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平成 24 年度                     

奈井江町地域交流センター 指定管理者募集要項 

平成 24年 10月 17日  

奈 井 江 町  

１ 施設の概要 

施 設 の 名 称 奈井江町地域交流センター 

施設の所在地 奈井江町字奈井江 28 番地 

施 設 の 概 要 施設の内容： 伝承室、調理実習室・実演室、ふれあいホール、

学習室、イベントテラス、広場、公衆トイレ、 

       駐車場ほか 

施設の見取図：資料１のとおり。 

敷 地 面 積：地域交流センター7,110 ㎡（広場 5,400 ㎡） 

            駐車場 11,044 ㎡ 

 

２ 申込資格 

 (１) 団体であること。 

 (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 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第２項（同

項を準用する場合を含む。）の規定により、本町における一般競争入札等

の参加を制限されている者 

  エ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「自治法」という。）第 244

条の２第 11 項の規定による指定の取消しを受けたことがある者 

  オ 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、自治法第 92 条の２、

第 142 条（同条を準用する場合を含む。）又は第 180 条の５第６項の規定

に抵触することとなる者 

  カ 国税及び地方税を滞納していないこと 

 (３) 申し込み締切日から起算して 1 年以上前から町内に事務所若しくは 

  事業所を有する団体であること。 

 (４) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第 77 

  号）第２条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行 

  う団体でないこと。 
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３ 申込受付期間、受付時間及び場所 

 (１) 受付期間 

  平成 24 年 10 月 17 日（水）から同年 11 月９日（金）まで 

  （土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

 (２) 受付時間 

  午前８時 30 分から午後５時まで 

 (３) 受付場所 

  奈井江町役場まちづくり課総務係 

 

４ 申込書類 

 (１) 申込書（別記第１号様式） 

 (２) 申込資格を有していることを証する書類 

申込資格 書類の内容 

２（１） 法人の場合 ・法人登記簿の謄本 

・団体の定款、寄附行為又はこれに 

 相当する書類 

非法人の場合 ・団体の規約 

２（２）ア及

びイ 

法人の場合 不要 

非法人の場合 ・代表者の身分証明書 

２（２）ウ及びエ ・２(２)ウ及びエに該当しない旨の申

立書（別記第２号様式） 

２（２）

カ 

国税 

及び 

地方税 

納税義務がある

場合 

・納税証明書（この要項の配布開始日

以降に交付されたもの） 

 ・町税 すべて 

 ・道税 すべて 

 ・国税 法人税、消費税、地方消 

     費税 

  納税義務がない

場合 

・その旨を記載した申立書（別記第２

号様式） 

注 ２(３)の申込資格の確認に当たっては、上記２(１)の書類のほかに町の税務担当

課に提出されている「法人設立設置届出書」によるものとします。申込みをした団

体については、申込んだ時点で指定管理者選定事務担当者が上記書類を閲覧するこ

とに同意したものとみなします。 
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 (３) 管理業務の計画書（別記第３号様式） 

 (４) 管理に係る収支計画書（別記第４号様式） 

 (５) 団体の経営状況を説明する書類 

  ・前事業年度の収支（損益）計算書又はこれらに相当する書類（既に財産

的取引活動をしている団体のみ） 

  ・前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類（作成

しているもののみ） 

  ・現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類

（既に財産的取引活動をしている団体及び新たに地域交流センターの管

理業務以外の事業を開始する団体のみ） 

 (６) 団体の活動内容等を記載した書類 

  ・事業報告書（作成している場合のみ） 

  ・役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当

する書類 

 

５ 申込書類の省略 

 現在指定管理者となっている団体、指定管理者に応募したことのある団体

又は町に競争入札参加資格審査申請書を提出している団体にあっては、指定

管理者の応募又は競争入札参加資格審査申請で既に町に提出されている書類

が、今回の申込みに際しての添付書類と同じ内容のもの（変更の必要がない

もの）である場合は、提出を省略できるものとします。 

 この場合は、申込みの際に省略する旨を口頭で町に申し出てください。 

 

６ 管理運営の考え方 

 (１) この施設の性格 

   町民の交流活動及び地場産業の普及振興を図る施設であるとともに、障

がい者の社会参加の場でもあります。また、「道の駅」として町内外から多

くの利用者がある観光施設です。町としては、民間事業者の経営努力や創

意工夫により利用者数の一層の増進を図り、効果的な運営が行われること

を期待しています。 

 (２) 開館日及び開館時間 

 駐車場及びトイレは、道の駅として 24 時間 365 日利用できるようにして

ください。 

 奈井江町地域交流センターの設置及び管理に関する条例（平成 16 年条例
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第 32 号。以下「設置条例」といいます。資料４）第４条を参考に、施設利

用団体と調整の上、各室の開館日及び開館時間を決定してください。 

 (３) 施設の利用許可について 

   設置条例第５条に基づき、許可等を行ってください。 

  利用料金については、(５)を参照にしてください。 

 (４) 施設の利用制限に関する事項 

  ア 設置条例第６条各号に定める事項に該当する場合には、施設の利用の

承認をすることはできません。 

  イ 設置条例第 12 条各号に定める場合には、利用許可等の条件を変更し、

施設の利用の停止を命じ、又は利用許可等を取り消すことができます。 

 (５) 利用料金について 

  ア 利用料金制度の採用 

    地方自治法第 244 条の２第８項に定める利用料金制度を採用します。 

  イ 利用料金の額 

    利用料金の額は、指定管理者が町長の承認を得て決定します。設置条

例の別表に定める範囲内で、額を決定してください。 

 (６) 施設管理に伴う人員の確保及び資格について 

   施設の管理運営を行うため、次の要件を満たしてください。 

  ア 管理人業務、清掃業務の職員等を配置すること。 

   また、障がい者の雇用に努めること。 

  イ アに要する人員は、施設の運営が安全に行われ、かつトイレ等が清潔

に保たれるよう、十分な人数を確保すること。 

  ウ 機械、電気、消防設備関係については、維持管理及び点検業務等が伴

うため専門の知識を有する者を配置すること。ただし、専門業者に委託

する場合を除く。 

  エ 施設の管理については、防火管理者の届出を必要とするため、その資

格を有する者を配置すること。 

 (７) 奈井江町個人情報保護条例の適用について 

   指定管理者には、奈井江町個人情報保護条例（平成 17 年条例第９号）第

40 条の規定により、施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の取扱

いに関しては、本町と同等の責務（収集の制限、利用及び提供の制限、電

子計算機処理の制限、電子計算機結合の制限等）が課せられるほか、後日

に本町と締結する協定において、本町から利用者に関する個人情報の開示

の要求等があった場合には、これに応じなければならない義務が課せられ
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ます。 

 (８) 奈井江町行政手続条例の適用について 

   指定管理者は、奈井江町行政手続条例（平成９年条例第４号）第２条第

４号の「行政庁」に該当するため、使用承認等は同条例の定めに従って行

うこととなります。 

 (９) 奈井江町公文書公開条例の適用について 

   指定管理者には、奈井江町公文書公開条例（平成９年条例第 42 号）第

18 条の規定により、公文書公開の努力義務が課せられるほか、後日に本町

と締結する協定において、本町から管理業務に関する文書等の提出の要求

があった場合には、これに応じなければならない義務が課せられます。 

 

７ 管理運営業務 

 (１) 施設（駐車場を含む）の維持及び管理運営 

 (２) 施設の利用許可 

 (３) 施設の利用料金の収受及び利用状況の集計 

 (４) 「道の駅」スタンプラリーに関する業務 

 (５) 上記業務に付随する業務 

 

８ 指定期間 

 平成 25 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までの５年間 

 

９ 自主事業による設置施設等の撤去期限 

 現在の指定管理者が自主事業等を行うために設置した施設及び備品は、平

成 25 年５月末までに撤去することとしています。 

 

10 添付資料 

 (１) 施設の内容（資料１） 

 (２) 地域交流センター主要備品一覧（資料２） 

 (３) 地域交流センターの主な収入及び経費（資料３） 

 (４) 奈井江町地域交流センターの設置及び管理に関する条例（資料４） 

 (５) 協定書（案）（資料５） 
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11 選定基準 

 (１) 公の施設として利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図ら

れるものであること。 

 (２) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。 

 (３) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られ

るものであること。 

 (４) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能

力を有しており、又は確保できる見込みがあること。 

 (５) 地域における住民の声が反映される管理が行われること。 

 

12 その他 

 (１) 様式及び資料のダウンロードについて 

      この募集要項及び募集要項に関係する様式及び資料は、本町のホームペ

ージからダウンロードすることができます。 

   また、本町の条例規則についても、本町のホームページ上から例規集デ

ータベースにおいて閲覧することができます。 

   奈井江町ホームページ：http://www.town.naie.hokkaido.jp 

 (２) 申込者からの聴き取り調査について 

   必要に応じて、申込者から提出書類の内容について聴き取り調査を行い

ます。詳細は後日ご連絡します。 

 (３) 選定結果等の公表について 

   申込内容及び選定結果については、公表する場合があります。 

 

13 問い合わせ先 

 奈井江町役場 まちづくり課総務係 

  住所 〒079-0392 空知郡奈井江町本町 10 区 

  電話 0125(65)2111 

  ファックス 0125(65)2809 

  E-mail soumu@town.naie.lg.jp 


