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四万十市総合文化センター指定管理者募集要項 
 

 四万十市（以下「市」という。）は、四万十市総合文化センター（以下「総合文化センター」

という。）について、その設置目的を効果的に達成するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第244条の２第３項、四万十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年四

万十市条例第215号）第２条及び四万十市総合文化センターの設置及び管理に関する条例（令和

４年四万十市条例第３号。以下「条例」という。）第３条第１項の規定に基づき、総合文化セン

ターの管理運営に関する業務を行う指定管理者を募集する。 

 

１ 施設概要 

(1) 名  称    四万十市総合文化センター 

 (2) 所 在 地    四万十市右山五月町96番地 

 (3) 建物概要 

敷地面積 7,316.90㎡ 

【本館】構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 一部鉄筋コンクリート造  

４階建 

【本館】建築面積 4,293.01㎡ 

【本館】建築延面積 6,922.44㎡ 

【駐車場棟】構造 鉄骨造 平屋 

【駐車場棟】建築面積 44.30㎡ 

【駐車場棟】建築延面積 43.65㎡ 

 

 (4) 施設概要     

大ホール 総席数800席程度（車椅子スペース8席） 

大楽屋（45 ㎡）、中楽屋（26 ㎡ 2室）、小楽屋（17㎡、14㎡） 

小ホール 収容人員360人（356.00㎡） 

創造支援・展示機能 リハーサル室、スタジオ、練習室、大会議室Ⅰ・Ⅱ、中会議室、

小会議室Ⅰ・Ⅱ、和室Ⅰ・Ⅱ、創作室、調理実習室 

交流機能 交流ロビー、キッズコーナー、情報コーナー 

その他 JA高知県幡多地区（※）、スクエアパーク 

※ 施設の一部をＪＡ高知県が使用する予定。この使用に関する手続きは市が直接行うが、日常

使用に関する事項は市、ＪＡ、指定管理者が協議して定める。 

 

 (5) 休館日 

   12月29日から翌年の１月３日まで。 

定期休館日は設定せず、必要に応じて臨時休館日を設ける。 

 (6) 開館時間（貸館施設を使用させることができる時間） 

   午前９時から午後10時まで。 

 (7) 旧施設利用者数 

   参考資料「旧施設利用状況」参照 

 

２ 指定管理者が行う業務の範囲 

 (1) 総合文化センター及び附属設備並びに備品等の全般にわたる維持管理に関する業務 

 (2) 総合文化センターの使用の許可及び使用の制限に関する業務 

 (3) 総合文化センターの使用料の徴収、減免及び還付に関する業務 

 (4) 総合文化センターの事業の計画及び実施に関する業務 

(5) その他総合文化センターの管理運営に必要な業務 

  ※なお、具体的な業務内容及び履行方法については別に定める仕様書による。 
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３ 指定管理者が行う管理の基準 

  条例及び四万十市総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則（令和４年四万十

市教育委員会規則第４号。以下「規則」という。）の規定によるもののほか、別に定める仕様

書の管理の基準等や関係例規等に従って、総合文化センターの管理を行わなければならない。 

 

４ 指定予定期間 

  令和６年（2024年）４月１日から令和11年（2029年）３月31日まで。 

  ※総合文化センターは、令和５年（2023年）６月下旬に竣工し、６月下旬に建設業者からの

引き渡しを受けて、令和６年（2024年）４月に開館する予定（現時点の予定であり変更す

る場合がある。）。令和５年（2023年）４月から令和６年（2024年）３月31日までについて

は、開館準備業務（開館記念式典事業の実施支援、開館記念公演（こけら落とし公演）及

び開館記念事業の準備業務等を含む。）を行うものとする。 

 

５ 利用料金 

  総合文化センターについては、本指定管理期間においては利用料金制度を適用しないものと

し、使用料金制（指定管理者が使用料金を収受し、市へ納付する。）を採用する。 

ただし、将来的には利用料金制への移行を検討する。 

 

６ 管理経費に関する事項 

 (1) 指定管理者の収入と支出 

指定管理者の本業務における収入、支出の主な項目は次のとおり。 

種 別 内 容 

収入 指定管理料、文化事業収入、自主事業収入（入場料、参加料、自動販売

機等）、その他の収入（助成金（国や財団等からの助成）、協賛金（企

業や団体等からの協賛）、広告料（プログラム、チラシなどへの広告

掲載料））など 

支出 人件費、事務費（備品等の設置に係るイニシャルコストを含む。）、

維持管理費（保守点検、設備運転等の経費）、文化事業費、自主事業

に係る委託費、広報宣伝費、租税公課、修繕費など 

 

 (2) 管理運営経費の取扱い 

   「２ 指定管理者が行う業務の範囲」に記した業務に係る経費は、市が支払う指定管理料

のほか、自主事業収入、その他の収入をもって充てるものとする。 

ア 指定管理料の決定 

指定管理料は下表の金額を上限として、市の予算の範囲で支払う。具体的な金額や支払

い方法については、申請者から収支計画書（様式10）で提案のあった金額を基本に、会計

年度毎（４月１日から翌年３月31日まで）に市と指定管理者が協議を行い、年度協定書に

おいて決定する。 

■指定管理料の参考金額（上限額） ※消費税及び地方消費税を含む金額 

 761,313千円（５年間） 

2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 

152,111千円 152,111千円 152,490千円 152,111千円 152,490千円 

この上限額を超える管理経費の収入見込額で申請された場合は失格とする。 
イ 指定管理料の精算 

毎年度の指定管理料については、提案のあった収支計画を基に市の予算編成の中で確

定のうえ年度協定の中で定めるものとし、原則として精算（余剰金の返還・不足分の補

填）は行わない。ただし、年度毎の実績において、仕様書に示す基準を満たしていない場合

などは、指定管理料に見込んだ相応分の金額を市に返還するものとする。 

なお、光熱水費、修繕費及び文化事業の収支補填分については、以下のとおり取り扱う
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こととする。 

(ｱ) 光熱水費（電気、ガス、水道料金）・・・アの指定管理料上限額に含まない。 

光熱水費については、本指定管理期間においては市が負担するものとする。 

(ｲ) 修繕費・・・アの指定管理料上限額に含む。 

指定管理者が行う施設、設備及び備品等の修繕は、１件あたり50万円未満（消費税及

び地方消費税を含む。）までのものとし、市が算出した以下の額を参考に収支計画書

（様式10）に計上すること。1件あたり50万円を超える場合は、市が負担するものとす

る。 

年度毎に見込（計画）額と実績額を比較し、各年度末に余剰が生じた場合のみ精

算（余剰金の返還）を行うものとする。 

2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 

1,000千円 1,000千円 1,000千円 1,000千円 1,000千円 

(ｳ) 文化事業の収支補填分・・・アの指定管理料上限額に含む。 

指定管理者指定管理料には、文化事業の収支差額補填（公費支援）分を見込む。文

化事業の補填分は次のとおり。 

2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 

10,000千円 10,000千円 10,000千円 10,000千円 10,000千円 

       ※年度毎の事業規模は、各年度支出13,560千円、収入（入場料等）3,560千円程

度を想定。 

ウ 管理口座と区分経理 

本業務に係る入出金は、本業務に係る専用の新規口座にて管理すること。 

また、本業務の経理業務を行うに当たっては、独立した経理規程を設けて経理書類を

作成し、市からの開示要求及び監査、調査の要求があった場合には、速やかに経理書類

が開示できるように書類及び体制を整備すること。 

 

７ 市と指定管理者との責任の分担 

  市と指定管理者との責任の分担は、別紙１「リスク分担表」に定めるとおりとする。 

ただし、「リスク分担表」に定める事項で、疑義又は定めのないリスクが生じた場合は、市

と指定管理者が協議のうえ、リスク分担を決定する。 

 

８ 申請者の資格 

 (1) 指定期間中、安全かつ円滑に対象施設を管理運営できる法人若しくは団体又は複数の法人

等により構成されるグループ（以下「共同事業体」という。）であること。 

  ア 共同事業体で申請する場合の留意事項 

総合文化センターのサービス向上及び業務の効率的な実施を図るうえで必要な場合は、

共同事業体として申請することができる。この場合においては、次の事項に留意して申請

すること。 

(ｱ) 申請に当たっては、共同事業体の名称及び、代表する法人等を定めること。この場合

において、他の法人等は、当該共同事業体の構成員として扱う。なお、申請後の代表す

る法人等又は構成員の変更は認めない。 

(ｲ) 協定の締結に当たっては、共同事業体の構成員すべてを協定当事者とする。応募後の

連絡及び選定後の協議は代表する法人等を中心に行うが、協定に関する責任は共同事業

体の構成員すべてが負うことになる。 

(ｳ) 共同事業体の構成員間における連帯責任の割合等については、共同事業体協定書で定

めること。 

(ｴ) 代表する法人等並びに構成員となる法人等は、申請者の資格の要件を全て満たすもの

とする。 

(ｵ) 構成員は、本業務について他の共同事業体として申請することはできない。 
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 (2) 法人若しくは団体の代表者が次の事項に該当しない者 

  ア 破産者で復権を有しない。 

  イ 地方自治法施行令第167条の４第２項の規定により、本市における競争入札の参加を制

限されている。 

  ウ 四万十市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第７条の規定による指定の

取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を受け、その措置期間が

経過していない。 

  エ 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。 

  オ 国税、県市税等を滞納している。 

 

 (3) 市が開催する説明会へ参加した者 

 

９ 選定スケジュール 

本件の選定並びに選定後の予定スケジュールは、下表のとおりとする。 

※本スケジュールは、募集要項配布開始日時点の予定であり、変更が生じる場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 参加手続き・申請方法 

(1) 担当部署（以下「事務局」という。） 

所管課：四万十市教育委員会 生涯学習課 文化複合施設整備推進室 

住所：〒787-0010  四万十市古津賀４丁目 41番地 

電話：0880-34-1501   

ＦＡＸ：0880-35-4260 

メール：bunkafukugou@city.shimanto.lg.jp 

 

 (2) 募集要項等の配布 

ア 配布期間 

 時 期 内 容 

令和４年 

（2022年） 

 

８月４日（木) 募集要項等の公表 

８月15日（月） 説明会 

８月15日（月）～19日（金） 質問の受付 

８月26日（金） 質問の回答 

８月29日（月）～９月２日（金） 参加表明の受付 

８月29日（月）～９月22日（木） 申請書類の受付 

９月下旬 第１次審査（資格要件審査）、結果通知 

10月中旬 第２次審査（書類及びヒアリング審査） 

１0月下旬 審査結果通知、指定管理者候補者決定 

12月下旬 指定管理者の指定、協定書の締結 

 令和５年 

（2023年） 
４月中旬 開館準備業務開始 

６月末 四万十市総合文化センター竣工 

６月下旬 建設業者からの施設引き渡し、 

備品納入開始 

10月 施設利用申込受付開始 

令和６年 

（2024年） 

４月 開館（供用開始） 
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    令和４年（2022年）８月⒋日（木）から令和４年（2022年）９月22日（木）まで 

  イ 配布の方法 

    募集要項等の資料は全て市公式ホームページからダウンロードすること。 

 

 (3) 説明会 

申請方法、提出書類などについて説明会を開催する。参加人数は１申請者につき２人まで

とし、法人その他の団体の名称及び氏名をあらかじめ連絡すること。説明会に不参加の場

合、申請できないので注意すること。 

  ア 開催日時  

令和４年（2022年）８月15日（月） 午前10時から１時間程度 

  イ 開催場所  

四万十市役所 303・304会議室 

※オンラインでの参加も受け付けます。 

  ウ 申込方法  

様式１「四万十市総合文化センター指定管理者の公募に係る説明会参加申込書」に必要

事項を記入のうえ、電子メール、ＦＡＸ、持参、郵送のいずれかの方法で申し込むこと。 

なお、持参の場合を除いて、必ず電話にて到達を確認すること。また、持参での申込及

び電話による到達の確認は、土・日曜日を除く午前８時30分から午後５時15分までに行う

こと。 

  エ 申込期限 

    令和４年（2022年）８月10日（水）午後５時15分まで（必着） 

オ 申込・連絡先  

(1)に掲げる事務局 

 

 (4) 質疑 

   募集要項の内容等について、質疑がある場合は下記により提出することとする。 

   ただし、質疑ができる者は説明会参加者に限る。 

ア 提出期間 

    令和４年（2022年）８月15日（月）から令和４年（2022年）８月19日（金）まで 

  イ 提出場所 

    (1)に掲げる事務局 

  ウ 提出方法 

    様式２「四万十市総合文化センター指定管理者の公募に係る質問書」に必要事項を記入

のうえ、ＦＡＸ又は電子メールにて提出すること。電話などによる個別の質問には応じな

いため、注意すること。 

メールの件名は、「四万十市総合文化センター指定管理者公募に関する質問」など、分

かりやすいタイトルとすること。また、未到達等による受付漏れを防ぐため、必ず電話に

てメールが到達したことを確認すること。ただし、電話による到達の確認は、土・日曜日

を除く午前８時30分から午後５時15分までに行うものとする。 

  エ 質疑に対する回答日 

    令和４年（2022年）８月26日（金） 

  オ 回答方法 

    質問を取りまとめたうえで、回答を市ホームページに掲載する。 

 

 (5) 参加表明書の提出 

本件に申請する法人等は、以下に基づき様式３「四万十市総合文化センター指定管理者の

公募に係る参加表明書」を必ず提出すること。共同事業体により申請する場合には、代表と

なる予定の法人等が提出すること。 

ア 提出期間 

令和４年（2022年）８月29日（月）から９月２日（金）まで（郵送の場合は、期間内に

必着とし、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。） 
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  イ 提出時間 

    持参による場合、午前８時30分から午後５時15分まで 

  ウ 提出場所 

    (1)に掲げる事務局 

エ 提出方法 

    提出場所へ直接持参又は郵送（一般書留、簡易書留、配達記録郵便のいずれか）とする。

ＦＡＸや電子メールによる提出は受け付けない。 

 

 (6) 申請書類の提出 

ア 提出期間 

令和４年（2022年）８月29日（金）から令和４年（2022年）９月22日（木）まで（ただ

し、持参の場合は、土日・祝日を除く。郵送の場合は、期間内に必着とし、不慮の事故に

よる紛失又は遅配については考慮しない。） 

イ 提出時間 

    持参による場合、午前８時30分から午後５時15分まで 

  ウ 提出場所 

    (1)に掲げる事務局 

  エ 提出方法 

    提出場所へ直接持参又は郵送（一般書留、簡易書留、配達記録郵便のいずれか）とする。

ＦＡＸや電子メールによる提出は受け付けない。  

  オ 提出部数 

    正本１部、副本９部とする。 

 

11 申請関係書類 

(1) 指定管理者指定申請書（様式４） 

(2) 共同事業体での申請に関する書類 

ア 四万十市総合文化センター指定管理者共同事業体構成員表（様式５） 

イ 四万十市総合文化センター指定管理者共同事業体協定書（様式６） 

ウ 四万十市総合文化センター指定管理者共同事業体委任状（様式７） 

 (3) 法人等の概要（様式８） 

(4) 四万十市総合文化センターの管理運営に係る事業計画書（様式９） 

 ※指定期間内における事業計画について、下表のテーマごとに制限枚数内で提出すること。 

テーマ テーマの詳細及び記載等の留意事項 制限枚数 

１ 基本方針・成果目標 

 

(1) 管理運営の基本方針 

ア 管理運営の総合的な基本方針を記載して

ください。 

イ 総合文化センターの管理運営を通じ、市

の文化振興を進めていくうえでの基本的

な考え方を記載してください。 

２枚 

(2) 成果目標と自己評価 

ア 年度別に成果目標とその達成・管理方

法を記載してください。 

イ その他、定性的な目標（地域振興、安

全管理など）についてもあれば、達

成・管理方法とともに記載してくださ

い。 

ウ 自己評価（セルフモニタリング）の実 

施方法を記載してください。 
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２ 文化事業・ 

自主事業計画 

(1) 文化事業の実施方針 

劇場法や管理運営業務仕様書に記載の内容

等に沿った、文化事業の実施方針について

記載してください。 

３枚 

(2) 文化事業の計画 

分かりやすく内容等を記載してください。

共催等で協働する施設・団体等がある場合

は、支障のない範囲で名称等を記載してく

ださい。また、鑑賞事業等においては、ア

ーティストや上演団体名をいくつか例示す

るなど、公演等の質や集客性を推し量るこ

とのできるように記載してください。 

(3) 自主事業の計画 

ア 賑わいや憩いを生み出す計画として、

管理運営の具体的な取り組み方針を記

載してください。 

イ その他、総合文化センターの設置目的

の範囲内で自らの提案に基づく事業を

行う場合は、その内容を記載してくだ

さい。 

３ 貸館計画 (1) 貸館事業の実施方針 

よりよい公演や活動を支援するための貸

館事業の実施方針について記載してくだ

さい。 

２枚 

(2) 公平な利用の確保 

ア 利用許可に際しての公平性、平等性確保

の方策について記載してください。 

イ 障がい者、外国人等が来館・利用しやす

くするための方策を記載してください。 

(3) 利用者サービスの向上策 

ア 利用者サービスに対する工夫や向上策に

ついて記載してください。 

イ 利用者の要望や苦情の把握方法とそれら

の反映策について記載してください。 

(4) 利用促進の方策 

より多くの方にご利用いただくための利用

促進の方策や公演等の誘致策について記載

してください。 

４ 維持管理等の計画 (1) 維持管理の実施方針 

施設や設備に加え、什器や備品なども含

めた維持管理を行ううえでの基本的な考

え方を記載してください。 

２枚 

(2) 外部委託 

業務の一部を委託する場合は、外部委託

を行う予定の業務並びに業者選定の考え

方及びその方法を記載してください。 

(3) 安全衛生管理・危機管理の方策 

舞台の安全衛生管理や危険予知、施設の安

全管理に対する方策を具体的に記載してく

ださい。 
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(4) 緊急時の対策 

ア 地震、火災、事件、事故、急病、けがなど

が発生した際の対応策、連絡フローなどに

ついて、具体策を簡潔に記載してくださ

い。 

イ 加入予定の保険等、補償・賠償に係る

方策について記載してください。 

５ 運営組織計画 (1) 人員配置 

ア 人員配置の考え方、運営体制、各部門

の人数、職員の職能・保有資格等、勤

務ローテーションについて記載してく

ださい。 

イ 新たに人材採用を予定している場合、

採用方針について記載してください。 

２枚 

(2) 研修・育成計画 

職員等の人材育成の考え方、具体的な研

修等の計画について記載してください。 

６ 収支計画 (1) 収支計画の特徴 

ア 収支計画書（様式10）について、特色や

アピールポイントを記載してくださ

い。 

イ ランニングコストの削減や収入確保の

ための方策、費用対効果を高めるため

の方策などについて記載してくださ

い。 

１枚 

７ 実施体制・経営基盤 (1) 法人等（共同事業体を含む。）の組織体

制・能力 

ア 総合文化センターの管理運営に役立つ

経営体制やノウハウ・経験などを具体

的に記載してください。 

イ バックアップ体制や協力企業、共同事

業体の業務分担などについても、わか

りやすく記載してください。 

２枚 

(2) 法人等（共同事業体を含む。以下同じ。）

の社会的責任 

法人等の倫理のほか、コンプライアンス、

環境管理、社 会貢献活動について、法人

等として実施していること、総合文化セン

ターで計画していることについて具体的に

記載してください。 

(3) 類似施設の実績 

ア 類似施設の実績（施設の規模や利用者

数、利用率等）を記載してください。 

イ 類似施設の管理運営における成果や総合

文化センターの管理運営に活かせる実績

等の説明を記載してください。 

ウ 類似施設のほかに、総合文化センターの

管理運営に役立つ業務実績等があれば記

載してください。 

２枚 
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(4) 経営基盤（財政的基盤） 

ア 直近３年度分の経営状況を説明する書

類（財務諸表等）の内容から様式のフォ

ームにより、該当する数値を記載してく

ださい。 

イ その他、安定的に施設運営を行うため

の経営体制、経営基盤があれば記載し

てください。 

１枚 

（共同事業

体の場合

は、代表す

る法人等、

構成員ごと

にそれぞれ

１枚） 

８ その他 (1) 情報発信・広報宣伝 

施設や文化事業、貸館事業の周知のため

に取り組む情報発信、広報宣伝の考え方

や方策について、具体的に記載してくだ

さい。 

４枚 

(2) 地域との連携、市民参加の促進 

ア 市全域はもとより、幡多地域との関係

づくりについて、考え方や方策があれ

ば記載してください。 

イ 市内事業者や市内団体との連携策があ

れば記載してください。 

ウ 市民参加の促進についての考え方、方

策があれば記載してください。 

(3) 他施設、他団体との連携 

市内に限らず、他施設・他団体とのネット

ワークや連携により取り組む事業等があれ

ば記載してください。 

(4) 開館準備業務 

仕様書別紙２開館準備業務仕様書に基づ

き、人員配置や体制のほか、開館記念事

業、プレイベントなどについて、具体的な

提案を記載してください。 

(5) 個人情報保護、情報公開 

個人情報の管理の考え方や方策、情報公開

に対する考え方や取扱方法について、具体

的に記載してください。 

 (5) 四万十市総合文化センターの管理運営に係る収支計画書（様式10） 

 (6) 四万十市総合文化センターの開館準備業務見積書（様式11） 

 (7) 当該団体の定款又は寄付行為の写し及び登記簿の謄本（法人以外の団体にあっては、会 

則等） 

 (8) 役員の名簿及び略歴を記載した書類 

 (9) その他市長が必要と認める書類 

  ア 誓約書及び照会承諾書（様式12及び様式13） 

イ 滞納が無いことの証明書（国税、県市税） 

ウ 類似施設の受託実績が分かる書類（事業計画書（様式９）のテーマ７の(3)の実績を補

う会社パンフレット等） 

※ 証明書類は、証明年月日が申請書提出時の３か月以内のもので、それぞれ発行官公署に

おいて定めた様式によるものを使用すること。なお、複写機による写しでも差し支えない。 

 

12 申請に係る留意事項 

 (1) 提出書類の著作権 

提出された書類の著作権は、指定管理者に指定された事業者が策定したものを除き、それ
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ぞれ作成した法人等（共同事業体を含む。）に帰属する。 

また、指定管理者に指定された事業者が作成した提出書類の著作権は、市に帰属するもの

とする。 

ただし、市は指定管理者の決定の公表等において必要と認めるときは、当該提出書類の全

部又は一部を無償で使用できるものとする。 

(2) 提出書類の情報公開 

提出された書類は、情報公開の請求によって開示することがある。 

ただし、提出書類は、提案者の持つ独自のノウハウ等が含まれており、これを開示するこ

とにより当該提案者の競争上の地位その他正当な利益を侵害する恐れがあるため、これらに

配慮したうえで、開示するものとする。 

(3) 重複提案の禁止 

事業計画書及び収支計画書の提出は１組とする。複数の提案はできない。 

(4) 提案内容の変更禁止 

提出期限後の提出書類の再提出及び差し替えによる提案内容の変更は、原則として認めな

い。 

(5) 費用負担 

申請に必要な費用は、申請者の負担とする。 

(6) 使用言語及び通貨単位 

提出書類に使用する言語は日本語とし、通貨単位は円とする。 

(7) 提出書類の取り扱い 

提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。また、提出書類は、選定等のために必要な

範囲で複製することがある。 

(8) 提出書類についての質疑 

提出書類の内容について、市から問い合わせをする場合がある。 

(9) 申請の辞退 

様式３「参加表明書」の提出以降、申請を辞退する場合は、第２次審査前日までに、様式

15「参加辞退届」を提出すること。 

 

13 選定手順 

 (1) 選定方法 

   書類審査及びヒアリング（プレゼンテーション）審査とする。（令和４年（2022年）９月

下旬～10月中旬実施予定） 

  ア 選定主体 

    事務局及び市の選定委員会が実施する。 

  イ 第１次審査 

    申請書類の受付後、申請資格の要件を満たしているかを事務局で確認し、その結果を通

知する。 

なお、要件を満たしていない場合は、失格となる。 

  ウ 第２次審査 

    選定委員会において、提出された事業計画書等に基づく書類審査、プレゼンテーション

（20分以内）及び質疑応答（20分）を行い、「（3）評価項目」に基づき、選定委員会で総

合的に審査して、優先交渉権者を選定する。 

    第２次審査の詳細については、第１次審査結果通知時に、第１次審査合格者へお知らせ

する。なお、第２次審査のプレゼンテーションにおいては、プロジェクターを使用した説

明も可能とし、提案内容の追加・変更のない範囲でのプレゼンテーション用の資料の作

成・使用も可能とする。 

  エ 審査結果の通知および公表 

    審査終了後速やかに書面で通知する。また、審査結果については市ホームページで公表

する。 

  オ 指定管理者の決定 

申請者から提出された申請書及び事業計画書等を基に、選定委員会において選定委員が
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個別に採点し、委員全員の評価点を加算した評価点が基準点を満たした申請者の中から、

最も高い評価点を獲得した申請者を優先交渉権者として選定する。 

優先交渉権者は、優先交渉権を有し、市と協議・交渉を行うものとする。その合意内容

を踏まえて、指定管理者候補者に決定する。その後、四万十市議会における指定管理者の

指定議案の議決を経て指定管理者を決定する。（令和４年四万十市議会定例会（12月議会）

への議案提出を予定） 

    なお、指定管理候補者の選定後、その候補者と「14 指定後の手続」に定める協定が不

調となった場合や候補者が指定管理者として不適切な事実が判明した場合等には、選定委

員会において選定した基準点を満たす第２位以下の者と協議を行うこととする。 

   

(2) 選定基準 

ア 施設の設置目的が達成できるものであること。 

  イ 住民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。 

  ウ 施設の効用を最大限に発揮させるものであること。 

エ 効率的な収支計画であること。 

  オ 事業計画書の内容を安定して遂行できる人員及び財政的基礎を有していること。 

  カ 指定管理料 

  キ その他必要と認める事項 

 

 (3) 評価項目 

項  目 配点 

１ 施設の設置目的が達成できるものであること 15点 

・設置目的をよく理解し、特徴に合致した管理運営方針となっているか。 

・目標設定や目標を達成するための方策、自己評価の方法など、施設運営に対する意欲や

熱意が十分あるか。 

・まちづくりや福祉、教育など、行政の取り組みに理解はあるか。 

２ 住民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 

20点 

・文化事業計画の内容は適正か。 

・苦情処理及び危機管理（防災、防犯、事故防止、非常災害時の対応など）の体制は整備

されているか。 

・地域住民や利用者の要望の把握及び実現策は適切であるか。 

・利用促進やサービス向上のための具体的な方策はあるか。 

３ 施設の効用を最大限に発揮させるものであること 15点 

・関係する法律、条例等に基づく施設の管理基準を理解し、法令遵守が見込まれるか。 

・地元雇用や市内業者の活用などの配慮があるか。 

・館内の備品の管理体制は適切か。 

４ 効率的な収支計画であること 10点 

・総合的に収支計画が適切で、管理運営の効率化が図られる見込みがあるか。 

・安定運営に向けた収入確保や経費削減の提案はあるか。 

５ 事業計画書の内容を安定して遂行できる人員及び財政的基礎を有

していること 

20点 

・法人等の基盤が安定し、経営状況に問題はないか。 

・過去に施設管理、事業の実施等、類似業務に関する実績があるか。 

・事業執行に際し専門的な知識、技能、経験等を有する職員を配置しているか。 

・指定管理業務に係る職員体制（人員配置・処遇・研修等）は十分なものか。 
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６ 指定管理料 10点 

・提案のあった指定管理料の額を評価する。 

７ その他必要と認める事項 10点 

・開館準備業務に関する執行体制、事業提案、見積額は適切か。 

・施設運営に対する市民参加の提案がされているか。 

 

(4) 採点・選定方法 

ア 配点 

    評価する項目は７項目あり、合計100点を選定委員１名の持ち点とする。 

  イ 基準点 

基準点は、業務基準を満たしていると認められる最低ラインであり、委員全員の評価の

総合計点で判断し、満点の６割の点数とする。 

ウ 採点・選定 

    採点は、申請者ごとに行い、委員全員の評価点を合計し、基準点を超えた申請者の中か

ら、最も高い評価点を獲得した申請者を優先交渉権者として選定する。この際、最も高い

評価点が２者以上となった場合は、指定管理料の額で判断する。 

 

 

14 指定後の手続 

指定管理者の指定後、指定管理者に行わせる業務の範囲や支払う指定管理料の額等の細目的

事項を定めるため、指定管理者との間で下記の協定を締結する。 

なお、各業務の仕様及び指定管理料の額は、本募集に係る各種仕様書の内容及び指定管理者

から提案のあった収支計画書の額を基本とするが、市と指定管理者が細部等を協議・調整のう

え、最終決定する。 

 (1) 基本協定書 

  ア 業務の範囲に関する事項 

イ 業務の実施に関する事項 

ウ 備品等の取り扱いに関する事項 

エ 事業計画書等に関する事項 

オ 指定管理料に関する事項 

カ 損害賠償及び不可抗力に関する事項 

キ 指定の取り消しに関する事項 

ク 指定期間の満了に関する事項 

ケ その他、施設の管理において必要と認める事項 

  

(2) 年度協定書 

 ア 当該年度の業務内容に関する事項 

イ 当該年度の指定管理料に関する事項 

ウ その他、施設の管理において必要と認める事項 

 

15 その他 

 (1) 申請に係る経費は申請者の負担とし、提出された書類は返却しない。 

 (2) 必要に応じて、申請書類の内容について、聞き取り調査を行う。 

 (3) 次のいずれかに該当するときは、失格とする。 

  ア 申請書類に虚偽の記載があったとき。 

  イ 提出期限までに必要な書類がそろわなかったとき。 

  ウ 法人等（共同事業体を含む）の代表者及び代理人並びにそれ以外の関係者が審査に対す

る不当な要求を行った場合、若しくは、選定委員会委員に個別に働きかけを行った場合 

  エ 申請書類提出後に事業計画の内容を大幅に変更した場合 
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  オ その他不正行為があった場合 

   ※ア、ウ、オについては、選定後であったとしても、選定を取り消すものとします。 

 


