
信濃町ひだまりセンター 指定管理者募集要項 

１ 指定管理者制度の趣旨 

信濃町ひだまりセンターの指定管理者(管理運営を実施する団体)を募集します。 

指定管理者制度は、平成 15 年９月の地方自治法（以下「法」という。）の一部改正

により「公の施設」の管理について民間活力を導入することで住民サービスの向上と

経費の削減を図ることを目的として導入されました。 

信濃町ひだまりセンターについて「信濃町公の施設における指定管理者の手続き等

に関する条例」（以下「条例」という。）に基づき、効果的かつ効率的に公の施設を管

理するため、指定管理者制度を適用することとしました。 

本募集要綱及び別添信濃町ひだまりセンター指定管理者業務仕様書のとおり指定管

理者の募集を行います。 

【参考】 

第 244条の２第３項 

 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があ

ると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該

普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第 244条の４において「指定管理

者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。 

２ 募集の概要 

  （１）指定の期間 

    平成 28年４月１日から平成 31年３月 31日までの３年間とします。 

  （２）施設の概要 

    ・所在地     信濃町大字平岡２２３番地１ 

    ・開所年月日   平成３年７月１日 

    ・構造      木造 平屋建 

    ・延床面積      139.12㎡ 

    ・施設内容    事務所、作業所、和室、物置、トイレ（バリアフリー化済） 

３ 施設使用料等 

  ひだまりセンターの施設、設備等は無償で貸与します。 

４ 管理経費 

指定管理業務にかかる経費は、事業計画書において提示のあった金額を参考に、年

度ごとに協定書を締結し、予算の範囲内で支払います。 

  （１）経費の支払い 

    会計年度（４月１日から翌年３月 31 日まで）を基準に４回に分けて支払いま

す。 

  （２）会計区分の独立と管理口座 

    指定管理者は、団体等の経理と別に本業務に係る独立した会計帳簿類及び経理

規程を設けるとともに、収入及び経費については、団体自身の口座とは別の口座

で管理してください。 

    なお、他の「公の施設」の指定も受ける場合、他の「公の施設」管理口座とは



別の口座で管理する必要があります。 

５ 指定管理者と町の責任分担 

   ◎・・・責任があるもの  〇・・・従たる責任があるもの 

項  目 指定管理者 信濃町 

運営に基本的な考え方 ◎ ○（条例・規則事項） 

広報 ◎ ○（町広報関係） 

施設の管理運営 ◎  

施設の物品管理 ◎  

必要な消耗品の購入 ◎ ○ 

備品の購入及び管理 ○（管理・購入） 

購入は 1個 3万未満 

◎（購入） 

購入は 1個 3万以上 

施設の法的管理 

（占用・行為許可） 

○ ◎ 

苦情対応 ◎ ○ 

事故対応 ◎ ○ 

災害復旧  ◎ 

施設の修繕・改修等 ○ 

軽易なもの 

（両者協議による） 

◎ 

1件 5万円以上 

（両者協議による） 

施設賠償法保健・火災保

険・自動車任意保険等 

○ 

（施設賠償責任保険加入） 

◎ 

通所者保険 ◎  

包括的管理責任  ◎ 

 ※消耗品及び備品の購入に関する責任分担については、協定締結の際、両者協議し決

定するものとします。 

 

６ 職員の採用について 

職員の採用については、町内から採用するように努めてください。 

 

７ 応募資格 

（１）町内で障害福祉サービスの実績のある事業者・団体であること。（個人応募は不

可。）事務所を有し、法人格を有する団体であり、団体又はその代表者が次に掲げ

る各号のいずれかに該当しないものとします。 

（２）団体、又はその代表者が次の事項に該当しないこと 

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 法施行令第 167条の４の規定に基づき、町の入札に参加できない者 

エ 法第 244条の２第 11項の規定により、指定管理者に係る業務の全部又は一部

を取り消され、その取り消された日から１年を経過しない事業者・団体等又は



当該業務の全部又は一部を停止され、停止期間満了の日から６月を経過してい

ない団体等 

オ 法人税、消費税並びに地方消費税及び町税を滞納している者 

カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２項に掲げる暴力

団およびそれらの利益となる活動を行う者 

キ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者 

８ 応募書類の配布等 

（１）配布期間  平成 27年 12月 24日から 

（２）受付時間  午前８時 30分から午後５時 15分まで（土・日・祝日は除く） 

（３）受付場所  信濃町役場総務課庶務係 

（４）提出部数  正本１部 副本８部（指定管理者指定申請書に関係書類を添付） 

９ 応募の方法 

条例第３条の規定により指定管理者指定申請書に次の書類を添えて提出してくださ

い。 

（１）当該施設の管理に関する各年度（平成 28年度から平成 30年度の３年分）の事

業計画書及び収支予算書 

（２）定款又は寄付行為の写し及び登記簿謄本 

（３）前事業年度の事業報告書（貸借対照表含む。）収支決算書 

（４）役員の名簿等 

（５）法人税、消費税並びに地方消費税及び町税の納税を証明できる書類 

10 応募者説明会 

応募方法、応募書類、指定管理者業務等について次のとおり説明会を開催します。

（参加人数については、１団体につき２名までとし、希望する団体は予めご連絡くだ

さい。） 

（１）日時 平成 28年１月８日（金）午後１時３０分から 

（２）場所 信濃町役場 ２階 第１会議室 

11 申請書の提出先及び提出期限 

（１）提出先  信濃町役場総務課庶務係 

（２）提出期限 平成 28年１月 25日（月）必着 

 

12 選定方法 

（１）指定管理者の選定の方法 

条例第６条の規定により、選定審査会を設置し選定審査会において町の審査基準

に基づき審査を行い、最も優れている申請者を指定管理者の候補者とします。 

（２）審査の方法 

応募のあった提案内容等を事務局において書類による１次審査を行います。 

要件を満たす者を対象とし選定審査会において２次審査を行います。２次審査

は、申請者によるプレゼンテーションを行いっていただき、指定管理者の候補者

を選定します。 

なお、審査会は、原則非公開により行います。 



 （３）審査結果の通知及び公表 

応募された全員に通知するとともに、ホームページ等に掲載する予定です。 

 （４）優先交渉順位者と交渉 

第１順位者と詳細事項について交渉を行います。合意に至らなかった場合に繰

り上げ交渉を行います。 

 （５）協定の締結 

指定管理者の指定について議会の議決を経て指定管理者に指定し、正式に協定

書を締結します。なお、協定書は、基本協定書と年度協定書の２種類とします。 

13 応募の基準等 

（１）事業計画書の内容が利用者の平等な利用を確保できるものであり、サービスの

向上が図られるものとします。 

（２）事業計画書の内容が当該公の施設の適切な維持及び管理ができ、経費の削減が

図られるものとします。 

（３）事業計画書に沿った管理を安定して行う事ができる団体であることとします。 

（４）申請のあった公の施設の設置目的を達成するために、十分な能力を有する団体

であることとします。 

14 審査項目 

審査会が審査する審査基準は、以下のとおりです。 

（１）団体運営方針及び理念 

（２）指定管理者を申請した理由 

（３）施設の現状に対する考え方及び将来の展望 

（４）施設の管理・運営方針 

（５）施設の安全対策等 

（６）個人情報の取り扱い 

（７）緊急時の対策 

（８）施設の運営に関する業務の収支予算計画 

（９）事業計画 

15 応募に際しての留意事項 

（１）応募内容の変更はできません。 

（２）応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

（３）応募の辞退をした場合は、失格とします。 

（４）応募に関する必要な経費は、応募者の負担となります。 

（５）提出された書類は、信濃町情報公開条例に基づき、必要に応じて複写又は公開

します。 

（６）提出された書類は、返却しません。 

16 その他 

指定管理者が協定の締結に応じない場合や、事業の履行が確実でないと認められる

場合、又は、著しく社会的信用を失う等の指定管理者としてふさわしくない行為が認

められた場合は指定の決定を取り消すことがあります。 

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。指定の取り消し



が指定期間中の場合は、次期指定管理者が円滑で支障なく業務が遂行できるよう引き

継を行うものとします。 

17 日程 

 ・指定管理者受付      平成 27年 12月 24日（木）から平成 28年 1月 25日（月） 

 ・質問受付         平成 28年 1月 8日（金）から平成 28年 1月 18日（月） 

 ・指定管理者応募説明会   平成 28年 1月 8日（金）信濃町役場 2階 第 1会議室 

 ・一次審査（書類審査）   平成 28年 1月 26日（火） 

 ・二次審査（選定審査会）  平成 28年 2月上旬 

 ・議会提案準備       平成 28年 2月下旬 

 ・議会上程         平成 28年 3月中旬 

 ・議会議決         平成 28年 3月中（3月議会） 

 ・指定管理者の指定     平成 28年 3月中（議会議決後） 

 ・協定の締結        平成 28年 4月 1日 

 ・指定管理業務開始     平成 28年４月 1日から 

18 問合せ先（募集要項に関する質問受付等） 

  信濃町 住民福祉課 福祉係 

   TEL 026-255-3111（内線 243）直通 255-1179  FAX 026-255-6207 

   E-mail fukusi@town.shinanomachi.nagano.jp 

  ※質問については、ＦＡＸで送信してください。 

18 書類の配布と提出先 

  信濃町 総務課 庶務係 

   TEL 026-255-3111     FAX 026-255-6103 

   E-mail syomu@town.shinanomachi.nagano.jp 

  ※質問については、ＦＡＸで送信してください。 

  ※募集要項、仕様書及び各申請様式は、町ホームページからダウンロードすること

ができます。 

    ホームページＵＲＬ  http://www.town.shinanomachi.nagano.jp/ 

 

http://www.town.shinanomachi.nagano.jp/

