
府中町ネーミングライツ事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公共施設等に愛称を付す権利を法人等に付与し、その対価を得て町の

自主財源を確保する事業（以下「ネーミングライツ事業」という。）の実施に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（1） ネーミングライツ 町が所有する公共施設等又はその一部（以下「施設」という。）

に愛称を付す権利をいう。 

（2） 法人等 法人又は法人により構成された組織をいう。 

（3） ネーミングライツ・パートナー 町と協定を締結し、ネーミングライツが付与され

た法人等をいう。 

（4） ネーミングライツ料 町がネーミングライツを付与し、法人等から得る対価をいう。 

（事業の原則） 

第３条 ネーミングライツ事業は、対象となる施設等の本来の目的に支障を生じさせない

方法により実施するとともに、当該施設等の公共性を考慮して、社会的な信頼性及び事業

の推進における公平性を損なわないように行うものとする。 

２ 町長は、ネーミングライツを導入した施設等については、愛称を積極的に使用するもの

とする。 

（対象施設等） 

第４条 ネーミングライツ事業の対象となる施設等（以下「対象施設等」という。）は、町

が所有する公共施設等から町長が選定する。 

２ 条例の規定により定められた呼称及び庁舎、学校、公営住宅その他ネーミングライツの

付与が相応しくないと町長が認める施設等の名称については、前項の規定にかかわらず、

ネーミングライツの対象としない。 

（付与期間） 

第５条 ネーミングライツの付与期間（以下「付与期間」という。）は、原則３年以上とし、

期間内の愛称変更はできないこととする。 

（ネーミングライツ・パートナーの要件） 

第６条 ネーミングライツ・パートナーになることができる法人等は、次の各号のいずれに

も該当しない法人等とする。この場合において、当該法人等が法人により構成された組織

である場合は、当該組織を構成する全ての法人が次のいずれにも該当しないこととする。 

（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項の規定により、

一般競争入札の参加が認められていない法人等 



（2） 府中町及び広島県から入札参加を制限されている法人等 

（3） 各種法令に違反している法人等 

（4） 政治性又は宗教性のある事業を行う法人等 

（5） 公職にある者が代表を務める法人等 

（6） 府中町有料広告掲載実施要綱（平成１８年訓令第３０号）第３条の規定に基づき町

長が定める広告掲載基準において広告を掲載しないこととされている業種又は事業

者に該当する法人等 

（7） 府中町暴力団排除条例（平成２３年条例第１４号）第２条第１号に規定する暴力団

又は同条第３号に規定する暴力団員等が経営に実質的に関与している法人等 

（8） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続をしている法人

等（更生計画又は再生計画が裁判所に認可された場合を除く。） 

（9） その他町長が不適当と認める法人等 

（募集） 

第７条 町長は、ネーミングライツ事業の実施に当たっては、町広報誌及びホームページに

募集要項を掲載し、ネーミングライツ・パートナーを公募するものとする。ただし、第１

７条第２項の更新の申出があったときは、この限りでない。 

２ 前項の公募の申込期間は、１月以上とし、ネーミングライツ料その他募集に関し必要な

事項は、対象施設等ごとに別に定める。 

３ 町長は、公募に対する応募がないとき、第１１条の２に規定する協議が調わなかったと

き又は公募による場合に比して著しく有利なネーミングライツ料を得ることができる見

込みのあるときは、第１項本文の規定にかかわらず、公募以外の方法によりネーミングラ

イツ・パートナーを募集することができる。 

（応募） 

第８条 前条の募集に応募しようとする法人等（以下「応募者」という。）は、府中町ネー

ミングライツ事業応募申込書（様式第 1号）に、誓約書（様式第２号）及び次に掲げる書

類を添えて、町長に提出しなければならない。 

（1） 法人等の概要を記載した書類 

（2） 法人の登記事項証明書 

（3） 社会貢献活動の実績及び今後の計画を記載した書類 

（4） 直近の事業年度分の決算報告書（貸借対照表、損益計算書等）及び事業報告書 

（5） 直近の法人住民税納税証明書（完納証明） 

（6） ネーミングライツに関する提案がある場合は、その旨を記載した書類 

（7） その他町長が必要と認める書類 

（愛称） 

第９条 次に掲げるものは、愛称とすることができない。 



（1） 法令に違反し、又はその疑いのあるもの 

（2） 公序良俗に反し、又はその疑いのあるもの 

（3） 政治活動、宗教活動又は選挙運動に関するもの 

（4） 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの 

（5） 人権侵害、差別又は名誉棄損となるもの又はそのおそれのあるもの 

（6） 他人を誹謗し、中傷し、又は排斥するもの 

（7） 投機心、射幸心をあおるもの又はそのおそれのあるもの 

（8） 内容が虚偽・誇大であるなど過度の宣伝に該当するもの又はそのおそれのあるもの 

（9） 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）に定め

る暴力団に関するもの 

（10） 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの 

（11） 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの 

（12） 意見広告及び個人の名刺広告 

（13） 国内世論が大きく分かれているもの 

（14） その他愛称として適当でないと町長が判断するもの 

（府中町ネーミングライツ・パートナー選定委員会） 

第１０条 町長は、ネーミングライツ・パートナーの選定を適正かつ公正に行うため、府中

町ネーミングライツ・パートナー選定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 委員会は、別表第１に定める選定基準に基づき、応募者の審査及び評価に係る事務を処

理する。 

３ 委員会の委員長は副町長をもって充て、委員は財務部長、総務企画部長及び町民生活部

長をもって充てる。 

４ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、財務部長がその職務を代理する。 

５ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、特に緊

急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない理由があると

きは、文書による回議をもって委員会の議事に代えることができる。 

６ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係職員等の出席を求め、その

意見又は説明を聴くことができる。 

（決定及び通知） 

第１１条 町長は、第８条の応募又は第１７条第２項の更新の申出があったときは、委員会

において速やかにこれを審査し、優先交渉者を選定するものとする。 

２ 前項の選定があったときは、町長は、府中町ネーミングライツ優先交渉者選定結果通知

書（様式第３号）により応募者に通知するものとする。 

（優先交渉者との協議） 

第１１条の２ 町長は、優先交渉者を選定したときは、当該優先交渉者と必要事項について

協議するものとする。 



２ 町長は、前項の規定による協議が調わなかったときは、次点順位の応募者と協議を行う

ことができるものとする。 

（協定の締結） 

第１２条 町長は、前条の規定による協議が調ったときは、当該優先交渉者又は応募者とネ

ーミングライツに関する協定を締結するものとする。 

（費用負担） 

第１３条 ネーミングライツ事業における町とネーミングライツ・パートナーの費用負担

の区分は、別表第２のとおりとする。 

（ネーミングライツ料の納入） 

第１４条 ネーミングライツ・パートナーは、当該年度分に係るネーミングライツ料を町長

が指定する期日までに一括で納入しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合

は、この限りでない。 

２ 既に納入されたネーミングライツ料は、還付しない。ただし、ネーミングライツ・パー

トナーの責めに帰さない理由により第１６条に規定する協定の解除があったときは、町

長は、ネーミングライツ料の一部又は全部を還付することができる。 

（協定解除の申出） 

第１５条 ネーミングライツ・パートナーは、ネーミングライツ事業の継続が困難となった

ときは、町長に協定の解除を申し出ることができる。 

２ 前項の協定解除の申出は、付与期間満了の６月前までに行わなければならない。 

（協定の解除） 

第１６条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協定を解除することができる。 

（1） 指定する期日までにネーミングライツ料の納入がないとき。 

（2） ネーミングライツ・パートナーが第６条各号に掲げる法人等に該当し、又は該当す

るおそれがあるとき。 

（3） ネーミングライツ・パートナーの社会的又は経済的信用を著しく失墜させる事由が

発生したとき。 

（4） 前条の規定により、ネーミングライツ・パートナーから協定解除の申出があったと

き。 

（ネーミングライツの更新） 

第１７条 ネーミングライツ・パートナーは、ネーミングライツの採用及び協定の更新を希

望するときは、現協定のネーミングライツ料と同等以上の対価をもって町長に申し出る

ことができるものとする。 

２ 前項の更新の申出は、付与期間満了の６月前までに行わなければならない。 

（庶務） 

第１８条 ネーミングライツ事業の実施に関する庶務は、財務部管財課において処理する。

ただし、第１３条の費用負担及び第１４条のネーミングライツ料の納入に関する庶務は、



対象施設等の管理を行う課において処理する。 

（委任） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項

は、町長が別に定める。 

 

   附 則 

 この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

 

   附 則（令和４年３月１８日訓令第１６号） 

 この訓令は、令和４年３月１８日から施行する。 

  



別表第１（第１０条関係） 

府中町ネーミングライツ選定基準 

 

審査区分 審査項目（審査書類等） 配点 

委員

審査

項目 

応募者適正 経営安定性（決算報告書） 10 

愛称好感度 親しみやすさ、呼びやすさ、イメージ整合 20 

社会貢献 社会貢献活動（ＣＳＲ等）の実績及び今後の計画 10 

提示条件 
金額（他の応募者との比較） 40 

期間（他の応募者との比較） 10 

加点考慮 町内活動拠点の有無（会社概要等） 10 

 

（１）委員審査項目の評点算出方法 

・ 審査基準はＡ～Ｅの５段階評価とする。 

Ａ（非常に優れている）、Ｂ（優れている）、Ｃ（標準的）、Ｄ（やや劣る）、Ｅ（劣る） 

・ 評点は、各項目に対する配点に以下の係数を乗じて算出する。 

Ａ（1.0）、Ｂ（0.8）、Ｃ（0.6）、Ｄ（0.4）、Ｅ（0.2） 

・ 各審査項目について、各委員の評点を平均し、委員平均評点を算出する（小数点以

下第２位四捨五入）。 

・ 各審査項目の委員平均評点の合計を委員審査評点とする。 

 

（２）提示条件の評点算出方法 

・ 応募金額（応募期間）…①と最高応募金額（最長応募期間）…②の比率で算出する。 

【最高応募金額（最長応募期間）を満点とする。】 

提示条件評点＝配点×（①／②）（小数点以下第２位四捨五入） 

 

（３）町内に活動拠点（本社・支店等）を置いている場合の加点考慮算出方法 

・ 審査基準はＡ～Cの 3段階評価とする。 

Ａ（本社所在）、Ｂ（支店等所在）、Ｃ（活動拠点なし） 

・ 加点考慮は、項目に対する配点に係数を乗じて算出する。 

Ａ（1.0）、Ｂ（0.5）、Ｃ（0.0） 

 

（４）総合点数算出方法 

  ・ 委員審査評点、提示条件評点及び加点考慮の合計が応募者の総合点数となる。 

    なお、総合点数が同点だった場合は、委員会の協議により順位を決定する。 

 



別表第２（第１３条関係） 

 ネーミングライツ事業における費用負担 

経費区分 費用を負担する者 

既設の施設等看板、案内看板等の表示の変更及

び付与期間終了後の原状回復に要する経費 
ネーミングライツ・パートナー 

施設等看板、案内看板等の追加設置及び付与期

間終了後の撤去等に要する経費 
ネーミングライツ・パートナー 

既存のパンフレット、町ホームページ、他の施設

等に設置された看板等の表示の変更 
町 

備考 施設等看板、案内看板等の追加設置は、ネーミングライツ・パートナーが、対象施設

等の施設等管理者の許可を受けて設置するものに限る。 

  


