
≪信濃町矢保利の館指定管理者募集要項≫ 

 

１ 指定管理者制度の趣旨 

  平成 15年９月に地方自治法が一部改正され、「公の施設」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節減を目的として指定管理者制

度が導入されました。 

  当町においても、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、本募集要項のとおり指定管理者の募集を行います。 

 

 

 

 

 

 

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年とします。 

 (2) 施設の概要 

   ・所在地    信濃町大字野尻 1200番地 45 

   ・開館年月日  平成７年５月１日 

   ・構造     鉄骨・平屋１棟 

   ・述べ床面積  約 665.84㎡ 

   ・施設内容   食堂・体験学習室・厨房・浴室・トイレ・オートキャンプ場 

           広場・遊歩道 

 

 (3) 施設の現行の開館時間等 

   開館時間   午前９時から午後５時まで 

   休館日    毎週水曜日、12月 29日及び１月３日 

          ただし、水曜日が祝日の場合は翌日を休館日とする。 

  ※開館時間や休館日を変更する場合は、現状との比較を容易にするため、現状維

持の場合と開館時間や休館日を変更した場合の両方について、運営経費を提案

してください。 

３ 施設の設置目的及び管理運営方針 

 (1) 施設の設置目的 

    「信濃町矢保利の館の設置及び管理に関する条例」及び「信濃町矢保利の館

の設置及び管理に関する条例施行規則」に基づき、地域の特性を活かし、都市

住民との交流の機会をつくるとともに地域住民のコミュニティの場として活

【参考】地方自治法第 244 条の２第３項の規定 

 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

と認めることきは、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に、当該公の施設の管理を行わせることができる。 



用し、若者の地域づくり参加を推進することにより、地域の活性化及び文化の

向上を図ることを目的とします。 

 (2) 基本方針 

    指定管理者の創意工夫に基づいた管理運営により、質の高いサービスを利用

者に提供するとともに、施設を一体的に活用し、地域に根ざした施設となるこ

とを期待します。また野尻地区の観光拠点のひとつとして、観光客が利用した

いと考えられる施設となるよう、地域内の観光施設をはじめ各施設との連携に

よる相乗効果を図る運営により、集客力向上を求めます。 

 (3) 維持管理方針 

    施設や設備は、その機能と特性を十分に把握したうえで全ての施設を清潔に

保ち、かつその機能を正常に保持するとともに、次年度の運営を視野に入れて、

適正な維持管理と必要に応じた保守点検を行うこととします。 

 (4) 開館期間中の運営方針 

    ・利用者の安全対策を第一に運営すること。 

    ・利用者に対応するときは、明るい笑顔であいさつし、親切・丁寧を心がけ

ること。 

    ・利用者のニーズを常に把握し、管理運営に反映するように努めること。 

    ・施設内を清潔に保つとともに、光熱水費の削減に努めること。 

 (5) 法令等の遵守 

    下記のほか、販売施設等の運営に関する諸法令の遵守を求めます。なお、指

定管理者として施設の管理をする際は、危機管理に関するマニュアル、個人情

報の取扱いに関するマニュアル等を整備する必要があります。 

   ・信濃町矢保利の館の設置及び管理に関する条例 

   ・信濃町矢保利の館の設置及び管理に関する条例施行規則 

   ・地方自治法、地方自治法施行令ほか行政関連法規 

   ・労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規 

   ・食品衛生法ほか食品衛生関係法規 

   ・水質汚濁防止法 

   ・消防法、消防施行規則 

   ・信濃町個人情報保護条例、信濃町個人情報保護条例施行規則 

   ・その他関係法令、条例、規則及び要綱等 

４ 指定管理者が行う業務の範囲 

 (1) 施設の管理及び運営に関すること。 

  ①職員の配置に関すること 

   ア 管理責任者  １名 

   イ 職員の勤務形態は、施設の運営に支障がないように定めること。 

   ウ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。 

   オ 原則、職員は信濃町内から採用し、地元雇用の創出・推進に配慮すること。 



  ②施設の利用に関すること 

   ア 施設の利用申請を受け付け、その申請に対して利用許可を行うこと。 

   イ 利用申請時には、利用者からの相談を受け付け、必要な指導・助言を行う

こと。なお、目的外使用等、疑義が生じる相談があった際には、町と協議

を行うこと。 

   ウ 利用者から、利用料金を徴収すること。この場合の利用料金は信濃町矢保

利の館の設置及び管理に関する条例の定める額を上限とし、利用料金を別

に定める場合は町と協議を行い決定するものとする。 

   エ 利用者名簿を作成し使用状況を把握しておくこと。また事業報告書等によ

り年度の終了した翌月に報告をすること。 

 (2) 施設及び設備の維持管理に関すること 

   ①保守管理業務 

    ・各設備・備品の維持管理については管理状況を良好に維持すること。 

    ・各設備等の管理は、日常点検・法定点検・定期点検を行い、管理状態を良

好かつ安全に維持すること。     

   ②設備・備品管理業務 

    ・備品については、施設の運営に支障をきたさないよう管理を適正に行うこ

と。破損・不具合が生じた場合は、速やかに町に報告すること。 

    ・消耗品については施設の運営に支障をきたさないように適宜購入し、管理

を行うこと。 

    ・施設内の備品以外に指定管理者が必要とする備品が生じた場合に、備品を

購入し、管理を行うこと。なお、指定管理者が購入した備品については指

定管理者に属するものとし、指定期間終了後は指定管理者が処分する。た

だし、協議により信濃町あるいは信濃町が指定する者に引き継ぐことがで

きるものとする。 

③清掃業務 

    ・常に快適な施設を利用者に提供できるように清掃業務を適切に行い、施設

の環境維持に努めること。 

    ・施設・設備・備品について、それぞれ日常清掃・定期清掃を実施し、常に

清潔に維持すること。  

 (3) 安全対策に関すること 

   ①施設の運営に関すること 

    ・施設の安全管理に万全を期し、業務中は利用者の安全を図るとの自負を持

って任務遂行に努めること。 

   ②非常事態・事故発生時の対応に関すること 

    ・非常事態（地震・火災等）・事故等が発生したときは、第一に利用者の安

全を確保するとともに早急な事態収拾を図ること。 

 



 (4) 施設の改修・修繕業務 

   ①施設等の改修・修繕 

    ・指定管理者は、施設若しくは設備又は備え付けた備品類が破損し、又は滅

失したときは直ちに町に報告するとともに、指定管理者の負担により施設

の修繕を行う。ただし、指定管理者が負担する改修・修繕費用は 30 万円

とし、それ以上の費用が生じた場合は町と協議して費用負担割合を決定す

るものとする。 

   ②施設等の原状回復 

    ・指定管理者が管理を終了した場合は、指定管理者の負担により、原状に回

復して返還すること。 

 (5) その他の業務 

   ①モニタリング（監視・確認業務）に関すること 

    ・管理日誌・利用状況表等施設の運営について記載及び報告を行うこと。 

    ・その他、セルフモニタリング（指定管理者が自ら実施する監視・確認業務）

について、考慮しているものを提案すること。 

   ②その他 

    ・施設・事業の広報活動（パンフレットの作成など） 

    ・関係機関との連絡調整 

    ・その他業務（申請書類等の作成等） 

 (6) 自主事業に関すること 

   指定管理者は、施設を利用して施設の自主事業を計画し、実施することができ

ます。ただし自主事業を行う場合は以下に掲げる項目に配慮したものとしてくだ

さい。 

  ア 施設の設置目的に沿った事業内容とすること 

  イ 地域住民・利用者のニーズが反映されていること 

  ウ 事業の対象者については、各年齢層や世代間交流を考慮すること 

  ※なお、自主事業とは、指定管理者が独自に行う事業であり、原則として事業実

施に係る費用は指定管理者が負担することとします。 

 (7) 委託業務 

   一部の業務を委託することは可能とします。ただし業務の一部を委託する場合

は、事業計画書に明示すること。なお、全業務を一括して他の事業者に再委託す

ることはできません。 

５ 管理経費 

 (1) 経費 

   施設の管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とします。なお、決算によ

り損失が生じた場合でも町では補填しません。ただし、一部附属施設設備の維持

管理に関わる経費については、協議のもと補填事項とします。 

 (2) 区分会計の独立と管理口座 



   指定管理者は、自身の団体等と独立した会計帳簿類及び経理規定を設けるとと

もに、収入及び経費については、団体独自の口座とは別の口座で管理してくださ

い。 

６ 有料施設の利用料金 

 (1) 各施設の利用料金は信濃町矢保利の館の設置及び管理に関する条例第７条の

規定により定められた額を上限とし徴収するものとします。 

 (2) 前号に定める有料施設の利用料金は、指定管理者の収入とします。なお、施

設の有効利用促進、利便性の向上等を考慮し、事前に協議のうえ、利用料割引の

基準を設定することができるものとします。 

 (3) 指定管理者が実施する自主事業の収入は、指定管理者の収入とします。 

７ 利益還元金について 

   指定管理者は、応募に際し、指定管理運営の収支予算書に基づき、見込まれる

利益に応じて 10 パーセント相当額を施設使用料等利益還元金の額として、年度

毎に提案すること。なお、利益還元金額は、提案額を基に双方協議して決定する

こととなりますので、提案額がそのまま利益還元金の額となるわけではありませ

ん。 

８ 管理運営状況に関するモニタリング 

   指定管理者により、施設が適正に運営されているかどうかを確認するため、町

は適宜モニタリングを行う場合があります。指定管理者はその際に町が指定する

報告書の作成や、求められた資料の提示をしてください。 

   また、モニタリングにより運営状況が適性でないと認められる場合は、町は指

定管理者に対して指導を行います。 

９ 指定管理者と信濃町の責任分担 

  ◎・・責任があるもの  ○・・従たる責任があるもの 

項      目 指定管理者 信 濃 町 

運営の基本的考え方 ◎ 
○ 

（条例・規則事項） 

広     報 ◎ 
○ ※１ 

（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） 



施設の法的管理 

（占用・行為許可） 

○ 

（受付・書類交付事務に限る） 
◎ 

苦情対応 ◎  

災害復旧 ◎  

施設の修繕・改修等 
○ 

（1件 30万円未満のもの） 

◎ 

（１件 30万円以上のもので協議による） 

施設賠償保険 

火災保険 

○ 

（施設賠償責任保険加入） 
◎ 

生産物賠償責任保険 

食品営業賠償保険 
◎ ※２  

包括的管理責任  ◎ 

※１ 広報しなのの紙面には限りがありますので、必ず掲載できるわけではありません。 

※２ 加入予定保険内容については事業計画書でご提案ください。 

 

10 応募資格 

 (1) 地方自治法施行令第 167条の４に規定する者に該当しない者であること。 

 (2) 会社更生法第 17 条又は民事再生法第 21 条の規定による更正手続き又は再生

手続きの開始の申立てがなされた場合は、更正手続きの開始決定又は再生計画

の認可決定がなされていること。 

 (3) 最近１年間の法人税、消費税、地方消費税及び町県民税を滞納していないこ

と。 

 (4) 指定期間中、安全円滑に対象施設を管理運営できる法人その他の団体とする。 

   なお、団体の場合は必ずしも法人格を必要としませんが、個人では申請するこ

とができません。また複数の団体から構成される共同体による申請も可能です

が、代表団体を１団体定めることとし、その構成団体の全てが上記の資格を満

たしていることが必要です。 

 (5) 法人その他の団体の代表者が指定暴力団の構成員でないことのほか、管理代

行の相手として相応しくない者でないこと 

 (6) 地方自治法第 244条の２第 11項の規定により、指定管理者に係わる業務の全

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でないこと 

11 応募書類の配布等 

   (1) 応募開始日  平成 27年 12月 24日（木）から 

   (2) 受付時間   午前８時 30分から午後５時 15分まで 



（土・日曜日及び祝日を除く） 

   (3) 受付場所   信濃町役場総務課庶務係 

   (4) 提出書類  正１部 副８部（指定管理者指定申請書に関係書類を添付） 

12 応募方法 

   信濃町公の施設における指定管理者の手続等に関する条例第３条に基づく申

請によります。指定管理者指定申請書に次の書類を添付して提出してください。 

   ①当該施設の管理に関する各年度の事業計画書及び収支報告書 

   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県民税の納税を証明できる書類 

13 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名までとします。） 

    ①日 時  平成 28年１月８日（金） 午後１時半から 

    ②場 所  信濃町役場２階 第１・２会議室 

14 申請書の提出先及び提出書類 

   提出先   信濃町役場総務課庶務係 

   提出期限  平成 28年１月 25日（月）必着 

15 選定方法 

 (1) 指定管理者の選定方法 

    指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置し、選定委員

会が指定管理者の候補者を決定します。 

 (2) 応募者の審査 

    書類審査を行うほか、必要に応じてプレゼンテーションを実施し、指定管理

者の審査を行います。 

 (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も掲載する予定です。 

 (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は

繰り上げ交渉を行います。 

 (5) 協定の締結 

    指定議案等が議決された後、正式に協定書を締結します。なお協定は基本協

定と年度協定の２種類とします。 

16 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出来でき、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こと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。 

17 審査項目等について 

 (1) 団体運営方針及び理念について 

 (2) 指定管理者を申請した理由ついて 

 (3) 施設の管理・運営方針について 

 (4) 施設の安全対策等について 

 (5) 施設の現状に対する考え方及び将来の展望について 

 (6) 個人情報保護について 

 (8) 緊急時の対応について 

 (9) 施設の管理に関する業務の収支予算書について 

 (10) 事業計画及び予算書について 

18 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) 応募の辞退をする場合は、失格とします。 

 (4) 応募に関する必要経費は、応募者の負担になります。 

 (5) 提出された書類は、必要に応じて複写、公開します。なお返却はしません。 

19 その他 

   指定管理者の取り消し等、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指定管理者

として相応しくない行為が認められた場合は、指定を取り消す場合があります。

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。指定取り消し

の場合は、次期指定管理者が円滑に支障なく事業の遂行ができるよう引継ぎを行

うものとします。 

20 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）まで 

・質問受付       平成 27 年 12 月 24 日（木）から平成 28 年 1 月 18 日（月）まで 

・説明会        平成 28 年１月８日（金）信濃町役場２階 午後２時 30 分 

・担当課書類確認    平成 28 年１月下旬 

・選定審査会審査    平成 28 年２月上旬 

・議会提案準備     平成 28 年２月下旬 

・議会提案上程     平成 28 年３月中旬 

・議会議決       平成 28 年３月中（３月定例議会） 

・指定管理者の指定   平成 28 年３月中 

・協定の締結        平成 28 年４月１日 



・施設管理開始     平成 28 年４月１日から 

 

21 問い合わせ先（募集要項に関する質問受付等） 

 施設に関する問い合わせ先 

  産業観光課 農林畜産係  

    ＴＥＬ ０２６－２５５－３１１３（直通） 

    ＦＡＸ ０２６－２５５－６１０３ 

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

 その他募集に係わる問い合わせ先 

  総務課 庶務係 

    ＴＥＬ ０２６－２５５－３１１１ 

22 応募書類の配布と提出先 

 信濃町役場 総務課 庶務係 

 〒389-1392 長野県上水内郡信濃町大字柏原 428番地２ 

    ＴＥＬ ０２６－２５５－３１１１ 

    ＦＡＸ ０２６－２５５－６１０３ 

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

 

 なお、募集要項及び指定管理者指定申請書等の様式は、町のホームページ「指定管

理者制度」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/ 

 


