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旧安川邸への民間事業者の参入に関する 

マーケットサウンディング 

（第２回） 

募集要領 

平成２９年１０月 
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１．マーケットサウンディングの概要 

（１）背景 

   ㈱安川電機の創業発起人である安川敬一郎氏の旧邸宅（以下、旧安川邸

という）を保存・活用する事業を北九州市と㈱安川電機とで共同で行うこ

ととしました。 

北九州市の指定文化財を目指している旧安川邸は、夜宮公園の公園施設と

して整備を行った後、民間事業者による運営を予定しており、「どのような

業態での事業が可能か」「必要とするスペック」「事業者として参入しやすい

条件」等を確認するため、平成２９年４～５月にマーケットサウンディング

調査を実施しました。 

   有識者や市民代表等で構成された『旧安川邸整備・活用に関する懇話会』

において、洋館を含めた再調査の提案があったため、「和館と洋館両方の活

用」「和館だけの活用」「洋館だけの活用」など幅広く活用方法を調査する

ため、今回、改めてマーケットサウンディング調査を実施いたします。 

 ※ マーケットサウンディングとは、事業の内容・公募条件等を決定する 

うえでの参考として民間事業者の活用調査（意向調査）を行うもので、 

運営事業者を決定するものではありません。 

（２）旧安川邸の概要 

   旧安川邸は、戸畑区のやや東寄りに位置し、国道３号に近接するなど交

通利便性の良い場所にあり、半径３ｋｍ圏には、戸畑区・小倉北区・八幡

東区の住宅集積の高い市街地が拡がっており、北九州市の都心として位置

付けられるＪＲ小倉駅まで５ｋｍ圏内に入っています。 

   この周辺一帯は、閑静な住宅地が拡がると共に、九州工業大学・明治学 

園・福岡県立戸畑高校などが立地し、市内でも文教地区のイメージが強い

エリアとなっております。 

  【最寄りの交通機関】 

  〇JR 戸畑駅 約３ｋｍ 

  〇JR 九工大前 約２ｋｍ 

  〇西鉄バス停 明治学園前 約４００ｍ 

  〇北九州都市高速道路「戸畑ランプ」 約２ｋｍ 

  〇北九州都市高速道路「下到津ランプ」 約３ｋｍ 

  〇北九州都市高速道路「山路ランプ」 約４ｋｍ 

  【最寄の駐車場】 

  ◇夜宮公園駐車場 ２９台 
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（３）旧安川邸の利活用方針について 

   旧安川邸利活用事業は、国の地方創生拠点整備交付金を活用し、民間活

力活用による地域のにぎわいづくりを目指しています。 

   旧安川邸は、主に歴史的建築物と日本庭園で構成されており、次のコン

セプトで利活用を図る予定です。 

建築物と庭園の計画コンセプト（案） 

１．民間活力を導入し、喫茶や飲食等が楽しめる施設として活用 

２．安川家が所有していた調度品の一部を展示・活用 

３．庭園の主要部分は、日本庭園として復元・整備し、建築物と共に良好な 

空間づくりを行う 

４．庭園の一部は、屋外パーティーやビアガーデン等の利用も出来るような 

整備を検討 

（４）募集条件 

  ◇ 歴史的建築物を活用した賑わい事業の運営 

（飲食、ウエディングなどを想定していますが、自由な提案を求めます。） 

  ◇ 建築物内の一部や蔵におけるギャラリー利用。 

  ◇ 日本庭園（約５，５００㎡）、芝生広場（約１，０００㎡）や駐車場 

（約９００㎡）、ギャラリー等の維持管理。（敷地面積 約１３，５００㎡） 

  ◇ 建物の意匠は、建築当時を復元。 

（建物の内装のデザインは、決まっている。） 

  ◇ 火気の使用については、事前協議や防火対策が必要。 

  ◇ 公園の利用の支障とならないこと（騒音、悪臭など） 

  ◇ 事故の発生の恐れがないこと 

  ※ 建築物の大改修や日本庭園，芝生広場，駐車場、厨房、トイレ、 

ストックヤード等の整備は、北九州市が行いますが、維持管理を運営 

事業者にお願いする予定です。 

  ※ 運営事業に必要な、机、椅子、器材等の準備は事業者にお願いする予

定です。 

  ※ ギャラリーは、賑わい事業で利用しないスペースを活用する予定です。 

  ※ 旧安川邸の運営や維持管理をお願いする代わりに、売上げは事業者の

収益とする予定です。 
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２．マーケットサウンディング募集の手続き 

（１）スケジュール 

項目 時期 

募集要領の配布 
平成２９年１０月３０日（月）～ 

平成３０年２月２８日（水）

現地説明会 平成２９年１２月１３日（水）

質問の受付及び対応 
平成２９年１０月３０日（月）～ 

平成３０年２月２８日（水）

事業提案の受付 
平成２９年１２月１３日（水）～ 

平成３０年２月２８日（水）（必着）

提案事業者との個別対話 
平成２９年１２月１３日（水）～ 

平成３０年３月３０日（金）

実施結果の公表 平成３０年４月末（予定）

（２）マーケットサウンディング募集要領の配布 

民間発案募集要領は、下記の期間、北九州市のホームページに掲載しま

すので，ダウンロードして入手してください。 

【掲載期間】 平成２９年１０月３０日（月）～ 平成３０年２月２８日（水） 

（３）質問の受付および対応 

募集要領等に対する質問は、下記の電子メールにて、随時受け付けます。

質問への回答はメールにて返信するとともに、北九州市ホームページに掲

載します。なお、１ 社での提案も複数社での提案も可能ですが、複数社

で提案する場合には、質問は、代表者が取りまとめて行ってください。 

  【メールアドレス】 ken-ryokusei@city.kitakyushu.lg.jp 

【質問受付期間】 平成２９年１０月３０日（月）～ 

平成３０年２月２８日（水） 
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（４）現地説明会 

   主に調査の目的、提案対象エリアの概要及びサウンディングの実施方法

等について、次の通り、現地説明会を開催します。 

【開催日時】 平成２９年１２月１３日（水） 

【開催場所】 旧安川邸（北九州市戸畑区一枝一丁目４番２３） 

※ 受付場所等の詳細は、参加申込者宛てに別途お知らせします。 

【参加申込方法】 

電子メールにて、 

●名称（法人名，個人の場合は代表者名及び屋号） 

●住所 

●担当者（部署役職名、氏名、電話番号、メールアドレス）を記入のうえ、 

連絡先のメールアドレス ken-ryokusei@city.kitakyushu.lg.jp 宛に送信して

ください。電子メールの件名は、「旧安川邸マーケットサウンディング説明会参

加申込（法人名ｏｒ屋号）」としてください。 

【申込期限】 平成２９年１２月６日（水）午後５時必着 

【留意事項】 

〇 現地説明会・個別対話の参加については、参加法人１法人につき、 

最大３名までとします。 

〇 多数の参加希望者があった場合は、開催場所及び開催時刻等の変更を行う 

ことがあります。 

〇 現地説明会当日には、本実施要領は配布しませんので、各自持参して 

ください。 

〇 現地説明会に不参加の場合であっても、サウンディングへの参加申込 

（提案）は可能です。 
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（５）事業提案の受付 

①提案方法 

別紙『回答表』にご記入頂き、下記連絡先まで提出してください。 

なお、回答表の受理後、順次、提案事業者と個別対話を行いますので、 

出来るだけ早めに御提出頂きますようお願いいたします。 

【提出期間】  平成２９年１２月１３日（水）～ 

平成３０年２月２８日（水） 

午前９時～午後５時００分（必着） 

  【住 所】   北九州市小倉北区城内１番１号 建設局緑政課 

  【電子メール】 ken-ryokusei@city.kitakyushu.lg.jp 

②回答書の作成方法 

回答表の回答・記入においては、出来るだけ回答をお願いしますが、 

現時点で不明なものについては空欄でも結構です。また、回答に時間を 

要するものについては、個別対話の際に口頭で御回答頂いても構いません。 

  ③個別対話 

   回答表の受理後、幅広く意見交換を行う場として、提案事業者との 

個別対話を予定しています。実施日時については、直接、ご担当者様と 

調整させていただく予定です。 

  【実施期間】 平成２９年１２月１３日（水）～ 

平成３０年３月３０日（金） 

  【開催場所】 北九州市役所内会議室 

（６）サウンディング実施結果の公表 

サウンディングの実施結果については、参加事業の名称やアイデア及び 

ノウハウの保護に配慮した上で、取りまとめ次第、北九州市ホームページ 

にて要旨を公表します。 

また、実施結果は市の設置している有識者会議「旧安川邸整備・活用に 

関する懇話会」へ報告し、議論の参考とさせて頂きます。 

【公表時期】 平成３０年４月末予定 

（７）今後の予定 

  平成２９年度 マーケットサウンディングの実施 

  平成３０年度 民間運営事業者の公募 

  平成３１年度 秋頃オープン（目標） 
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（８）注意事項 

①民間アイデア募集手続きの非公開・非公表 

今回の民間発案募集手続きに際して、事業ノウハウ等の流出を懸念する民間

事業者に配慮し、提案を行った民間事業者の名称や概略提案書は原則として非

公開・非公表とします。 

但し、民間発案の有無及び民間発案があった場合の提案数については、情報

を公表することを想定しています。また、北九州市情報公開条例に基づく情報

公開請求があった場合には、提案事業者に事前に連絡した上で、条例に定める

範囲内において公開する場合があります。 

②民間発案に対する民間事業者のメリット又は優遇措置 

民間事業者が民間発案を提出するメリットとして、提案内容が事業者公募の

際の募集条件等に採用されることで、提案事業者は公募時に有利に検討できる

可能性があります。 

そのため、今回の民間発案への提案による、事業者公募時の審査上の優遇措

置（加点評価等）は行わないこととします。 

③民間発案による義務や制限等 

今回の民間発案を提出することにより、事業者公募時において、事業を実施

する義務や提案書の提出義務、事業内容や体制等の制約（例えば、民間発案と

異なる事業内容や別の体制での提案を制限することなど）等が生じることは一

切ありません。 

④費用及び著作権 

民間発案に関して必要な費用は、提案事業者の負担とします。また、北九州

市が提示する資料の著作権は北九州市及び作成者に帰属し、提案事業者の提出

する書類の著作権はそれぞれの提案事業者に帰属します。 

（９）添付資料一覧 

別紙 １ 「回答表」 

   ２ 「現存する建物の構成と保全活用の範囲」 

   ３ 「旧安川邸の日本庭園の状況（修復保全予定）」 

   ４ 「利活用イメージ図」 

   ５ 「旧安川邸の位置（北九州広域）」 

   ６ 「旧安川邸の周辺地域の状況」 

   ７ 「夜宮公園の概要」 

   ８ 「夜宮公園の見どころ」 

   ９ 「安川家の家系」 

  １０ 「安川・松本家の事業展開」 

１１ 「旧安川邸の建築経緯」 

１２ 「現存する建物の最終建築年次」 

１３ 「安川敬一郎氏と孫文」 

１４ 「建物の文化財としての保存方針（案）」 
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<問い合わせ先及び提出窓口> 

北九州市小倉北区城内１番１号（北九州市役所１１階） 

北九州市建設局公園緑地部緑政課 

TEL 093-582-2466 FAX 093-582-0166 

E-mail：ken-ryokusei@city.kitakyushu.lg.jp 

受付日時：土曜，日曜，祝日を除く午前９時００分から午後５時００分まで 


