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「大和町体育施設指定管理業務等仕様書」 

 

１．指定管理業務の基本的事項 

指定管理を行うにあたり、次に掲げる項目に沿って行うこと 

（１）各施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成できるように管理を行うこと 

（２）関係法令及び条例等の規定を遵守すること 

（３）施設設備及び備品維持管理を適切に行うこと 

（４）業務に関して取得した、利用者等の個人に関する情報の保護に徹すること 

（５）公の施設であることを常に念頭において、施設の利用に関し公平性を確保すること 

（６）特定の個人や団体及びグループに対し、有利あるいは不利にならないような扱いをしないこと 

（７）地域住民や利用者の意見を反映させ、利用者の満足度を高めていくこと 

（８）効率的な施設の管理を行い、経費の節減に努めること 

（９）ごみの削減、省エネルギー、ＣＯ２削減等、環境に配慮した管理を行うこと 

（10）特定の政党を支持し、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持しないこと 

（11）特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗教若しくは教団等を支持しないこと 

２．施設の概要 

別紙資料１「大和町体育施設概要一覧表」のとおり 

３．供用時間 

施設名称 区 分 供用（利用）時間 供用期間 

大和町総合運動公園 

総合体育館 午前 9時～午後 9時 30分 通 年 

陸上競技場 

（照明施設なし） 
午前 9時～午後 5時 

（午後 5時以降においても利用可能

な時期にあっては日没まで） 

通 年 

（積雪のある時期に 

おいては閉鎖） 

テニスコート 

6面（照明設備なし） 

多目的広場 

（照明施設なし） 

大和町武道館 － 午前 9時～午後 9時 30分 通 年 

大和町体育センター 

※事務室の管理除く 
－ 午前 9時～午後 9時 30分 通 年 

仙台北部中央公園 

（ダイナヒルズ） 

野球場 

1面（照明設備なし） 
午前 9時～午後 5時 

4月 1日 

～10月 31日 テニスコート 

4面（照明設備あり） 
午前 9時～午後 9時 30分 

多目的広場／天然芝 

1面（照明設備あり） 
午前 9時～午後 9時 30分 

6月 1日 

～10月 31日 

※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（期間）を延長することができます。 

別紙資料２ 



- 2 - 

 

 

４．休業日 

施設名称 区 分 休 業 日 

大和町総合運動公園 

総合体育館 

・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) 

・年末年始（12月 28日から翌年の 1月 4日） 

陸上競技場 

テニスコート 

6面（照明設備なし） 

多目的広場 

大和町武道館 － ・年末年始（12月 28日から翌年の 1月 4日） 

大和町体育センター － ・年末年始（12月 28日から翌年の 1月 4日） 

仙台北部中央公園 

（ダイナヒルズ） 

野球場 

1面（照明設備なし） 
・冬季休業（11月～3月） 

テニスコート 

4面（照明設備あり） 

多目的広場／天然芝 

1面（照明設備あり） 

・冬季休業（11月～3月） 

・芝養生のため休業（4月～5月） 

※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定めることができます。 

 

５．関係法令等の厳守 

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） 

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 
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６．業務内容 

（１）施設の管理に関する業務 

①職員の配置等に関する業務 

ア 施設に管理業務を行う管理責任者を配置するほか、必要な人員を置くこと。 

イ 職員の勤務形態は、施設の管理に支障のないように定めること。 

ウ 施設の管理に必要な人員又は資格者等は、指定管理者で配置する。ただし業務の一部であっ

て、専門的な知識又は技術を必要とし、かつ自ら管理することが困難なもの、又は管理上特に

効果的であると認められるものについては、当該業務を的確に遂行するに足りる能力を有す

る者に委託できる。 

②体育施設の利用に関する業務 

ア 施設及び設備の利用許可等に関する業務 

１）年間利用調整及び年間利用計画の管理。ただし、利用調整にあっては、教育委員会と協議

を要する。 

２）予約の受付 

３）利用許可申請書の受理、許可書の発行。 

イ 利用料金の収受に関する業務 

１）利用料金の計算及び徴収（当該年度の不払い使用料の徴収業務を含む） 

ウ 施設の利用に係る相談等に関する業務 

１）窓口対応、施設内の案内 

２）各種問い合わせへの対応 

３）要望や苦情、トラブル等への対応 

４）施設利用者への対応（助言、指導、案内）、打合せ 

エ 事件事故に関する業務 

１）利用者及び入館者等の金品の盗難、紛争等の事件への対応 

２）人身事故への対応 

３）事件事故に関する町への報告 

オ 施設の利用促進に関する業務 

１）パンフレットやチラシ等による情報提供（施設の概要、利用方法等） 

（２）体育施設及び設備の維持管理に関する業務 

①施設利用者が安全かつ快適に利用できるよう、施設の秩序維持、入場の制限等、衛生的環境の確

保、火災・盗難など事故・事件の未然予防等施設の維持管理を行うこと。 

②施設の適正な管理のため、指定管理者は以下の設備等に関する維持管理を行うこと（別紙資料３

参照） 

ア 清掃、警備、施設管理、ボイラー、消防設備、電気設備、環境衛生、貯水槽、空調設備、 

機械設備等の設備巡視点検及び保守管理 

イ 芝管理、周辺環境整備 

ウ 冬期間に適切な除雪を行うこと 

※維持管理業務等の詳しい業務内容については、募集説明会の時に資料を配布いたします。 
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（３）保険 

指定管理業務の実施にあたり、付保しなければならない保険は、次のとおりです。 

①火災保険       大和町が付保 

②施設賠償保険     大和町が付保 

③その他        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。 

（４）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。 

   （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。 

（５）任意団体育成に関する業務  

大和町スポーツ協会及び大和町スポーツ少年団の組織及び人材の育成を図ること。 

（６）任意団体の事務局に関する業務 

①大和町スポーツ協会の事務局に関する業務 

ア 評議委員総会、その他会議の開催に関すること 

イ 宮城県スポーツ協会との連携に関すること 

ウ 町各団体との連絡調整に関すること 

エ 各種主催事業に関すること 

オ 補助金の交付に関すること 

カ その他必要な事業等に関すること 

②大和町スポーツ少年団の事務局に関する業務 

ア スポーツ少年団員の登録事務等に関すること 

イ スポーツ少年団結団式に関すること 

ウ 宮城県スポーツ少年団との連携に関すること 

エ 各種主催事業の開催に関すること 

オ 総会・理事会等の会議の開催に関すること 

カ その他必要な事業等に関すること 

（７）その他の業務 

① 緊急時対策、防犯、防災対策についてマニュアルを作成し、指定管理者の職員に適切な指導を

行うこと。 

② 個人情報保護の体制をとり、指定管理者の職員に周知徹底を図ること。 

③ 指定管理者の職員（臨時及びパート職員を含む）の勤務形態等については、労働基準法、労働

安全衛生法、その他労働関係法令を遵守し、管理業務に支障のないよう配慮すること。 

④ 指定管理者の職員（臨時及びパート職員を含む）に対して、当該業務に必要な研修を実施する

こと。 
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７．事務室の設置 

指定管理を行うにあたり、指定管理者は教育委員会が設置した事務室を使用するものとする。 

８．文書等の管理 

指定管理業務の執行にあたり作成し、又は取得した文書、経理帳簿等については、適正に管理、保存

し、指定期間が満了したとき、又は指定を取り消し後において、教育委員会又は教育委員会が指定す

るものに対して速やかに引き継ぐこと。 

９．事業報告・業務の調査等 

（１）事業報告書 

指定管理者は、毎年度終了後、次の業務等にかかる報告書を作成し、教育委員会に提出しなけれ

ばならない 

①当該年度の管理業務の実施状況 

②当該年度の利用状況並びに利用拒否の件数及び理由 

③当該年度の利用料金の収納状況 

④当該年度の管理経費の収支状況 

⑤利用者アンケート集計表 

施設利用者へのアンケート調査を実施し、利用者からの要望、意見を把握し、指定管理業務に反

映させること 

（２）定期報告 

指定管理者は、毎月、前月分に係る次の指定管理業務の実施状況報告書を、教育委員会に報告し

なければならない 

①管理業務の実施状況 

②利用状況並びに利用拒否の件数及び理由 

③利用料金の収納状況 

（３）立ち入り検査 

町は、必要に応じて、施設、物品、指定管理業務の執行に関する各種文書、経理帳簿等の現地検

査を行うことができる。 

10．備品等の帰属 

（１）備品等の貸与 

①町の所有に属する備品等については、無償で貸与する。 

②教育委員会が指定管理者に対して委託代金により備品等を購入させるときは、購入後の備品等

は町に帰属するものとする。 

③指定管理者は、大和町財務規則（平成 12 年大和町規則第 20 号）に定められた備品整理簿を備

えて、その保管にかかる備品等を整理し、購入及び廃棄等の異動について定期的に町に報告しな

ければならない。なお、備え付けの備品については、指定管理者が決定後に行なう準備業務期間

中において、町と指定管理者が確認し整理簿を整備する。 

④指定管理業務で使用するパソコンを含む事務機器については、指定管理者が用意すること。 

（２）注意義務 

備品等の使用及び保管については、善良な指定管理者の注意義務をもって行うこと。 



- 6 - 

 

（３）処分等 

指定管理者は、町の所有に属する備品等で処分等の異動をしようとするときは、事前に教育委員

会の承認を得ること。 

11．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。 

12．協議 

指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について、疑

義が生じた場合は、教育委員会と協議し決定する。 

13．業務を実施するにあたっての注意事項 

業務を実施するにあたっては、次の各項目に留意して円滑に実施すること。 

（１）公の施設であることを常に念頭において管理すること。 

（２）指定管理者が、施設の管理にかかる各種規程・要綱等を作成する場合は、教育委員会と協議を行

うこと。 

（３）各種規程等がない場合は、大和町の諸規程に準じて、あるいはその精神に基づき業務を実施する

こと。 

14．その他 

 （１）令和元年度中に大和町総合運動公園多目的広場の改修工事が施工され、天然芝の張替えも行いま

す。芝の養生期間のため、令和２年７月まで施工地が使用出来なくなります。 

（２）仙台北部中央公園ダイナヒルズ多目的広場はグラウンドの老朽化に伴い機能が低下しているので。

今後、補修等の工事が行われた場合、上記（１）のように使用出来なくなる期間があります。 

（３）大和町体育センターにおいて、事務室の管理は指定管理から除きます。事務室に係る光熱水費に

ついては、別途協議をします。 

 


