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Ⅰ．募集の目的 

町民のスポーツ・レクリエーションの振興を図り、心身の健全な発達に寄与するため設

置している本町体育施設について、より一層の利用者サービスの向上や効率的な施設運営

を図る目的として地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び大和

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（平成１７年条例第３４号）第２

条の規定により、指定管理者制度を導入するために公共体育施設の管理者として社会的責

任を十分果たすことのできる指定管理者を募集します。 

 

Ⅱ．管理運営業務に関する事項 

１．対象施設 

（１）名称・所在位置 

名  称 所 在 地 

大和町総合運動公園 

宮城県黒川郡大和町宮床字松倉 92番地 
 大和町総合体育館 

 大和町陸上競技場 

 運動公園テニスコート 

 運動公園多目的広場 

大和町武道館 宮城県黒川郡大和町吉岡字町裏 32番地 

大和町体育センター 

※事務室の管理は除く 
宮城県黒川郡大和町吉岡字古館 25番地の 1 

仙台北部中央公園 宮城県黒川郡大和町落合松坂平 2丁目地内 

 ダイナヒルズ野球場 宮城県黒川郡大和町落合松坂平 2丁目 11番地の 19 

 ダイナヒルズテニスコート 
宮城県黒川郡大和町落合松坂平 2丁目 1番地の 5 

 ダイナヒルズ多目的広場 

 

（２）宮城県自転車競技場の管理運営について 

大和町総合運動公園地内に所在する、（公財）宮城県スポーツ協会（以下「協会」と

いう。）所有の宮城県自転車競技場の管理運営業務については、上記体育施設の指定管

理者が決定後、町と協会と指定管理者の３団体において別に協議いたします。 

 

２．対象施設の規模等 

別紙資料１「大和町体育施設概要一覧表」のとおり 

 

３．管理の基準 

（１）休業日 

   ①12月 28日から翌年の 1月 4日まで 

   ②大和町総合運動公園は、毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和 23年法

律第 178号)に規定する休日に当たるときは，その翌日)とします。 

   ③仙台北部中央公園は、11月から 3月まで冬季休業とします。（ダイナヒルズ多目的広

場は、芝の養生のため 5月まで休業） 

   ④指定管理者の提案により、教育委員会が認めるときは､休業日を変更，又は別に休業

日を定めることができます。 

   ⑤施設の安全管理上必要と判断した場合は、教育委員会が認めるときは､臨時休業にす

ることができます。 
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（２）供用時間 

施 設 名 供用時間 

大和町総合運動公園  

 大和町総合体育館 9時から 21時 30分まで 

 大和町陸上競技場 9時から 17時まで 

 運動公園テニスコート 9時から 17時まで 

 運動公園多目的広場 9時から 17時まで 

大和町体育センター 9時から 21時 30分まで 

大和町武道館 9時から 21時 30分まで 

仙台北部中央公園  

 ダイナヒルズ野球場 9時から 17時まで 

 ダイナヒルズテニスコート 9時から 21時 30分まで 

 ダイナヒルズ多目的広場 9時から 21時 30分まで 

 指定管理者の提案により、教育委員会が認めるときは、供用時間を延長することができます。 

 

（３）施設等の利用の許可等 

指定管理者は、施設等の利用の許可、不許可及び許可の取消し等を行うものとします。 

なお、利用の許可等の処分を行う場合、大和町行政手続条例が適用され、指定管理者

はその範囲において行政庁として同条例に規定する責務を負うものとします。 

（４）個人情報の保護及び情報公開における指定管理者の責務 

①個人情報の保護（大和町個人情報保護条例） 

指定管理者は、個人情報の漏えいを防ぐとともに、その他個人情報の適正な管理の

ために必要な措置を講じなければなりません。指定管理者に係る公の施設の管理事務

に従事している者若しくは従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を

みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなりません。正当な理由なく､

又は不正な利益を図る目的で個人情報を提供し､又は盗用したときは罰則が科せられ

ます。 

②情報公開 

指定管理者は、公の施設の管理に関する情報の公開を行うために必要な措置を講ず

るよう努めるものとします。 

なお、情報公開に関する事項を協定書に記載するとともに、指定管理者に情報公開

に関するマニュアルの作成を義務付けることとします。 

（５）関係法令等の遵守 

当該施設を運営するに当たっては、次に掲げる法令等の内容を理解し、遵守するもの

とします。 

①地方自治法（昭和 22年法律第 67号） 

   ②労働基準法（昭和 22年法律第 49号） 

   ③スポーツ基本法（平成 23年法律第 78 号） 

   ④大和町体育施設条例（平成 26年大和町条例第 2号）、大和町体育施設管理規則（平成

26年大和町教委規則第 5号） 

   ⑤大和町都市公園条例（平成 17年大和町条例第 50号）、大和町都市公園条例施行規則

（平成 17年大和町規則第 39号） 

    ⑥大和町個人情報保護条例（平成 17年大和町条例第 3号） 

    ⑦大和町情報公開条例（平成 10年大和町条例第 26号） 
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    ⑧大和町暴力団排除条例（平成 25年大和町条例第 6号） 

 

    ⑨大和町暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例（平成 21年大和町

条例第 29号） 

    ⑩施設維持、設備保守点検に関する関係法令 

    ⑪その他関係法令等 

 

４．指定期間 

令和 2年 4月 1日から令和 7年 3月 31日まで（５年間） 

 

５．管理運営に関する基本的な考え方 

（１）本施設は、スポーツ、レクリエーションその他社会教育の振興を図り、住民の心身の健

全な発達に寄与することを目的に設置したものです。この設置目的を最大限に実現する

ことを目指し､適切な管理運営に努めるとともに施設の利用に際しては平等かつ公平な

取扱いを行い、公の施設としてふさわしい施設運営を行うものとします｡ 

（２）本施設を、地域スポーツ活動の拠点と位置づけ、地域住民がいつでも気軽に運動、スポ

ーツに親しめるよう、適切な場と機会を提供するとともに、自主的なスポーツ活動を推

進・支援し、地域団体、社会体育団体等との連携を取りながら施設運営を行うものとし

ます。 

（３）将来にわたり、安全で快適な施設として継続していくために、必要かつ適正な人員配置

及び維持管理を行うものとします。施設や設備、備品等については、清潔かつその機能

を正常に保持し、施設利用者の安全で快適な利用を図るように適正な維持管理を行い、

必要な保守点検を行うものとします。 

（４）多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応できるよう創意工夫の上、質の高

いサービスの提供に努め、利用者へのサービス向上を図るとともに経費削減等の効率的

な管理運営に努めるものとします。 

 

６．指定管理者が行う業務の概要 

  指定管理者が行う業務は、次のとおりとします。詳細については、別紙資料２「大和町体

育施設指定管理業務等仕様書」のとおりとなります。 

 

（１）施設の管理・運営に関する業務 

①利用受付・許可等業務 

②トレーニングルーム指導業務 

③スポーツ関連資料等の情報の収集提供 

④施設利用者に対するサービス提供事業 

（２）施設、附属設備及び備品の維持管理業務 

①施設・設備の保守点検管理業務 

②備品の管理業務 

（３）スポーツ振興事業に関する業務 

①一般供用事業  

②スポーツ教室・大会等の事業 

自主的・継続的な地域スポーツ活動を推進するため、大和町として実施することがふ

さわしい各種スポーツ事業を企画、立案及び実施するものとします。 

（初心者対象事業、子どもの体力向上事業、高齢者・障害者対象事業、町内スポーツ関

係団体との協働事業等） 

 また、スポーツ・レクリエーションの普及振興を図り、町民の心身の健全な発達と福

祉増進に繋がる事業展開に努めるものとします。併せて、スポーツ振興事業の拡充によ

り、体育施設の利用拡充に努めるものとします。 

（４）任意団体育成に関する業務 

①大和町スポーツ協会の事務局に関する業務 

②大和町スポーツ少年団の事務局に関する業務 
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（５）その他 

①教育委員会への各種計画書・報告書等の提出 

事業計画書、収支予算書、月次報告書、年度報告書、事故報告書等 

②町等関係機関との連絡調整業務  

③町や他の行政機関等からの調査に対する回答 

④町実施事業への協力 

⑤モニタリングに関する業務 

⑥指定期間終了に当たっての業務の引継ぎ･ 

⑦その他「別紙資料２「大和町体育施設指定管理業務等仕様書」」で規定する業務 

（６）自主事業（町が支払う経費に含まない業務） 

 

７．業務の第三者への委託 

施設の管理運営に係る業務や、包括的な業務の再委託はできません。ただし、施設の維

持管理に係る業務や特殊な業務については、教育委員会の承認のもと再委託できるものと

します。 

 

８．管理運営に要する経費 

会計年度 

   管理運営に係る会計年度は、4月 1日から翌年 3月 31日までとします 

 

９．指定管理料の基準額 

指定管理者は、施設の利用料金収入と町からの指定管理料及びその他の収入をもって施

設の管理運営を行なうものとします。 

指定管理料については、これまでの実績を基にして、年間の管理運営経費から利用料金を

差引いて算出し、一定の基準額を設定しています。この基準額を上回る場合は失格となり

ます。 

指定管理料の基準額は、年額 75,000,000 円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

    なお、指定管理者が実施する自主事業に係る経費及び収入は、指定管理料の対象外とな

ります。 

 

10．利用料金制度の採用 

    地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の 2第 8項に定める利用料金制度を採用

し、施設の利用に係る料金は、指定管理者の収入とします。 

（１）利用料金 

①利用料金の額 

    利用料金の額は、大和町体育施設条例及び大和町都市公園条例で定めるものとします。 

②利用料金の収入年度 

     利用料金の収入年度は、施設等の利用日の属する年度とします。 

③利用料金の減額又は免除 

指定管理者は、大和町体育施設管理規則第 11条及び大和町都市公園条例施行規則第

9条に該当する場合は、利用料金の減額又は免除を行うものとします。また、指定管

理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の減額又は免除を行うことがで

きるものとします。 

④利用料金の還付 

指定管理者は、既納の利用料金を還付しないものとします。ただし、次の事項のいず

れかに該当する場合には全部又は一部を還付するものとします。 

ア 利用日の 10日前までに利用の取消しの申し出があったとき。 

イ 天候、災害、その他の事故又は施設側に特別の理由があると認められる場合で、

施設の提供ができなくなったとき。 

     ウ 上記のほか、正当な理由があるとき、その他特に必要があると認めるときは、既

納の利用料金の全部又は一部を還付することができるものとします 
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（２）スポーツ振興事業における教室等の事業収入 

スポーツ振興事業に伴う収入は、指定管理者の収入となります。 

（３）自主事業収入 

指定管理者が提案により実施する事業（自主事業）に伴う収入は、指定管理者の収入

となります。（設置目的に反しないものに限ります｡） 

①教室・大会等の事業収入 

②物販等の事業収入 

    ③飲食等の収入 

    ④複写機等の収入 

    ⑤その他の収入 

 

11．支出 

（１）管理運営経費 

指定管理者が負担する経費は、原則として指定管理者が行う維持管理・運営業務に伴

う経費、外部委託したときの委託料等の経費、その他管理運営に必要な全ての経費を含

みます。 

①人件費 

    ②事務費 

    ③光熱水費・燃料費 

    ④設備・機器等の保守管理費、清掃費 

⑤修繕費 

修繕費は、収支計画で 500万円（1年間）と想定し積算してください。年度内で残

高が生じた場合は、精算していただきます。 

ア 原則として、1件 130万円未満のものは、指定管理者が実施するものとします。 

130万円以上のものは、教育委員会が協議の上、実施するものとします。 

イ 130万円未満であっても、施設設立時からの瑕疵等の場合は「修繕依頼書」を教

育委員会に提出し判断を仰ぐものとします。 

ウ 130万円以上であっても、教育委員会が見積りを取り直した結果、130万円未満

となった場合は、指定管理者が実施するものとします。 

エ 指定管理者が実施する修繕・工事等にあたって、設計や構造に関わる修繕・工事

等については、事前に教育委員会と協議を行うものとします。 

オ その他、この定めにない修繕・工事等が発生した場合は、教育委員会と協議のう

え決定するものとします。  

⑥賃借料 

 

（２）備品等について 

町の所有に属する備品等については、無償で貸与するものとします。 

    なお、指定管理者は、自己の負担において、新たな備品を購入又は調達できることとし

ます。その場合は、あらかじめ町と協議をし、承認を得ることとします。 

 

12．経理と管理口座 

    指定管理者の業務に関する経費及び収入は、指定管理業務以外の業務に係るものと区分

して経理し、現金は金融機関に専用の口座を設けて管理するものとします。 
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Ⅲ．募集に関する事項 

１．公募選定のスケジュール 

  公募及び選定のスケジュールは、以下のとおりとします。 

 

内  容 日  時 

募集要項の配布 令和元年 10月 1日（火）～令和元年 10月 15日（火） 

募集説明会参加申込受付 令和元年 10月 1日（火）～令和元年 10月 15日（火） 

募集説明会 令和元年 10月 16日（水） 

募集に関する質問の受付 令和元年 10月 1日（火）～令和元年 10月 17日（木） 

募集に関する質問への回答 令和元年 10月 24日（木） 

応募書類の受付 令和元年 10月 25日（金）～令和元年 11月 1日（金） 

審査・評価（書類審査・面接審査） 令和元年 11月上旬 

指定管理者候補者の決定 令和元年 11月中旬 

指定管理者指定の議案提出・審査 令和元年 12月上旬 

指定管理者決定の通知、告示 令和元年 12月下旬 

基本協定及び令和元年度協定の締結 令和 2年 3月 

指定管理者による業務開始 令和 2年 4月 1日（水） 

 

※ 大和町議会が指定管理者の指定の議決を行わなかった場合又は否決した場合においても、町 

は、応募者が応募に関して負担した費用(候補者となった後の準備行為に関する費用を含む)

は、一切補償しません。 
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２．応募資格 

応募者は、スポーツ施設における管理運営業務の実績を有し、当該施設の管理運営業務

を円滑に遂行することができる団体であることとし、（法人格の有無は問いませんが、個

人及び複数の団体の連合体（コンソーシアム）での応募はできません｡）次の応募条件を

満たしていることとします。 

 

（１）会社更生法（平成 14年法律第 154号）、民事再生法（平成 11年法律第 225号）等に基

づき更正又は再生手続きを行っていない団体 

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167条の 4（一般競争入札の参加者の資

格）の規定に該当しない団体 

（３）大和町公の施設の指定管理者制度運用取扱要綱第 14条による指定の取り消し事由に該

当していない団体 

（４）法人税、法人に係る県及び市町村民税、消費税及び地方消費税を滞納していない団体 

（５）指定管理者になろうとする団体等及びその役員若しくは使用人が、暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律第２条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益とな

る活動を行う団体等ではないこと 

（６）応募時点において、宮城県内で公のスポーツ施設における指定管理運営業務の実績があ

ること（PFI・直営施設等は不可） 

 

３．応募手順 

（１）募集要項等の配布 

令和元年 10月 1日（火）～令和元年 10月 15日（火） 

大和町公式ホームページで公開しますので、ダウンロードしてください。 

（URL http://www.town.taiwa.miyagi.jp/） 

（２）説明会の実施 

募集要項に関する説明及び現場の状況等についての説明会を実施します。応募を予定

している団体は、必ず参加することとします。参加人数は各団体とも２名以内としま

す。 

なお、募集要項は、各自で持参してください。 

①開催日時 令和元年 10月 16日（水）午後 1時 30分より 

②場  所 大和町総合体育館 研修室（黒川郡大和町宮床字松倉 92） 

③参加申込 令和元年 10月 15日（火）午後 3時までに、募集説明会参加申込書を 

FAX で 022（345）3755まで送付してください。 

（３）質問の受付及び回答 

    応募を予定している団体から募集要項等の内容に関する質問を受け付けます。 

①受付期間 令和元年 10月 1日（火）～令和元年 10月 17日（木） 

    ②提出方法 質問書（様式１）に記入のうえ、下記のアドレスあて、電子メールに添付

して送付してください。 

電子メールアドレス syakyo@town.taiwa.miyagi.jp 

 

送信メールのタイトルは次の「 」内の通りとする。（「 」は不要｡） 

○○は質問される団体名を入れてください。 

「大和町体育施設指定管理：募集要項質問（○○）」 

これと異なるタイトルによる提出は受け付けません。また、そのことに

よる不利益について、町は一切責任を負いません。 

 

③回  答 質問の回答は、10月 24日（木）下旬までに大和町役場公式ホームページに掲

載します。 

          なお、意見の表明と解されるもの等については回答しません。 

  

mailto:syakyo@town.taiwa.miyagi.jp
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４．応募書類 

（１）指定管理者指定申請書（様式１）原本 1 部・コピー1部 

印鑑証明書のある印鑑を押印すること 

（２）印鑑証明書（発行から 3ヶ月以内） 

（３）法人登記簿謄本（発行から 3ヶ月以内） 

（４）事業者に関する書類 

①団体の概要書（様式２）15部（原本 1 部・コピー14部） 

資本金、設立年月日、沿革、環境への配慮 

②定款、約款、寄付行為、規約 4部（原本１部・コピー3部） 

③団体の事業所名及び所在地一覧（任意）15部（原本 1部・コピー14部）  

④経営状況を説明する書類 15部（原本 1部 コピー14部） 

・前事業年度の収支（損益）計算書、又はこれに相当する書類 

・前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれに相当する書類 

（５）国税納付税納税証明書（申請月以内に発行されたもの） 原本 1部 

※本社所在地所管の税務署【税務申告を行っている税務署】が発行するもの 

（６）欠格条項に該当しない旨の申立書（様式３） 原本 1部 

（７）宮城県及び県内市町村から体育施設の指定管理者として指定を受けている申立書 

（指定書の写し等） 

（８）提案書 15部（原本 1部 コピー14部） 

事業計画書（様式４①－⑭） 

・応募にあたってアピールしたい点 

①指定管理業務の方針に関すること 

②危機管理に関すること 

③個人情報保護及び情報公開に関すること 

④施設及び設備の維持保全に関すること 

⑤利用者の増加を見込んだ創意工夫に関すること 

⑥利用者の平等の確保に関すること 

⑦自主事業に関すること 

⑧新たなサービス向上への取り組みに関すること 

⑨地域連携に関すること 

⑩業務実施体制と責任者の同種業務の実績 

⑪人員配置計画 

⑫人材育成のための手法に関すること 

⑬施設運営経費 

収支計画書（収入の部／支出の部） 

⑭施設運営管理の経験実績書 

（９）職員採用計画書（様式５） 

施設に配置する職員の内、大和町民等を新規採用する計画書 

（10）スポーツ団体等支援育成実績書（様式６） 

指定管理者実績のある当該市区町村内でスポーツ団体等と人事交流又は職員派遣やスポ

ーツ指導の資格の取得のための支援を行っている実績を記載した書面 

（大和町のスポーツ団体等に対する支援、育成に関する提案） 

（11）大和町スポーツ振興・普及等及び利用者への還元に対する提案（様式７） 

（12）提出方法等 

応募書類は、下記の提出先まで直接提出してください。 

郵送など、持参以外の方法によるものは受け付けません。 

     提出先 大和町教育委員会生涯学習課 スポーツ振興係 

     住 所 黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目１番地の１ 

     電 話 022-345-7508 

（13）受付期間 

令和元年 10月 25日（金）～令和元年 11 月 1日（金）午前９時から午後５時まで 
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（14）費用負担 

    応募に要する経費は、応募者の負担とします。 

（15）虚偽又は不正の禁止 

    応募書類に虚偽又は不正の記載あった場合は、失格とします。 

（16）事業計画書の内容変更 

    事業計画書の提出後は、内容を変更又は追加することはできません 

（17）応募の辞退 

    応募書類提出後に辞退する場合は、書面にて辞退届（様式は自由）を提出することとし

ます。 

（18）応募書類の取り扱い 

    ア 応募書類は、理由を問わず返却いたしません。 

    イ 応募書類の著作権は、応募団体に帰属します。ただし、指定管理者に選定された応

募団体の応募書類については、教育委員会が指定管理者制度導入による施設の管理

内容を公表する場合及びその他必要と認める場合には、その一部又は全部を無償で

使用できるものとします。 

 

Ⅳ．審査・選定に関する事項 

指定管理者の選定に当たっては、外部委員を含めた「大和町公の施設にかかる指定管理者

候補者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）が、応募書類及びヒアリングによる「大和

町体育施設指定管理者選定基準」（以下「選定基準」という。）に基づき審査を行います｡ 

なお、選定委員会の審査及びヒアリングは､すべて非公開で行いますが、選定結果について

はホームページで公表いたします。 

 

１. 審査方法 

（１）資格審査 

申請団体から提出された応募書類について所管課が確認し、「Ⅲ2.応募資格」の条件を満

たしているかを確認し、資格が無いと認められる場合には失格等の通知をします。 

また、応募者多数の場合は、書類審査で 1次選考を行う場合があります。 

 

（２）書類審査 

審査の対象と認められた団体を対象として、応募書類の提案内容等について選定委員会が

評価を行います。 

 

（３）面接審査 

申請者から提案内容のプレゼンテーション（30分以内）を実施し、その後、選定委員会

委員からの質疑（30分程度）による面接を行います。 

面接審査には、法人代表者及び施設長予定者に対して選定委員会が面接を行います。 

① プレゼンテーションの形式は自由としますが、新たな追加資料の配布は認めません。 

② プレゼンテーションは、法人関係者自らが行うものとします。（外部委託は不可） 

③ プレゼンテーションに必要な機材等がある場合は、申請者が全て用意するものとし、そ

の場合は準備、撤去も含め、全て制限時間内で行うものとします。 

 

（４）候補者選定   

書類審査、面接審査により選定委員会委員は審査基準に基づき、総合評価の判断基準とし

て点数制を採用し、評価点、要素点、実績評価点の採点評価を行い、選定委員会委員の総得

点を集計した平均値が最も高い団体を指定管理者の候補者として選定します。 

ただし、審査した団体全てにおいて集計した平均値が８０点以下の場合は適格者なしと

する場合があります。 

また、評価点と要素点の合計点数が高く、かつ、その合計点数の平均値の差が５点以内の

団体が２以上ある場合は該当団体を選定委員会で協議して、１つの団体を候補者として選

定します。 
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（５）選定結果   

選定委員会の審査結果に基づき、教育委員会は指定管理者の候補者を決定し、その結

果について審査の対象となった全団体に通知します。 

 

（６）協定の締結 

候補者決定後に、大和町議会の議決を経て、指定管理者の指定を行います。 

議会における指定議決があった場合、指定管理者は、大和町教育委員会と細目につい

て改めて協議を行い、指定管理者の指定に関して必要な協定を締結します。 

 

２．審査基準 

（１）評価点 

事業計画の内容と事業計画の実施に要する費用（収支計画）・効果及び施設管理能力を 

総合的に評価します。 

 

（２）要素点 

加点方式とし、以下の要素について評価します。 

 

①大和町民等の施設職員の採用計画について、大和町民等の採用計画がある。 

※大和町民等とは 

・大和町に住民登録のある者 

・採用後大和町に住民登録をする者 

・その他、採用予定者の令和元年９月１日時点での勤務地及び勤務職種、勤務経験実

績等で大和町在住者と同等と認められる者 

 

②地元スポーツ団体の支援育成 

スポーツ団体等と人事交流又は職員派遣やスポーツ指導の資格の取得のための支援を

行っている実績 

 

③大和町のスポーツ振興・普及と利用者への還元に対する提案。 

事業計画書の必須記述項目以外で特に魅力ある優れた提案があるかどうか 

 

  （３）実績評価点 

     現指定管理者が再度応募した場合に当該団体に対して適用するものであり、現指定管

理期間における管理運営状況を加点減点方式で評価します。 

 

３．審査における評価等 

審査における評価項目及び配点は次のとおりとします。 

なお、詳細な配点は選定基準の別表「審査基準」のとおりとします。 

 

（１）評価点（選考委員一人あたりの配点） 

評 価 項 目 配 点 

１．公の施設に求められることの認識 20点 

２．施設の効用の発揮 50点 

３．施設運営経費 20点 

４．人材の確保・育成 15点 

５．安定した運営管理能力 20点 

合   計 125点 
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○審査配点内訳  

  評価区分 評価点数 

特に優れている ５点 

やや優れている ４点 

標準的である ３点 

やや劣る ２点 

劣る １点 

 

 

（２）要素点 

項  目 配 点 

１．職員雇用計画 5点以内 

２．スポーツ団体等支援育成実績 5点以内 

３．大和町スポーツ振興・普及等及び利用者への還元に対する提案 5点以内 

  ○審査配点は該当する団体に対し 1～5点の加点をします。 

   

 
（３）実績評価点 

項  目 配 点 

１．実績評価点 +15～-10 

 
４．提案内容の評価項目 

（１）評価点 

１．公の施設に求められることの認識（20点） 

・指定管理業務の方針に関すること 

・危機管理に関すること 

・個人情報保護及び情報公開に関すること 

・利用者の要望への対応と利用者及び近隣住民からのクレーム対応に関すること 

・施設及び設備の維持保全に関すること 

・施設の安全及び衛生管理に関すること 

２．施設の効用の発揮（50点） 

・利用者数等の拡大に関すること 

・バランスのとれた利用の確保に関すること 

・自主事業に関すること 

・新たなサービス向上への取り組みに関すること 

・地域連携に関すること 

３．施設運営経費（20点） 

・必要指定管理料の金額に関すること 

・収支計画に関すること 

４．人材の確保・育成（15点） 

・業務実施体制と責任者の同種業務の実績 

・人員配置計画 

・研修に関すること 

５．安定した運営管理能力（20点） 

・施設経営能力 

・施設の運営管理の経験実績 

 

（２）要素点 

１．職員雇用計画（5 点以内） 

 ・職員雇用計画において町内在住者が含まれていること 
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２．スポーツ団体等支援育成実績（5点以内） 

・スポーツ団体等と人事交流又は職員派遣やスポーツ指導の資格の取得のための支援を行っ

ている実績 

３．大和町スポーツ振興・普及等及び利用者への還元に対する提案（5点以内） 

 ・事業計画書の必須記述項目以外で特に魅力ある優れた提案があるかどうか 

 

（３）実績評価点（+15～-10） 

・現指定管理期間における現指定管理者の管理運営状況に対する評価に応じて、加点又は減 

点。 

 

Ⅴ．協定の締結 

１．基本的な考え方 

    大和町議会の議決に基づき指定管理者を指定した場合、改めて、教育委員会と指定管理

者が業務に関する条件や要求水準（業務使用）について共通の認識を持つため、協議のう

え協定を締結することとします。協定は、指定管理期間を通じての基本的事項を定めた

「基本協定」と、年度毎の事項を定めた「年度協定」を締結します。 

   協定の発効は、指定管理期間の始期とします。 

 

２．協定が締結できない場合の措置等 

    指定管理者が協定の締結までに次に掲げる事項に該当したときは、その指定を取り消

し、協定を締結しないことがあります。なお、この場合においても、教育委員会は、応募

者が応募に関して負担した費用(候補者となった後の準備行為に関する費用を含む)は、一

切補償しません。 

（１）正当な理由なくして、協定の締結に応じないとき。 

（２）財務状況の悪化等により、管理運営業務の履行が確実でないと認められるとき。 

（３）著しく社会的信用を損なう行為等により、指定管理者としてふさわしくないと認められる

とき。 

（４）指定管理者としての応募資格を失ったとき又は欠格事項に該当したとき。 
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Ⅵ．町と指定管理者の責任分担 

 １．責任分担表（○は許可及び指示等） 

種 類 内   容 
負担者 

大和町 指定管理者 

物価・金利変動 物価・金利の変動に伴う経費の増加又は収入の減少  ○ 

税制・法令改正 

施設の管理に直接関係する制度改正等による経費増

加又は収入の減少 
協議事項 

上記以外の改正等による経費の増加又は収入の減少  ○ 

その他の制度変更 

指定管理者制度に直接関係する条例、規則等の改正

その他の制度変更等による経費の増加又は収入の減

少 

協議事項 

上記以外の条例、規則等の改正その他の制度変更等

による経費の増加又は収入の減少 
 ○ 

資金調達 
資金調達ができなくなったことによる管理業務の中

断等 
 ○ 

需要変動 需要変動による収入の減少  ○ 

業務内容の変更 

行政上の理由による業務内容の変更に伴う経費の増

加 
協議事項 

指定管理者の提案に基づく指定期間中途の業務内容

の変更に伴う経費の増加 
 ○ 

不可抗力 不可抗力に伴う事業の中断 協議事項 

施設の損壊等によ

る修繕、事業の中断 

指定管理者の管理瑕疵に基づく施設・設備の損傷に

伴う修繕費用等の増加及びそれに伴う事業の中断等 
 ○ 

指定管理者の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷

に伴う修繕費用等で１件１０万円未満 

（１０万以上は大和町と協議） 

 ○ 

指定管理者の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷

に伴う修繕費用等で１件１３０万円以上のもの（緊

急を要する場合等は町と協議いたします） 

○  

指定管理者の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷

に伴う修繕等に伴う事業の中断等（震災等の事由の

大規模修繕） 

協議事項 

許認可等 

大和町が取得すべき許認可等が取得・更新されない

ことによる事業の中止・延期 
○  

指定管理者が取得すべき許認可等が取得・更新され

ないことによる事業の中止・延期 
 ○ 

第三者への 

賠償 

指定管理者の故意又は過失により損害を与えた場合  ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 協議事項 

引継費用 管理の引継ぎに必要な費用 ○  

その他管理 

経費の増大 
大和町以外の要因による管理経費の増大  ○ 

①この表の事項で疑義のある場合、又は表に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は、

指定管理者と協議して決定いたします。 

②管理業務を行うに当たって加入することが必要な保険施設、機器の不備又は管理上の瑕疵

に起因する事故に対応するため、指定管理者はリスクに応じた保険等に加入してください。 

なお、当該保険は個人情報保護漏洩リスクに対応したものにしてください。 
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Ⅶ．留意事項 

１．指定の取消し 

    教育委員会が当該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るときは、

指定を取り消し､又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが

できることとします。この場合、指定管理者の損害に対して、町は賠償しません。 

 

２．事業の継続が困難となった場合 

（１）指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難となった場合は、教育委

員会は指定を取り消すことができることとします。その場合、町に生じた損害は、指定

管理者が賠償するものとします。また、施設の運営に支障がないよう、新たに次期指定

管理者が指定された場合には、業務の円滑な引継ぎを行うものとします。 

 

（２）指定管理者の責めに帰すことができない事由による場合 

不可抗力等、指定管理者の責めに帰すことができない事由により、業務の継続が困難

となった場合は、事業継続の可否について協議を行います。その結果、事業の継続が困

難だと判断した場合、又は一定期間に協議が整わない場合には、教育委員会は指定を取

り消すことができることとします。 

なお、施設の運営に支障がないよう、新たに次期指定管理者が指定された場合には、

業務の円滑な引継ぎを行うものとします。 

 

３．協定書に定めのない事項及び疑義が生じた場合 

    教育委員会及び指定管理者が誠意を持って協議するものとします。 

 

４．施設等の変更及び原状回復 

    指定管理者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えることはできません。ただ

し、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りではありません。また、指定

管理者の指定が終了したとき又は、当該施設に施した特別の施設等の使用が終了したとき

は、指定管理者が責任をもって原状回復するものとします。 

 

５．業務の引継ぎ 

（１）協定発効までの期間の準備として、概ね以下の業務を行うものとします。 

①現指定管理者からの業務の引継ぎ 

②協定に基づく事業実施計画書の提出 

   ③広報宣伝業務 

   ④その他、教育委員会との連携・調整 

 

（２）施設利用について､既に受け付けている、若しくは承認している利用申し込みについて

は、引き継ぐものとします。 

 

（３）指定期間の終了又は指定の取消しにより次期指定管理者に業務を引き継ぐ場合は、施設

の運営に支障がないよう、円滑な業務の引継ぎに協力し、必要なデータ等について提供

するものとします。 

 

６．選定委員及び関係町職員との接触禁止 

    応募者は、公募説明会・面接・公募に関する質問等の行為を除き、選定委員及び関係町

職員と本件提案についての接触を禁じます。接触の事実が認められた場合には失格とする

ものとします。 

 

７．重複提案等の禁止 

    ひとつの団体等が複数の提案をすることはできないものとします。 
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８．モニタリング等の実施 

    教育委員会は、指定期間中にモニタリングのガイドラインに基づきモニタリングを実施

するものとします。また、「労働関係法令遵守の確認について（改定）」（平成 24年１月

16日付企画課経理課通知）に準じた労働関係法令遵守の確認にあたり、真摯に協力する

ものとします。併せて、教育委員会が必要と認めた際には、社会保険労務上等による調査

を行うことができるものとします。 

なお、モニタリングの結果は公表することができるものとします。 

 

９．中間評価の実施 

    指定期間の中間年にあたる３年目に、施設の運営状況や事業者の団体としての経営状況

等についても評価を実施します。 

 

10．大規模自然災害発生時の対応 

    教育委員会は、大規模自然災害発生時に町の方針に基づき、町の施設としての対応を要

請することがあります。 

 

11．事業実施計画書の作成 

    指定管理者は、本業務及び自主事業を実施するにあたっては、教育委員会と事前に協議

を行った上で、年度ごとの事業実施計画書を作成するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所管課：問合せ先及び応募書類の提出先】 

 

大和町教育委員会 生涯学習課 スポーツ振興係 

〒981-3625 黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目１番地の１ 

電話：022-345-7508 FAX：022-344-3755 

メール：syakyo@town.taiwa.miyagi.jp 
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