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小清水町ふれあいセンター指定管理業務説明書（指定管理者募集要項） 

 

小清水町ふれあいセンター（以下「センター」という。）の管理運営業務について、民間の能力を活

用して、町民サービスの向上と行政コストの縮減などを図るために、地方自治法（昭和 22 年法律第

67 号。以下「法」という。）第 244 条の２第 3 項及び小清水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 16 年条例第 7 号。以下「手続条例」という。）第 2 条の規定に基づき、次のと

おり指定管理者（候補者）を募集します。 

 

Ⅰ 業務内容等 

１ 業務内容 

（１）業務名  小清水町ふれあいセンター指定管理業務 

（２）業務内容 小清水町ふれあいセンターの管理運営 

 

２ 提案書提出者の選定基準及び選定概数  

  （選定基準） 

評価項目 評価の視点 指 標 

経営規模 経営規模は妥当であるか 資本金、売上高 

業務遂行力 業務遂行体制は妥当か 企業の技術者数 

履行保証力 履行補償の面で心配がないか 自己資本比率 

瑕疵担保力 瑕疵に対する責任を取れるか 賠償責任保険の加入の有無 

業務執行技術力 当該業務を遂行するために必要な知識・経

験を有しているか 

同種・類似業務の実績 

地域精通度 業務対象エリアの特殊事情に熟知してい

るか 

近隣エリアにおける過去の

業務実績 

専任性 当該業務に専念できる時間が十分あるか 手持業務量 

倫理観 社会的貢献度があるか ISO14001等の取得状況 

（選定概数） 

発注する業務の予定価格 選定する概数 

２千万円未満 ３名以上 

２千万円以上 ５名以上 

 

３ 提案書を特定するための評価基準 

（提案書採用基準） 

評価項目 評価の視点 指標 

業務の理解度 業務の理解度は十分か 業務実施方針の内容 

提案内容の的確性 業務の実施手順は妥当か 実施フロー 

検討項目の内容は具体的で量も妥当か 主要検討事項、工程表 

独創性かつ実現性があるか 

採納する手法は妥当か 

コスト コストは妥当か 参考見積書（１枚） 

特定テーマに対

する取組姿勢 

特定テーマに対する取組姿勢が明確でか

つ適切か（環境への配慮・合意形成・景観への

取組方針等 
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配慮） 

内部情報伝達 発注者の指示等を明確に理解し、手戻り、

ミス等が少ないか 

ヒアリング内容 

説得力 説明に説得力があるか 

論理的か 

協調性 冷静に議論できるか 

反抗的でなかったか 

資料調整力 打合せ資料・報告書が分かりやすいか、誤

字・脱字は少ないか 

 

４ 評価方法 

 （１）評価基準に基づき選考委員会で審査（数値化）し、審査点が最も高い者を採用する。 

     

 ５ 参加表明書等 

  （１）提出期間  令和 4年 5月 26 日（木）～令和 4年 6月 9日（木） 

           午前９時から午後５時（土曜日・日曜日は除く。） 

  （２）提 出 先  小清水町保健福祉課福祉介護係まで持参 

           小清水町元町 2丁目 1番 1号  ℡ 0152（62）4473 

 

６ 提案書等 

  （１）提出期限  令和 4年 7月 11 日（月）午後５時（土曜日・日曜日は除く。） 

  （２）提 出 先  小清水町保健福祉課福祉介護係まで持参 

           小清水町元町 2丁目 1番 1号  ℡ 0152（62）4473 

  

７ 参加表明書及び提案書等の作成様式  

（１）参加表明書（別記様式第１号）。ただし、技術資料の提出は要しない。  

（２）小清水町入札参加資格を有さない者は、事前相談を受け、指名選考委員会で参加資格を認め

た場合のみ個別に提出要求する。 

  （３）提案書 

     ア）企画提案書（様式２） 

     イ）事業計画書（様式３） 

      

 ８ 留意事項 

  （１）提出期限までに参加表明書が到達しなかった場合及び提案書の提出者として選定され 

  た旨の通知を受けなかった場合は、提案書を提出することができない。 

  （２）参加表明書及び提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

  （３）提出された参加表明書又は提案書は、返却しない。 

  （４）提出された参加表明書又は提案書は、提案書の提出者の選定及び提案書の特定以外に 

提出者に無断で使用しない。 

  （５）提出期限以降における参加表明書又提案書の差替え及び再提出は認めない。 

  （６）参加表明書又は提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書又は提案書を無効とす 

るとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止を行うことがある。 



4/6 

 

 ９ 説明書に対する質問 

  （１）受付期間  令和４年６月３日（金）まで 

  （２）提出方法  質問票（様式４）に記載の上、メール又は FAXで送信 

           Mail  fukushikaigomgr@town.koshimizu.hokkaido.jp 

            FAX   0152(62)4198 

           ※送信後は、必ず電話にて送信の旨を連絡願います。 

  （３）回答方法  送信メールに返信または FAXでの回答とします。 

 

 10 その他 

    事業者ごとに事業計画提案書をもとにプレゼンテーションを行い、庁内に設置される選定委員

会において審査し、町長が決定する。 

    また、事業者が１事業者であっても選定委員会で審査し、委託事業者としての適否を判断する。 

   

 

 

 

 

Ⅱ 施設の概要等 

１ 施設の名称及び所在地 

名 称 小清水町ふれあいセンター 

所在地 北海道斜里郡小清水町南町１丁目３１番１０号 

 

２ 設置目的 

町民のふれあい及び福祉の向上と健康の増進を図り、もって活力のある町づくりに資すること

を目的としています。（根拠…小清水町ふれあいセンター設置及び管理に関する条例（平成 17

年条例第 3 号。以下「センター設置条例」という。）） 

  

３ 施設概要 

建設年度 平成５年度（全館オープン平成５年１２月１日） 

構  造 鉄筋コンクリート造 2 階建 

建築面積 2，361 ㎡ 

延床面積 2，910 ㎡（1 階 2，293 ㎡ 2 階 617 ㎡） 

主な施設 宿泊研修施設（冷暖房、トイレ付） 

和 室 全１０室【１０畳～６室、８畳～３室、６畳～１室】 

洋 室 全 ３室【ツイン～１室、シングル～２室】 

研修室 和室２室（各２６畳） 

食堂施設 

          食堂（６６席）、厨房、配膳室、洗面室 

温泉保養施設 

浴場 男女別３浴槽（サウナ）各４０名、 

脱衣室兼下足室 ２室 

教養娯楽室（入浴休憩室）２８畳～１室 

総合保健施設 

第１検診室（９６畳）・第２検診室（大型バス３台収容） 

mailto:fukushikaigomgr@town.koshimizu.hokkaido.jp
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検査室（１６畳）、診察室（１３畳）、健康相談室（３４畳）、物品庫 

高齢者集会施設 

集会室（ステージ付１２０畳）、娯楽室（和室１０畳）特別浴室（温泉） 

調理室（１１畳）、音響調整室、会議室Ａ・Ｂ 

 

Ⅲ 管理運営の条件 

１ 管理運営の基本方針 

(1) 町と密接に連携を図りながら、センターの設置目的を最大限に実現することをめざし、関係

法令、条例、規則等を遵守し、適切な管理運営に努めること。 

(2) 公の施設としての役割を十分認識し、サービスの提供にあたっては公平な取扱いをすること。 

(3) 創意工夫により、質の高いサービスの提供に努めて利用者へのサービス向上を図るとともに、

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。 

(4) 個人情報の保護を徹底すること。 

 

２ 管理運営の基準 

(1) 休館日 

町長が定める日、若しくは指定管理者が必要と認めて、町長の承認を得た日 

(2) 開館時間 

宿泊者を除き原則として、午前 9 時から午後 10 時まで。ただし、指定管理者が必要と認め

るときは、町長の承認を得て開館時間又は利用時間を変更することができる。 

・浴場及び教養娯楽室は、午前 10 時から午後 10 時まで。 

・宿泊室は、午後 3 時から翌日の午前 10 時まで。 

・レストランは、宿泊者対応のほかは別途設定する。 

(3) センターの利用許可及び制限等 

指定管理者は、センター設置条例第 5 条及び第 6 条の規定に基づき許可等を行う。 

(4) 施設管理に伴う人員の確保及び資格等 

センターの管理運営に支障がないように、必要な職員を指定管理者において配置するものと

する。 

(5) 小清水町情報公開条例の適用 

指定管理者は、小清水町情報公開条例（平成 12 年条例第 42 号）の規定により、公の施設

に関する情報の公開を行うために必要な措置を講ずること。 

(6) 個人情報の保護 

指定管理者は、小清水町個人情報保護条例（平成 14 年条例第 14 号）の規定を遵守し、個

人情報の保護に関し適切な措置を講じなければならない。指定管理者が行う管理業務に従事し

ている者又は従事していた者は、その業務に関し知り得た情報を漏らし、又は自己の利益のた

めに利用してはならない。 

(7) 関係法令等の遵守 

指定管理者は、次に掲げる法令等及び本募集要項を遵守するものとする。 

ア 地方自治法、地方自治法施行令ほか行政関連の法令 

イ 小清水町ふれあいセンター設置及び管理に関する条例及び同条例施行規則 

ウ 小清水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及び同条例施行規則 

エ 小清水町個人情報保護条例及び同条例施行規則 

オ 小清水町情報公開条例及び同条例施行規則 

カ 小清水町行政手続条例及び同条例施行規則 

キ 公衆浴場法ほか温泉保養施設関連の法令 

ク 旅館業法ほか宿泊研修施設関連の法令 

ケ 労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関連の法令 

コ 食品衛生法ほか食堂施設関連の法令 
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サ 消防法ほか消防・防火関連の法令 

シ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律ほか同法律に関連する町条例及び規則 

ス その他指定管理業務を行うにあたり必要となる法令等 

 

３ 業務の範囲 

指定管理者は、以下の業務を行います。 

(1) センターの運営に関する業務 

(2) センターの施設及び設備（備品を含む。）の維持管理に関する業務 

(3) センターの利用許可（利用料の収受を含む。）に関する業務 

(4) その他町長が必要と認める業務 

＊詳細は、小清水町ふれあいセンター指定管理者仕様書によります。 

 

４ 指定の期間 

指定期間は、令和４年 10 月 1 日から令和９年 9 月 30 日までの 5 年間とします。 

ただし、手続条例には、指定の取消し等の措置を講ずることができる事由の規定があります。 

 

５ 指定管理者の収入に関する事項 

(1) 利用料金等 

センターの利用者が支払う利用料金や自らが企画・実施する事業等の収入は、指定管理者の

収入とし、センターの経費に充てるものとします。 

ア 利用料金の額 

センター設置条例第７条第 2 項の規定により指定管理者が町長の承認を得て設定します。 

イ 利用料金の減免 

センター設置条例第９条の規定により、利用料金を減額又は免除することができます。 

 

(2) 指定管理料等 

小清水町が承認した事業計画の実施に必要な経費については、利用料金等の収入をもって充

てることとし、原則として独立採算制をとりますので、指定管理料の支払いはありません。た

だし、事故・災害等による予測のできない経費については、指定管理者と町が負担について協

議することとします。 

なお、センターの機能維持及び事故防止のために重要な施設及び備品設備の保守点検・整備

に要する費用並びに施設の火災保険料については、町が負担します。 

また、特殊な要因において生じる補てん等については、双方協議により決定します。 

 

６ 指定管理者と町の責任分担等 

指定管理者と町の責任分担（リスク分担）については、別紙のとおりとします。 

 

 

 

【 問い合わせ先 】 

  小清水町保健福祉課福祉介護係 

  〒099-3698 北海道斜里郡小清水町元町 2丁目 1番 1号 

  電話：0152（62）4473 FAX：0152（62）4198 

 電子メール：fukushikaigomgr@town.koshimizu.hokkaido.jp 
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