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 庄原市道後山高原合宿センター（以下「本施設」という。）について、柔軟かつ効率的な

住民サービスの提供、創意工夫のある管理運営を進めるため、適切かつ効率的で効果的に

管理運営をすることができる指定管理者を公募する。 

 

 

第１第１第１第１    施設の設置目的施設の設置目的施設の設置目的施設の設置目的     

 本施設は、研修、レクリエーション、スポーツ交流等に伴う宿泊の場を提供し、生涯学

習活動を推進することを目的としている。 

    

    

第２第２第２第２    施設の概要施設の概要施設の概要施設の概要     

１１１１    名称名称名称名称    

  庄原市道後山高原合宿センター 

 

２２２２    所在地所在地所在地所在地    

  庄原市西城町三坂 907 番地 

 

３３３３    施設施設施設施設等の等の等の等の概要概要概要概要    

 (１)沿革 

   平成３年度 

 (２)構造 

   宿泊施設 鉄筋コンクリート 

   体育館  鉄骨造 

 (３)延床面積 

   宿泊施設 1,236.07 ㎡ （建築面積 605.07 ㎡） 

   体育館   728.74 ㎡ 

 (４)敷地面積 

   7,117 ㎡ 

 (５)駐車場 

   20 台分 

 (６)施設等の内容 

   宿泊施設 

    １階（食堂３室、洗濯室１室、管理休憩室１室、事務室１室、脱衣室２室、 

シャワー室２室、医務室、厨房） 

    ２階（宿泊室８室、リネン室３室、ミーティングスペース） 

   定員 92 人 

   体育館（バレーコート２面、ステージ他） 
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第３第３第３第３    施設施設施設施設管理の基準管理の基準管理の基準管理の基準     

１１１１    休館日休館日休館日休館日    

 １月から３月までの月曜日 

 ただし、教育委員会において必要があると認めるときは、別に休館日を定め、または休

館日に開館することができる。 

 また、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を

受けて、別に休館日を定め、または休館日に開館することができる。 

 

２２２２    開館時間開館時間開館時間開館時間    

 15 時から翌日午前 10 時まで 

 ただし、教育委員会において必要があると認めるときは、時間を変更することができる。 

 また、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を

受けて、開館時間を変更することができる。 

 

３３３３    関係法令等の遵守関係法令等の遵守関係法令等の遵守関係法令等の遵守    

 指定管理者は、関係法令等に基づいた管理運営を行わなければなりません。特に次に掲げ

る法令等に留意すること。 

 また、指定期間中に関係法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕様とします。 

 地方自治法、労働基準法、最低賃金法、消防法、庄原市研修宿泊施設設置及び管理条例、

庄原市研修宿泊施設設置及び管理条例施行規則、庄原市個人情報保護条例、庄原市個人情

報保護条例施行規則、庄原市情報公開条例、庄原市物品管理規則 

 

４４４４    開館日の拡大や開館時間の延長開館日の拡大や開館時間の延長開館日の拡大や開館時間の延長開館日の拡大や開館時間の延長等等等等    

 申請者は、必要があれば開館日の拡大や開館時間の延長等について、提案することがで

きる。 

 

    

第４第４第４第４    業務の範囲業務の範囲業務の範囲業務の範囲     

    指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおり。 

 なお、行政財産の目的外使用許可等、法令により地方公共団体の長にのみ権限が与えら

れたものは除く。 

１ 施設の管理運営に関する業務 

２ 施設の使用許可に関する業務 

３ 施設及び附属設備の維持管理に関する業務 

４ 施設の利用料金に関する業務 

５ 施設を活用した業務の企画及び運営に関する業務 

６ 計画・報告書等の提出 

７ 関係機関との連絡調整 

８ 引き継ぎに関すること 

９ その他管理運営に必要と認める業務 

 なお、具体的な業務内容及び履行方法については、別紙「庄原市道後山高原合宿センタ
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ー管理運営業務仕様書」（以下「仕様書」という。）に定める。 

 また、指定管理業務の実施にあたり、業務の全部を第三者へ委託し、または請け負わせ

ることは認められない。 

 ただし、あらかじめ市の承認を受けた場合は、業務の一部を第三者に委託し、または請

け負わせることができる。 

 

 

第５第５第５第５    自主事業自主事業自主事業自主事業     

 指定管理者は、指定管理業務とは別に、あらかじめ教育委員会の承諾を受けて、施設の

利用促進やサービス向上のため、本施設の設置目的に合致する範囲内で自己の責任と費用

において、自主的な提案事業（自主事業）を実施することができる。 

 自主事業に係る経費については、指定管理料から経費を充当することはできない。 

 なお、次に掲げる事業については、利用者の利便性を図るため、必ず行うこと。具体的

な内容等については、別紙「仕様書」に定める。 

 １ 飲食等提供事業 

   利用者の利便性の向上を図ることを目的とし、飲食及びこれに類するサービスを提

供すること。 

 

留意点 

 (１)自主事業が市の施設としてふさわしくない場合は、許可しないことがある。 

 (２)実施に際しては、来館者の利用を妨げないよう配慮するとともに、料金設定をする

場合は参加しやすい金額を設定するようにすること。 

 (３)申請時の事業計画書において提案された自主事業の採否については、協定を締結す

る際に改めて協議するものとする。なお、提案された自主事業が認められないこと

により、申請自体を辞退する可能性がある場合、その旨を事業計画書に明示するこ

と。 

 (４)自主事業が指定管理業務に支障を与えていると判断される場合、自主事業の改善ま

たは中止を命じる場合がある。 

 (５)指定管理者が雇用する職員が指定管理業務に支障のない範囲で自主事業に従事す

ることは可能。 

 

 

第６第６第６第６    指定期間指定期間指定期間指定期間     

 平成 30 年４月１日から平成 35 年３月 31 日まで（５年間） 

 指定期間は、平成 29 年 12 月議会（予定）での議決を経て正式に確定する。 

 なお、指定期間中であっても、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

められる場合は、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

を命じることがある。 
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第７第７第７第７    利用料金利用料金利用料金利用料金     

 本施設については、利用者が納付する利用料金を市の収入ではなく、指定管理者の収入

とする利用料金制度を適用するものとする。 

 

１１１１    設定設定設定設定    

 施設の利用料金は、庄原市研修宿泊施設設置管理条例（以下「設置管理条例」という。）

で定める額を上限として指定管理者が市長の承認を得た上で定めることができる。 

 設定利用料金による収入見込みを想定の上、「収支計画書」を作成すること。 

 なお、設置管理条例に定めた額の変更を考えている場合は、その設定予定利用料金を「事

業計画書」に記入すること。また指定管理者として選定後、利用料金変更の申請を提出す

る必要がある。 

 

２２２２    減免減免減免減免    

 指定管理者は、設置管理条例及び同条例施行規則に定める基準により、利用料金を減免

または免除することができる。 

 

 

第８第８第８第８    経費等経費等経費等経費等     

１１１１    業務に係る経費業務に係る経費業務に係る経費業務に係る経費    

 市は、毎年度の予算の範囲内において指定管理者に指定管理料として支払うものとし、

指定管理者は、指定管理料及び利用料金収入等によって指定管理に係る経費を賄うものと

する。 

 なお、最終的な指定管理料の額や支払時期・方法等については、市と指定管理者の協議

に基づき決定し、年度協定で定める。 

  ※事業計画・収支計画については、この点を考慮のうえ作成すること。 

   ただし、単年度の指定管理料の上限額は次のとおりとし、これを超える提案につい

ては失格とする。 

     指定管理料基準額（単年度） 2,042,419 円 

 

２２２２    支払方法支払方法支払方法支払方法    

 指定管理料は概算払い方式とし、支払方法は口座振込とする。 

 

３３３３    精算精算精算精算    

 指定管理者は、指定管理料のうち精算項目に該当する経費について、指定期間の各年度

末終了後速やかに「精算に関する実績報告書」を提出すること。 

 市は、上記報告書提出後 30 日以内に過不足の会計処理を行う。 

 

４４４４    経理経理経理経理    

 指定管理者は、指定管理業務に係る経理とその他業務（団体の固有業務等）に係る経理

を区分するとともに、指定管理業務に関する経費及び収入は、原則、専用の口座をもって

管理すること。  
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第９第９第９第９    申請資格申請資格申請資格申請資格     

    指定期間中、本施設の管理運営を円滑かつ安定して実施できる法人その他の団体（以下

「法人等」という。）とし、次に掲げる事項をすべて満たす必要がある。 

    なお、法人格の有無は問いませんがが、個人は申請することができない。 

 また複数の法人等により結成する連合体や共同企業体（ＪＶ）での申請はできない。 

 (１)団体又はその代表者が、契約を締結する能力を有しない者でないこと及び破産者で

復権を得ない者でないこと。 

 (２)申請時において庄原市内に営業所（法人格を有しない場合は事業所等）を有する者

であること。 

 (３)庄原市建設業者指名除外基準要綱に基づく指名停止期間中の者でないこと。 

 (４)暴力団でないこと。また団体役員等が暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員

を含む。）でないこと。なお、暴力団等に該当しないことを確認するため、役員の氏

名等に係る情報を関係する官公庁に提出します。 

 (５)法人等及びその代表者が、次に掲げる税を滞納していないこと。 

   ア 所得税又は法人税 

   イ 消費税及び地方消費税 

   ウ 庄原市の市税 

 (６)旅館業法第２条の規定によるホテル営業、旅館営業または簡易宿泊所営業の許可を

受けており、現在も宿泊施設の経営を行っているものであること。 

 

 

第第第第 10    公募に関するスケジュール等公募に関するスケジュール等公募に関するスケジュール等公募に関するスケジュール等     

１１１１    スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

 (１)申請書受付期間    平成 29 年８月 28 日（月）から 

              平成 29 年９月 29 日（金）まで 

 (２)公募説明会      平成 29 年９月 ８日（金） 

 (３)質問受付期間     平成 29 年８月 28 日（月）から 

              平成 29 年９月 13 日（水）まで 

 (４)書類審査・面接審査  平成 29 年 10 月下旬～11 月上旬 

 (５)審査結果の通知    平成 29 年 11 月中旬 

 (６)指定管理者の指定   平成 29 年 12 月 

 (７)基本協定の締結    平成 29 年 12 月 

 

２２２２    申請書申請書申請書申請書等等等等の受付の受付の受付の受付    

 申請書等を次のとおり受け付けます。 

受付期間 

平成 29 年８月 28 日（月）から平成 29 年９月 29 日（金）まで 

午前８時 30 分から午後５時 15 分まで 

  ※土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

提出場所 
〒729－5792 

庄原市西城町大佐 737-3 
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庄原市役所西城支所 西城教育室 教育係 

提出方法 

持参または郵送（一般書留、簡易書留、配達記録郵便のいずれかとし、上

記期限までに必着とする。） 

   ※不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。 

   ※ＦＡＸ、電子メールでの受付はしない。 

提出書類 別紙「提出書類一覧」のとおり 

提出部数 正本１部及び副本（複写可）１部 

 

３３３３    公募説明会公募説明会公募説明会公募説明会    

 公募説明会を次のとおり開催します。 

日 時 平成 29 年９月８日（金） 午後２時 00 分から 

場 所 庄原市道後山高原合宿センター 

内 容 

①「募集要項」及び「仕様書」の説明 

   ※当日は、「募集要項」及び「仕様書」を持参すること。 

②説明会終了後、希望の方を対象に施設見学を行う予定です。 

③次の要領で参加申込書を提出してください。 

 ・様  式：参加申込書 

 ・提出期限：平成 29 年９月５日（火）午後５時 15 分まで 

 ・提 出 先：庄原市役所西城支所 西城教育室 教育係 

 ・提出方法：持参、電子メール、ＦＡＸ 

   ※持参の場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く、午前８時 30 分か

ら午後５時 15 分までに限り受け付けます。電子メール又はＦＡＸ

の場合は、送信後、担当者へ電話連絡してください。ただし、閉庁

日は電話連絡の受付はしない。 

   ※参加人数は、団体につき２名までとする。 

④説明会で別途配布する資料があるので、応募を予定している団体は、説

明会にできるだけ参加してください。 

 

４４４４    質問の受付質問の受付質問の受付質問の受付    

 応募要項及び仕様書に関する質問を次のとおり受け付けます。 

受付期間 

平成 29 年８月 28 日（月）から平成 29 年９月 13 日（水）まで 

午前８時 30 分から午後５時 15 分まで 

   ※土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

受付方法 

次の要領で質問書を提出してください。 

 ・様  式：質疑書 

 ・提 出 先：庄原市役所 西城支所 西城教育室 教育係 

 ・提出方法：持参、電子メール、ＦＡＸ 

   ※持参の場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く、午前８時 30 分か

ら午後５時 15 分までに限り受け付ける。電子メール又はＦＡＸ

の場合は、送信後、担当者へ電話連絡してください。ただし、閉
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庁日は電話連絡の受付はしない。 

質問に対す

る回答 
平成 29 年９月 15 日（金）までに庄原市ホームページへ掲載します。 

 

 

第第第第 11    申請の際に提出する書類申請の際に提出する書類申請の際に提出する書類申請の際に提出する書類     

 別紙「提出書類一覧」のとおりとし、正本１部、副本１部を期間内に提出してください。 

 なお、受付後の書類の変更は、原則として認めない。また、いかなる理由があっても返

却しない。 

 提出書類は、審査等の必要に応じて複写することがある。 

 

 

第第第第 12    審査審査審査審査及び選定及び選定及び選定及び選定     

１１１１    審査方法審査方法審査方法審査方法    

 庄原市指定管理者候補者選定審査会（以下「審査会」という。）において、提出書類及び

面接（プレゼンテーション・ヒアリング）により審査し、指定管理者候補者として適当で

あると判断される団体を候補者として選定する。 

 なお、審査会（面接）の開催日時、開催場所等は、申請者に別途連絡する。（平成 29 年

10 月下旬～11 月上旬予定） 

 

２２２２    選定基準選定基準選定基準選定基準    

 選定は、「庄原市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例」で定める次

の選定の基準等に照らし、総合的に判断して行う。 

 (１)利用者の平等な利用を確保できるものであること。 

 (２)サービスの向上が図られるものであること。 

 (３)継続して適切な維持及び管理をすることができるものであること。 

 (４)管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

 (５)事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているもの

であること。 

 (６)個人情報が適正に管理されること。 

 (７)上記に掲げるもののほか、当該施設の設置目的を達成するために十分な能力を有し

ているものであること。 

 

３３３３    審査対象からの除外審査対象からの除外審査対象からの除外審査対象からの除外    

 次の要件に該当した場合は、審査の対象から除外する。 

 (１)提出書類に虚偽の記載があった場合 

 (２)募集要項に違反し、又は著しく逸脱した場合 

 (３)申請日以後において募集要項に掲げる欠格事項に該当した場合 

 (４)その他不正行為があった場合 
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４４４４    結果の通知結果の通知結果の通知結果の通知    

 結果については、平成 29 年 11 月中旬頃までに申請者すべてに通知するとともに、庄原

市ホームページへ掲載する予定です。 

 なお、審査の結果、該当者なしとする場合がある。 

 

 

第第第第 13    指定管理者の指定指定管理者の指定指定管理者の指定指定管理者の指定     

 平成 29 年 12 月に開催予定の庄原市議会に指定管理者の指定の議案を提出し、議決後に

指名通知・告示を行う。 

 

 

第第第第 14    協定協定協定協定     

 指定管理者の指定後、管理運営に係る細目的事項、市が支払うべき指定管理料の額等を

定めるため、市と指定管理者は、協定を締結します。 

 この場合、指定期間を通じた基本的事項を定めた「基本協定」と、年度ごとの事業実施

に係る事項を定めた「年度協定」を締結します。 

 なお、協定の解釈に疑義が生じた場合又は協定書に定めのない事項が生じた場合につい

ては、市と指定管理者は誠意を持って協議するものとします。 

 (１)基本協定の主な内容 

   指定管理期間全体に共通する事項 

   ・総則、業務の範囲と実施条件、業務の実施、備品等の扱い、業務実施に係る確認

事項、指定管理料、損害賠償及び不可抗力、指定期間の満了、指定期間満了以前

の指定の取り消しなど 

 (２)年度協定の内容 

   指定管理期間内の年度ごとの経費などの事項 

   ・業務内容、指定管理料など 

 

 

第第第第 15    参考資料参考資料参考資料参考資料     

 (１)指定管理料基準額積算書 

 (２)利用状況実績表 

 (３)施設配置図、平面図 

 (４)指定管理者候補者選定基準 

 

 

第第第第 16    その他留意事項その他留意事項その他留意事項その他留意事項     

１１１１    応募等に係る費用の取り扱い応募等に係る費用の取り扱い応募等に係る費用の取り扱い応募等に係る費用の取り扱い    

 応募から業務開始までの間に要する費用は、申請者の負担とする。 

 また、庄原市議会で指定管理者を指定する議案が議決されなかった場合及び否決された

場合、候補者が本件に関して支出した費用については、本市は補償しない。 
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２２２２    追加資料の提出追加資料の提出追加資料の提出追加資料の提出    

 必要に応じて追加資料の提出を求める場合がある。 

 

３３３３    提出書類の著作権提出書類の著作権提出書類の著作権提出書類の著作権    

 提出書類の著作権は申請者に帰属しますが、庄原市が指定管理者の決定の公表等に必要

な場合には、庄原市は提出書類の著作権を無償で使用できるものとする。 

 

４４４４    申請の辞退申請の辞退申請の辞退申請の辞退    

 書類提出後に辞退する場合は、速やかに辞退届（様式任意）を提出すること。 

 

 

第第第第 17    問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先（所管室）（所管室）（所管室）（所管室）     

 庄原市役所西城支所 西城教育室 教育係   担当：山口、宮本 

  〒729-5792  広島県庄原市西城町大佐 737-3 

  電 話：0824-82-2121 

  ＦＡＸ：0824-82-2083 

  E-mail：soumu-sai＠city.shobara.lg.jp 


