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滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館指定管理者募集要項 

 

１ 指定管理者の募集について  

    公の施設の管理主体については、平成１５年６月の地方自治法の一部改正により指定管理者制度が導 

入され、民間事業者を含む法人その他の団体も指定管理者として施設の管理を行うことができるように 

なりました。 

  滋賀県教育委員会(以下「教育委員会」といいます。)では、住民サービスのさらなる向上と管理運営 

の効率化を図るため、平成１８年度から滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館（以下「宿泊研修館」といいま 

す。）について指定管理者制度を導入していますが、平成３１年３月をもって委託期間が終了すること 

から、この要項に基づき指定管理者を募集します。 

     

２ 施設の概要  

   (1) 施設の名称             滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館 

   (2) 施設の所在地         滋賀県長浜市田村町１４１１－１ 

   (3) 設置年月        平成４年１０月 

   (4) 施設設置の目的・役割    

宿泊研修館は、長浜ドーム利用者等の宿泊利用とともに、青少年をはじめ広く県民文化の向上        

のための拠点として、また、湖北地域における青少年団体活動の拠点施設として活用されることを目

的に設置したものです。     

   (5) 基本的な運営方針  

宿泊研修館においては、青少年の健全な育成と広く県民文化の向上に寄与することを基本方針    

として、隣接する長浜ドームとの連携を図り、長浜ドーム利用者等の宿泊利用を確保するととも        

に、青少年を中心とした自主的かつ創造的な活動の場や、文化・教養の場、研修の場を提供して    

いただきます。さらに、指定管理者自らの創意工夫により魅力ある事業を企画・実施し、より一        

層効果的かつ効率的な管理運営に努めていただきます。 

   (6) 施設の規模 

① 敷地面積  ４，３６８㎡(長浜ドーム敷地の一部) 

② 建物 長浜ドーム宿泊研修館 プロパン庫 

     構  造    鉄筋コンクリート造、地上２階 コンクリートブロック造、地上１階 

    建築面積                   ６７３．４４㎡                     ２４．００㎡ 

    延床面積               １，４４９．２３㎡                     ２４．００㎡ 

   (7) 施設の内容                                 

       ①  １階 

           会議室：利用定員 ８１名（机対応） 

               会議室Ａ・・・定員４５名            

             会議室Ｂ・・・定員３６名 

           事務所、トイレ(男子用、女子用、障害者用)、ロビー等 

      ②  ２階 

           宿泊室：利用定員 ５４名（最大 ６７名） 

              洋室（バス・トイレ付）・・・１室２名（最大３名）、６室 

              和室（１２帖）・・・・・・・１室６名（最大７名）、７室 

        浴室（２箇所）、談話室、トイレ・洗面所（男子用、女子用）等 

       ③ 屋外 
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           駐車場、樹木・植栽等 

 

       ④  宿泊研修館の目的外使用を許可している施設 

        ア 青年団活動室（１階）   ３１．０５㎡ 

        イ 自動販売機      

         清涼飲料水自動販売機（１階）    １台 

    

３ 関係法令                                                                                   

  (1) 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）（以下「法」といいます。）                                

   (2) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）                                                  

  (3) 滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例（平成４年滋賀県条例第２４号）（以下「条例」   

といいます。）     

  (4) 滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例施行規則（昭和４年滋賀県規則第１１号）（以   

下「規則」といいます。）     

  (5) 滋賀県行政手続条例（平成 7年滋賀県条例第 40 号）（以下「行政手続条例」といいます。）         

  (6) 滋賀県個人情報保護条例（平成 7年滋賀県条例第 8号）（以下「個人情報保護条例」といいます。）  

  (7) 滋賀県情報公開条例（平成 12 年滋賀県条例第 113 号）                                         

   (8) 滋賀県財務規則（昭和 51 年滋賀県規則第 56 号）                                              

    

 ４ 指定管理者が行う業務の範囲等                                                              

   (1) 業務の範囲  

       指定管理者が行う業務（以下「管理業務」といいます。）の範囲は次のとおりとします。  

       なお、業務内容に関する細目的事項は、別添資料１「滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館管理業務仕      

様書」を参照してください。  

     ① 宿泊研修館の施設および設備の提供に関する業務 

    ア 施設等の使用の承認に関する業務 

      宿泊室および会議室の使用承認申請の受付およびそれに対して条例や規則に基づいて使用承            

認（取消を含みます。）を与える業務 

    イ 施設の使用における付帯設備の貸出に関する業務 

    ウ 施設の利用案内に関する業務 

    エ 利用者に対する相談・助言に関する業務 

    オ 使用に係る料金の収受に関する業務 

使用の承認をした宿泊室および会議室（付帯設備を含みます。）に係る利用料金を納期限      

までに収受する業務 

② 宿泊研修館の施設、設備および備品の維持管理に関する業務 

施設、設備および備品(以下「管理物件」といいます。)を常に適正な状態にしておくため、        

各種保守点検、清掃、維持修繕、警備、植栽木の管理、消耗品等の調達などを行う業務 

     ③ 文化的行事の実施に関する業務 

     公開講座の開催に関する業務 

   ④ その他設置の目的を達成するために必要な業務 

      青少年団体活動の支援に関する業務 
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     施設の利活用促進に関する業務     

   (2) 管理業務の範囲外の業務  

       指定管理者は、宿泊研修館の設置目的に合致し、かつ管理業務の実施を妨げない範囲において、   

自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとしますので、施設の効用を最大      

限に発揮させる観点から、創意工夫を活かして積極的に提案してください。                      

       ただし、この場合、あらかじめ教育委員会の承認が必要となります。      

   (3) その他  

     ① 平成３１年４月１日以前において、既に使用承認のあった施設利用や実施が決定している事業         

については、現在の管理受託者から引き継ぐこととします。                               

     ②  レストラン、青年団活動室、自動販売機等に係る教育財産の目的外使用許可に関する業務は、        

教育委員会が行います。（レストランについては、平成２９年３月３１日をもって運営業者が撤退

しました。その後、レストランの経営者の公募を３回行いましたが、応募がなく、現在は営業され

ていません。） 

        なお、指定管理者において県に代わり一括して電力会社等に支払いをしていただいた、行政財        

産の目的外使用許可の共益費の光熱水費については、指定管理料とは別に支払い手続きを行うこ    

ととなります。 

     ③ 飲料用自動販売機については、原則として設置者を公募することとしていますが、応募がなく、

平成３１年３月３１日までは現在の指定管理者が自主事業として設置しています。 

④ 県では、自主財源の確保や施設サービスの向上を図るため、ネーミングライツ(※)の取り組みを

進めています。 

 (※) ネーミングライツとは、公の施設に「企業名や商品名等を冠した愛称」を付与する権利を与

える代わりに、ネーミングライツパートナー（命名権者）から対価としてネーミングライツ料を得

る取り組みです。取り扱いは次のとおりとします。 
 

ア 施設に係る印刷物やホームページでは、愛称を用いることとし、作成に要する費用は、印刷物

については作成者、ホームページについてはホームページの管理者が負担するものとします。 

イ 指定管理者は、イベント等の開催時に、愛称を使用した広報を行うよう、主催者や施設利用者

等に徹底することとします。 

ウ ネーミングライツ導入に伴い、ネーミングライツパートナーの負担により、施設の看板や案内

図等の表示変更や改修工事を行うことがあります。この場合、県は、事前に指定管理者と協議を

行うこととします。 

エ その他ネーミングライツ導入に伴い、指定管理者の業務内容等に変更が生じた場合は、県と指

定管理者は業務内容等について、協議を行うこととします。 

  現在、長浜ドームについては、平成３１年３月３１日期限で、ネーミングライツを導入してお

り、宿泊研修館の愛称についても長浜ドームに準じています。今回の指定期間中に、長浜ドーム

においてネーミングライツが導入された場合は、今後も宿泊研修館の愛称については、長浜ドー

ムに準じることとます。   

     ⑤  宿泊研修館の業務に必要な車輌を公用車として次のとおり貸し付けますので、当該車輌の適切    

な管理に努めてください。   

         軽自動車 滋賀５８０ ね ４４１０ ダイハツ テリオスキッド ６５０cc 

 

 ５ 指定予定期間  

     ①  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までの５年間を予定しています。  

     ②  指定予定期間は、議会の議決後、正式に指定期間となります。  
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     ③  ただし、法第 244 条の２第 11 項の規定に基づき、教育委員会は、公の施設の管理の適正を期す   

るため行った必要な指示に指定管理者が従わないときその他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、または期間を定めて管理業務の全部また       

は一部の停止を命ずる場合があります。 

                                                                      

 ６ 管理業務を行う際の条件等                                                                  

   (1) 管理業務に要する経費  

       宿泊研修館の管理業務に要する経費については、施設の使用者が納める利用料金、指定管理者が   

管理業務の実施に伴い収受する収入および教育委員会が支払う管理料により賄うこととなります。  

    ① 利用料金  

     ア 利用料金の収入等  

           施設の使用者が納める利用料金は、指定管理者の収入とします。  

           利用料金の額については、条例に対象となる施設、区分および金額が定められていますので、 

         その額の範囲内で、あらかじめ教育長の承認を得て、指定管理者において設定してください。 

（今後、消費税および地方消費税の税率改正や公の施設の使用料の見直し等に伴い、指定期間中

であっても、利用料金の上限である条例別表に定める利用料金の額を見直すことがあります。） 

  なお、利用料金の額の設定に当たっては、施設の利用率の向上やサービスの向上につながるよ          

う配慮してください。                                                        

       イ 利用料金の減免  

           利用料金については、あらかじめ教育長の承認を得た上で、指定管理者自らの判断により減          

免を行うことができます。                                                    

           ただし、減免による利用料金収入の減収については、管理料に当該減収分が見込まれている     

ものとし、補填等の措置は行いません。                                                  

           なお、過去３か年の使用料収入および減免の実績については、別添資料２を参照してくださ        

い。  

② 管理業務の実施に伴い指定管理者が収受する収入  

管理業務を実施する中で、教育委員会以外からの助成金や寄附金、図録の販売収入など指定管     

理者が収受する収入については、指定管理者の収入となります。                              

         ただし、教育委員会の収入とすることを条件として収受するものは、除きます。  

    ③ 教育委員会が支払う管理料  

       ア 管理料算定の考え方  

           教育委員会は、管理業務に要する経費から利用料金収入見込額および管理業務の実施に伴い     

指定管理者が収受する収入の見込額を差し引いた額を、指定管理者に管理料として支払います。 

           管理料の額は、申請の際に提出のあった収支計画書において示された管理料の金額を上限と          

して、教育委員会の予算額の範囲内で、協定において定めるものとします。                  

       イ 参考額  

           指定期間中における管理料総額の参考額は、49,285,000 円（消費税および地方消費税を含む。）

とし、これを目安に事業計画書を作成してください。                         

           なお、参考額の詳細および宿泊研修館の管理運営に係る過去３か年における収入・支出の実績

および内訳については、別添資料３を参照してください。  

       ウ 管理料の精算  
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           協定により定めた管理料は、管理業務に要した経費または利用料金その他の収入に増減があ          

っても、原則として増額や減額はいたしません。                                          

           ただし、管理物件の修繕または改修（見積額が１件当たり１００万円（消費税および地方消費

税を含む。以下同じ。）以上の修繕または管理物件の効用の増加を目的とした改修で、県と指定

管理者の協議により指定管理者が行うこととなったものに限る。）に係る経費については、「イ

参考額」の内訳として示した金額（別添資料３参照）から増減した額を、管理料に加算し、また

は管理料から減額することとします。         

     エ 管理料の支払い                                                                      

           管理料は、各年度ごとに教育委員会と指定管理者が協議して作成する支払計画書に従ってお    

支払いします。                                                                        

     オ 管理口座・区分経理                                                                  

           管理業務に係る収入および支出については、独立した口座を設けて管理を行い、指定管理者          

としての業務に係る経理とその他の業務に係る経理を区分して整理してください。 

カ 管理料積算に当たっての留意事項 

      管理料積算に用いる消費税および地方消費税の税率は、現行税率（８％）とします。なお、今

後、消費税および地方消費税の税率が改正される場合は、当該改正による収入および支出への影

響（条例別表に定める額が改正されたときは、当該改正による収入への影響を含む。）を踏まえ

て管理料を再算定し、県と指定管理者で協議の上、管理料を決定します。              

 

   (2)  管理運営方針                                                                           

        管理業務を行うに当たっては、「２(5)基本的な運営方針」の内容を理解のうえ、遵守しなけれ  

ばなりません。                                                                           

        なお、指定管理者には、創意工夫により利用者に対する質の高いサービスの提供を期待していま      

す。 

 

   (3) 管理の基準                                                                              

       適正な管理の観点から必要不可欠である業務運営の基本的事項は、次のとおりです。            

       なお、管理の基準に関する細目的事項は、協議の上、協定で定めます。（１０(1)参照）           

     ① 休館日および開館時間                                                                  

         休館日および開館時間は、次のとおりとしますが、指定管理者は、必要があると認めるときは、 

       あらかじめ教育長の承認を得て変更することができます。                                    

         ア 開館時間                                                                          

             宿泊研修館の開館時間は宿泊室を除き、午前８時３０分から午後９時３０分までです。 

       なお、宿泊のための宿泊室の使用時間は午後５時から翌日の午前９時までです。  

         イ 休館日                                                                            

           年末・年始の１２月２９日から翌年１月３日までです。                                

             このほか、宿泊研修館の施設の安全対策を充実するため、次のとおり点検日を設け、その 

      間を休館します。 
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点検期間 

 

  日 数 

 

      点検日 

 

               点検内容 

 

上半期 

 

 

 ３日間 

 

 

 

  指定管理者がその

都度定めます。 

 

 

 

 

 ボイラーをはじめ、宿泊研修館に係る機械設

備一切、避難誘導関係器具およびその他の宿泊

研修館に係る施設および設備の一切に関し、そ

の状況を点検し施設使用について安全の確保を

図ります。 

 

 

下半期 

 

 

 

 ３日間 

 

 

     ② 法令等の遵守                                                                          

         「３関係法令」に記載した法令のほか、労働法令等指定管理者が当然に適用を受ける法令、協定

書、仕様書等を遵守し、管理業務を実施してください。                                             

     ③ 管理運営目標の達成                                                                    

         宿泊研修館では、次の管理運営目標を定めていますので、その達成に向け必要な取組を行ってく

ださい。 

         ア 利用率の向上、収入の確保に関するもの 

             指定管理期間中における各年間の宿泊室稼働率は５５％をめざしています。 

         イ  県民サービスの向上に関するもの 

       アンケート等による利用者の満足度を前年度より高めます。 

         利用者の次回への利用にも繋がるよう､ニーズ把握に積極的に努め、利用者の増加をめざし

ています。 

         ウ  管理運営の効率化に関するもの 

        施設の運営について、業務の内容や人員配置など、利用状況に応じた利用時間の見直しな     

どを行い、コストの削減に努めていただきます。              

     ④ 善管注意義務 

       指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって、宿泊研修館を常に良好な状態に管理しなけれ   

ばなりません。                                                                          

     ⑤ サービスの向上                                                                        

         施設を清潔に保つとともに、利用者に対するサービスの向上を図り、利用者の増加に努めるこ      

ととします。また、各種トラブル、苦情等には、迅速かつ適切に対応することとします。        

     ⑥ 宿泊研修館の施設の適切な維持管理                                       

         管理業務を行うに当たっては、利用者が快適に施設等を利用できるよう、保守点検、修繕、清掃

その他の適切な維持管理を行ってください。（特に、費用対効果を鑑みた計画的な修繕に努めてく

ださい。）                                                                          

         なお、管理物件の本来の効用を維持するために必要な修繕（県が長期保全計画として策定した計

画（以下「長期保全計画」という。）に基づく修繕等を除く。）については、見積額が１件当たり 

       １００万円（消費税および地方消費税を含む。以下同じ。）以上のものについては、教育委員会の

負担と責任において実施するものとし、１件当たり１００万円未満のものについては、指定管理者

が自己の負担と責任において実施するものとします。                      

         また、管理物件の効用の増加を目的とした改修および長期保全計画に基づく修繕等については、

教育委員会の負担と責任において実施するものとします。                                                                
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         ただし、上記により教育委員会の負担と責任において実施するものとされる修繕や改修について

も、管理業務と一体として実施することが適当と認められる場合は、教育委員会と指定管理者が協

議の上、定管理者に実施させることができるものとし、詳細については、協定で定めます。（この

場合、所要経費については、 ６(1)③ウにより精算を行います。） 

     なお、長期保全計画は、修繕等の対象の劣化状況その他の事情により、適宜変更することがあ

ります。                             

     ⑦ 施設の使用承認                                                                       

         施設の供用（使用承認）に当たっては、県民の利用に関し公平性を確保することとします。    

     ⑧ 緊急時の対応                                                                          

       指定管理者は、宿泊研修館において施設利用者の事故や災害その他の緊急の対応を要する事態が

発生した場合に現場で対応する責任を有し、直ちに必要な措置をとるとともに、速やかに教育委員

会に報告しなければなりません。 

     指定管理者は、緊急時に適切な対応をとれるよう、予め、事故・災害対策のマニュアルや、夜間

・確認等、緊急時の対応に必要な体制等を整備しなければなりません。  

     市町の地域防災計画に位置付けられていない施設であっても、災害時には、住民等の緊急の避難

等の場所となることがあり、指定管理者に避難所等の開設および運営への協力を求める可能性があ

ります。 

   ⑨ 管理業務の実施に伴い取得した情報の取扱い 

         指定管理者および指定管理者が使用する者は、管理業務を行うことにより知り得た情報を他に        

漏らし、または不当な目的のために利用してはなりません。 

         また、指定管理者の指定期間が満了し、もしくは指定を取り消され、または指定管理者が使        

用する者が管理業務に従事しないこととなった後においても同様とします。 

     ⑩ 個人情報の保護 

         指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）、「行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成 25 年法律第 27 号）および個人情報

保護条例の規定を遵守し、個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人情報の適切な管

理のために必要な措置を講じなければなりません。 

         また、管理業務に従事する者は、その業務に従事しなくなった後も含め、その業務に関して知        

り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当に使用してはなりません。 

         なお、個人情報の漏えい等の行為には、個人情報保護条例に基づく罰則が適用される場合があ        

ります。 

     ⑪  情報セキュリティ対策 

     指定管理者は、管理業務を行うに当たり、県と協議の上、別添資料４「指定管理者情報セキュリ

ティ遵守事項」をもとに、別途情報セキュリティに関する遵守事項を定め、これにより、情報セキ

ュリティ対策を講じることとします。 

⑫ 文書の管理・保存 

         管理業務を行うに当たり作成し、または取得した文書、図画、写真および電磁的記録（以下「管 

       理文書」といいます。）は、滋賀県文書管理規程等を参考に、適正に管理・保存することとします。 

        なお、管理文書については、指定期間終了時に、教育委員会の指示に従って引き渡しを行って    

いただきます。 

     ⑬ 情報公開 
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         指定管理者が保有している管理文書は、指定管理者が別途情報公開規程等を策定し、情報を公        

開することとします。 

     ⑭ 行政手続法の適用 

         指定管理者が行う行政処分については、行政手続条例に基づいて行わなければならず、審査基        

準、標準処理期間および処分基準を定めておかなければなりません。 

     ⑮ 委託の禁止 

         管理業務の全部または一部を第三者に委託することはできませんが、清掃、警備といった個別        

の業務を第三者に委託することは可能です。ただし、この場合は、あらかじめ教育委員会の承認    

が必要となります。 

⑯ 委託契約等における暴力団の排除措置 

相手方が暴力団または暴力団員と知りながら業務の委託契約や物品購入契約等を締結した場合

には、指定の取消しの対象となります。契約を行おうとする相手方が暴力団または暴力団員か否か

疑わしいときには、県の事務事業から暴力団を排除する措置のための指針に準じて排除措置を講じ

てください。 

    ⑰ 県施設としての協力 

         県および教育委員会の事業を宿泊研修館において実施しようとする場合は、優先的な予約など    

の協力を図っていただきます。 

⑱ 保険への加入 

建物に対する火災保険は県が付保します。また、施設内の事故等により、損害が発生した時、

施設そのものの欠陥による場合は県の責任となりますが、施設の管理瑕疵による損害は指定管理

者の責任になりますので、損害賠償保険等必要な保険に加入していただきます。 

   ⑲ 長浜ドームとの連携・協力等 

     宿泊研修館を運営するに当たっては、広報面・営業面における長浜ドームとの連携・協力を強化

し、長浜ドームの利用者に積極的に宿泊研修館の利用の働きかけを行うほか、長浜ドームの利用者

が宿泊研修館に宿泊した場合には長浜ドームと連携したサービスを行うなど、宿泊研修館の利用率

向上に努めてください。 

   (4) 指定管理者と教育委員会とのリスクの分担 

       指定管理者と教育委員会とのリスクの分担は、原則として次のとおりとします。         

 

 
種        類 

 

 
内       容 

 

負 担 者 

教育 
委員会 

指定 
管理者 

物価等の変動 人件費、物件費等の物価変動に伴う経費の増  ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

需要の変動 

 

利用者の減少、需要見込みの誤りその他の事由による利

用料金収入の減 

 

 
○ 

周辺地域・住民お

よび施設利用者へ

の対応 

宿泊研修館周辺地域との協調、施設の管理運営業務内容

に対する住民および施設利用者からの苦情・要望等への

対応 

 

 

 

 

○ 
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法令の変更 

 

 

 

施設等の設置基準の変更により施設等の新設または改

築を要するものなど管理運営に影響を及ぼす法令変更 
○ 

 

 

管理基準の変更を要する法令変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

税制度の変更 

 

 

指定管理者制度に影響を及ぼす税制変更（消費税） ○  

指定管理者に影響を及ぼす税制変更（法人税、固定資産

税等） 

 

 
○ 

政治、行政的理由

による事業変更 

 

 

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支

障が生じた場合、または業務内容の変更を余儀なくされ

た場合の経費およびその後の維持管理経費における当

該事情による増加経費負担 

 

○ 

 

 

 

 

 

不可抗力 

 

 

 

 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱

、暴動その他の教育委員会または指定管理者のいずれの

責めにも帰すことのできない自然的または人為的な現

象）に伴う、施設、設備の修復による経費の増加 

 

○ 

 

 

 

 

 

不可抗力による業務の変更、中止、延期  ○ 

運営リスク 

 

 

施設、機器等の不備もしくは施設管理上の瑕疵または火

災等事故による臨時休館等に伴う運営リスク 

 

 
○ 

改修、修繕、保守点検等による施設の一部の利用停止  ○ 

事業の遅延・中止 

 

建物所有者の責任による遅延、中止 ○  

事業者の責任による遅延、中止  ○ 

事業者の事業放棄、破綻  ○ 

書類等の誤り 仕様書等県が責任を持つ書類等の誤りによるもの ○  

事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りによる

もの 

 

 
○ 

資金調達等 運営上必要な初期投資、運営資金の確保  ○ 

管理物件の損傷 

 

 

 

 

 

 

 

経年劣化によるもの（見積額が１件当たり100万円未満

のものに限る。）（長期保全計画に基づき修繕等を行う

ものを除く。） 

 ○ 

経年劣化によるもの（上記以外） ○  

長期保全計画に基づき修繕等を行うもの ○  

第三者の行為から生じたもので相手方が特定できない

もの(見積額が１件当たり100万円未満のものに限る。) 

 

 
○ 
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第三者の行為から生じたもので相手方が特定できない

もの（上記以外） 
○ 

 

 

指定管理者による管理物件の管理運営上の瑕疵による

もの 

 

 
○ 

資料等の損傷 

 

管理者としての注意義務を怠ったことによるもの  ○ 

上記以外 ○  

運営費の増大 教育委員会以外の要因による運営費の増大  ○ 

第三者への賠償 管理業務の執行に伴い第三者に損害を与えた場合  ○ 

安全性の確保、環

境の保全 

維持管理、運営における安全性の確保および周辺環境の

保全（応急措置を含む） 

 

 
○ 

セキュリティ 
警備および情報セキュリティ対策不備による情報漏洩、

犯罪発生等 
 ○ 

事業終了時の費用 指定管理期間が終了した場合または期間中途において

業務を廃止した場合における事業者の撤収費用および

新しい指定管理者への引継費用 

 

 

○ 

  (5)  その他管理業務を行うに当たって指定管理者が留意しなければならない事項 

      ①  入札等による管理経費の縮減 

      管理業務の実施にあたり、商品・サービスを調達する場合は、入札等により管理経費の縮減に 

努めていただくこととします。特に、電力調達については、電力の小売が全面自由化されてい 

ることを踏まえ、入札等の実施に努めてください。 

      ②  環境配慮の推進 

          管理業務の実施に当たっては、電気等エネルギーの効率的利用、廃棄物の発生抑制・適正処理、 

        リサイクルの推進、環境負荷の低減に資する物品等の調達（グリーン購入）など、環境への配慮          

に努めていただくこととします。なお、物品や電力を含むサービスの調達については、「滋賀県

グリーン購入基本方針」を定めていることから、その内容に沿った調達に努めてください。 

      ③ 職員の採用 

        指定管理者は、職員を採用する場合には、本人の適性や能力以外の事項を条件にすることなく、 

        幅広く応募できるよう配慮してください。 

      ④ 障害者の雇用 

        指定管理者は、障害者の雇用について、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年 7 月

25 日法律第 123 号）に基づき国および地方公共団体に義務づけられている雇用率を達成できるよ 

う努めていただきます。 

      ⑤ 人権への配慮 

        指定管理者は、公平な採用選考や人権研修の実施など、人権に配慮した業務遂行に努めていた        

だきます。 

      ⑤ 県内事業者への配慮 

        管理業務を行うに当たって、委託業務の発注や物品の調達等において、県内事業者への発注に        

努めていただきます。 
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      ⑦ 管理物件の現状変更 

        指定管理者が、管理業務を実施するために管理物件の新設、増築、改築、移設、改造その他の        

現状変更をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けていただいた上、指定管理    

者の負担で実施していただきます。 

        なお、この場合、当該現状変更部分については、指定管理者は、将来にわたってその権利を主        

張できないものとします。 

   (6)  指定管理業務の継続が困難になった場合における措置に関する事項 

       ① 指定管理者は、管理業務の継続が困難となった場合またはそのおそれが生じた場合には、速          

やかに教育委員会に報告しなければなりません。 

       ② 指定管理者の責めに帰すべき事由により指定管理者による適正な施設管理が困難となった場     

合またはそのおそれがあると認められる場合には、教育委員会は、指定管理者に対して改善勧     

告を行い、期間を定めて、改善計画書の提出およびその実施を求めることができます。 

       ③ 指定管理者が次の事由に該当するときは、教育委員会は、法第 244 条の 2第 11 項の規定によ

り、その指定を取り消し、または期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じることができ

ます。 

         ・指定管理者の責めに帰すべき事由により、協定に定めた事項を履行しないとき、または履行            

できる見込みがないと認められるとき 

         ・財務状況が著しく悪化し、管理業務の遂行が困難と認められるとき 

         ・関係法令、条例、規則または協定の規定に違反したと認められるとき 

         ・指定管理者の指定手続きおよび管理業務の実施に当たり、不正の行為があったとき 

         ・管理業務に関する教育長の指示に従わないとき 

         ・管理業務に関して、教育長が求めた報告を行わず、もしくは実地調査等を拒否または妨害し      

たとき 

         ・②において、指定管理者が当該期間内に改善計画書を提出せず、または改善計画書に定めら      

れた事項を実施しなかったとき 

         ・著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき 

         ・指定管理者募集要項に明示した申請資格を満たさなくなったとき 

         ・その他、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 

       ④ 上記③により指定管理者の指定が取り消されまたは業務停止となった場合に、教育委員会に     

損害が発生したときは、指定管理者は、教育委員会に生じた損害について賠償の責めを負うこ    

ととなります。なお、 指定管理者に損害や追加費用などが生じても、教育委員会は賠償等を行     

いません。 

       ⑤ 不可抗力その他教育委員会または指定管理者の責めに帰することができない事由により管理     

の継続が困難となった場合は、教育委員会と指定管理者は管理の継続の可否について協議する     

こととします。 

       ⑥ 指定管理者は、指定期間が満了するとき（継続して指定管理者に指定されたときを除く。）ま         

たは指定が取り消されたときは、速やかに、管理物件を原状回復して教育委員会に引き渡すと     

ともに、教育委員会または新たな指定管理者と十分に事務引き継ぎを行うこととします。 

         ただし、原状回復について教育委員会の承認を得たときは、この限りではありません。 

    (7)  事業計画および事業報告 

       ① 事業計画 
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         事業実施計画、人員配置計画、収支計画等を内容とする各事業年度の事業計画書を、前年度の

７月末（指定期間の初年度に係る事業計画書にあっては、県が指定する期日）までに提出し、教

育委員会の承認を得てください。 

       ② 事業報告 

           指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に、目標水準の達成状況や改善方針等、県が別に定め

る事項について、事業報告書を教育委員会に提出することとします。 

    (8)  管理業務の状況把握および評価 

       ① モニタリング 

           指定管理者は、常時、管理業務の状況を把握し、日報等に記録するとともに、目標水準の達成

状況や改善方針等、県が別に定める事項について、月例業務報告書を作成し、翌月の１０日まで

に教育委員会に報告することとします。 

           教育委員会は、指定管理者から提出された事業報告書、月例業務報告書の内容のほか、指定管

理者に対する報告徴収、調査等の結果をもとに、管理業務の状況、指定管理者の経理の状況等を

確認します。 

       ② 是正勧告 

           モニタリングの結果、必要と認めるときは、教育委員会は、業務の改善等必要な指示を行い     

ます。 

           なお、改善勧告等によっても改善が見られない場合、および指定管理者が行う管理業務の内          

容が「管理の基準」を満たしていないと判断した場合は、指定期間中でもその指定を取り消す         

ことがあります。 

       ③ 利用者満足度調査等による利用者の声の把握 

           指定管理者は、施設利用者の満足度、ニーズ等を把握し、管理業務に反映するため、利用者満

足や施設利用者の意見・苦情等を把握し、その結果および業務改善の状況について教育委員会に

報告することとします。 

    ④ 評価 

      教育委員会は、指定管理者から提出された事業報告書の内容を踏まえて、管理業務の実施状況

等に係る評価を実施するとともに、事業報告書に記載する改善方針と併せて対外的に公表するこ

ととします。 

なお、必要に応じて、事業報告書に加えて、改善方針に係る資料の提出を求めることがありま

す。 

     ⑤ 教育委員会と指定管理者との意見交換 

       教育委員会と指定管理者は、管理運営上の課題や評価結果等について、定期的に意見交換を実

施することとします。 

    (9) 備品の帰属 

       ① 管理物件の備品が、経年劣化等により管理業務の用に供することができなくなった場合は、    

当該備品と同等の機能および価値を有するものの見積額が１件当たり１００万円（消費税および    

地方消費税を含む。）未満のものについては、管理料に当該経費が見込まれているものとし、指    

定管理者の負担で購入または調達していただきます。 

       ② ①により購入または調達した備品の所有権は、教育委員会に帰属するものとします。 

    (10) 調査 

           教育長は、法第 244 条の 2 第 10 項の規定により、指定管理者の管理する施設の適正を期する
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ため、必要があると認めるときは、指定管理者に対して管理業務または経理の状況に関し報告を

求め、実地について調査し、または必要な指示を行います。 

           また、県の監査委員等が滋賀県の事務を監査するために必要があると認める場合は、指定管理

者に対し出頭を求め、実地に調査し、または帳簿書類その他の記録の提出を求めることがありま

す。 

    (11) 管理業務を実施するに当たっての注意事項 

       ① 指定管理者が、管理業務に関する規程、要綱等を作成する場合は、教育委員会と事前に協議     

することとします。 

       ② 協定に定めのない事項については、教育委員会と協議することとします。 

    (12) 提供した資料の取扱い 

          教育委員会が提供した資料等は申請に関する検討以外の目的で使用することを禁じます。 

          また、この検討の目的の範囲内であっても、教育委員会の承諾を得ることなく、第三者に対     

しこれを使用させ、または内容を提示することを禁じます。 

  

 ７ 申請の手続 

   (1)  募集要項の配付 

        募集要項を平成３０年８月３１日（金）～１０月５日（金）に配付します。 

        また、生涯学習課ホームページからもダウンロードできます。なお、郵便での配付は行いません。 

          生涯学習課ホームページアドレス http://www.nionet.jp 

http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/sogo/kakuka/ma06shogai-home.html 

           配付場所：滋賀県庁新館６階 滋賀県教育委員会事務局生涯学習課生涯学習振興係 

                     〒520－8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

                     電話 ０７７－５２８－４６５１ 

           配付時間：平日 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

               （正午から午後１時までを除く。) 

   (2)  申請者の備えるべき資格等 

      ① 指定管理者の指定を受けるための申請ができるのは、滋賀県内に主たる事務所、支店、営業         

所等の拠点（以下、「事務所等」という。）を置くまたは置こうとする法人その他の団体（以下

「法人等」という。）であって、次に該当しないものに限ります。（法人格の有無は問いません

が、個人での申請はできません。また、滋賀県内に事務所等を置こうとする場合は、指定管理者

の指定議案を県議会に提案する時までに事務所等を設置しなければなりません。） 

         ア  役員等に制限行為能力者が含まれている法人等 

         イ 役員等に破産者で復権を得ない者が含まれている法人等 

         ウ 役員等に禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることが            

なくなるまでの者が含まれている法人等 

         エ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2条

第 2号に規定する暴力団をいう。）、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する法人等、役

員等に暴力団員（同法第 2条第 6号に規定する暴力団員をいう。）または暴力団もしくは暴力

団員と密接な関係を有する者がいる法人等および暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と

密接な関係を有する者がその経営に実質的に関与している法人等 

         オ 地方自治法施行令第 167 条の 4第 2項の規定により、県における一般競争入札の参加を制限
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されている法人等。 

         カ 会社更生法、民事再生法等による手続きを行っている法人等 

         キ 滋賀県から指名停止措置を受けている法人等 

         ク 直近の１年間に都道府県税または消費税および地方消費税を滞納している法人等 

         ケ 県議会の議員、知事、副知事ならびに法第１８０条の５第１項および第２項に規定する委           

員会の委員または委員が、無限責任社員、取締役、執行役もしくは監査役もしくはこれらに準          

ずべき者、支配人、清算人である法人等（ただし、議会の議員以外の者については、県が資本          

金、基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を出資している法人を除く。） 

         コ 法第 244 条の２第 11 項の規定に基づき、滋賀県から指定の取り消しを受けたことがある法

人等 

         サ 滋賀県における選定委員会で指定管理者の候補者として選定された通知を受け取った後、            

議会の議決までに辞退したことがあり、辞退の日から起算して１年を経過していない法人等 

         シ 滋賀県における指定管理者の指定の手続きにおいて、その公正な手続きを妨げた法人等ま            

たは公正な価格の成立を害し、もしくは不正の利益を得るために連合した法人等 

       ② 宿泊研修館のサービス向上または管理業務の効率的実施を図る観点から必要な場合は、複数     

の法人等（以下「グループ」という。）が共同して申請を行うことができます。この場合は、次          

の事項に留意してください。 

         ア グループの名称を設定し、グループ内で代表となる法人等を定めてください。なお、代表            

となる法人等または構成団体の変更は、原則として認めません。 

         イ グループの構成団体間における管理業務に係る経費に関する連帯責任の割合等については、 

           別途協定書で定めてください。 

         ウ  グループの構成団体のいずれか（グループの代表者以外の構成員であって、業務の内容に照

らして滋賀県内に事務所を有する必要がないと知事が認めるものを除く。）が滋賀県内に事務

所等を置いていない場合（指定管理者の指定議案を県議会に提案する時までに事務所等を設置

する場合を除く。）およびグループの構成団体のいずれかが①のアからシのいずれかに該当す

る場合は、申請することはできません。 

         エ  次の(3)①エに掲げる書類については、構成団体それぞれについて提出してください。 

         ※ グループでの申請の例として、維持管理会社、警備会社、セミナー等を実施する会社など、 

           それぞれ得意分野を活かして宿泊研修館の管理運営に参加する形態が考えられます。 

       ③ 複数申請の禁止 

         申請については、１団体につき１申請に限ります。また、グループで申請を行う場合、当該      

グループの構成団体は、他のグループの構成団体となり、または単独で申請を行うことはでき          

ません。 

   (3) 申請の方法 

       ① 提出書類 

           申請に当たっては、以下の書類を県に提出していただきます。 

           なお、教育委員会が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

         ア 指定管理者指定申請書（様式第１号） 

           グループ申請の場合、グループ構成表（様式第 1号-２）を併せて提出してください。 

         イ 宿泊研修館の管理運営に係る事業計画書（様式第３号） 

           (ｱ)基本方針等 
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             ・指定管理者の指定を申請した理由 

             ・宿泊研修館の管理運営を行うにあたっての基本方針 

           (ｲ)事業等の実施計画 

             ・利用者に対するサービス向上の取り組み（開館時間、休館日についての提案があれば併       

せて記載） 

             ・利用促進策、利用者増への取り組み 

             ・管理運営経費の縮減、収入増に向けた取り組み 

             ・施設および設備の維持管理業務 

             ・文化的行事の実施業務 

             ・管理運営目標の達成に向けた取り組み 

             ・自主事業の取り組み 

           (ｳ) 管理運営体制 

             ・組織図 

             ・人員体制 

               組織図に記載された職員全ての雇用関係、勤務体制（勤務時間、休日設定など）、職務       

分担および職務内容を示すこと 

             ・人員配置計画等 

               責任体制（責任者の常駐の有無等）、執行体制（経理・管理、苦情処理、安全管理、職               

員ローテーション等）、有資格者・経験者の配置状況等 

             ・人材育成方針および研修計画 

             ・現に従事している職員の雇用についての考え方 

             ・業務の一部について第三者への委託を予定している場合は、その項目、予定金額、委託       

先選定方法などを含めた外部委託の考え方 

           (ｴ) その他 

             ・個人情報保護の取り組み 

             ・情報公開への対応 

             ・環境への配慮 

             ・職員の採用、障害者の雇用への対応 

             ・人権への配慮 

             ・防災、防犯その他緊急時の体制・対策 

             ・利用者の苦情等トラブルの未然防止と対処方法 

             ・利用者の要望の把握および対応策 

             ・円滑な業務引継に向けての計画 

             ・特記事項（その他、宿泊研修館の設置目的を効果的、効率的に達成する方法についての       

提案等があれば記載） 

         ウ 収支計画書（様式第４号） 

           (ｱ) 宿泊研修館の管理運営に係る平成３１年度収支予算案 

               教育委員会から支出する管理料の基礎となる管理運営の必要経費および収入見込額につ       

いて算出し、提案してください。 

               提案される収支計画については、経費の縮減が図られ、かつ収支が適正でバランスがと              

れている必要があります。 
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           (ｲ) 利用料金に関する考え方 

               宿泊研修館の利用料金の額については、指定管理者が条例で定める額の範囲内において、       

教育委員会の承認を得て決定するものです。利用料金の設定案と、料金設定についての基              

本的な考え方について提案してください。 

           (ｳ) 指定期間５年間の収支計画 

               宿泊研修館の管理運営に関する業務と自主事業の実施に関する業務に分けて、次の計画       

を提出してください。 

               ・利用人員予測 

               ・収支計画 

                 収入については、利用料金収入の予測、管理料見積り予測額およびその他の収入の        

予測額を計上してください。 

                  支出については、管理費（人件費含む）および事業費として所要額を計上してくだ                  

さい。 

      (ｴ) その他 

        消費税および地方消費税は、現行税率（８％）で算出してください。 

         エ その他の書類 

           (ｱ) 法人等の定款、寄附行為その他これらに準ずるもの 

               定款および寄附行為のない団体にあっては、団体の規約等（団体の目的、事務所、資産              

に関する規定、代表者の任免に関する規定等を記載した書類）および代表者の身分証明書              

を提出してください。 

           (ｲ) 申請者が法人である場合は、法人の登記事項証明書 

               申請日前３か月以内に取得したものを提出してください。 

               登記のない法人の場合は、名称および本店または主たる事業所の所在地を証明する書類              

を提出してください。 

           (ｳ) 印鑑証明 

               申請日前３か月以内に取得したものを提出してください。 

           (ｴ) 法人等の決算関係書類 

               過去３か年分の事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずる書類を提出       

してください。 

               新たに設立する法人または設立初年度の法人にあっては、収支予算書またはこれに準ず             

る書類を提出してください。 

           (ｵ) 法人等の予算関係書類 

               直近の会計年度の事業計画書および収支予算書を提出してください。 

           (ｶ) 団体概要書（様式第５号） 

               設立趣旨、事業内容のパンフレット等法人等の概要がわかる資料があれば、あわせて提              

出してください。 

   (ｷ) 役員名簿（役職、氏名、性別、現住所および生年月日を記載したもの。なお、商号または

名称、代表者、経営者等の氏名には、必ずふりがなを付してください。） 

           (ｸ) 都道府県税に未納がないことの証明書、消費税及び地方消費税の納税証明書 

               新たに設立する法人または設立初年度の法人にあっては、添付を要しません。 

           (ｹ) 誓約書（様式第２号） 
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             申請者の備えるべき資格および申請書等の記載事項に関する誓約書を提出してください。                

虚偽の申請であることが判明した場合は、指定期間中であっても指定の取消しとなる場              

合があります。 

        なお、申請者の備えるべき資格のうち、暴力団排除に係る欠格要件該当の有無について、

指定管理者に係る暴力団排除措置要領に基づき滋賀県警察本部に照会しますので、あらかじ

め御了承ください。 

       ② 提出部数 

           正本１部副本１０部を提出してください。ただし、(ｱ)、(ｲ)および(ｷ)については、正本１部     

のみを提出してください。（グループによる申請の場合は、(ｲ)から(ｸ)までについては、構成団         

体ごとに提出してください。） 

       ③ 提出方法 

           申請書類の提出は、持参または郵送とします。 

             ［提出先］  滋賀県庁新館６階 滋賀県教育委員会事務局生涯学習課生涯学習振興係 

                  〒520－8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

                  電話 ０７７－５２８－４６５１ 

       ④ 受付期間 

           持参の場合は、平成３０年８月３１日（金）～１０月５日（金）まで（土曜日、日曜日および

祝日を除きます。）の午前８時３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時までを除きま

す。）とします。 

           また、郵送の場合は、書留郵便で、１０月５日（金）午後５時必着とします。 

           なお、電子メール、ＦＡＸでの提出は認めません。 

   (4) 質問事項の受付 

       募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

       ① 受付期間 

         平成３０年８月３１日（金）～９月１４日（金）午後５時まで（必着） 

       ② 受付方法 

         募集要項の内容等に関する質問書（様式第６号）に記入の上、郵送、ＦＡＸまたは電子メー     

ルにより提出してください。質問の未到着を防ぐため、事前、事後の確認をお願いします。 

           ［ＦＡＸ番号］  ０７７－５２８－４９６２ 

      ［メールアドレス］ma06@pref.shiga.lg.jp 

       ③ 回答方法 

         質問された方には、郵送、ＦＡＸまたは電子メールにより個別に回答するほか、申請者間の          

公平を期すため、質問および回答を生涯学習課ホームページ（ｱﾄﾞﾚｽ：http://www.nionet.jp 

http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/sogo/kakuka/ma06shogai-home.html）において公表します。

（質問者名は表示しません。） 

         募集要項の内容等に関する質問およびその回答は、その後の提案の内容や審査事項に反映さ          

れることから、電話等による質問回答は一切いたしませんのでご了承ください。ただし、電話          

による照会を一切お断りするものではありませんので、不明な点については、気軽に相談して          

ください。 

         また、現地説明会において出された質問および回答についても併せて公表します。 

         なお、内容によってはお時間をいただく場合があります。 
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   (5) 現地説明会の実施 

       現地説明会を次のとおり開催します。 

       参加を希望される団体は、説明会参加申込書（様式第７号）に記入のうえ、郵送、ＦＡＸまた    

は電子メール（メールアドレス：ma06@pref.shiga.lg.jp）により、平成３０年９月１１日(火)午後

５時までにお申し込みください。（必着） 

       ① 開催日時  

         平成３０年９月１４日(金) 午前１０時開始  

       ② 集合・開催場所 

         滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館（開始時刻の５分前までに研修館ロビーに集合してください。） 

       住所：長浜市田村町１４１１－１ 

       ③ 説明内容 

         募集要項および仕様書の説明、施設の説明 

       ④ その他 

        ・説明会参加につきましては、１団体３名までとします。 

        ・指定管理者の募集に係る資料一式を持参願います。 

        ・指定申請を行う場合は、できる限りこの説明会に出席してください。 

   (6) 設計図書等の閲覧 

       宿泊研修館の建物の設計図書および現在の管理運営業務の仕様について、次のとおり閲覧を行い   

ます。 

       ① 閲覧期間 

          平成３０年８月３１日（金）～１０月５日（金）（土曜日、日曜日および祝日を除きます。） 

    ②  閲覧時間 

      午前８時３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時までを除きます。） 

       ③ 閲覧場所  

           滋賀県教育委員会事務局生涯学習課 

        〒520－8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

           電話 ０７７－５２８－４６５１ 

  

 ８ 申請に際しての留意事項 

   (1) 失格または無効 

    以下の事項に該当する場合は、無効または失格となる場合があります。 

       ① 申請書の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかったとき 

       ② 記載すべき事項の全部または一部が記載されていないとき 

       ③ 申請者が記載すべき事項以外の内容が記載されているとき 

       ④ 虚偽の内容が記載されているとき 

       ⑤ 教育委員会指定管理者選定委員会委員、本件業務に従事する本県職員ならびに本県関係者に対

して、本件提案についての不正な接触の事実が認められたとき 

       ⑥ その他不正の行為があったとき 

   (2) 申請内容の変更 

       申請書の提出期限前に事業計画書等の記載事項の変更をする場合には、事業計画書等記載事項変      

更届（様式第８号）により、申請書の提出期限前に届出をしてください。 
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       なお、提出期限後は、提出された書類の内容を変更することはできません。 

   (3) 著作権の帰属等 

       事業計画書等の著作権は、申請者に帰属します。ただし、教育委員会は、指定管理者の決定の公   

表等必要な場合には、事業計画書等の内容を無償で利用できるものとします。なお、提出された書      

類は理由の如何に関わらず返却しません。        

   (4) 申請の辞退 

       申請書類を提出した後に辞退する際には、指定管理者申請辞退届（様式第９号）を提出してくださ      

い。 

   (5) 費用の負担 

       申請に要する経費はすべて申請者の負担とします。 

   (6) 情報公開 

       申請書類は、滋賀県情報公開条例に基づく開示請求により、個人に関する情報等非公開とすべき      

箇所を除き、公開されることがあります。 

   (7) その他 

       ① 指定申請書等の様式 

           指定申請書等の提出書類は、日本工業規格のＡ４の大きさとします。（ただし、官公署の発          

行する証明書等やむを得ないものについては、例外を認めます。） 

            次の順序に従いファイル等に綴じて提出してください。 

          ア 指定管理者指定申請書(様式第１号) 

          イ 誓約書(様式第２号) 

          ウ 事業計画書(様式第３号) 

             人員体制計画書(別紙) 

     エ 収支計画書(様式第４号) 

     オ 団体概要書(様式第５号) 

     カ 法人の等の定款、寄付行為その他これらに準ずるもの 

     キ 法人の登記事項証明書 

     ク 印鑑証明書 

     ケ 法人の決算関係書類 

     コ 法人の予算関係書類 

     サ 役員名簿 

     シ 都道府県税に未納がないことの証明書、消費税および地方消費税の納税証明書  

       ② 言語、通貨、単位等 

           指定申請書等に用いる言語、通貨、単位は日本語、日本円、日本の標準時および計量法（平     

成４年法律第 51 号）に定める単位に限ります。 

  

 ９ 指定管理者の指定等 

   (1)  指定管理者の候補者の選定 

      ① 指定管理者の選定に当たっては、滋賀県附属機関設置条例（平成 25 年滋賀県条例第 53 号）に

基づく「滋賀県教育委員会指定管理者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）において、

提出された申請書等により審査を行い、(2)に記載する「審査基準」に最も適合する申請者を指定

管理者の候補者とします。 



 

20 

      ② 審査においては、申請者からヒアリングを行い、申請の内容を総合的に審査します。 

         １申請団体あたりの説明時間は１５分以内、質疑応答は１５分程度とします。なお、グルー     

プ申請の場合は、すべてのグループ構成団体から説明者の出席をお願いします。 

      ③ ヒアリングに要する申請者の経費は、全て申請者の負担とします。 

   (2)  選定に当たっての審査方法等 

        選定委員会の意見を聴いて条例第１０条第２項各号の選定基準をより具体化した審査基準その他

の審査方法を定め、これに基づき、申請内容を総合的に審査し、指定管理者の候補者を選定します。 

        選定基準ごとの審査項目、審査内容、配点および選定すべき候補者の決定方法は別紙のとおりで

す。 

        なお、選定委員会の会議は非公開としますが、選定後は申請の概況（経過、申請者名等）、審査       

内容の概要を公表します。 

   (3) 指定管理者の指定方法 

       指定管理者の候補者として選定された団体については、地方自治法の規定に基づき、指定管理者      

として指定する議案を県議会に提出し、議決後、指定管理者として指定します。 

       なお、指定後速やかに、滋賀県公報において告示します。 

  

 １０ 指定管理者指定後の手続 

   (1)  協定の締結 

        業務内容や管理の基準に関する細目的事項、管理業務に要する経費を賄うための管理料に関する      

事項について、指定管理者と教育長との間で協議の上、協定を締結するものとします。 

        協定の内容については、別添資料５を参考にしてください。 

   (2)  引継ぎ 

        指定期間の始期から円滑に指定管理業務が実施できるよう、前管理者との間で一定期間、事務事      

業の引継ぎを行っていただきます。 

        エレベーター等の保守業務については、指定期間開始と同時に契約が必要となる業務があります      

ので、注意してください。 

        平成３０年度中に前管理者が受けた施設利用等の予約について、予約時と同一条件での利用を保   

証するとともに、予約金等の前受金があった場合は、前管理者から引き継ぐこととなります。（現       

在、利用日の３か月前から申込みを受け付けています。） 

   (3)  その他 

      ①  指定管理者が正当な理由なくして協定の締結に応じない場合は、指定管理者の議決後において        

も指定管理者の指定を取り消すことがあります。 

      ② 指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取り消し、協        

定を締結しないことがあります。 

        ア 指定管理者が、７(2)①に掲げる資格を満たさないこととなったとき。 

        イ 指定管理者の経営状況の急激な悪化等により、管理業務の履行が確実でないと認められると          

き。 

        ウ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。 
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  １１ スケジュール                                                           

時   期 内     容 

平成30年８月31日(金)～10月５日(金)   募集要項の配付および図書等の閲覧 

    ８月31日(金)～９月14日(金)   質問事項の受付期間 

     ９月14日(金)    現地説明会 

    ８月31日(金)～10月５日(金)   申請書の受付期間 

     １０月中旬（予定） 

      

  第２回選定委員会開催 

選定委員会事業計画ヒアリング 

   指定管理者候補者の選定 

     １１月上旬（予定）   審査結果通知 

   １１月下旬（予定）    １１月県議会へ議案を上程 

（指定議案、債務負担行為） 

   １２月下旬（予定）    指定管理者の議案議決（県議会１１月定例会） 

議会の議決後速やかに告示   指定管理者の指定（告示） 

平成31年３月上旬 基本協定の締結 

４月１日 管理開始 

   

 １２ 問合せ先 

      滋賀県教育委員会事務局生涯学習課 担当者 山岸 

    住 所：〒520-8577 滋賀県大津市京町４－１－１ 

    電 話：０７７－５２８－４６５１ 

    ＦＡＸ：０７７－５２８－４９６２ 

    電子ﾒｰﾙ：ma06@pref.shiga.lg.jp 
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別紙 

選定基準、審査項目および審査内容 
 

選定基準 
 
審査項目 

 
審 査 内 容 

 
(1) 事業計画の内容が  
県民の公平な利用を 
確保することができ 

  るものであること。 
（配点：３０） 
 
 

指定管理者

の申請理由 

公の施設を管理運営する指定管理者としての考え方が県民の利

益に合致しているか。（１０） 

管理運営の

基本方針 

施設の設置目的を理解した基本方針となっているか。（１０） 

公平利用の

確保 

全般的に県民の公平な利用が図られる内容となっているか。 

（１０） 

 
(2) 事業計画の内容が  
施設の効用を最大限  
に発揮させるもので 

  あること｡ 
（配点：７５） 
 
 

サービスの

向上 

利用者等のニーズを想定し、それらにあった質の高いサービス

の提供が可能となる内容となっているか。（３０） 

利用促進 施設の利用促進・利用者増に向けた具体的な取り組みがなさ 

れ、収入増が図られているか。（２５） 

自主事業の

取組 

自主事業の提案が利用者の立場にたって創意工夫がなされてい

るか。（２０） 
 
(3) 事業計画の内容が  
施設の管理に係る経 

  費の縮減が図られる  
ものであること｡ 

（配点：７５） 

施設の管理

運営 

適正に管理運営ができる業務内容（外部への一部委託を含む）

となっているか。（４０） 

管理運営の経費（外部への一部委託を含む）の縮減が図られて

いるか。（３５） 

 
(4) 事業計画に沿った  
管理を安定して行う 

  能力を有すること｡ 
（配点：７５） 

実施体制 施設の機能を充分に発揮できる管理運営体制や人員配置の組織

となっていて、施設管理業務に関する知識等を有しているか。 

（２５） 

収支計画 

 

 

利用促進と経費の縮減が図られ、かつ収入・支出のバランスが

とれた計画になっているか。（収入増だけ、経費縮減だけの偏

った計画になっていないか。）（１０） 

経営基盤 

 

指定管理者としての経営基盤が安定しており、事業計画を実行

できる能力を有しているか。（２０） 

業務実績 

 

宿泊研修施設、青少年活動施設またはこれに類する施設におけ

る良好な管理運営を行った実績を有しているか。（２０） 
 
(5) 法令を遵守し、災害
その他緊急時の対応能
力を有すること。 

（配点：３０） 

法令遵守 関係法令および条例等を遵守し、適正な管理運営ができるよう

になっているか。（個人情報の管理や情報公開への対応なども

含む）（１５） 

危機管理対

策 

災害その他緊急時の危機管理体制が確立されているか。また、

責任者による迅速な対応が可能か。（１５） 
 
(6) その他の基準 
（配点：１５） 

利用者のト

ラブル対応

と要望の把

握 

利用者の苦情等のトラブルに対する未然防止と対処方法が図ら

れているか。また、要望を把握し、それらに対応できる体制に

なっているか。（５） 

県内におけ

る事業の展

開 

県内に主な事業所を置き、または置こうとして、県内における

事業を積極的に展開しようとしているか。（５） 

 

その他の取

り組み 

管理業務の実施にあたって、環境への配慮や、サービスの向上

を図るための人材育成、さらに障害者の雇用や職場における人

権への配慮がなされているか。（５） 
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・審査基準および配点に基づく、選定すべき候補者の決定は、以下のア～ウの順に行うこととする。 
ア 各委員の採点を合計した点数が最も高い申請者 
イ 最も高い採点をした委員の数が最も多い申請者 
ウ 「(2) 事業計画の内容が  施設の効用を最大限に発揮させるもので あること｡」「(3) 事業計画の内
容が 施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること｡」に関する委員の採点を合計した点数が
最も高い申請者 
なお、これによっても選定すべき候補者が決定しない場合は、選定委員会において協議し、選定すべき

候補者を決定する。 
 
                                          


