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呉市かまがり県民の浜地区自然体験施設等指定管理者募集要項 

 

 

 呉市は，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３項，かまがり自然体験施設設置条例（平成１７年呉市条例第３９号。以下「自然

体験施設条例」という。）第２条の２，コテージかまがり設置条例（平成１７年呉市条例

第４０号。以下「コテージ条例」という。）第３条，かまがり温泉やすらぎの館設置条例

（平成１７年呉市条例第４１号。以下「やすらぎの館条例」という。）第３条及び呉市ス

ポーツ施設条例（平成１７年呉市条例第１１８号。以下「スポーツ施設条例」という。）

第２条の規定により，かまがり天体観測館（以下「天体観測館」という。），かまがり海

と島の工作館（以下「工作館」という。），コテージかまがり（以下「コテージ」という。），

かまがり温泉やすらぎの館（以下「やすらぎの館」という。）及び呉市蒲刈Ｂ＆Ｇ海洋セ

ンター（以下「海洋センター」という。）（以下これら５施設を総称して「自然体験施設

等」という。）の５施設の指定管理者を一括して募集します。 

 

１ 指定管理者制度導入の目的 

 

指定管理者制度は，指定管理者に利用許可の権限など基本的な施設管理権が付与され

る制度であることから，民間事業者が有するノウハウを活用して，自然体験施設等の魅

力をさらに引き出し，観光，スポーツレクリエーションの振興及び地域活性化の向上な

どに資するため，指定管理者制度を導入することとしました。 

 

２ 指定管理者を募集する施設について 

 

かまがり天体観測館 

所在地 広島県呉市蒲刈町大浦字沖浦７６４６番地３ ［図１］位置図 

概要  かまがり天体観測館は,４２ｃｍマクストフ望遠

鏡などを備え,周りに灯りがほとんど無いため,月,

惑星,星雲,星団など宇宙の神秘とロマンをたっぷり

と満喫することができます。 

 

開設年月 平成元年７月  

主要設備 ４２ｃｍマクストフ赤道儀，３５ｃｍ反射赤道儀，

２０ｃｍＥＤ屈折赤道儀，プロミネンス観測装置等 

 

施設等の構造等 構造，階数及び延床面積  

 ＲＣ造ステンレス板葺平屋建６７.８１㎡ 

 軽量ＲＣ造平屋建２１㎡ 

 ＲＣ造平屋建４７.５㎡ 

［図２－１～６］ 

天体観測館平面図・

立面図・断面図 
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開館時間  午前９時から午後９時まで（事前に入館又は利用

に係る申込みが無い場合は午前９時から午後５時ま

で） 

 

休館日 ア 月曜日及び火曜日（ただし，月曜日又は火曜日

が国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１

７８号)に規定する休日(以下「休日」という。)

に当たるときは，水曜日とし，当該水曜日が休日

に当たるときは，その直後の休日でない日） 

イ 休日の翌日（ただし，当該翌日が休日にあたる

ときは，その直後の休日でない日） 

ウ １月１日から１月３日まで及び１２月２９日か

ら１２月３１日まで 

 

 

 

かまがり海と島の工作館 

所在地 広島県呉市蒲刈町大浦字沖浦７６４６番地３ ［図１］位置図 

概要  海と島の工作館は，木工やプラ板を使った工作教

室を開催するほか，天体写真の展示スペースなどが

あります。 

 

開設年月 平成元年７月  

主要施設 研修室，工作室，事務室，展示室，ミニドーム等  

施設等の構造等 構造，階数及び延床面積  

 木造２階建３３７.８㎡ 

 ミニドーム 軽量鉄骨造平屋建２１㎡ 

［図３－１～６］

工作館平面図・立

面図 

開館時間  午前９時から午後９時まで（事前に入館又は利用

に係わる申込みが無い場合は午前９時から午後５時

まで） 

 

休館日 ア 月曜日及び火曜日（ただし，月曜日又は火曜日

が休日に当たるときは,水曜日とし，当該水曜日が

休日に当たるときは，その直後の休日でない日） 

イ 休日の翌日（ただし，当該翌日が休日にあたる

 ときは，その直後の休日でない日） 

ウ １月１日から１月３日まで及び１２月２９日か

 ら１２月３１日まで 

 

コテージかまがり 

所在地 広島県呉市蒲刈町大浦字沖浦８０２９番地１，８０

３１番地１及び蒲刈町大浦字鯖床８４３１番地，８

４３２番地，８４３４番地１･２，８４３７番地１ 

［図１］位置図 
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概要  コテージかまがりは，リビング・台所・寝具一式

・バス・トイレを完備した自炊型宿泊施設で，県民

の浜を見下ろす高台にある大変ロケーションの良い

宿泊施設です。 

 

開設年月 平成１０年１２月  

主要施設等 客室１０人用２棟（洋室×２，和室×２） 

      ５人用３棟（洋室×１，和室×１） 

その他の設備 エアコン，テレビ，ビデオ，オーブ

      ンレンジ，冷蔵庫，ＩＨクッキングヒ

      ーター，調理・食器セット，炊飯器，

      洗濯機，乾燥機，掃除機等 

 

施設等の構造等 構造，階数及び延床面積  

１０人用 木造平屋建９９.６３㎡，９９.３７㎡ 

 ５人用 木造平屋建６３.７６㎡ 

[図４－１～１０］

コテージ配置図・

平面図・立面図 

使用時間 

 

宿泊使用 使用初日の１５時から使用最終日の１０ 

    時まで 

休憩使用 １１時から１４時まで 

 

開館日 １月１日から１２月３１日まで  

 

かまがり温泉やすらぎの館 

所在地 広島県呉市蒲刈町大浦字前沖浦７６０５番地，沖浦

７６４６番地１０ 

［図１］位置図 

概要  かまがり温泉やすらぎの館は，地下５００ｍから

湧き出る天然ラドン泉を使用し，目の前に広がる安

芸灘を眺めながらゆっくりとくつろげる温泉施設で

す。 

 

開設年月 平成５年２月  

主要設備 浴室，脱衣場，休憩室，喫茶室等  

施設等の構造等 構造，階数及び延床面積  

 鉄筋コンクリート造地上１階，地下１階８７４.

２７７㎡ 

［図５－１～６］ 

やすらぎの館平面

図・立面図 

開館時間 午前１１時から午後８時まで  

休館日 次に掲げる日を除く火曜日 

ア 休日 

イ １月１日から１月３日まで及び１２月２９日か

１２月３１日まで 
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呉市蒲刈Ｂ＆Ｇ海洋センター 

所在地 広島県呉市蒲刈町大浦８１６０番地 ［図１］位置図 

概要  青い海と緑の大地の最高のロケーションにあり，

マリンスポーツを中心としたスポーツレクリエーシ

ョン活動のできる体育施設です。 

 

開設年月 昭和５９年６月  

主要設備 体育館，プール，艇庫等  

施設等の構造等 構造，階数及び延床面積  

【体育館】 

 建物構造：鉄筋コンクリート造２階建て  

 敷地面積：１,３０３㎡ 

 延床面積：１,７１６㎡ 

 施設内容：アリーナ726.15㎡，倉庫 

      トレーニングルーム，管理事務所 

      研修室，器具庫，トイレ，シャワー 

 

【プール】 

 建物構造：鉄骨造ビニールシート貼 

 延床面積：８３３㎡ 

 施設内容：25ｍ×13ｍ（6ｺｰｽ） 6ｍ×10ｍ 

 

【艇庫】 

 建物構造：鉄骨造平屋建て 

 延床面積：１９６㎡ 

  

【その他】 

 水訓碑，旗掲揚台15ｍ×1本 

 ボードヤード（200㎡） 

［図６－１～８］

海洋センター平面

図・立面図 

使用時間 (1)体育館，艇庫 午前９時から午後９時まで 

(2)プール    午前９時から午後４時まで 

 

休館日 (1) 火曜日（ただし，休日を除く） 

(2) １月１日から１月３日まで及び１２月２９日か

ら１２月３１日まで 

 （※プールについては，７月１日から７月１９日ま

での土曜日，日曜日及び休日並びに７月２０日

から８月３１日以外は休館とする。） 
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３ 指定管理者の募集等について 

 

(1) 指定期間 

指定期間は，平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日までの５年間です。た

だし，自治法第２４４条の２第１１項の規定により，自然体験施設等の管理の適正を

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，その指定を取り消し，又は期

間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じる場合があります。 

 

(2) 指定管理者の行う業務 

ア 自然体験施設等の管理運営に関すること 

イ 自然体験施設等の維持管理に関すること 

ウ 自然体験施設等の利用促進に関すること 

※ 詳細については，呉市かまがり県民の浜地区自然体験施設等指定管理者共通業務

仕様書（以下「共通仕様書」という。）及び呉市かまがり県民の浜地区自然体験施

設等指定管理者施設別業務仕様書（以下「施設別仕様書」という。）を参照してく

ださい。 

 

(3) 管理運営経費 

自然体験施設等の管理運営に要する全ての費用は，原則として，利用料金及びその

他の収入並びに呉市の指定管理料をもって充てるものとします。 

ア 利用料金 

(ｱ) 利用料金の設定 

自然体験施設条例第５条の２，コテージ条例第１４条，やすらぎの館条例第１

２条及びスポーツ施設条例第１１条に規定する利用料金は，指定管理者の収入と

します。指定管理者は，条例に定める額の範囲内で，利用料金を設定していただ

きます。なお，設定に当たっては，事前に市長の承認が必要となります。 

(ｲ) 利用料金の減免 

呉市長が定める減免基準に該当する利用については，利用料金を減免していた

だきます。 

イ 管理運営に係る指定管理料 

呉市は，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を支払います。 

また，指定管理料には，人件費，管理費（消耗品費，光熱水費，修繕費（大規模

なものを除く），通信運搬費，保険料，委託費等），公課費などを含むものとしま

す。 

なお，指定管理料の具体的な額や支払方法は，協議の上，年度ごとに協定で定め

るものとします。 

ウ 利用料金等の取扱い 

指定管理者の経営努力により利用料金収入等の収益の一部を呉市に納付するこ

ともできます。割合又は額については，応募者において事業計画書及び収支計画書
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で提案してください。 

指定管理料については，年度末の精算は，原則として行いません。従って，不足

が生じた場合，指定管理料を増額することはなく，余剰が発生した場合も，指定管

理料を減額することはありません。 

ただし，事業計画や仕様書の変更等により，協議の上，指定管理料を変更するこ

とがあります。 

なお，前指定管理者が平成２５年３月３１日以前に収納した指定管理期間内の施

設使用に係る使用料については，前指定管理者の収入とします。 

 

(4) 応募資格 

ア 団体であること（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。）。 

イ 海洋性レクリエーション指導員の配置に関する基準に従い，公益財団法人ブルー

シー・アンド・グリーンランド財団認定の資格を有する者を海洋センターに配置で

きること。 

ウ 自然体験施設等のサービス向上又は効率的運営を図る上で必要な場合は，複数の

団体（以下「共同体」という。）での共同による申請ができます。この場合，次の

事項に留意してください。 

(ｱ) 共同体の適切な名称を設定し，代表となる団体を選定してください。 

(ｲ) 当該共同体の構成員は，別の共同体の構成員となり，又は単独で申請すること

はできません。 

エ 呉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成１８年呉

市規則第１号）第２条各号に掲げる欠格事項に該当しないこと。 

 

【呉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則】 

（欠格事項） 

第２条 市長は，条例第２条に規定する団体が次の各号のいずれかに該当するときは，

当該団体については，条例第３条の規定による指定管理者（条例第１条に規定する指

定管理者をいう。以下同じ。）の候補者としての選定をし，又は指定管理者としての

指定をしない。 

(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により本市又は他の普通地方公共団体から指定管

理者の指定を取り消され，その取り消しの日から４年を経過しない団体 

(2) 当該団体の役員（法人でない団体にあっては，当該団体の代表者）のうちに次の

いずれかに該当する者がある団体 

ア 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する行為能力を有しない者 

イ 破産者で復権を得ないもの 

ウ 市税及び県民税の滞納がある者 

エ 市における指定管理者の指定の手続において，その公平な手続を妨げた者又は

不正の利益を得るために連合した者 

オ 禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者 
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カ 市において懲戒免職の処分を受け，当該処分の日から２年を経過しない者 

(3) 破産手続開始の決定を受けた法人又は精算法人 

(4) 法人市民税，消費税及び地方消費税について滞納がある団体 

(5) 呉市議会の議員，市長，副市長又は自治法第１８０条の５第１項及び第３項の規

定により市に設置する委員会の委員若しくは委員が，取締役，監査役，支配人，理

事又はこれらに準じる者の地位にある法人（市が資本金，基本金その他これらに準

じるものの２分の１以上を出資している法人又は公共的団体を除く。） 

オ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により，呉 

市における一般競争入札等の参加を制限されていないこと。  

※ 申請することができるのは，１団体につき１申請とします。（共同体による申

請も１申請とします。） 

 

(5) 募集要項，仕様書等の配布場所及び配布期間 

ア 配布場所 呉市教育委員会スポーツ振興課 

〒７３７－８５０９ 呉市中央６丁目２番９号 つばき会館３階 

ＴＥＬ     ０８２３－２５－３４７１ 

ファックス   ０８２３－２４－９８０７ 

メールアドレス sports@city.kure.lg.jp 

イ 配布期間  

平成２４年８月２７日(月)から平成２４年９月２６日(水)までの午前８時３０分

から午後５時１５分まで（土・日・休日を除く） 

なお，募集要項は，呉市ホームページからダウンロードすることができます。 

 

(6) 応募説明会 

募集要項及び仕様書等について，次の日程で応募説明会を開催します。応募説明会

への参加を希望される場合は，平成２４年９月３日（月）午後５時１５分までに，指

定様式（様式第５号）に，必要事項を記入の上，郵送，ファックス又は電子メールに

より，(5)アに定める配布場所あてにお送りください。 

ア 日時 平成２４年９月５日（水）午後１時から午後３時まで 

イ 場所 蒲刈Ｂ＆Ｇ海洋センター 

 

(7) 応募に関する質問 

募集要項及び仕様書等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

ア 受付期間  

平成２４年８月２７日(月)から平成２４年９月１９日(水)までの午前８時３０分

から午後５時１５分まで（土・日・休日を除く） 

イ 質問方法 

指定様式（様式第６号）を電子メールにより送付してください。なお，伝達の不

備や混乱を回避するため，電話，口頭，ファクシミリ等による質問には応じられま

せん。 
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ウ 回答方法 

質問に関する回答は，すべての応募団体に対して電子メールで行います。 

質問から概ね３開庁日以内に随時回答しますが，内容によっては時間を要する場

合があります。 

 

(8) 応募の手続 

申請を希望する団体は，次に掲げる書類を提出してください。 

ア 提出書類 

(ｱ) 指定管理者指定申請書（様式第１号） 

(ｲ) 団体概要（様式第２－１号） 

共同体での応募の場合は，次の書類も提出してください。 

a 共同体構成届出書（様式第２－２号） 

b 共同体協定書の写し（様式第２－３号） 

c 共同体委任状（様式第２－４号） 

(ｳ) 自然体験施設等の事業計画書 

a 利用者の平等な利用の確保（様式第３－１号） 

b 施設の適正な維持管理 

(a) 施設の維持管理について（様式第３－２号） 

(b) 災害時，緊急時等の体制について（様式第３－３号） 

c 管理経費の削減 

(a) 収支計画策定の考え方について（様式第３－４号） 

(b) 経費削減努力の考え方について（様式第３－５号） 

d 施設の利用促進 

(a) 事業・営業・広報等について（様式第３－６号） 

(b) 利用者等からの苦情等の対応について（様式第３－７号） 

e 安定的な管理 

(a) 職員の配置について（様式第３－８号） 

(b) 職員配置計画（様式第３－９号） 

(c) 職員の研修計画について（様式第３－10号） 

(d) 個人情報保護，情報管理について（様式第３－11号） 

(ｴ) 自然体験施設等の収支計画書（様式第４－１，４－２，４－３号）  

(ｵ) その他応募に必要な書類 

a 定款，寄付行為，規約その他これらに準じる書類 

b 法人にあっては，当該法人の登記事項証明書（発行後３か月以内のものに限

る。），法人以外の団体にあっては，代表者の申請をする日現在の住民票の写

し 

c 申請をする日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書 

d 過去２年間の財務書類（貸借対照表，損益計算書，事業報告書，利益処分計算

書，財産目録その他経営の状況を明らかにする書類） 

e 役員名簿（申請書提出日現在のもの） 
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f 呉市に納付すべき市税に係る滞納がないことを証明する書類（当該法人及び役

員のもの。平成２４年８月２７日（月）以降に発行されたものに限る。） 

g 印鑑証明書 

イ 提出部数 

提出部数は，正本１部，副本１０部（複写可）とします。（副本のうち１部は，

審査事務の都合上，コピーが可能なように製本等しないようにしてください。） 

ウ 提出場所 

３(5)アの配布場所と同じ 

エ 提出期限 

平成２４年８月２７日(月)から平成２４年９月２６日(水)までの午前８時３０

分から午後５時１５分まで（土・日・休日を除く） 

オ 提出方法 

持参又は郵送（郵送の場合は，書留とし，平成２４年９月２６日（水）午後５時

１５分必着とします。） 

カ 留意事項 

(ｱ) 指定申請書等は，日本工業規格のＡ４サイズとします。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，上記以外でも認めます。なお，可能

な場合は，申請書などの提出書類を電子データ（エクセル，ワード，一太郎など）

として併せて提出してください。 

(ｲ) 共同体での応募の場合，３(8)ア(ｵ)の提出書類については，構成員ごとに提出

してください。 

(ｳ) 応募に要する経費は，すべて応募団体の負担とします。 

(ｴ) 提出された指定申請書等の著作権は応募団体に帰属しますが，呉市は指定管理

者の公表等必要な場合は，指定申請書等の内容の全部又は一部を複製し，使用で

きるものとします。なお，提出された書類は返却しません。  

(ｵ) 必要に応じ追加資料の提出をお願いすることがあります。 

(ｶ) 提出された書類は，情報公開の請求により開示する場合があります。 

(ｷ) 提出期限後の提出書類の再提出及び差し替えは，原則認めません。 

(ｸ) 観光振興課及びスポーツ振興課職員その他本件関係者に対して，本件提案につ

いての接触を禁じます。なお，接触の事実が認められた場合には失格となること

があります。 

(ｹ) 指定申請書等提出後に辞退をする場合は，辞退届（様式第７号）を提出してく

ださい。 

 

４ 指定管理者の指定等について 

 

(1) 指定管理者の候補の選定 

ア 候補者の選定方法 

呉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年呉市条例第

８２号）第３条の規定により，指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）
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による提案内容等の審査に基づき，指定管理者の候補者を１者選定します。なお，

審査の結果，候補者として適した者がいないと認める場合には，候補者を選定しな

い場合もあります。 

イ ヒアリング 

選定委員会は，必要に応じて申請者に対するヒアリング等を実施します。この場

合の実施日時等については，別途通知します。 

ウ 選定基準 

選  定  基  準 配  点 

【利用者の平等な利用の確保】 

自然体験施設等の利用者の平等な利用が図られるものであること及びサ

ービスの向上が図られるものであること。 

（評価の視点） 

・公の施設として市民等の平等な利用が図られる内容となっているか。 

・不当な利用制限項目はないか。 

・特定の者のみに有利な利用形態となっていないか。 

適・否 

※否は失格 

【施設の適切な維持管理】 

自然体験施設等の適切な維持管理が図られるものであること。 

（評価の視点） 

・適正かつ確実に維持管理を行う内容となっているか。 

・災害時や緊急時等に適切な対応がとれる体制となっているか。 

適・否 

※否は失格 

【管理経費の削減】 

自然体験施設等の管理に係る経費の削減が図られるものであること。 

（評価の視点） 

・提案額が適正な管理に支障を来すおそれのないものか。 

・管理経費の削減のための工夫がなされているか。 

・事業計画と収支計画の整合性がとれているか。 

３０ 

【施設の利用促進】 

自然体験施設等の利用促進が図られるものであり，かつ，具体性･現実性

があること。 

（評価の視点） 

・利用者のニーズを把握し，質の高いサービスの提供を実現させる内容と

なっているか。 

・効果的な事業・営業・広報等を行うことができるか。 

・利用者等からのクレーム対応は適切か。 

・施設の特徴を活かした，斬新さや独自性のある魅力的な提案がなされて

いるか。 

・運営全般について，市民協働を意識した取り組みがなされているか。 

・雇用や発注などにおいて，地域との連携や貢献が意識されているか。 

４０ 
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【安定的な管理】 

自然体験施設等の管理を安定して行う能力を有していること。 

（評価の視点） 

・経営基盤が安定し，計画に沿った管理運営を行う能力を有しているか。 

・安定した管理が行える管理責任者及び人数が配置されているか。 

・運営に必要な又は望ましい専門職種等が適切に配置されているか。 

・事故防止及び緊急事態に対応可能な安全管理体制になっているか。 

・個人情報等の情報管理について適切な対応がとれる体制となっているか。 

３０ 

※申請者が１者の場合は，各基準について，その適否を審査します。 

エ 選定結果の通知及び公表 

選定結果については，すべての応募団体に対して文書で通知するとともに，呉市

のホームページ等において，応募団体の名称等も公表します。 

なお，公表までの間，応募団体名及び応募団体数，選定結果等についての問い合

わせには，一切応じません。また，選定委員会の会議は非公開とし，選定結果に係

る質問及び異議については受け付けません。 

オ 選定の除外 

応募団体が次の要件に該当する場合は，選定対象から除外します。 

(ｱ) 申請書類等に虚偽，不正又は不備があった場合 

(ｲ) 募集要項に違反し，又は逸脱した場合 

(ｳ) 提出期限を経過した後に申請書類が提出された場合 

(ｴ) その他不正な行為があった場合 

 

(2)指定管理者の指定及び協定等 

ア 指定管理者の指定 

指定管理者の候補者に選定された団体を指定管理者として指定する議案を，自治

法第２４４条の２第６項の規定により呉市議会に提案し，当該議決後に指定管理者

として正式に指定します。 

なお，呉市議会において否決された場合には，指定できません。この場合におい

て，呉市は損害賠償等の責任は，一切負いません。 

イ 協定の締結 

指定管理者の指定後，呉市と指定管理者との間で指定管理期間中の基本的な事項

を定めた「基本協定」及び年度ごとの事業実施に係る事項を定めた「年度協定」の

締結を行います。 

ウ 指定後の留意事項 

協定締結の前後を問わず，指定管理者が次の事項に該当するときは，その指定を

取り消し，協定を締結しないか又は解除することがあります。その際，呉市は損害

賠償等の責任は一切負いません。 

(ｱ) 資金事情の悪化等により，事業の履行が困難になったと認められるとき。 

(ｲ) 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
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られるとき。 

エ 責任分担の考え方 

呉市と指定管理者との責任分担の詳細については，別途締結する協定書で定めま

すが，基本方針については次のとおりとします。 

項    目 指定管理者 呉   市 

施設の管理 

（受付，案内，警備，広報，苦情対応等） 

◎  

施設，設備，備品の維持管理 

(清掃，施設保守点検，設備等法定点検，補修修

繕，安全衛生管理，光熱水費の負担等） 

 

◎ 

 

災害時対応 

(連絡体制確保，被害調査・報告，応急措置等） 

◎ ○ 

（指示等） 

災害復旧（本格復旧） ○ ◎ 

施設の使用許可 ◎ 

(目的外使用許可を除く） 

○ 

(目的外使用許可等） 

施設の整備，改修 ○ 

（小規模改修） 

◎ 

（大規模改修） 

建物火災保険の加入  ◎ 

(建物総合損害共済） 

施設全般の管理，運営に必要な保険の加入 ◎  

包括的管理責任 ○ 

(第１次的な管理責任） 

◎ 

物価・金利変動 

（物価・金利の変動に伴う人件費，物品費等の

経費増） 

 

◎ 

 

周辺地域・住民及び施設利用者への対応 ◎  

 

(3) 指定管理開始に当たっての準備等 

指定管理者の候補者は，自己の責任と負担において，平成２５年４月１日から円滑

に指定管理に係る業務を遂行できるように，人的及び物的体制を整えなければならな

いこととします。 

 

５ モニタリング等の実施 

 

(1) モニタリングの実施 

呉市は指定管理業務の実施状況を把握し，良好な管理状況を確保するため，指定管

理者が管理基準に沿った運営を行っているか，事業計画で示した業務を履行している

か等について，モニタリングを実施します。 
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(2) 施設運営協議会の設置 

指定管理者は，呉市と指定管理者において情報の共有化や課題解決に向けた連携を

深めるため，（仮称）施設運営協議会を設置し，定期的に連絡会議を開催することと

します。 

 

(3) 利用者ニーズの把握 

指定管理者は，利用者満足度調査などを実施し，利用者ニーズの把握に努めること

とします。 

  

６ その他留意事項 

 

(1) 事業の継続が困難になった場合の措置 

ア 指定管理者の責めに帰すべき事由により管理が困難になった場合又はそのおそ

れが生じた場合には，呉市は指定管理者に改善勧告を行い，期間を定めて改善策の

提出及び実施を求めることができます。この場合において，指定管理者が当該期間

内に改善することができなかった場合には，呉市は指定管理者の指定を取り消すこ

とができます。 

イ 指定管理者が倒産し，又は指定管理者の財務状況が著しく悪化したことにより，

指定に基づく管理の継続が困難と認められる場合には，呉市は指定管理者の指定を

取り消すことができます。 

ウ ア又はイにより指定管理者の指定を取り消された場合には，指定管理者は呉市に

生じた損害を賠償しなければなりません。 

エ 不可抗力その他呉市又は指定管理者の責めに帰すことができない事由により管

理の継続が困難になった場合には，呉市と指定管理者は管理継続の可否について協

議することとします。 

オ 前記に規定するもののほか，管理の継続が困難になった場合の措置については，

協定で定めます。 

 

(2) その他 

ア 指定管理者が行う業務の全部を第三者に委託し，又は請け負わせることはできま

せん。 

イ 自然体験施設条例，コテージ条例，やすらぎの館条例及びスポーツ施設条例，当

該各条例施行規則並びにその他の関係法令の規定に基づき，適正に自然体験施設等

の運営を行ってください。 

ウ 呉市個人情報保護条例（平成１９年呉市条例第２号）の規定に基づき，個人情報

の保護を徹底してください。 

エ 呉市情報公開条例（平成１１年呉市条例第１号）の規定に基づき，情報の適正な

公開を行ってください。 

オ 前指定管理者が平成２５年３月３１日以前に受け付け，使用の許可を行った指定

期間内の施設使用については，適正に引き継いでください。 



14 

カ 呉市及び隣接する呉市保有施設・広島県保有施設の指定管理者と連携を図りなが

ら自然体験施設等の運営を行ってください。 

 

７ 問い合わせ先 

 

上記のほか，本件に関する質問等がある場合は，次までお問い合わせください。 

 

呉市教育委員会スポーツ振興課 

〒７３７－８５０９ 広島県呉市中央６丁目２番９号 つばき会館３階 

ＴＥＬ     ０８２３－２５－３４７１ 

ファックス   ０８２３－２４－９８０７ 

メールアドレス sports@city.kure.lg.jp 

 


