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議案　第１５７号　指定管理者の指定の件（小鳥の森）

農林整備課

　　    「　福島市小鳥の森　」指定管理者候補者の選定結果について

施設の名称

取扱区分

団体の名称

団体の代表者

団体の住所

指定の期間

債務負担行為設定額
(単位:千円)

団体の事業概要

現行の取扱区分

備　　考

債務負担行為設定額の内訳

（単位：千円）

　年　度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 ５カ年計

　支出（管理運営経費） 27,837 28,082 27,813 28,127 28,297 140,156

　収入(利用料金等収入） 0 0 0 0 0 0

　差引（指定管理料） 27,837 28,082 27,813 28,127 28,297 140,156

令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで(５カ年間)

140,156（管理運営経費140,156）

①自然体験活動や環境学習、保全活動に関する事業

②自然と共生を図るための調査研究に関する事業

③自然と共生を図るために必要な人材育成に関する事業

④その他、その目的を達成するために必要な事業

非公募（日本野鳥の会ふくしま）

福島市岡部字上条４４番地の２

指定管理者候補者及び債務負担行為設定額

福島市小鳥の森

非公募

ＮＰＯ法人野鳥の会ふくしま

理事長　　駒木根　和壽

１　選定経過

２　指定管理者候補者

・「　ＮＰＯ法人野鳥の会ふくしま　」／最終合計点：７０．０６点

３　審査結果

【審査集計表】

非公募施設として決定

（福島市行財政改革推進本部）

非公募相手方の変更

（ＮＰＯ法人の設立）

指定申請書受付

（農林整備課）

・各評価項目について評価（配分等詳細は審査集計表による）

第２次審査

・指定管理者候補者を決定

2 6月18日
非公募相手方である現行指定管理者より、ＮＰＯ法人設立の報告を受
け、次期非公募相手方をＮＰＯ法人へと変更

5 10月13日
・農政部指定管理者管理運営委員会第１次審査の結果報告

（福島市指定管理者選定委員会）

3 8月10日～17日 申請書類の内容等点検、受付

4

第１次審査 評価項目：７項目

期日 項目 内容

1 5月28日
令和４年度からの指定管理者制度導入にあたり非公募で選定するこ
とを決定

9月28日 （農政部指定管理者管理運営委
員会） ・委員持点：各評価項目それぞれ１０点

評価項目 配分

①　施設の設置目的の理解 10%
②　施設利用者サービスの観点にたった施設利用促進 30%
③　指定管理料（費用）の設定 15%
④　効率的な施設の維持管理 10%
⑤　関係法令等の遵守体制 5%
⑥　社会的価値の実現 15%
⑦　安定した施設運営 15%

合計 100%

　　　　上記採点結果に【インセンティブ加点】（加点なし）した最終合計点 70.06点

6.90点
20.70点
13.50点
6.30点
2.45点
7.50点
5.70点
63.05点

※管理運営委員会委員が９名につき１項目９０点満点⇒７項目全てで１００点満点換算した合計点 70.06点

点数

議案書 Ｐ６６

補正予算説明書 Ｐ４０～Ｐ４１
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議案　第１５８号　指定管理者の指定の件（公設地方卸売市場）

「　福島市公設地方卸売市場　」指定管理者候補者の選定結果について

市場管理課

施設の名称

取扱区分

団体の名称

団体の代表者

団体の住所

指定の期間

債務負担行為設定額
(単位:千円)

団体の事業概要

現行の取扱区分

備　　考

債務負担行為設定額の内訳

　　　　　　（単位：千円）

指定管理者候補者及び債務負担行為設定額

福島市公設地方卸売市場

公募

一般社団法人福島市公設地方卸売市場協会

会長　石本朗

福島市北矢野目字樋越１番地

令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで(３カ年間)

261,430（管理運営経費488,677　利用料金等収入227,247）

１．消費者対策事業
　　消費拡大事業の実施及び報道機関を活用した生鮮食料品、
   花きなどの市場情報提供などの広報活動
２．福利厚生事業
　　会員各社の社員の健康管理及び教養娯楽事業などを実施
３．衛生保全事業
　　市場内の清掃、ごみ搬出、廃パレット（魚箱含む）及び産
   業廃棄物（発泡スチロール、汚泥など）処理業務の実施
４．市場活性化対策事業
　　市場開放イベント及び出前講座の開催

公募（一般社団法人福島市公設地方卸売市場協会）

R4年度 R5年度 R6年度 ３カ年計

162,778 162,892 163,007 488,677

75,749 75,749 75,749 227,247

87,029 87,143 87,258 261,430

　支出（管理運営経費）

　年　度

　収入(利用料金等収入）

　差引（指定管理料）

１　選定経過

２　指定管理者候補者

・「一般社団法人福島市公設地方卸売市場協会」／最終合計点：64.47点（交渉順位第１位）

３　審査結果

【審査集計表】

現場説明会

2

3

指定申請書受付

（市場管理課） ・申請書類の内容等点検、受付

面接審査

（　市役所７０１会議室　） ・時間：午前１０時００分～

・内容：プレゼンテーション、質疑応答

第１次審査

・各評価項目について評価（配分等詳細は審査集計表による）

第２次審査

・指定管理者候補者の順位を決定

１団体面接

・内容：募集要項・仕様書の説明、施設案内、質問受付

7月２８日～３１日

（農政部指定管理者管理運営
委員会）

１団体参加

質問なし

8月10日～17日

・時間：午後１時３０分～

8月23日

１団体申請

7 10月13日
（福島市指定管理者選定委員会）

・農政部指定管理者管理運営委員会第１次審査の結果報告

8月6日 質問への回答 「福島市公設地方卸売市場」分は該当なし

4

・委員持点：各評価項目それぞれ１０点

5

評価項目：７項目

期日 項目 内容

6 9月28日

1 7月27日

評価項目 配分

①　施設の設置目的の理解 10%
②　施設利用者サービスの向上及び市場活性化対策 15%
③　指定管理料（費用）の設定 15%
④　効率的な施設の維持管理 20%
⑤　関係法令等の遵守体制 15%
⑥　社会的価値の実現 10%
⑦　安定した施設運営 15%

合計 100%

8.60点

第１位

4.30点
6.45点
7.35点

上記採点結果に【インセンティブ加点】（＋０．３３点を加点）した最終合計点 64.47点

6.75点
4.40点
7.05点
44.90点

※管理運営委員会委員が７名につき１項目７０点満点⇒７項目全てで１００点満点換算した合計点 64.14点

議案書 Ｐ６７

補正予算説明書 Ｐ７０～Ｐ７１
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〇債務負担行為（追加） （単位：千円）

〇債務負担行為で令和４年度以降にわたるものについての令和２年度末までの支出額又は支出額の見込み
　及び令和３年度以降の支出予定額等に関する調書補正（追加）

・放射性セシウムの水稲への移行をより効果的に抑えられるカリ肥料を４年産水稲作付農家へ配布するために要する経費 （単位：千円）

・事業実施主体　ふくしま未来農業協同組合

・放射性セシウムの牧草への移行をより効果的に抑えられるカリ肥料を牧草作付農家へ配布するために要する経費 （単位：千円）

議案　第１３４号　令和３年度福島市一般会計補正予算（所管分）

補正予算説明書

（単位　千円）

目 細目 補正前の額 補正額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

説明
国県支出金 地方債 その他 一般財源

議案書　Ｐ１５

歳出　Ｐ３８～Ｐ３９　　
　

対象地区 面積（ha） 施用量（㎏/ha）

市内全域
（震災後新規作付するほ場）

9 600

対象地区 面積（ha） 施用量（㎏/ha）　※最大 ・事業実施主体　ふくしま未来農業協同組合
　　　　　　　　　　  福島県酪農業協同組合市内全域

（除染等実施牧草地）
202.6 510

　農業振興課

放射性物質吸収抑制対策事業費 令和３年度から令和４年度まで 5,983

期          間 限度額事　　　　　　項

-令和４年度 605 605 - -放射性物質吸収抑制対策事業費（水稲） 605 - - -

一般財源令和４年度以降 特定財源

期間 金額 金額 期間 金額 国・県支出金 地方債 その他

事   項 限度額

令和２年度末
までの支出額

令和３年度以降の支出予定額 左の財源内訳

令和３年度

- -

その他

放射性物質吸収抑制対策事業費 （牧草） 5,378 - - - 令和４年度 5,378 5,378 -

金額 金額 期間 金額

事   項 限度額

令和２年度末
までの支出額

令和３年度以降の支出予定額 左の財源内訳

一般財源令和３年度 令和４年度以降 特定財源

期間 国・県支出金 地方債
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