平成２６年度佐渡市指定管理者募集要項
羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センター
羽茂ゲートボール場
小木Ｂ&Ｇ海洋センター

平成２６年９月
佐

渡
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市

平成 26 年度佐渡市指定管理者募集要項
１．指定する施設及び管理業務の概要
公

募

番

号

２６－７
羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センター

施

設

名

羽茂ゲートボール場
小木Ｂ＆Ｇ海洋センター
羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センター（体育館等）佐渡市羽茂飯岡 195 番地

所

在

地

羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センター（艇庫）

佐渡市羽茂大石 103 番地 2

羽茂ゲートボール場

佐渡市羽茂飯岡 215 番地

小木Ｂ＆Ｇ海洋センター（体育館等）佐渡市小木町 950 番地
小木Ｂ＆Ｇ海洋センター（艇庫）

佐渡市小木町 1941 番地 1

市民の体育及びスポーツの推進並びに健康の維持増進を図り、ま
施設の設置目的

たスポーツ等を通じて、次代を担う青少年の健全育成を図ることを
目的としている。
施設の設置目的を効果的に達成できる意欲があり、地域振興等を

運営における基本方
針

目的とした事業経験・知識が豊富な法人やその他団体の指定管理者
の導入を図る。

施 設 担 当 部 局

佐渡市教育委員会社会教育課 社会体育係
℡２７-４１８５ E-mail syakyo@city.sado.niigata.jp
①法、条例に規定する施設の設置目的にかかる業務
②管理施設の使用許可に関する業務

主

な

業

務

③管理施設の使用にかかる料金の徴収に関する業務
④施設及び設備の維持管理に関する業務
⑤佐渡市又は指定管理者が必要と認める業務
羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 ８，９５２人
羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センタープール ３，８２１人
羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫
平成２３年度

羽茂ゲートボール場

２２９人
１，０４６人

小木Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 ９，３９４人
小木Ｂ＆Ｇ海洋センタープール ２，８８１人
利

用

実

績

羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 ８，３９９人
羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センタープール ３，２７８人
平成２４年度

羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫

２９５人

羽茂ゲートボール場

９７８人

小木Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 ８，４３２人
小木Ｂ＆Ｇ海洋センタープール ３，２８４人
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羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 ８，５００人
羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センタープール ３，５５１人
羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫
平成２５年度

羽茂ゲートボール場

８０人
８４１人

小木Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館１０，４６９人
小木Ｂ＆Ｇ海洋センタープール ２，９２１人
指

定

期

間

指定管理料（提案）

平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日まで（３年間）
一金６８，２００千円以内 ※ 上記指定期間の総額
○羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センター(体育館)
①構造

ＲＣ造２階建

②規模

延床面積

１,８３２．４４㎡

敷地面積 ８，８６７㎡（体育館・プール含む）
③施設内容等

１階 アリーナ (８５２．８４㎡)、会議室、更
衣室、事務室、機械室
２階 柔剣道場２面(４３０．５６㎡)

・開設年月日

平成５年６月２５日

・開館時間

午前８時３０分から午後１０時まで

・休館日

月曜日(月曜日が休日の場合は、その翌日)
１２月２９日から翌年１月３日まで

○羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センター（プール）

施

設

の

概

要

①構造

鉄骨造平屋建 上屋シート

②規模

延床面積

③施設内容等

２５ｍプール ３２５㎡

８７５．０７㎡

幼児用プール ６０㎡（変形）
・開設年月日

平成５年６月２５日

・開館時間

午前９時から午後９時まで

・休館日

月曜日(月曜日が休日の場合は、その翌日)
１０月１日から翌年５月３１日まで

○羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センター（艇庫）
①構造

鉄骨造平屋建

②規模

延床面積

１９０．５５㎡

敷地面積 ４２２㎡
③施設内容等

艇庫

・開設年月日

平成５年６月２５日

・開館時間

午前１０時から午後６時まで

・休館日

月曜日(月曜日が休日の場合は、その翌日)
１１月１日から翌年４月３０日まで
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○羽茂ゲートボール場
①構造

クレーコート

②規模

ゲートボール場４面(３面使用可能)
敷地面積 ５，０３５㎡

③施設内容等

トイレ、休憩所２棟、カーポート、プレハブ

・開設年月日

平成５年６月３０日

・開館時間

午前８時３０分から午後８時まで

・休館日

１２月２９日から翌年１月３日まで

○小木Ｂ＆Ｇ海洋センター(体育館)
①構造

ＲＣ造２階建

②規模

延床面積

１，３１０．８６㎡

敷地面積１１，３０９㎡（体育館・プール含む）
③施設内容等

１階 アリーナ（７２６．１５㎡）、会議室、更
衣室、事務室、機械室
２階 トレーニングルーム(４７５．８０㎡)

・開設年月日

昭和５９年９月１日

・開館時間

午前８時３０分から午後１０時まで

・休館日

月曜日(月曜日が休日の場合は、その翌日)
１２月２９日から翌年１月３日まで

○小木Ｂ＆Ｇ海洋センター（プール）
①構造

鉄骨造平屋建 上屋シート

②規模

延床面積 ８７５．０７㎡

③施設内容等

２５ｍプール ３２５㎡
幼児用プール ６０㎡（変形）

・開設年月日

昭和５９年９月１日

・開館時間

午前９時から午後９時まで

・休館日

月曜日(月曜日が休日の場合は、その翌日)
１０月１日から翌年５月３１日まで

○小木Ｂ＆Ｇ海洋センター（艇庫）
①構造

鉄骨造平屋建

②規模

延床面積

１０３．７９㎡

敷地面積

３００．７０㎡

③施設内容等

艇庫

・開設年月日

平成 3 年 2 月 24 日

施設の運営状況

佐渡市社会体育施設の設置及び管理に関する条例（以下「条例」と

その他詳細事項

いう。
）
、同施行規則、佐渡市指定管理業務標準仕様書（以下「標準
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仕様書」という。）及び羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センター・羽茂ゲートボー
ル場指定管理業務特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）のと
おり。
２．指定管理者が行なう主な業務
(1) 条例に規定する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 標準仕様書及び特記仕様書（以下「仕様書等」という。
）で定める業務
３．管理の基準
(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 施設運営の基本方針を十分理解し、設置目的を達成すること。
(3) 市民サービスの向上と経費の節減を図ること。
(4) 施設、設備及び備品等の適切な維持管理を行なうこと。
(5) 業務上で取得した個人に関する情報の適切な管理を行うこと。
(6) その他仕様書等で定めるもの。
４．申請の資格
次の各号にいずれも該当せず、施設を各規定に基づき管理運営できる法人又はその他
の団体（法人格の有無は問いません）。
(1) 法律行為を行なう能力を有しないもの
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 2 項(同項を準用する場
合を含む。) の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されているも
の
(4) 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 11 項の規定による指定の取
消しを受けたことがあるもの
(5) 市税等を滞納しているもの
(6) 施設を管理するための法律等に規定する資格を有しないもの
(7) 業務を円滑に遂行し、安全的かつ健全な財務能力を有しないもの
(8) 条例や仕様書等で規定する業務の遂行に必要な資格等を有しないもの
５．複数の団体による申請
複数の団体が共同して設けた団体（以下「共同団体」という。）が申請する場合、次の
事項に留意してください。
(1) 共同団体の名称を設定し、共同団体から代表となる団体を定めてください。この場
合、他の団体は当該団体の構成団体として扱います。
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(2) 共同団体における業務分担及び責任の割合等を明確にしてください。
(3) 共同団体の構成団体は、共同団体と別に単独で申請することはできません。
６．指定管理料
「１．指定する施設及び管理業務の概要」で示す指定管理料は指定期間における指定
管理業務に要する費用として市が計算し提案したもので、申請者は示された指定管理料
（消費税、地方消費税その他一切の経費を含む）のなかで、自己の創意工夫により指定
管理料を定め申請してください。なお、指定管理者は公募施設の設置及び管理に関する
条例に定める利用料を条例で定める範囲内において、収受し指定管理者の収入とするこ
とができますので、指定管理料の提案における参考としてください。詳細については、
仕様書等で定めるとおりとします。
７．申請手続から指定までの流れ
(1) 募集要項の配布

平成 26 年 9 月 8 日
（月）
から平成 26 年 10 月 14 日
（火）

(2) 公募説明会

平成 26 年 9 月 22 日（月）

(3) 質問書の受付及び回答

平成 26 年 9 月 23 日（火）から平成 26 年 10 月 6 日（月）
回答期限：平成 26 年 10 月 9 日（木）

(4) 申込受付

平成 26 年 9 月 23 日
（火）から平成 26 年 10 月 14 日
（火）

(5) 選定委員会による審議（プレゼンテーションを含む。
）
平成 26 年 10 月下旬
(6) 市長等による候補者選定

平成 26 年 11 月上旬

(7) 選定結果の通知及び公表

同上

(8) 候補者との協議

平成 26 年 11 月

(9) 指定の通知（指定）

平成 27 年 1 月中旬（議会議決後）

(10) 協定の締結

平成 27 年 1 月

８．申請にかかる費用
申請手続において、申請にかかる一切の費用は申請者の負担とします。

９．募集要項配布期間
(1) 期間

平成 26 年 9 月 8 日（月）から平成 26 年 10 月 14 日（火）

(2) 時間

午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分

(3) 場所

財務課庁舎整備室管財係
※上記期間内であれば、佐渡市ホームページからもダウンロードできます。

(4) その他

募集要項等、市が提供する資料は申請の目的以外で使用することを禁じ
ます。
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10．説明会
指定管理者を公募している施設の状況や、申請手続についての説明会を次のとおり開
催します。申請を予定している団体は、別紙様式６の参加申込書を 9 月 19 日（金）まで
に財務課庁舎整備室管財係へ提出し申し込んでください。また、説明会当日は、募集要項、
標準仕様書、特記仕様書を各自持参ください。
公募番号
２６－７

日時

場所

平成 26 年 9 月 22 日（月）9 時 30 分～ 羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センター
（受付： 9 時 00 分～） （羽茂で説明後、小木Ｂ＆Ｇ海洋
センターに移動します）

11．質問
質問は、公募説明会に参加した後、別紙様式７の質問票により平成 26 年 10 月 6 日（月）
までに財務課庁舎整備室管財係へ提出ください。ただし、説明会に参加されていない団体
の質問は受付けません。
質問及び回答内容は閲覧方式により公開いたします。ただし、事業提案に関する質疑応
答は個別に対応の上、非公開としますので、別途お問い合わせください。
12．提出期限等
佐渡市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第４条の規定
に基づく必要書類を、次の期限までに提出してください。
(1) 提出期限 平成 26 年 10 月 14 日（火）午後 5 時 30 分まで
(2) 提出方法 持参または郵送（郵送の場合は平成 26 年 10 月 14 日（火）必着）
(3) 提 出 先 財務課庁舎整備室管財係
(4) 提出部数 提出書類一覧のとおり
(5) そ の 他 提出された書類は返却いたしません。
審査における透明性の確保から収支計画書は封かんし、申請団体名を記
入のうえ他申請書類とあわせて提出ください。
■提出書類一覧
№

提出書類

主な記載内容

１ 指定申請書

２

３

定款又は寄付行為の写
し及び登記簿謄本
団体の代表者及び構成
員を確認できる書類及

様式

部数

様式第１号

正１副１

任意

正１副１

任意

正１副１

法人の場合
応募申込前 3 ヵ月以内に発
行された登記簿謄本
法人以外の場合
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び会員規則
４ 事業計画書

別紙様式１
別紙様式

５ 収支計画書

２～４

正１副 10
正１副１

直近 3 ヵ年分の写し
市税（市民税、固定資産税）
が課されていない者で市
外に主たる事務所又は事
６ 納税証明書

業所を有するものにあっ

－

正１副１

任意

正１副１

別紙様式５

正１副 10

任意

正１副１

ては、主たる事務所又は事
業所の所在地の市町村税）
について未納がないこと
の証明書
直近 3 事業年度の決算期の
貸借対照表及び損益計算
７ 財務諸表

書及び現事業年度若しく
は翌事業年度の収支予算
書又はこれらに相当する
書類

８

団体の概要及び活動概
要を示した書類
仕様等で定められた免

９ 許や資格等を有するこ 免許証等の写し
とを証明する書類
13．選定方法

選定委員会において、書類及び申請者によるプレゼンテーションの内容を審議し、市
長等に審議の結果を答申します。この、選定委員会の答申を基に、市長等が指定管理者
の候補者を選定します。
プレゼンテーションは施設規模や管理業務の内容により省略する場合もあります。ま
た、プレゼンテーションの日程等については、申請者に対し別途通知します。
14．審議項目
選定委員会では、次に掲げる審議項目に基づき総合的に評価し、最も適当と認める団
体を選定するものとします。
（１）公共的役割の理解と活動意欲
ア）管理運営にふさわしい団体の理念・経営方針を持っているか。
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イ）地域づくりの先導的役割としての機能が発揮できる団体であるか。
ウ）施設の管理運営に対する熱意が見られるか。
エ）地域との協働による相乗効果を考慮しているか。
オ）行政にはない民間の強みを発揮した計画であるか。
（２）募集要項、仕様書等の理解
ア）施設の設置目的を理解した計画であるか。
イ）施設に関連した市の計画と整合性が図られているか。
ウ）提案の内容が実効性のある計画であるか。
エ）関係法令を理解しているか。
（３）施設の目的や機能の理解、周辺環境への配慮
ア）施設機能を活かした自主事業が計画されているか。
イ）環境に配慮（省資源、省エネルギー化）した工夫がされているか。
ウ）他施設との連携が図られているか。
エ）施設の機能を理解しているか。
（４）管理における的確性の確保
ア）同種の施設運営の実績があるか。
イ）団体の経営基盤は安定しているか。
ウ）団体の経営品質は確立されているか（プライバシーマーク・ＩＳＯ等の取得）
エ）社会的信用が失われていないか。（事故や事件等の履歴）
オ）市内に活動の拠点となる事務所等を有しているか。
（５）安定した運営体制の確立
ア）適正な数の職員が配置されているか。
イ）施設の管理責任者が施設に配置されているか。
ウ）業務に関する十分な知識を持っているか。
エ）必要な資格や技術を有しているか。
オ）業務委託など、役割分担を明確に定めているか。
カ）施設内に業務責任者が常駐しているか。
キ）研修等、職員の能力開発の工夫がされているか。
ク）管理担当者の自己啓発が計画されているか。
ケ）人員不足の場合の対応計画があるか。
コ）地域雇用に配慮しているか。
サ）高齢者や障がい者の雇用に配慮しているか。
（６）利用者の安全確保
ア）市との連絡系統が整備されているか。
イ）施設管理に関する情報管理について計画があるか。
ウ）個人情報保護の体制が整っているか。
エ）防災対策が計画されているか。
オ）事故、緊急時の対応が考えられているか。
カ）安全衛生管理についての具体的な対策（マニュアルやチェックリストの作成
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や保管）がなされているか。
（７）適正な維持管理の対応
ア）施設の長寿命化の工夫がされているか。
イ）日中や夜間の警備体制の計画はあるか。
ウ）備品管理や購入の計画が立てられているか。
エ）施設管理マニュアルの作成や保管について計画があるか。
（８）目標設定、実行管理、見直しの実施
ア）業務改善が提案され、具体的な対応策が計画されているか。
イ）指定期間における年度別計画が立てられているか。
ウ）事業の実施スケジュールなどが立てられているか。
エ）業務の効率化についての工夫がされているか。
オ）目標が無理なく立てられているか。
カ）活動実績の自己点検（日報の作成等）を行う計画があるか。
（９）利用における平等性の確保
ア）利用者の意見や要望を把握し、運営に反映させる工夫がされているか。
イ）高齢者等が利用しやすい工夫がされているか。
（10）情報提供の確立
ア）機関紙やホームページの作成の計画はあるか。
イ）情報公開（請求）に対する対策があるか。
ウ）施設利用に対する情報提供の工夫がされているか。
（11）サービスの品質・メニューの向上
ア）利用における利便性の向上についての工夫がされているか。
イ）利用者用の使用手引きの作成について計画があるか。
ウ）自主事業に偏りがないか。
エ）今までにない新しいサービスが計画されているか。
オ）運営日時は適正か
（12）収支計画の妥当性
ア）積算根拠が明確に示されているか。
イ）利用料金の設定は妥当か。
ウ）個別の積算根拠となる単価は適当か。
エ）物価変動など経済情勢や社会情勢を考慮しているか。
オ）利用者の増加による収入増が見込まれているか。
カ）事業活動に対する収支バランスは適当か。
キ）費用対効果が期待できるものか。
（13）経費の節減
ア）人件費の適正化が図られているか。
イ）コスト削減の具体的な提案がされているか。
（14）指定管理料の提案額
ア）経費削減が見込まれ、従来経費よりも低額な管理料であるか。
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15．選定結果の通知及び公表
選定結果及び選定委員会の審議結果は、申請者全員に通知するとともに、選定の透明
性と客観性を図ることを目的に次の内容を公表します。
(1) 公の施設の名称
(2) 指定管理者の候補者に選定された団体名及び所在
(3) 選定経過（募集期間、説明会日時、選定委員会開催日時等）
(4) 選定を行った選定委員会の部会名
(5) 選定基準
(6) 審査における評点（選定委員名及び団体名は非公開）
(7) 選定理由（高く評価されたポイントや提案の要旨等）
16．選定後の協議
指定管理者の候補者となった申請者は、市と協定の締結に向けた協議を行います。
17．申請及び候補の辞退
申請者及び候補者が申請及び候補を辞退する場合は、別紙様式８により辞退届を提出
してください。
18．指定管理者の指定
指定管理者の指定は議会の議決後に、指定についての告示、指定の通知及び協定の締
結により確定します。
19．申請手続に関する問い合わせ先
〒９５２－１２９２
佐渡市千種２３２番地 佐渡市財務課庁舎整備室管財係
電話 ０２５９－６３－３１１４ ＦＡＸ ０２５９－６３－５１２４
E-mail seibi@city.sado.niigata.jp
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