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アンスティチュ・フランセ関西ル・カフェの 
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1. 公募対象事業 

 

当公募はアンスティチュ・フランセ関西— 京都の館内に併設されている飲食店「ル・

カフェ」の飲食サービス業従事者を選定するためのものである。以下では、同業務

に従事することになるであろう事業者を「飲食サービス業従事者」と呼ぶ。 

 

当受注条件明細書は、「ル・カフェ」における業務及び使用条件全体を規定するもの

である。「ル・カフェ」は学館の活動（フランス語講座、検定試験の実施、文化活動）

と協働し、「フランス式」の食文化体験を提供する空間である。 

 

2. 一般情報 

 

a. アンスティチュ・フランセ関西について 

 

アンスティチュ・フランセ関西—京都は、1927 年、当時の在日本フランス大使で

あったポール・クローデル主導のもとに設立された。設立当初は九条山に位置して

いたが（現在はヴィラ九条山）、1936 年に、学館のさらなる発展を見据えて、京

都の中心部により近い、京都大学の向かいに位置する現所在地に移転した。学館は

様々な時代の変遷のなかにありながらも、当初の任務、すなわち発見の空間である

こと、平和の場であること、日本人とフランス人の対話と交流の場であることを、

常に追求しつづけてきた。 

 

アンスティチュ・フランセ関西—京都は 1 日あたり平均 150〜300 名の訪問者があ

る。学館には「ル・カフェ」に隣接する多目的ホール（80 席）があり、そこでは

様々なワークショップや対談・討論会をはじめ、シネフォーラム（月 2 回）も開催



   

 

  

されている。また IFJK のメディアテークは自由に閲覧できる多くの書籍・資料類

を所蔵し、1800 名近くが利用会員となっている。 

 

IFJK は年間 4 学期のフランス語講座（各学期ごとに約 420 名の受講者がいる）、

フランスへの語学留学関連業務、フランス語能力試験会場を提供している。IFJK

は同様に、3 月後半の 2 週間にわたって、クラシック音楽のマスタークラスである

「京都フランス音楽アカデミー」（約 110 名の受講者）を実施している。 

 

年間に 30 ほどのイベントが企画されており（文学対談、フランコフォニー祭、音

楽祭、パリ祭など）、2500 名を超える人々が訪れる。また現代アートの祭典「ニ

ュイ・ブランシュ」の際は特に来場者が多い（2019 年は 8000 名）。 

 

それに加え、IFJK はそのスペースを外部パートナーに、講演会や私的セミナー、

写真撮影の目的で一時賃貸している。さらには結婚挙式の目的で個人に一時賃貸す

ることもある。 

 

IFJK は毎月「ル・マルシェ」を開催し、ライブコンサートが催され、フランスの

様々な品物を扱う屋台店が並ぶ。「ル・カフェ」もこのイベントに参加し、この機

会に商品を積極的に販売している。 

 

b. アンスティチュ・フランセ関西の「ル・カフェ」について 

 

フランス様式に則り、「ル・カフェ」はアンスティチュ・フランセ関西— 京都の 1

階に位置している。カフェのホールは 35 名を収容可能であり、1930 年代の家財類

をはじめ、芸術家・藤田嗣治の名画《ノルマンディの春》を有している。バウハウ

スを思わせる照明設備は、元ヴィラ九条山レジデントであり 2003 年にマルセル・



   

 

  

デュシャン賞を得たマチュー・メルシエによる作品である。天気の良い日には屋外

のテラス席で飲食し、庭を眺め、春であれば桜の花を満喫することもできる。 

 

カフェの経営に関して、「ル・カフェ」の営業時間は、火曜〜金曜の午前 11 時〜

16 時、土曜の午前 9 時 30 分〜17 時、日曜の午前 11 時 30 分〜15 時である。カフ

ェが提供する飲食物は、例えば現在のメニューでは、「本日のランチ」（アシパル

マンティエ、カスレ、クスクス、ローストポーク）、軽食（キッシュ、サラダ各種）、

自家製のケーキやデザートとなっている。価格帯は 600 円〜1000 円で、フライド

ポテト付きステーキは 1700 円である。「クラブ・フランス」の会員には 100 円の

値引きがされ、ランチ（本日のメインディッシュ＋パン）の価格帯が 500 円〜900

円になる（デザートは含まない）。 

 

直近 8 ヶ月のカフェ来客数は、1 日あたり 30 名である（昼のみの営業）。 

 

La fréquentation du café sur les huit derniers mois s’établit à 30 couverts par jour 

(ouverture uniquement le midi)  

 

 

Nbre jours de fonctionnement =営業日数 

Plats du jour =ランチ売上数 

Salades =サラダ売上数 

Autres =その他売上数 

Total repas servis / mois =1 ヶ月あたりの売上総数 

Moyenne repas par jour =1 日あたりの平均売上数 

 

 



   

 

  

c. 財務及び法的条件 

応募書類を詳しく検討した後、公募規定において参照される計算表に基づき最大

の点数を獲得したものが、在外フランス不動産取引に関する通知書発行の任を負

うフランス政府委員会（CIME）に提出されることとなる。 

 

委員会における受諾通知を受け、貸付契約が 2 者間において結ばれることとなる。

この契約期間は 3 年である。基本的に更新不可であるが、CIME の新たな通知を

受けて、契約更新の対象となることもある。 

財務条件は以下の通りである。 

- 使用料は、占有面積に比例した不動産市場価格をもとに算出し、仮

の占有、老朽化、公益義務に対する控除額を差し引いた固定額 200 

000 円と、売上額（税込）に対するパーセンテージに応じた 5 %の変

動額を合算したものである。 

 

- 上記に加え、3 ヶ月ごとの経常費用（水道、電気、電話、掃除、廃棄

物処理など）の負担金を支払う。金額は３ヶ月ごとにおよそ 90,000

円とする。当該額は占有面積の比率に応じた前 3 カ月の費用を基準

に 3 カ月ごとに算出される。 

 

3. 提供飲食サービスの詳細 

 

a. 通常飲食サービス 

 

飲食サービス業従事者は、衛生及び食品衛生面において規定要求に応じ、販売や

税法において日本の規則を遵守した良品質の飲食サービスを提供し、常に IFJK



   

 

  

のブランドイメージにそぐうものでなくてはならない。 

 

飲食サービス業従事者は多様なメニューを適切な価格設定で提供し、非の打ち所

のないサービス（時間の正確さ、好感のもてる接客態度、プロ意識、IFJK の顧

客や利用者に対する丁重さ）を保証しつつ、多様な客層を惹きつけるよう心がけ

なければならない。 

 

飲食サービス業従事者は提供する飲食物を随意に選んでよい。ただし、この提供

される飲食物には、最低でも、温かい飲物、冷たい飲物、菓子パン類、ケーキ類、

温かい料理、冷たい料理が含まれること。アルコール飲料の販売は許可されてい

るが、飲食サービス業従事者は未成年者が購入・飲食しないよう細心の注意を払

うこと。テイクアウトサービス（料理、サンドイッチ、菓子パン、ケーキ類など）

も飲食サービス業務に含まれている。 

 

不可抗力の場合を除いて、飲食サービス業従事者はサービスの継続的提供の原則

を遵守し、契約期間に渡って、飲食品の在庫供給のいかんに関わらず、いかなる

理由いかなる期間であってもサービスを中断したり時間短縮したりしないこと

を誓約する。 

 

 

b. 個別・期間限定の飲食サービス 

 

IFJK のイベントや第三者への一時賃貸において、飲食サービス業従事者はイベ

ントの全サービス提供を求められる傾向がある。このサービスは、飲物、アミュ

ーズブーシュ様式の食物、ビュッフェ形式の食事など、飲食サービスとして特別

なケースを含む。IFJK はサービスが提供される予定日の遅くとも 1 週間前には



   

 

  

依頼をし、正確な開催時間を知らせる。いかなる理由があっても、特別サービス

の実施が IFJK の事前承諾（レンタル条件、契約など）を経ることなく通常の飲

食サービス業務に代わることはない。 

 

加えて飲食サービス業従事者は、毎月 IFJK によって催される「ル・マルシェ」

の開催日には、適応価格で、イベントに相応しい飲食サービスの提供をする。 

 

イベント向け特別サービスに関する飲食サービス業従事者への依頼は、なんら強

制的な性質のものも独占的な性質のものも含んでいない。 

 

c. 営業時間 

 

通常の飲食サービスは昼食の時間に提供されなければならないが、可能であるな

らば、IFJK が開館している時間帯、すなわち平日の 9 時 30 分〜21 時 30 分、土

曜の 9 時 30 分〜20 時、IFJK が催すイベント（スペクタクル、討論会、「ニュイ・

ブランシュ」、「フランス音楽アカデミー」）の際には最長で深夜 0 時まで継続し

て、日曜日は催されるイベントの時間に合わせて、営業できることが望ましい。 

 

「ル・カフェ」は IFJK が 1 年ごとに決定する閉館期間に休業することができる。

具体的には 

- 冬休み期間（12 月から 1 月にかけて 2 週間） 

- ゴールデンウィーク（5 月に 1 週間） 

- お盆休み（8 月に 1〜2 週間） 

- IFJK の内規による祝日 

 

飲食サービス事業従事者は、IFJK の依頼に応じて、年間 10 回のイベントを上限



   

 

  

として、そのスペースを外部飲食業者に利用を許可する、あるいは一時賃貸する

ことがある。 

 

IFJK に申し出をし、その申し出に対する返答が必要となるが、飲食サービス業従

事者は自身の責任において、晩のさらに遅い時間までの営業や、日曜日や月曜日

の営業を提案することができる。同様に、もし希望があるならば、飲食サービス

業従事者が主導するイベントを提案し、そのための特別営業時間を提案すること

もできるが、IFJK 事務局の了承が必要である。 

 

第三者から出されたあらゆるサービス提供の要求は、IFJK 執行部に報告され、

場合によっては、賃借条件、料金体系、広告物の認可などの決定に関わることが

ある。 

 

d. 価格 

 

IFJK の利用者は非常に多様であり、飲食サービス業従事者はこの多様な客層に

適したメニューリストを 2 言語（フランス語と日本語）で提供する。加えて、価

格が適応価格帯に収まっていることが不可欠である。それに加えて、IFJK 職員

やクラブ・フランス会員は、現在、500 円以上の購入で 100 円の割引を受けるこ

とができる。これらの人々が引き続き特別価格で提供を受けられることが求めら

れている。また、飲食サービス業従事者によって全顧客に対して常連客獲得のた

めの政策提案（利用回数券、複数購入による割引など）がなされることが求めら

れている。 

 

e. 支払い方法 

 



   

 

  

飲食サービス業従事者は支払いの方法として少なくとも現金またはカードを認

める。また利用者には支払額を明示してレシートを渡し、予定日には IFJK に会

計報告をする。 

 

飲食サービス業従事者は IFJK やその占有者（総領事）あるいは IFJK の空間の賃

借を希望するあらゆる第三者の口座に対する請求書を発行することを通してサ

ービス提供をすることがある。その場合、請求書の発行から 30 日以内に口座振

込による支払いがなされる。 

 

4. 技術設備について 

 

a. 使用可能スペース 

 

使用可能スペースは以下のように分類される 

- 部分的に設備を備えたキッチン（15,22 ㎡） 

- テーブル 12 台、椅子 36 脚、ソファ 4 台を備えたホール（87,44 ㎡） 

- 学館建物の地下にある倉庫（18,49 ㎡） 

 

IFJK が使用する場合（スペクタクル、プレゼンテーション、マルシェ実施日）

を除いて、飲食サービス業従事者は昼時のサービスを提供する際に屋外の木造テ

ラスを使用することができる。テラスにはテーブル 5 台と椅子 20 脚が備えつけ

られている。 

飲食サービス業従事者が利用可能な全家財類の所有者は IFJK である。それらに

損害損傷を与えた場合、飲食サービス業従事者が実費で同様のモデルの家財品と

交換することとなる。飲食サービス業従事者による修理提供のうちに、同従事者



   

 

  

が必要と判断した場合になされるキッチン設備やホールの家財品買換えも含ま

れ、その際には、家財品移動や空間装飾に関する提案がされなければならない。

占有期間が満了した際には空間と家財品を元の状態に戻すことが求められる。 

トイレ衛生施設は 3 つのスペースに区分されている（男性用・女性用・身体障が

い者用）。これは IFJK と共有のもので、カフェの顧客だけではなく IFJK 利用者

も使用する。それゆえに、トイレ衛生施設の手入れは IFJK が請け負うものとす

る。 

 

b. 設備・備品 

 

キッチンはタイル張りで排水口を備えている。温水と冷水を使うことができる

（フィルター内臓）。排気口とエアコンが備えつけられている。またグリースト

ラップが備えつけられており、そのメンテナンスは飲食サービス業従事者が請け

負うものとする。 

 

賃貸の対象に含まれるものとして、スペースにはキッチン用換気扇 1 台、食器洗

浄機（2019 年購入）1 台、オーブン 1 台、グリル 1 台、ガスコンロ数口、製氷

皿 1 台、複数の食器棚、作業台が備えつけられている。また食器類も備品に含ま

れており、食器類の正確なリストは利用開始前に作成される。飲食サービス業従

事者は、必要とあれば、スペースの整備や装飾の追加に関する提案をし、キッチ

ン設備やホール家財類を交換してもよいが、これらの提案・交換の行為は飲食サ

ービス業務に内包されるものとする。 

飲食サービス業従事者は予約受付や出入り業者との連絡のために「ル・カフェ」

内にある電話回線を使用できる。飲食サービス業従事者の固定負担金は、3 ヶ月



   

 

  

毎の費用告示に含まれる。 

 

c. 水道光熱費 

 

「ル・カフェ」には学館と分離された水道・電気設備は備わっていない。あらゆ

る水道・電気使用料の支払いは IFJK が請け負っているが、これらの使用に関し

て一定額が賃料に含まれている。ガスの使用料については、飲食サービス業従事

者が支払いを請け負う（プロパンガス）。 

 

d. 廃棄物処理 

 

同様に、廃棄物処理も飲食サービス業従事者が請け負う。廃棄物置場は、屋外の

駐車場近くに位置しており、IFJK と飲食サービス業従事者とのあいだで共有さ

れる。飲食サービス業従事者は適切に廃棄物を分類し、一日の終わりに廃棄物を

その置場に持って行く。 

 

5. 飲食サービス業従事者の義務 

 

a. 飲食商品・サービスの品質 

 

飲食サービス業従事者は顧客に最良のサービスを保証し、品質の高い飲食サービ

スを提供しなくてはならない。それに加えて、購入・調理・提供する飲食物の品

質証明をすることが義務付けられている。品質証明の目的で、IFJK への飲食物

配達の際に飲食サービス業従事者は使用予定の飲食物サンプルを提供すること

ができる。また、顧客に提供される飲食物の提供元を明らかにする必要がある。 

 

それに加えて、IFJK に求められた全ての食品サンプルと認可議事録を、飲食サ



   

 

  

ービス業従事者の実費で提供する義務がある。 

 

b. 労働における衛生と安全 

 

飲食サービス業従事者は衛生と安全の責任を負う。「ル・カフェ」の全従業員は

京都府が定める衛生講習を事前に受けなければならない。それに加えて、飲食サ

ービス業従事者が衛生と安全に関する実践を定義し、定型プロセス（表面や床の

掃除プラン、カビ害虫対策、動線とゾーニングの原則、設備整備など）を通して

具体的に示さねばならない。飲食サービス業従事者は、衛生と安全に関する自己

管理が実行されていることを証明可能である必要がある。 

 

飲食サービス業従事者はまた、受け取りのときにすべての飲食物や製品を検品し、

食品ストックの検査を行い、商品の配送受取から調理、顧客への提供までの経緯

を把握していなければならない。また衛生問題が発生した緊急事態の際の分析調

査のために、各日に調理した料理のサンプルを保管しておかなければならない。 

 

飲食サービス業従事者はキッチン労働において求められる労働安全の要請にし

かるべく従う。それに加えて、飲食サービス業従事者が雇用する者は、火災・災

害・緊急事態に関して、IFJK の安全規則に従うものとする。飲食サービス業従

事者は人や財産の安全のために IFJK が閉館を決定した場合、その決定に従う。 

 

c. 従業員に適用される規則 

 

飲食サービス業従事者は日本の労働法および、飲食サービス業に関連する集団的

慣習に従わなくてはならない。飲食サービス業従事者は労働契約と雇用保持の原

則を遵守するよう努めるものとする。 



   

 

  

 

プロフェッショナルとしての資質は、あらゆる責任レベルにおいて不可欠である。

同様に、雇用者が退職した際には、同等の能力を有した人物を必ず雇い入れなけ

れなならない。 

 

飲食サービス業従事者の雇用者は非の打ち所のないサービス（礼儀礼節、顧客へ

のサービス）を保証しなければならない。フランス語を話せることは評価に値す

るポイントであり、IFJK はフランス語能力向上のために飲食サービス業従事者

の雇用者に講座を優遇料金で提供することができる（50%引き）。また、仕事着

は顧客に好印象を与えるものでなければならず、清潔でなければならない。 

 

d. メンテナンスと工事の義務 

 

飲食サービス業従事者は使用可能な建物および家財類全体に対する恒常的で優

れたメンテナンスを保証することが義務付けられるが、使用可能なスペースに備

え付けられた暖房設備や空調設備に関するメンテナンスは除く（飲食サービス業

従事者は使用可能なスペースの日常的な掃除とクリーニングを請け負う）。 

 

飲食サービス業従事者は、調理器具、換気扇、窓ガラスを含んだ、使用可能な建

物および家財類の全体を清潔さと衛生面において完璧な状態に保つことを義務

付けられる。 

これに関連して経営者は、自身によるものであれ従業員によるものであれ顧客に

よるものであれ出入り業者によるものであれ、経営に際して発生した損害破損に

よって必要となった修理費用を負担することとなる。 

 

e. 保険 



   

 

  

 

飲食サービス業従事者は経済活動を行うにあたり必要な保険証券に署名しなけ

ればならない。この保険料に関する支払は IFJK に情報として通達されなければ

ならない。 

 

6. アンスティチュ・フランセ関西の運営との関わりについて 

 

a. 日程と活動 

 

月例会議が IFJK とともに開かれ、営業時間の変更に関わりうる、また飲食サー

ビス業従事者の活動に影響を及ぼしうるあらゆる活動についてチェックが行わ

れる。 

 

飲食サービス業従事者がその経済活動において掲示・配布するあらゆる告知媒体

は、IFJK 事務局の事前の了承を得ていなければならず、またその告知媒体には

IFJK がその目的で提供するロゴが載っていなければならない。 

 

 

b. 経営評価に関する年間総括 

 

経営評価に関する年間総括が、当該目的で開かれた会議の折に、IFJK 事務局立

ち合いのもと、その一年間に出た数字を基にしてなされ、カフェの運営について

議論が交わされる。IFJK も飲食サービス業従事者も議題として他のどのような

テーマを提案することも自由である。 

 

 

補足事項 

-「ル・カフェ」の見取図 


