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【公募型プロポーザル方式】  

宿毛市立社会体育施設等指定管理者募集要領 
 

 

 宿毛市長及び宿毛市教育委員会(以下「宿毛市」という。)は、民間の能力を活用し、

効率的かつ効果的な施設の管理運営を図るため、宿毛運動公園、平田公園、宿毛市総

合運動公園、宿毛市立東部運動場、宿毛市立高砂グラウンド、宿毛市和田体育館（以

下「体育施設」という。）について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第３項、宿毛市都市公園条例（平成３年宿毛市条例第３号）第２０条、宿毛市

立運動場条例（昭和４６年宿毛市条例第１号）第１４条及び宿毛市立体育館の設置及

び管理に関する条例（平成１５年宿毛市条例第３９号）第９条の規定に基づき、宿毛

市立社会体育施設等の管理運営に関する業務を行う指定管理者を次のとおり募集す

る。 

 なお、宿毛市立武道館及び宿毛市栄喜体育館は対象施設から除外する。 

 

記 
 

１ 業務の概要等 

(１) 業務名称 

  宿毛市立社会体育施設等指定管理業務 

(２) 対象施設 

  別添、宿毛市立社会体育施設等指定管理者仕様書(以下「仕様書」という。)「３.

体育施設等の概要」に係る全ての施設 

(３) 指定管理業務期間 

  令和４年４月１日～令和７年３月３１日(３年間) 

(４) 指定管理者が行う管理の基準 

  各条例の規定によるもののほか、その他規則及び別に定める仕様書の管理の基 

準に従い、体育施設の管理を行わなければならない。 

(５) 指定管理者が行う業務の範囲又は内容 

別添仕様書「６.業務内容」のとおり 

(６) 契約限度額 

  公募する期間（３年間）における契約限度額の総額は、167,357千円に消費税及び

地方消費税を加えた額とする。 

  なお、別添仕様書「10.管理経費等について」等を反映し、留意すること。 

 

 

２ 募集及び企画提案等について 

 (１) 募集要領 

① 募集要領等の公表、配布期間 

   令和３年７月１日(木)から令和３年７月２７日(火)まで(土日祝日は除く) 

   午前８時３０分から午後５時まで 

 

(２) 現地説明会 

  体育施設の視察及び申請方法、提出書類などについて現地説明会を開催する。 
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参加人数は、１事業者につき２人までとし、事業者の名称及び氏名を配布期間中の

午後５時までに連絡すること。説明会に不参加の場合、申請できませんのでご注意

ください。 

  ① 開催日時 令和３年７月２９日（木）又は３０日(金)のうち、事業者別に１

時間程度で調整します。 

  ② 開催場所 宿毛市総合運動公園 会議室２ 

 

 (３) 質疑 

   募集要領の内容等について、質問がある場合は下記により提出することとする。 

   ただし、質疑ができる者は現地説明会参加者に限る。 

  ① 受付期間 

   令和３年８月２日(月)から令和３年８月６日(金)まで(土日祝日は除く) 

   午前８時３０分から午後５時まで 

  ② 提出方法 

   別記第１号様式でＦＡＸ又は持参 

③ 回答方法 

８月１０日(火)午後５時までにＦＡＸ又は郵送にて応募事業者全てに回答書を

送付します。個別回答は致しません。なお、記入漏れや応募資格のないものは、

回答できない場合があります。 

 

(４‐１) 参加資格 

  本業務の企画提案に参加することができる者は、次に掲げる事項全てを満たす

者とし、参加意向申出書(第２号様式)及び業務経歴書（第６号様式）、誓約書及び

照会承諾書(第7号様式)を提出し、宿毛市より参加資格を有すると認められた者

とします。 

  ① 宿毛市内に事業所、事務所等を置く者。 

  ② 次の制限事項全てに該当しないこと。 

   ・法律行為を行う資格を有しない者。 

・事業者の役員に破産者又は禁固以上の刑に処せられている者がいる者。 

・会社更生法、民事再生法に基づき更生又は再生手続をしている者。 

・地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者。 

・宿毛市から指名停止の措置を受けている者又は指名停止となる措置要件に

該当している者。 

・市税、県税、国税を滞納している者。 

・暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す

る暴力団及びその利益となる活動を行っている者。 

  ③ 宿毛市が開催する現地説明会に参加した者。 

 

 (４‐２) 参加意向申出書等の提出 

  ① 受付期間 

   令和３年８月１２日(木)から令和３年８月１８日(水)まで 

   午前８時３０分から午後５時まで 
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 (４‐３) 参加資格確認結果通知書の送付 

令和３年８月２３日(月)午後５時までに参加資格確認結果通知書(第３号様 

式)をＦＡＸ又は郵送にて応募事業者に送付します。 

  

 (５) 企画提案書類等の提出 

   宿毛市より参加資格確認結果通知書（第３号様式）により資格を有することが 

認められた者は次のとおり①提出書類を提出してください。 

 

① 提出書類 

ア 企画提案書類 

企画提案書（第４号様式）、業務実施体制（第５号様式）及び管理業務に付随

して施設利用者の利便性の向上やスポーツ振興、災害時の避難誘導や利用者の

体調不良時等の対応方法を確立するための方策、現在行っている個人情報保護

に関する社員教育やその他実施している研修等があれば記載した書類など 

イ 法人･団体等概要書 

  既存の概要パンフレットでも可 

ウ 見積書(任意様式) 

  消費税を除いた価格を記載し、３年間の合計額及び各年度の金額がわかるも

のとしてください。 

② 提出期間 

持参の場合は、令和３年８月３１日(火)から令和３年９月２７日(月)まで 

(土日祝日は除く)  午前８時３０分から午後５時まで 

郵送の場合は、令和３年９月２７日（月）午後５時必着とする。ただし、郵 

送による場合は締切日必着とし、不慮の事故による紛失又は遅配について考慮 

しない。ＦＡＸや電子メールによる提出は受け付けない。 

③ 提出部数 

   正本１部、副本８部（副本は複写可）合計９部とする。 

原則、Ａ４版（Ａ３版を折り込んでＡ４版とすることは可）としてください。 

 

(６) 参加及び企画提案書等の提出など応募に当たっての留意事項 

① 関係法令及び関係基準･通知、関係条例･規則を遵守した上で応募すること 

② １事業者につき１申請とする。 

③ 応募に係わる経費は、すべて応募者の負担とする。 

④ 提出期限の過ぎた提出書類等については、内容の変更を認めません。 

⑤ 提出書類等は返却しません。 

⑥ 提出された提案書等は、宿毛市情報公開条例（平成13年宿毛市条例第26号）

に基づく情報公開請求があった場合、ならびに議会へ説明する場合、公開する

こととする。 

⑦ プロポーザルは、提案の選定を目的に実施するものであり、契約する業務に

おいては必ずしも提案内容に沿って行うものではなく、宿毛市の指示のもと変

更又は修正を加える場合があるものとする。 

⑧ 応募を辞退するときは、生涯学習課スポーツ振興室に必ず指定申請辞退届出

書(任意様式)を提出してください。 

⑨ 次のいずれかに該当する場合は、失格となることがあります。 
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・提出様式を遵守せずに提出されたもの 

・様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しないもの 

・記載すべき内容の全部又は一部が記載されていないもの 

・記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

・虚偽の内容が記載されているもの 

⑩ 参加申込が１事業者のみの場合は、プレゼンテーションを行った上で、本業

務の受託者として、適切に業務を履行できるかを総合的に判断し、選定する。 

 

 (７) 問い合わせ・配布・提出場所 

宿毛市教育委員会 生涯学習課スポーツ振興室 

   宿毛市山奈町芳奈４０２４番地 宿毛市総合運動公園内 

    電話（０８８０）６６‐１４６７  ＦＡＸ（０８８０）６６‐１４６８ 

    募集要領については、宿毛市ホームページからもダウンロード可能 

 

 

３ 事業者の選定 

（１） 企画提案プレゼンテーション 

 ① 実施日時・場所 

   令和３年１０月初旬(予定)・宿毛市総合運動公園市民体育館 会議室 

 ② 実施時間 

   １事業者につき３５分以内(プレゼンテーション２０分以内、質疑応答１５

分以内とする) 

③ その他 

 ･プレゼンテーションは非公開とする。 

 ・プレゼンテーションで使用する機材等がある場合は、事業者で用意すること。 

・プレゼンテーションは提出された資料を基に行うこと。追加提案の説明や追

加資料の配布は、原則認めない。 

・実施会場に入室する事業者の人数は４名以内とする。実施会場への入室の有

無にかかわらず、当日来所する人員は、当日の体温が３７．５度未満で咳や鼻

水等の体調不良を示す症状がない者に限ることとし、全員がマスクを着用する

こと。 

 

 (２) 選定方法 

   事業者の選定は、宿毛市が庁内委員会を設置し、提出書類及び提案内容のプレ

ゼンテーションにより審査を行い、契約限度額以内の提案を行った事業者の中で

最高得点者を指定候補者とし、次に得点の高かった者を次点の候補者として選定

する。 

 なお、評価については、以下の基準や項目を基に選定委員ごとに合計点の高い

者から順位点をつける順位点による方法とします。(順位点は、１位１０点、２位

８点、３位６点、４位４点) 
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 (３) 選定基準 

書類及びプレゼンテーションの評価は、下表の基準により行う。 

審査 

項目 

審査の視点 配

点 

評価の基準 

実 

施 

体 

制 

業務履行体制が適切

に構築されているか。 

30 30 ・責任者の位置付けがあり、管理にあた

って十分な人員が確保されている。 

・事業執行のための有資格者(経験者)

や必要機材等の確保が期待できる。 

・外部監査の導入があり、適正な組織運

営が見込まれる。 

20 ・責任者の位置付けがあり、管理にあた

って十分な人員が配置されている。 

10 ・責任者の位置付けがあるものの、管理

にあたり最低限度の人員しか確保され

ていない。 

災害時の避難誘導や

利用者の体調不良な

ど、非常時の対応方法

が確立されているか。 

20 20 ・様々な事態が想定されており、対応方

法が明確である。 

15 ・想定されている事態が限定的ではあ

るが、対応方法は明確である。 

10 ・様々な事態が想定されているものの、

対応方法に不明瞭な部分がある。 

運動施設の運営又は、

管理業務受託の実績

を有しているか。 

15 15 ・有している。 

10 ・有していないが、管理業務を行う能力

が見込まれる。 

管理業務に付随して、

施設利用者の利便性

の向上や施設の効率

的かつ効果的な運用

のための事業を提案

できるか。 

  

15 

 

 

  

15 ・施設の効用について理解できている。 

・独自性があり、新たな工夫が見られる

事業が期待できる。 

10 ・施設の効用について理解できている。 

・工夫が見られる事業が期待できる。 

5 工夫が見られず、一般的な内容である。 

管理業務に付随して、

スポーツ振興のため

の事業を提案できる

か。 

15 15 ・施設の効用について理解できている。 

・独自性があり、新たな工夫がみられる

事業が期待できる。 

10 ・施設の効用について理解できている。 

・工夫が見られる事業が期待できる。 

5 ・工夫が見られず、一般的な内容であ

る。 

個人情報保護に関す

る社員教育やその他、

研修が実施できてい

るか。 

5 5 ・個人情報保護に関する社員教育やそ

の他、研修が実施できている。 

3 ・いずれかの社員教育や研修が実施で

きている。 

0 ・実施できていない。 

※同点の場合は、くじ引きにより上位者を決定する。 
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 (４) 選定結果の公表 

  ① 方法：審査結果は、全ての参加事業者に文書で通知する。 

  ② 時期：令和３年１０月初旬(予定) 

 

 

４ 契約の交渉 

 指定候補者として選定された事業者と契約の交渉を行うものとする。ただし、辞退

その他の理由(契約締結までに参加資格を満たさなくなった場合、又は次項失格条項

等に該当する事実が判明した場合等)で契約できない場合、次点候補者と契約の交渉

を行う。 

 

 

５ 失格条項等 

 次の各号のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１） 提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合 

（２） 提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３） 会社更生法等の適用を申請する等、契約の履行が困難と認められるに至った

場合 

（４） 審査の公平性を害する行為があった場合 

（５） その他、庁内委員会が社会通念に照らし失格にあたる事由があると認める 

場合 

 

 

６ 申請関係書類 

 (１) 提出書類 

指定候補者として選定後、次の申請関係書類を提出してください。 

① 指定管理者指定申請書（宿毛市都市公園条例施行規則第１１号様式、宿毛市

立運動場条例施行規則第８号様式、宿毛市立体育館の設置及び管理に関する条

例施行規則第６号様式） 

② 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定期間内における管理運営

に関する各年度の事業計画書（宿毛市都市公園条例施行規則第１２号様式、宿

毛市立運動場条例施行規則第９号様式、宿毛市立体育館の設置及び管理に関す

る条例施行規則第７号様式） 

③ 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定期間内における管理運営

に関する各年度の収支予算書（宿毛市都市公園条例施行規則第１３号様式、宿

毛市立運動場条例施行規則第１０号様式、宿毛市立体育館の設置及び管理に関

する条例施行規則第８号様式） 

④ 当該団体の定款、規約その他これらに類する書類 

⑤ 当該団体の登記事項証明書（法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写

し） 

  ⑥ 指定申請書を提出する日の属する事業年度及び前事業年度に係る財務諸表

等経営の状況を示す書類 

  ⑦ その他宿毛市が必要と認める書類 
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   ・誓約書（暴力団排除に関するもの及び資格要件に関するもの） 

・滞納が無いことの証明書（市税、国税） 

・類似施設の受託実績が分かる書類 

※登記事項証明書、納税証明書、印鑑登録証明書等は、提出日前３か月以内に発 

行されたものとする。また、財務諸表等経営の状況を示す書類は、提出日現在の 

属する事業年度及び前年度分とする。 

 

  (２)提出時期 

   令和３年１０月初旬～下旬(予定) 

 

 

７ 指定方法 

 指定管理者は、宿毛市議会の議決を経て、宿毛市が指定します。なお、予定として

は令和３年１２月の宿毛市議会定例会に議案提案したいと考えています。 

 

 

８ 業務の引継ぎ及び協定書の締結 

(１) 指定管理者の指定後、指定管理者が行う業務の範囲や支払う委託料の額等の

細目的事項を定めるため、指定管理者との間で協定書を締結する。 

(２) 管理運営について令和４年３月までに基本協定書を、令和４年４月１日に年

度協定書を締結する。 

(３) 年度協定書は初年度以降、年度ごとに行う。 

指定管理者に指定された者は、令和４年４月１日から業務が開始できるよう

に、基本協定書締結後から令和４年３月３１日までの間に業務の引継ぎを行う。 

なお、業務の引継ぎ及び業務の準備のために発生するすべての費用について

は、指定管理者の負担とする。 

(４) 指定管理者が協定書の締結までに、体育施設の管理運営業務を履行すること

が困難と認められるとき、又は著しく社会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は、指定管理者の指定を取り消すことが

あります。 

(５) 指定管理者は、本業務の終了（地方自治法第２４４条の２第１１項の規定に

より指定を取り消された場合を含む。）に際し、宿毛市又は宿毛市が指定するも

のに対する引継ぎ等を行うものとする。 

(６) 指定管理者は、宿毛市が長期継続契約を締結している契約について、契約期

間が満了するまで契約内容を引き継ぐこととし、残期間について指定管理者が

新たに契約を締結するものとする。 

(７) その他の詳細については、宿毛市及び指定管理者が協議するものとする。 

 

 

９ 損害賠償 

(１) 指定管理者の辞退 

宿毛市議会の議決により指定管理者として指定された以降に辞退することは、 

理由の如何にかかわらず認めない。万一、辞退した場合は、宿毛市が被った損 

害について賠償しなければならない。 
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(２) 指定管理者への業務の停止及び指定の取消し 

指定期間中において、指定管理者が管理を怠るなど管理状況が良好でないと宿

毛市が認めたときは、改善の指導を行い、指導に従わないときは、業務の停止や

指定の取消しを行うことがあり、その場合、指定管理者に損害が発生しても宿毛

市は賠償請求に応じませんが、取消しに伴う宿毛市の損害については指定管理者

に賠償請求を行うことがあります。 

 

 

１０ 問い合わせ先 

宿毛市教育委員会 生涯学習課スポーツ振興室  担当：大塚･岡﨑 

   宿毛市山奈町芳奈４０２４番地 宿毛市総合運動公園内 

電話（０８８０）６６‐１４６７  ＦＡＸ（０８８０）６６‐１４６８ 
 


