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Ⅰ 募集の趣旨                                     

 

旧宮床伊達家住宅は，宮床伊達家ゆかりの住宅を，貴重な遺産として保存伝承し，歴史に

対する理解と認識を高め，さらに地域の文化活動と歴史文化を素材にした観光の確立を図る

ため，設置したものである。 

一方で，平成１５年９月に施行された地方自治法の一部改正に伴い，民間の能力を活用す

ることによって，住民サービスの向上と経費の節減を図り，多様化する住民ニーズに効果的，

効率的に対応していくことを目的とした指定管理者制度が創設された。 

このことから，本町においても，施設管理及び事業の実施を効果的かつ効率的なものとし，

住民満足度の更なる向上を図り，もって施設の設置目的の達成に資するため，「大和町公の

施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」（以下「手続条例」という。）及び「大

和町旧宮床伊達家住宅の設置及び管理に関する条例」（以下「条例」という。）に基づき，

指定管理者を募集する。 

 

 

 

Ⅱ 施設の概要                                     

 

１ 名称及び施設の概要等 

(1)名称及び位置 

名  称 位  置 

旧宮床伊達家住宅 大和町宮床字下小路 64番地 

(2)施設の概要 

旧宮床伊達家住宅（平成１０年復元） 

木造平屋建 茅葺寄棟（両妻かぶと）造り 

  同 水屋 

   木造平屋建 瓦葺 

 

２ 施設の規模等 

旧宮床伊達家住宅 建築面積 119.23㎡  延べ床面積 103.35㎡ 

同 水屋     建築面積  23.29㎡  延べ床面積  16.56㎡ 

 

３ 施設利用者の状況（平成 29年度実績） 

  3,151人 
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Ⅲ 管理運営の条件                                   

 

１ 管理運営方針 

指定管理者制度は，従来の公の施設の管理委託制度とは異なり，指定管理者が管理権限と

責任を有し，施設の管理を代行する制度であり，指定管理者には施設の適正な管理を確保し

つつ，住民サービスの質の向上を図っていくことが求められるものである。 

このことから，旧宮床伊達家住宅（以下「旧伊達家住宅」という。）の管理運営に当たって

は，設置目的を踏まえ，次に掲げる事項に留意しなければならない。 

(1) 関係法令，条例及び規則を遵守し，旧伊達家住宅の設置目的に沿った適正な管理運営を

行うこと。 

(2) 使用及び観覧者の平等な使用及び観覧を確保し，差別的な取扱いをしないこと。 

(3) 使用及び観覧者の意見，要望を適切に管理運営に反映し，サービスの向上に努めること。 

(4) 費用対効果の高い効率的・効果的な管理運営に努めること。 

(5) 使用及び観覧者が快適に施設等を使用又は観覧できるよう，施設の設備及び備品の維持

管理を適正に行うこと。 

(6) 環境配慮の推進に努めること。 

(7) その他，旧伊達家住宅の設置目的の達成に必要な業務を行うこと。 

 

２ 指定期間 

(1) 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間の予定としていますが，最

終的には議会の議決を経て確定されます。 

(2) 指定後であっても指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められる場合

には，その指定を取り消し，又は期間を定めて業務の一部又は全部の停止を命じること

があります。（地方自治法第２４４条の２第１１項） 

 

３ 指定管理者が行う業務 

(1) 指定管理者が行う旧伊達家住宅の管理の業務は，次のとおりです。（詳細は，旧宮床伊

達家住宅管理業務仕様書（以下「仕様書」という。）によります。） 

ア 旧伊達家住宅の維持管理に関すること。 

イ 旧伊達家住宅の使用承諾に関すること。 

ウ その他旧伊達家住宅の管理上，町長が必要と認めること。 

(2) 維持管理に関する業務は指定管理者が自ら行うことを原則としますが，部分的な業務に

ついては町の承諾を得て専門業者に再委託することができます。 

(3) 付帯業務 

使用料の徴収事務（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条の規定

に基づく徴収委託） 

 

４ 自主事業 

指定管理者においては，施設の設置目的を効果的に達成するため，施設を活用し自主事業

を実施することができます。なお，実施に当っては事前に町の承認が必要となります。 

(1) 自主事業とは，指定管理者が施設内においてイベントや物販などを開催し，施設の条例

で定める使用料以外の料金を入場者から徴収するなどして収入を得る事業をいいます。 
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(2) 自主事業の実施により収入を得た場合は，その収入は指定管理者に帰属します。なお，

自主事業に要する経費は指定管理料には含まれません。 

(3) 自主事業の可否は，施設の設置目的に照らして判断することとなりますが，設置目的を

踏まえて相応しくないと判断される事業は，実施を承認しない場合があります。 

(4) 自主事業が本来の業務に支障を与えていると判断されるときは，自主事業の改善又は中

止等を命ずる場合があります。 

(5) 事業計画で提案する自主事業の実施が認められない場合，申請そのものを辞退する可能

性がある団体は，必ずその旨を事業計画書に明記してください。 

 

５ 利用料金制 

施設の管理運営に当たっては，地方自治法第 244 条の２第８項の規定に基づく｢利用料金

制｣を採用します。利用料金（及び町からの委託費）は，指定管理者の収入となり，それが管

理費用となります。利用者の増減等に伴い収支差が生じた場合でも精算は行わないこととし

ます。 

 

６ 指定管理料 

(1) 町は，毎年度の予算の範囲内で施設の管理運営に必要な経費を指定管理料として支払い

ます。 

事業計画書における指定管理料（年度平均額）は，次の基準額以内とし，当該基準額を

超える提案は失格とします。なお，具体的な金額については事業計画書で提案された金額

に基づき，指定管理者と大和町が協議の上協定で定めることとなります。 

基準額２，６０４千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

  詳細は別紙のとおり 

(2) 指定管理料は，会計年度ごとに，指定管理者からの請求に基づいて分割して支払う予定

です。支払方法，回数等については指定管理者と大和町の協議で定めることとします。 

(3) 指定管理者は，施設の管理業務に関する経理と団体本来の業務に関する経理を区分する

とともに，施設に係る経費，収入は，専用の口座で管理していただくこととなります。 

 

７ 管理の基準等 

仕様書に定めるとおり。 
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Ⅳ 申請の手続き                                    

１ 応募資格 

指定管理者に応募する場合は次に掲げる要件を満たしていなければなりません。 

(1) 法人その他の団体であること（法人格の有無は問いませんが，個人では申請できません）。 

(2) 団体又はその代表者が次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 法律行為を行う能力を有しない者 

イ 破産者で復権を得ない者 

ウ 地方自治法施行令第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，大和町から一般競争入札の参加を制限されている者 

エ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により，大和町又は他の地方公共団体から

指定の取消しを受けたことがある者 

オ 国税及び地方税を滞納している者 

（3）４施設の管理に携わる１名以上の学芸員（もしくはこれに相当する知識、経験を有する者）

を有すること。 

２ 提出書類 

(1) 指定管理者指定申請書 

(2) 申請資格を有していることを証する書類 

応募資格の内容 区分 提出書類 

Ⅳ-１-(1) 法人の場合 定款，寄付行為 

  登記簿謄本 

 法人でない場合 定款，寄付行為，規約，会則その他これらに

類するもの，代表者の身分証明書 

Ⅳ-１-(2)のア，

イ，ウ，エ 

すべての団体 Ⅳ-１-(2)のア，イ，ウ，エに該当しない旨

の申立書 

Ⅳ-１-(2)のオ 納税義務がある場合 納税証明書（直近３年度分） 

・法人税，消費税及び地方諸費税については，

未納の額がないことの証明書（国税通則法

施行規則別紙 9号書式その 3の 3） 

・県税（法人事業税，法人県民税）に係る納

税証明書 

・町税にかかる納税証明書 

 納税義務がない場合 納税義務がない旨を記載した申立書 

(3) 施設管理に関する事業計画書 

(4) 管理に係る収支計画書 

(5) 経営状況を示す書類（直近３年度分） 

ア 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類 

イ 財産目録，事業報告書 

ウ 現事業年度の団体の事業計画書及び収支計算書 

(6) 役員名簿及び略歴を記載した書類 

(7) 団体の組織及び運営に関する事項を記載した書類（団体の組織図や業務執行体制が分か

るもの及び就業規則又はこれらに類するもの） 
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３ 質問事項の受付 

(1) 質問方法 平成３０年１０月１日（月）８時３０分～１０月１９日（金）１７時３０分

までに別紙質問書に記入の上，下記の連絡先に提出してください（ＦＡＸでの提出も可）。 

(2) 回答方法 質問書を受理してから，概ね３日程度で回答します。回答は，情報共有を図

るため，町のホームページ上にも随時掲載します。（質問がある程度まとまった段階で，

掲載する予定） 

大和町ホームページアドレス http://www.town.taiwa.miyagi.jp/ 

 

４ 申請書等の提出 

(1) 提出期間 平成３０年１０月１日（月）から平成３０年１０月３１日（水）まで。ただ

し，土，日，祝日は除く。 

(2) 提出方法 下記提出先まで持参又は郵送してください。なお，郵送の場合は平成３０年

１０月３１日（水）１７時１５分必着とします。 

(3) 提出部数 １５部 

 

５ 連絡先及び提出先 

黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目１番地の１  大和町生涯学習課 

TEL：022-345-7508／FAX：022-344-3755 

 

６ 留意事項 

(1) 町が必要と認める場合は追加資料を求めることがあります。 

(2) 事業計画書等の著作権は，団体に帰属します。ただし，町は指定管理者の決定の公表等

に必要な場合は，当該事業計画書等の内容を無償で使用できるものとします。なお，提出

された書類は，理由の如何を問わず返却いたしません。 

(3) 申請に関する経費は，すべて申請者の負担とします。 

(4) 申請を辞退する場合は辞退届を提出してください。（様式は自由） 

(5) 町の業務の必要により，応募の事実に係る情報を町の機関において利用する場合があり

ます。 
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Ⅴ 指定管理者の候補者の選定                             

 

１ 選定方法 

(1) 大和町指定管理者候補者選定委員会において，提出された事業計画書等の内容の審査及

びヒアリングにより，最も評価が高い申請者を指定管理者の候補者として選定します。 

(2) ヒアリングは，平成３０年１１月上旬を予定しています。実施日時等は別途通知いたし

ます。 

(3) 審査の結果は，平成３０年１１月中旬に書面で通知する予定です。 

 

２ 選定基準 

  審査は次に掲げる項目により行います。 

選定項目 審査内容 

平等性  

【管理運営の体制，利用者の平等な利用及び，サービスの向上】 

町の管理方針に沿い，利用者にとって，平等な施設の利用の確

保に努め，また，サービスの向上のための工夫が図られている

こと。  

有効性  

【施設の効用の最大限の発揮】  

利用者の増加を図るための事業提案や取組み内容が適切であ

り，施設の設置趣旨を理解し，それを発揮する管理運営が図ら

れていること。  

経済性 

【施設の効用の最大限の発揮】 

利用者の増加を図るための事業提案や取組み内容が適切であり，施設の設

置趣旨を理解し，それを発揮する管理運営が図られていること。 

安定性  

【施設の管理を安定して行う能力】 

収支計画が適正であり，安定的な運営が可能となる人的能力と経理的基盤

が確保されている等，団体の財務状況等が健全で，また，事故等に対応で

きる体制が図られていること。 

その他  
【その他，町長が別に定める事項】 

環境配慮の推進が図られていること。 

 

３ 選定審査対象からの除外 

申請者が次のいずれかに該当した場合は，当該申請を選定審査の対象から除外します。 

(1) 選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合 

(2) 提出書類に虚偽又は不正があった場合 

(3) この要項に違反又は著しく逸脱した場合 

(4) 提出書類の提出期限を経過して提出書類が提出された場合 

(5) この募集について複数の申請を行い，又は複数の事業計画書を提出した場合 

(6) 最初の申請書類提出後に内容を大幅に変更した場合 

(7) その他不正行為があった場合 
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Ⅵ 指定管理者の指定及び協定の締結                           

 

１ 指定管理者の指定 

指定管理者の候補者は，平成３０年１２月の議会定例会議（予定）の議決を経て，指定管

理者に指定されます。 

 

２ 協定の締結 

議会の議決後に，業務内容に関する細目的事項，町が支払う指定管理料に関する事項，管

理の基準等に関する細目的事項等については，指定管理者と町との間で協定を締結すること

となります。 

なお，協定は，指定期間を通じた基本的な事項を定めた「基本協定」と，年度ごとの事業

実施に関する事項を定めた「年度協定」となります。 

 

３ 基本協定について 

  協定の内容については，下記の事項を予定しています。 

（１）指定期間（平成 31年 4月 1日から平成 36年 3月 31日まで） 

（２）管理運営に要する経費の額及び支払方法について 

（３）使用許可，利用の制限について 

（４）利用料金，減免の取扱いについて 

（５）情報公開・個人情報の保護について 

（６）開館時間及び休館日について 

（７）指定の取り消し等について 

（８）指定管理者と町の責任分担について 

（９）損害賠償及び原状回復について 

（10）事業計画書，事業報告書について 

（11）事業の引継について 

（12）その他必要となる事項について 

 

４ 年度協定について 

  協定の内容については，下記の事項を予定しています。 

（１）当該年度の事業実施に関する事項 

   当該年度の事業実施の際に必要な事項について，協議の上，取り決めます。 

（２）管理運営に要する経費 

   管理運営に要する経費は，指定管理者と協定を締結した後，年間４回に分割して支払い 

  ます。なお，支払方法は口座振込みとし，管理運営に要する経費には，消費税相当額を含 

  みます。 

（３）事業報告について 

   連絡調整の体制や随時の事業報告，立ち入り調査等について，協議の上，取り決めます。 

   毎年度事業終了後 30日以内又は大和町長等が必要と認めるときに，指定管理者は事業報 

  告書等を提出することになります。 
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５ その他 

指定管理者が協定の締結までに次のいずれかに該当するときは，町は指定を取り消し，協

定を締結しない場合があります。 

(1) 指定管理者の経営状況の急激な悪化等により，指定管理者としての事業の履行が確実で

ないと認められるとき。 

(2) 著しく社会的な信用を損なう等により，指定管理者としてふさわしくないと認められる

とき。 
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Ⅶ 添付資料・様式等                                  

 

この募集要項の添付資料，様式等は，次のとおりです。 

指定管理業務仕様書 

 

「旧宮床伊達家住宅管理業務仕様書」のとおり 

・本文 

・別紙１ 施設運営管理業務一覧表 

・別紙２ 施設使用許可業務一覧表 

・別紙３ 施設管理業務仕様一覧表 

・別紙４ 備品一覧表 

申請書，資料 ４施設一括申請書等 

・様式第１号 指定申請書 

・様式第２号 申立書 

・様式第３号 グループ構成員表 

・様式第４号 質問票 

・様式第５号 事業計画書 

条例その他の資料 大和町旧宮床伊達家住宅の設置及び管理に関する条例 

大和町旧宮床伊達家住宅の設置及び管理に関する条例施行規

則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


