓

口(美術館総務 089－932-0010)へ電話により着信の確認を行うこと。 

 ⑤留意事項 

   新型コロナウイルス感染症の状況等により、現場説明会を実施しない場合が

ある。実施しない場合には、現地説明会参加申込書を提出した者に対し、施設

内部や当館の周辺環境等を撮影した画像等を提供する予定。 

（５）実施要領等に関する質問の受付 

   実施要領等に関する質問は、【様式３】「実施要領等に関する質問書」により

受け付ける。 

 ①受付期間 

  令和４年１２月２３日(金)から令和５年１月１８(水)午後６時まで（必着） 

 ②提出方法 

  電子メールで提出すること。送付先アドレス：bijyutukan@pref.ehime.lg.jp 

   件名を「県美術館レストラン運営募集に係る質問」とし、送付後、担当窓口（県

美術館総務課 089-932-0010）へ電話により着信の確認を行うこと。 

 ③回答方法 

  ア 回答の対象となる質問は、参加希望書の提出があった者からの質問とする。 

  イ 質問の回答については、参加希望書の提出があった全ての者に対し、参加

希望書に記載された連絡先に電子メールで通知する。 

 ④回答予定日 

   令和５年１月２４日（火）までに回答予定。 

 ⑤その他 

   受付期間外の質問については、いかなる理由があっても回答しない。 

（６）企画提案書等の提出 

   プロポーザル参加者は、次により企画提案書等を提出するものとする。 

   なお、提案は各者１案とする。 

 ①提出期限 

   令和５年１月３１日（火）午後６時まで（必着） 

 ②提出書類 

   企画提案書は、別表１「企画提案書記載事項について」に基づき作成し、【様

式４】「企画提案公募（プロポーザル）企画提案提出書」に添えて提出するこ

と。 

    また、提出書類は、別表２－1「企画書類の内容内訳及び提出部数―法人応募

者」又は別表２－２「企画書類の内容内訳及び提出部数―個人応募者」に基

づき必要部数を提出するものとする。 

 ③提出方法 

   持参又は郵送とする。 

なお、郵送の場合は提出期限内の消印であっても提出期限までに未着の場合

は、提出期限までに提出がなかったものとする。 

 ④提出場所 

   上記（１）の担当窓口 
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 ⑤その他 

   ア 提出された書類は、再提出の場合を除き、返却しない。 

企画提案書の再提出は、上記①の提出期限内に限り認める。なお、企画 

提案書の部分的な差替えは認めない。 

   イ 企画提案書提出期限後から行政財産使用許可までの間に参加資格の条

件を満たさなくなった場合、速やかに【様式５】「取り下げ願い書」を

提出するものとする。ただし、取り下げ願い書の提出があった場合でも、

提出された書類は返却しない。 

   ウ 本提案に要する一切の費用は、提案者の負担とする。 

（７）企画提案の無効 

次のいずれかに該当する企画提案は、無効とする。 

①誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案 

②プロポーザルに関する条件に違反した提案 

 

７ 運営業務予定者の選定方法等に関する事項 

（１）運営業務予定者の選定方法 

 ①別表３「愛媛県美術館レストラン運営業務企画提案公募（プロポーザル）審査

基準」及び別表４「企画提案公募（プロポーザル）審査基準の評価方法」に基

づき審査を行い、運営業務予定者を選定する。 

   ②審査は、別に定める「愛媛県美術館レストラン運営業務者選定審査会」におい

て行う。 

 ③審査は、書面又はプレゼンテーションによる審査とする。 

 ④新型コロナウイルス感染症対策等のため、書面のみで審査を行う場合がある。

また、企画提案書の提出者が多数の場合、事前審査（第一次審査）として企画

提案書等の書類審査を行い、実施対象者を限定する場合がある。 

⑤参加者が１者のみの場合であっても企画提案等の審査を行い、審査の結果にお

いて評価得点が総評価得点の６割以上であるときは、当該参加者を運営業務予

定者として選定する。 

（２）書面又はプレゼンテーション審査 

 ①実施日 

  令和５年２月上旬（予定） 

 ②場所 

  県美術館 

 ③その他 

  詳細については、別途、企画提案書等を提出した者に通知する。なお、書面審

査の場合に備え、企画提案書には必要事項を全て書き込んでおくこと。 

（３）審査に当たっては、審査の前日までに個別に提案内容の確認を行うことがあ

る。 

 

８ 運営業務予定者の選定 

（１）選定審査会の審査の結果、もっとも優れた提案として評価した上位１者を、

運営業務予定者として選定する。 

（２）選定結果は、次のとおり審査に参加した者に通知する。 

 ①通知日 

  令和５年２月中旬（予定） 

 ②方法 

  文書で審査に参加した者に通知する。 

(３)その他 



  審査内容については公表しない。審査結果についての異議申し立ても認めない。 

 

９ 行政財産使用許可の申請等 

（１）行政財産使用許可 

    運営業務予定者として選定された者は、美術館のレストランに係る行政財

産の使用許可の申請手続きを行うものとし、当該使用許可をもって運営者を

決定する。 

    なお、運営者は、使用する面積に応じた使用料を指定する期日までに県美

術館に納入する必要がある。 

（２）継続運営 

    ２の運営期間終了後、運営者においてレストランの継続運営の意思があり、

愛媛県がこれを適当と認めたときは、当初の使用許可の年度を含めて５年目

の年度末を限度として、行政財産の使用許可を更新することができる。なお、

社会情勢等のやむを得ない事情により、県と運営者との協議により５年の期

限を超えて更新する場合がある。 

    その後も運営者は改めて公募により選定するものとするが、その時点での

運営者も参加可能である。 

 

10 公正なプロポーザルの確保 

（１）プロポーザル参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

（２）プロポーザル参加者は、競争を制限する目的で他のプロポーザル参加者と参

加意思及び提案内容について、いかなる相談を行ってはならず、独自に提案書

等を作成しなければならない。 

（３）プロポーザル参加者は、運営業務予定者の選定前に、他のプロポーザル参加

者に対して、提案書等を意図的に開示してはならない。 

（４）プロポーザル参加者が連合し、又は不穏な行動等をなす場合において、プロ

ポーザルを公正に執行することができないと認められるときは、当該参加者を

プロポーザルに参加させず、又はプロポーザルの執行を延期し、若しくは取り

やめることがある。 

 

11 主なスケジュール（予定）   

内容 期日 備考 

実施要領等の配布 令和４年 12月 23日(金)から令和５年１月 17日（火）  

参加希望書の提出 令和４年 12月 23日(金)から令和５年１月 17日（火） 様式 1 

現地説明会の受付 令和４年 12月 23日(金)から令和５年１月 12日(木) 様式 2 

現地説明会 令和５年１月 17日（火）（予定）  

実施要領等に関する質問受付 令和４年 12月 23日(金)から令和５年１月 18日(水） 様式 3 

質問回答 令和５年１月 24日(火)まで(予定)  

企画提案書等の提出 令和５年１月 31日(火)まで 様式 4 

参加辞退届 令和５年１月 31日(火)まで 様式 1-2 

選定審査会の開催・選定 令和５年２月上旬(予定）  

選定結果の通知・行政財産使用

許可申請の依頼 

令和５年２月中旬(予定）  

行政財産使用許可申請 令和５年３月上旬  

行政財産使用許可 令和５年３月下旬  

運営開始 令和５年４月  

※新型コロナウイルス感染状況等を踏まえ、上記スケジュール等を変更する可能



性があるため、留意すること。なお、企画提案書の提出期限以降のスケジュー

ルについては、参加希望書の提出者に対してのみ連絡を行う。 

 

12 その他 

（１）プロポーザルに関し、提出された参加希望書及び企画提案書等は、運営業務

予定者の選定以外の目的で使用しない。 

（２）参加者は本プロポーザルにおいて知り得た愛媛県及び愛媛県関係施設に係る

情報の秘密保持に特に留意し、愛媛県の承諾がない限り、いかなる場合であっ

ても他に漏らしてはならない。 

（３）提案内容に含まれる特許権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の

権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、参加者が負うもの

とする。 

 

13 問い合わせ先 

   〒790-0007 松山市堀之内 

         県美術館 総務課 

    電話   089-932-0010（直通） 

    FAX       089-932-0511 

      電子メール bijyutukan@pref.ehime.lg.jp 

 

mailto:bijyutukan@pref.ehime.lg.jp

