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様式第１号

　　　　　　　　　　　　　　　指定管理者指定申請書,　　　　　　　　　　　　　　　)指定管理者指定申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年（　　　　年）　　月　　日

  （あて先）
　    滋賀県教育委員会教育長

                                    (申請者)
　　　　　　　　           　　　　　主たる事務所の所在地

                                     団体の名称

                                     代表者の役職・氏名　　   　　                  印

                                     連絡先　担当者名
　　　　　　　　
                                     電話・ＦＡＸ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 メールアドレス
  

　下記の公の施設について、指定管理者の指定を受けたいので、滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例第１０条第1項の規定により申請します。

記

滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館
















様式第１号―２

　　　　　　　　　　　　　　　グループ構成表,　　　　　　　　　　　　　　　)グループ構成表


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　

　    グループ名



            　　　 (代表となる団体)　主たる事務所の所在地

                                     団体の名称

                        　　　　　　 代表者の役職・氏名　　   　　                  印


                   　　　（構成団体）主たる事務所の所在地                            
                                                                                     
                                     団体の名称                                      
                                                                                     
                                     代表者の役職・氏名　　   　　                  印


                   　　　（構成団体）主たる事務所の所在地                            
                                                                                     
                                     団体の名称                                      
                                                                                     
                                     代表者の役職・氏名　　   　　                  印


                   　　　（構成団体）主たる事務所の所在地                            
                                                                                     
                                     団体の名称                                      
                                                                                     
                                     代表者の役職・氏名　　   　　                  印












様式第２号                                                                      
                                                                                
誓　　約　　書
                                                                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年（　　　　年）　　月　　日

                                                                                
　（あて先）                                                                      
　　　滋賀県教育委員会教育長                                                                    

                                　  申請者                                            
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主たる事務所の所在地                      
                                　　  団体の名称                                
                            　　      代表者の役職・氏名　　　　　　　　　　　　　印　　　　　　　　　　　




　滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館の指定管理者指定申請を行うに当たって、下記の事項については真実に相違ありません。
　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、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基づき滋賀県警察本部に照会することを承諾します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　１　滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館指定管理者募集要項「７　申請の手続き　(2) 申請者の備える　　べき資格等」に定める欠格要件に該当せず、申請者としての資格を有していること。

　２　滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館指定管理者指定申請書等の提出書類に記載の事項は事実に相違ないこと。













様式第３号
事　業　計　画　書

Ⅰ　管理運営に関する基本方針等

１　指定管理者の指定を申請した理由





















２　管理運営を行うにあたっての基本方針について
    ※宿泊研修館の設置目的や県民の公平な利用の確保などを踏まえ、管理運営を行ううえでの　　　経営理念、運営方針、利用者確保、施設の管理等について具体的に記述してください。





















Ⅱ　管理運営業務の事業等の実施計画

１　利用者に対するサービス向上の取り組みについて
（１）開館時間の設定









（２）休館日の設定









（３）受付の方法および使用の承認
　　　　※受付方法や使用承認に関する考え方、使用承認に関する事務の取扱の方針等について　　　　　記述してください。








（４）具体的な取り組みの内容
　　　利用者へのサービス向上のため、どのような工夫を考えているのか、具体的に記載してく　　　ださい。












２　利用促進策、利用者増への取り組みについて
（１）利用者の増加を図るための方策（利用者目標数の設定）






                                                                





年　　度
平成31年度
平成32年度
平成33年度
平成34年度
平成35年度






 宿泊室利用者目標数
       人
       人
       人
       人
       人


 会議室利用者目標数
       人
       人
       人
       人
       人


 公開講座参加者目標数
       人
       人
       人
       人
       人


 自主事業参加者目標数
       人
       人
       人
       人
       人

                                                                                 
（２）目標達成のための計画









（３）広報・誘客活動











（４）関係機関・団体との連携











３　管理運営経費の縮減、収入増に向けた取り組みについて
    ※収支計画書等との整合に留意してください。
（１）管理運営経費の縮減に対する考え方










（２）管理運営経費の縮減に向けた取り組みの具体策










（３）収入増に対する考え方











（４）収入増に向けた取り組みの具体策












４　施設および設備の維持管理業務について
　　※施設および設備の日常的、定期的な安全管理、美化対策、植栽管理、設備保守点検、施設　　　の修繕などについて、基本的な考え方および重視するポイントを記述してください。
    ※各業務ごとに具体的な方法、内容、頻度等について記入するとともに、年間の作業計画表　　　（様式任意）を作成してください。












































５　文化的行事の実施業務について
　　公開講座の開催
    ※公開講座を開催するにあたっての基本的な考え方および企画内容等   













実施時期
　事　業　名
内　　　　　容
　対象
募集人数


































    　























６　その他設置の目的を達成するために必要な業務について                             　　※青少年団体活動の支援、施設の利活用促進への基本的な考え方および具体的な企画内容等                
                                                                                  
                                                                                  











業　　　務　
内　　　　　容         　












青少年団体活動の支援




                                         


                                         



施設の利活用促進




                                         


                                         



７　自主事業への取り組みについて
　　※自主事業を実施するにあたっての基本的な考え方を貴団体のノウハウをどのように生かす　　　か等特色を踏まえて記述してください。                



      








Ⅲ　管理運営体制

１　組織図（指揮命令系統、各業務の配置人数が分かるもの）














２　人員体制等 
　　※別紙「人員体制計画書」を作成してください。
  ①雇用関係









  ②勤務体制（勤務時間・休日設定など）








  ③職務分担 (職務内容)










３　人員配置計画
　①責任体制（責任者の常駐の有無など）








　②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の考え方など）
      







　③有資格者・経験者の配置状況








４　人材育成方針および研修計画









５　現に従事している職員の雇用についての考え方










６　外部委託
　　※宿泊研修館を管理するうえで、教育委員会との協議により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、その内容を記載してください。

　　ア　委託業務の内容
                                                                       （単位：千円）











業　　務　　名
予定金額
再委託の理由






























































　　イ　外部委託の考え方
　　　　※委託先選定方法などを含めて記述してください。





























Ⅳ　その他

１　個人情報保護の取り組みについて
　　※個人情報が記載された書類の管理、職員が職務上知り得た情報の管理などについて記載し　　　てください。
（１）個人情報保護に対する基本的な考え方













（２）個人情報の具体的な管理体制














（３）職員への意識啓発、研修等














２　情報公開への対応について











３　環境への配慮について
　　※環境に配慮した施設運営の方針などについて記述してください。










４　職員の採用、障害者の雇用への対応について











５　人権への配慮について












６　防災、防犯その他緊急時の体制・対策について











７　利用者の苦情等トラブルの未然防止と対処方法について











８　利用者の要望の把握および対応策について











９　平成３１年４月１日から業務を円滑に行うための計画について












１０　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・企画　　　　等がありましたら自由に記載してください。










































　注：上記事業計画書の項目は、指定管理者の申請にあたり最低限盛り込むべきものを示したもので　　　あり、申請者が必要に応じて追加してもかまいません。
別紙
人　員　体　制　計　画　書
  
役　　職

担当業務内容

能力､資格､実務経験年数等

雇　　用　　形　　態
職員の
年齢層
１週間の
勤務時間
 　備　　考




正規
ﾊﾟｰﾄ
委託
その他(具体的に記入)



















































































































































































































































※配置するすべての職員について記入してください。
　※役職については、施設を管理運営するうえで必要と思われる役職を記入してください。
　※能力、資格、実務経験年数等は実際に配置する予定職員を想定のうえ記入してください。
　※職員の雇用形態は、実際に勤務する職員を想定して該当する欄に○印を記入してください。
    正規職員とは、週４０時間程度勤務し貴団体が複数年にわたり雇用する職員とします。パートは、非常勤で臨時に契約する職員とします。
　※職員の年齢層は、２０歳代、３０歳代等を記入してください。
　※施設に常勤する職員を除き、貴団体の本部（社）などで施設の管理に係わる人員を置く場合は、備考欄にその旨記入し、週間勤務時間に施設管理運営業務に係わる時間を記入してください。
  ※本表とは別に管理運営に係る勤務ローテーション表（標準１か月：Ａ４版、任意様式）の案を添付してください。
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様式第４号
収　支　計　画　書
１　管理運営に係る平成３１年度収支予算案
(単位：千円)
        区　　分
内　　容
金　　額

収

入

県管理料,　　　　　　)県管理料



利用料金収入



その他収入,　　　　　　)その他収入（　　　　　　　　　）







合　　計



















支

出























人   件   費








給  与








給料





手当等





共済費









一般管理費,　　　　　　)一般管理費






































賃  金







臨時職員等賃金





社会保険料等










報償費




旅  費




需用費












食糧費





光熱水費





燃料代





消耗品費





修繕費





印刷製本費





新聞購読料










役務費









広告料





保険料





通信運搬費





手数料










委託料



























































使用料及び賃借料




負担金及び交付金




公課費




福利厚生費








合　　計


  ※区分欄は、適宜追加等して作成してください。
　※金額は、消費税及び地方消費税込みの金額で記入願います。
　※積算内訳（Ａ４版、任意様式）を添付してください。
２　利用料金に関する考え方
　　　＊利用料金を設定されるときは設定案も記載してください。


















































３　指定期間５年間の収支計画
（１）宿泊研修館の管理運営に関する業務
　　①　利用人員予測



　　②　収支計画
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
区　　　　分
平成31年度
平成32年度
平成33年度
平成34年度
平成35年度
計

収

入

県管理料







利用料金収入







その他収入（　　　　）















合　　計























支

出






















人   件   費












給  与












給料









手当等









共済費

















一般管理費,　　　　　　)一般管理費









































賃  金











臨時職員等賃金









社会保険料等


















報償費








旅  費








需用費
















食糧費









光熱水費









燃料代









消耗品費









修繕費









印刷製本費









新聞購読料


















役務費













広告料









保険料









通信運搬費









手数料


















委託料




















































































使用料及び賃借料








負担金及び交付金








公課費








福利厚生費
















合　　計






  ※区分欄は、適宜追加等して作成してください。
　※金額は、消費税及び地方消費税込みの金額で記入願います。
（２）自主事業
　　①　利用人員予測




　　②　収支計画                                                                         
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
区　　　　分
平成31年度
平成32年度
平成33年度
平成34年度
平成35年度
計

収

入

































合　　計























支

出






















人   件   費












給  与












給料









手当等









共済費

















一般管理費,　　　　　　)一般管理費









































賃  金











臨時職員等賃金









社会保険料等


















報償費








旅  費








需用費
















食糧費









光熱水費









燃料代









消耗品費









修繕費









印刷製本費









新聞購読料


















役務費













広告料









保険料









通信運搬費









手数料


















委託料




















































































使用料及び賃借料








負担金及び交付金








公課費








福利厚生費
















合　　計






  ※区分欄は、適宜追加等して作成してください。                                           
　※金額は、消費税及び地方消費税込みの金額で記入願います。                               

様式第５号
団　体　概　要　書
項　　　目
内　　容
 事業者(法人、団体)名

 代表者職・氏名

 団体の所在地

 設立年月日

 資本金
平成　　年　　月　　日現在                    千円
 従業者数
平成　　年　　月　　日現在　　　　　　　　　　　人
 主たる業務内容



























 類似施設の管理に関する
 過去の業務実績






















 特記事項















様式第６号                                                                      
                                                                                
募集要項の内容等に関する質問書
                                                                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

                                                                                
　（あて先）                                                                      
　　　滋賀県教育委員会教育長                                                                    

                                    申請者                                            
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主たる事務所の所在地                      
                                　　  団体の名称                                
                            　　      代表者の役職・氏名　　　　　　　　　　　　
                                                                                

質　問　項　目
質　　問　　内　　容
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


























　　※質問項目には、募集要項のどの部分についてのものか、該当する部分がわかるよう
　　　に記載してください。（例：募集要項○頁の○行目）                           
                                                                                
                                                                                
                                          法人等名                              
                                          担当者名                              
                                          連絡先：電話                          
                                                ：ﾌｧｯｸｽ                         
                                                ：電子ﾒｰﾙ                       

様式第７号                                                                      
                                                                                
説明会参加申込書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　（あて先）                                                                      
　　　滋賀県教育委員会教育長                                                                    
                                                                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主たる事務所の所在地                            
          　　　　　　                      団体の名称                                      
              　　    　　　　              代表者の役職・氏名                        印
                                                                                


　長浜ドーム宿泊研修館における指定管理者の募集に係る説明会に参加したいので申し込みます。


１　出席者名簿

部　　　署

役　職・氏　名














                                                                                

                                                                                
 ２　本件に関する連絡先                             
   (1)　担当者の役職・氏名

   (2)  部署

   (3)  電話番号、ＦＡＸ番号










様式第８号                                                                      
                                                                                
                           事業計画書等記載事項変更届                           
                                                                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　（あて先）                                                                      
　　　滋賀県教育委員会教育長                                                                    
                                                                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主たる事務所の所在地                            
          　　　　　　                      団体の名称                                      
              　　    　　　　              代表者の役職・氏名                        印
                                                                                
　下記のとおり変更したので、届け出ます。                                        
                                                                                
                                          記                                       
                                                                                
                              




















                                                  

様式第９号

　　　　　　　　　　　　　　　指定管理者申請辞退届,　　　　　　　　　　　　　　　)指定管理者申請辞退届

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　年　月　日

  （あて先）
　    滋賀県教育委員会教育長

　　　　　　　　           　　　　　主たる事務所の所在地

                                     団体の名称

                                     代表者の役職・氏名　　   　　                  印



　平成　年　月　日付けで滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館の指定管理者指定申請書を提出しましたが、都合により辞退しますので届け出ます。




















