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三宅町交流まちづくりセンターＭｉｉＭｏ

シェアキッチンを運営するシェアメンバー募集要項

１．はじめに

三宅町では地方創生の取り組みの柱として、公民館・図書室・学童保育・子育て支援施

設など、複数の施設の機能を兼ね合わせた地域の交流・まちづくりの拠点として、三宅町

交流まちづくりセンターＭｉｉＭｏの建設を進めています。（令和２年度建設、令和３年度

のオープンを予定）

ＭｉｉＭｏは、単なる既存施設の集約施設ではなく、「子どもも大人も自分ごととして関

わり、まちのみんなができること・やりたいことを積み重ねながら、三宅町の未来を育む

まちの拠点」となることを目指しており、子どもからお年寄りまでが集い、交流しやすい

場所としていくために、販売用キッチンを活用したカフェ等のシェアキッチンを運営する

シェアメンバー（以下「シェアメンバー」という。）を募集します。

２．募集内容

(１)事業の内容

「カフェ等の飲食店営業」

三宅町交流まちづくりセンターＭｉｉＭｏの販売用キッチンを活用し、カフェ等

の飲食店営業を行う。

(２)事業の条件

① シェアメンバーとの協力・調整

販売用キッチンはシェアキッチンとし、複数のシェアメンバーに時間や曜日

を分けて三宅町より貸与します。自身の担当時間以外は、他のシェアメンバー

が使用する事に留意し、協調性を持って使用すること。

② 三宅町への事業報告

月に１回の事業報告（簡単な収支報告）を行うこと。

（収支に応じた貸付料を算出します。）

③ ＭｉｉＭｏ運営会議への出席

シェアメンバーが決定後に、シェアメンバーより「シェアキッチン代表者」

となった者は、施設運営の意見交換をする「ＭｉｉＭｏ運営会議」に出席する

こと（月１回、２時間程度の会議を予定）。

④ 飲食店において三宅町の農産物を積極的に使用すること

例：サトイモや金ごまをはじめ、町内生産の野菜等を含む。

⑤ 三宅町交流まちづくりセンターＭｉｉＭｏにて行催事のある際には、協力・連

携すること

例：行催事の時間に合わせた営業など
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(３)貸付物件

(４)貸付期間（案）

※ オープン準備が必要な場合には、２０２１年４月以降で販売用キッチンへの

入館が可能となった後に貸付をすることも可能です。

※ 正式な貸付期間については、提案内容を踏まえ、協議により決定します。

（参考）オープンまでのスケジュール

２０２１年 ３月末：三宅町交流まちづくりセンター完成（予定）

２０２１年 ７月頃：プレオープン（予定）

２０２１年１２月頃：グランドオープン（予定）

※ 運営状況等を考慮して、貸付期間を更新をしない、または、期間内であって

も貸付けを取り消すこともあります。

※ 正式な貸付期間については、更新時に協議により決定します。

項目 内容

対象物件
三宅町交流まちづくりセンターＭｉｉＭｏ １階

「販売用キッチン（約１２．６㎡）」

所在地 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂６８９番地

館の開館 年末年始を除く９時～２１時

設備備品 設備備品一覧を参照

営業許可
中和保健所への営業許可（飲食営業許可及び菓子製造業許

可）については、町の負担と責任により行います。

責任者 三宅町職員を食品衛生責任者として選任します。

飲食可能な

スペース

施設内：１０テーブル・４４席

屋外 ： ３テーブル・１２席

その他：テラス、広場

※ 施設内外を自由使用の範囲で飲食可能なスペースとし

てご利用いただけます。飲食専用の客席はありません。

来館者数

約３２，０００人／年

※ ２０１９年度の中央公民館、放課後児童クラブ、子育て

支援センター年間利用者実績

その他

全館 freeWi-Fi あり（屋外には設置予定はなし。）

１７時以降に限りアルコールの提供可

ロッカー、更衣室あり

２０２１年度 ２０２１年７月頃 〜 ２０２２年３月末

２０２２年度以降 運営状況等を踏まえて６カ月ごとに継続更新していきます。
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(５)貸付時間及び営業時間

① 原則 ： 貸付時間及び営業時間については、館の開館時間（９時～２１時）

に準じます。

② 例外 ： 提案内容に応じて、貸付時間及び営業時間を変更することもありま

す。

※ 正式な貸付時間及び営業時間は、提案内容を踏まえ、協議により決定します。

(６)貸付料（案）

店舗用区画及び設備備品の貸付料については、次の①及び②の合算の金額を基本

とします。

※ 正式な貸付料については、提案内容を踏まえ、協議により決定します。

※ 貸付料には、光熱水費含むものとします。

(７)貸付の形態

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第２項第４号の規定に基

づく「行政財産使用許可」として出店するシェアメンバーに店舗用区画及び設備備

品を貸し付けます。

(８)その他

① 備品・食材等の持ち込み保管

町が設置する設備備品以外の備品・食材の持ち込み及び保管については、町

との協議の上、シェアメンバーの責任と費用により行うこと。

区分 貸付時間

全日 ９時００分～２１時００分

半日

午前の部 ９時００分～１４時３０分（５時間３０分）

入替時間 １４時３０分～１５時３０分（１時間）

午後の部 １５時３０分～２１時００分（５時間３０分）

区分 貸付料
（例：30日間半日の営業、

1カ月の売上 60万円の場合）

①最低貸付料

（案）

全日の場合

： ２，０００円／１日

半日の場合

： １，０００円／半日

最低貸付１，０００円×

営業日数３０日

＝３万円 ①

②歩合貸付料

（案）

月額売上が３０万円を超え

る場合に３０万円を超えた

売上の１０％を最低貸付料

に加算します。

３０万円×１０％

＝３万円 ②
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② 消費税及び地方消費税の取り扱い

消費税及び地方消費税については、軽減税率の適用を含めて適切に取扱うこ

と。

③ レジ袋有料化の取り扱い

テイクアウト時のレジ袋については、プラスチック製レジ袋を有料化するな

ど適切に取扱うこと。

３．提案者の条件

次の要件のいずれかに該当する者は、シェアメンバーとなることができません。

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当する者

② 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てをし

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の

申立てをしている者

③ 三宅町暴力団排除条例（平成２３年１２月三宅町条例第２２号）第２条第３号

に規定する暴力団員等に該当する者

④ 三宅町入札参加資格停止措置要領（平成２４年６月三宅町要領第２号）による

指名停止を受けている者

⑤ 法人税、消費税若しくは地方消費税又は町税を滞納している者

４．事業スケジュール

募集要項の配付開始日 令和２年１０月２８日（月）

質問票の受付期間 令和２年１１月１３日（金）午後５時まで

質問に対する回答日 令和２年１１月１８日（水）

参加表明書の提出 令和２年１１月２０日（金）午後５時まで

応募受付期間
令和２年１１月３０日（月）午後５時まで

郵送の場合は１１月３０日（月）必着

書類選考 令和２年１２月初旬

プレゼンテーション審査会 令和２年１２月中旬

選定結果の通知 令和２年１２月下旬

優先交渉権者との交渉 令和３年 １月以降順次

公有財産使用許可の期間
令和３年 ７月以降 ～ 令和４年３月３１日

（以後、期間更新の可能性あり）



5

５．企画提案にかかる質問の受付及び回答

(１)提出期限

　゙令和２年１１月１３日（金）午後５時まで （必着）

(２)提出方法

質問書（様式２）により、ＦＡＸ又はメールにて下記担当部署まで提出すること。

※通信障害による未着を防止するため、ＦＡＸもしくはメール後に、下記担当部

署まで電話にてその旨連絡すること。

※電話や来訪等、口頭による質問は受け付けない。

(３)提出先

三宅町役場 みやけイノベーション推進部 政策推進課

〒６３６－０２１３ 奈良県磯城郡三宅町伴堂６８９番地

ＴＥＬ ：０７４５－４４－３０７０

ＦＡＸ ：０７４５－４３－０９２２

ＭＡＩＬ：ｓｅｉｓａｋｕ＠ｔｏｗｎ．ｍｉｙａｋｅ．ｌｇ．ｊｐ

(４)回答方法

全ての質問に対する回答は、令和２年１１月１８日（水）午後５時までに、質問

書を提出した事業者及び、参加表明を行っている全ての事業者に電子メールにて通

知する。

６．参加表明書の提出

本事業に参加を希望する者は、参加表明書（様式１）を期限までに提出すること。

(１)提出期限

　゙令和２年１１月２０日（金）午後５時まで （必着）

(２)提出方法

参加表明書（様式１）により、ＦＡＸ、メール又は郵送にて次の担当部署まで提出

すること。

(３)提出先

三宅町役場 みやけイノベーション推進部 政策推進課

〒６３６－０２１３ 奈良県磯城郡三宅町伴堂６８９番地

ＦＡＸ：０７４５－４３－０９２２

ＭＡＩＬ：ｓｅｉｓａｋｕ＠ｔｏｗｎ．ｍｉｙａｋｅ．ｌｇ．ｊｐ
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７．応募方法

本事業に応募する者は、応募申込書（様式３）等応募書類（各１部）を期限までに提

出すること。

(１)応募書類

① 応募申込書（様式３）

② 誓約書（様式４）

③ 企画提案書（様式５）

・飲食事業のコンセプト、事業概要、アピールポイント、メニュー・料金（案）

等を記載。

・Ａ４・３枚までにおさめること。

④ 収支計画書（様式６）

⑤ 人員体制表（様式７）

⑥ 類似実績表（様式８）

・飲食店や飲食イベント等の営業や企画・運営に携わった実績を記載

⑦ 応募者概要資料（任意様式）

会社概要（所在地、事業所の規模、資本金など）、各種資格書類（食品衛生責

任者、防火管理者、調理師免許など）

(２)提出期限

　゙令和２年１１月３０日（月）午後５時まで （必着）

(３)提出方法

応募書類を、ＦＡＸ、メール又は、郵送にて次の担当部署まで提出すること。

※ 持参による提出は受け付けない。

(４)提出先

三宅町役場 みやけイノベーション推進部 政策推進課

〒６３６－０２１３ 奈良県磯城郡三宅町伴堂６８９番地

ＦＡＸ：０７４５－４３－０９２２

ＭＡＩＬ：ｓｅｉｓａｋｕ＠ｔｏｗｎ．ｍｉｙａｋｅ．ｌｇ．ｊｐ



7

８．審査方法

(１)審査方針

外部有識者を含めた三宅町複合施設審査会により公平・公正な審査を行い選定す

る。

(２)書類選考

応募者多数の場合は、応募書類による事前選考を事務局にて行い、通過した事業

者をプレゼンテーション審査の対象とする。

(３)プレゼンテーション審査

外部有識者を含む審査会によるプレゼンテーション審査を開催し、審査基準を元

に公平・公正な審査によりシェアメンバーとなる優先交渉権者を選定する。

(４)審査基準

項目 審査の基準 配点

飲
食
事
業

①コンセプト

・ 三宅町交流まちづくりセンターＭｉｉＭｏのコン

セプトに合致する飲食事業のコンセプトとなってい

るか。

１５

②事業概要
・ 利用希望時間などが適正に設定されているか。

・ 他の提案者との親和性があるか。
１０

③アピール

ポイント

・ 交流・まちづくりに資する事業となっているか。

・ ＭｉｉＭｏや三宅町の魅力向上や活性化に資する

ものか。

１５

④メニュー案

・ ＭｉｉＭｏでの提供にふさわしいメニュー内容か。

・ 三宅町の農産物を活かすなど魅力的なメニュー提

案となっているか。

・ 料金設定が現実的な価格となっているか。

１０

事
業
計
画

①収支計画 ・ 収支計画が適正で、実現可能性が高いか。 １０

②人員体制 ・ 人員体制が適正で、実現可能性が高いか。 １０

運
営

①適正
・ シェアキッチンを共有・運営するに当たって、他者

との協調性があるか。
２０

②実績 ・ 同種類似事業の実績があるか。 ５

③組織・資格
・ 健全で安定的な運営が期待できるか。

・ 営業に必要な資格を有しているか。
５
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９．優先交渉権者との協議等

（１）協議

三宅町と、優先交渉権者となった者とは、公有財産使用許可の条件について、

詳細な協議を行います。（例：利用期間・利用時間・利用ルール・持ち込み備品・

貸付料等）

また、審査の結果、シェアメンバーとなる優先交渉権者を複数選定した場合に

おいては、審査結果が上位の者から順番に交渉を行っていきます。そのため、応

募時に希望された曜日、時間での利用ができない場合がございますので、ご了承

ください。

（２）公有財産使用許可の手続き

協議が整った際には、シェアメンバーは、三宅町に対して７月のプレオープン

予定までの間の準備期間を含めた公有財産使用許可申請書を提出すること。三宅

町は申請書に基づいて協議の条件などを記載した公有財産使用許可書をシェアメ

ンバーに対して交付します。

(３) シェアメンバーの追加募集

今回の募集後においてシェアキッチンの貸付時間の枠がある場合には、シェア

メンバーの追加募集（時期未定）を行う可能性があります。（追加募集においても、

本募集要領と同様の審査を行います。）

追加募集等の情報については、町ホームページに随時ご案内をいたします。

１０． オープン準備

（１）販売用キッチンの下見

現在、三宅町交流まちづくりセンターは建築工事を行っているため、販売用キッ

チン内部の下見等を行うことはできません。下見等を行う場合には、令和３年４月

以降となりますので、ご了承ください。

（２）オープン準備の際の使用料

オープン準備に伴う販売用キッチンの利用は可能です。また、その際の使用料は

無料とします。ただし、準備期間においては、シェアメンバー間での調整がありま

すので、ご希望の日時に利用できない場合がございますので、ご了承ください。

１１． 問合せ先

三宅町役場 みやけイノベーション推進部 政策推進課

ＴＥＬ ：０７４５－４４－３０７０

メール ：ｓｅｉｓａｋｕ＠ｔｏｗｎ．ｍｉｙａｋｅ．ｌｇ．ｊｐ


