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「札内スポーツセンター、農業者トレーニングセンター」 

指定管理者候補者選定基準 

 

Ⅰ 選定の基準及び審査の項目 

 １ 選定基準 

   指定管理者の候補者選定は、次に掲げる選定基準（幕別町公の施設に係る指定管理

者の指定の手続等に関する条例（平成17年条例第27号）第４条第１号から第４号まで

に規定するもの及び同条第５号の規定に基づき幕別町指定管理者選定委員会（以下｢選

定委員会｣という。）の審議を経て定めるものをいう。以下同じ。）に基づき、総合的

な審査を実施して決定する。 

(1) 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) 事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであること。 

(3) 事業計画書に沿った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。 

(4) 収支計画書の内容が施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

(5) 施設の性質又は目的に応じて定める選定基準は、次のとおりとする。 

   ① 防災、災害等の危機管理体制及び個人情報の保護、情報公開の体制を整備して

いること。 

② 地域の実情を踏まえた効果的な管理運営が期待できるものであること。 

 ２ 審査項目 

   幕別町公の施設に係る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

規則第32号）第５条の規定に基づき、選定基準ごとに定める具体的な審査の項目は、

Ⅱ３の評価審査項目とする。 

 

Ⅱ 選定の方法 

 １ 資格審査 

   申請団体が応募資格に適合しているかどうかについて審査する。 

なお、応募資格を有する者は、申請日において、法人その他の団体（以下「団体」

という。）であって、次のいずれにも該当しないものとする。 

(1) 当該団体の役員（法人以外の団体にあっては、当該団体の代表者）のうち次のい

ずれかに該当する者がある団体 

① 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 

② 破産者で復権を得ない者 

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

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）の構成員等 

(2) 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。）の規定により町における一般競争入札等の参加を制限されている団体 

(3) 当該団体の責めに帰すべき事由により町又は他の地方公共団体から指定管理者の

指定を取り消され、その取消しの日から４年を経過しない団体 
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(4) 破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人 

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、地方自治法（昭和22年法律第67号）

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がある法人 

(6) 国税及び地方税を滞納しているもの 

(7) 暴力団 

(8) 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）の統制の下にある団

体 

 

 ２ 書類審査 

応募資格に適合していると判断した団体を対象として、提出された応募書類の審査

を行い、応募書類が次のいずれかの要件に該当する場合は、審査対象から除外する。 

  (1) 収支計画書の内容が、教育委員会が算定した指定期間内における施設の管理に係

る指定管理料の基準額を超える場合 

(2) 記載事項に不備があるもの 

(3) 指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合していないもの 

(4) 記載すべき事項の一部が記載されていないもの 

(5) 虚偽の内容が記載されていることが判明したもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 評価審査 

(1) 書類審査に適合していると判断した団体を対象として、プレゼンテーションを行う

ものとする。 

(2) 評価審査は、プレゼンテーションを踏まえて、選定委員会の各委員が別紙「評価表」

に示す審査項目ごとの視点から審査を行い、審査項目ごとに得点を付与することに

より行うものとする。 

   

４ 候補者の選定 

   評価審査の結果、選定委員会委員の平均点数が120点以上で、かつ、最高得点を得た

申請団体を指定管理者の候補者として選定し、町長に報告するものとする。 

   なお、選定された指定管理者候補者が辞退等をした場合は、評価審査における得点

の平均点数が120点以上で次に高い申請団体を指定管理者候補と選定し、その者が辞退

した場合は以下同じとする。  

【応募書類】  
①指定管理者指定申請書  
②申請資格に係る申立書  
③事業計画書  
④収支計画書  
⑤前事業年度の収支（損益）計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類  
⑥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  
⑦定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類 
⑧登記事項証明書（法人）、団体の代表者の身分証明書、会則及び構成員名簿（法人以外）  
⑨国及び地方税の未納がないことの証明書  
⑩印鑑証明書（法人）、代表者の印鑑証明書（法人以外）  
⑪その他教育委員会が必要と認める書類  



委員名　　　　　　　　　　　　　　　 Ｎｏ．１
選定基準 審査項目 審査の視点 着眼点 対応提案書類 配点 採点 審査コメント

法人・団体の安定的な
組織体制について

法人・団体運営が安定し
ているか

法人・団体の設立目的と責任体制の上で、安定した運営が可能で
あるかを評価します。

法人の概要、
定款、規約、
団体の目的、
組織及び運営
の方法を示す
書類

5

法人・団体の安定的な
財政基盤について

法人・団体の財政運営
が安定しているか

安定した管理を行うため、法人・団体の経営状況は良好であるか
を評価します。

前事業年度の
収支計算書、
貸借対照表、
財産目録、現
事業年度若し
くは翌事業年
度の収支予算
書

10

提案者が町民の期待を受け止め、施設の特性を理解した上で、ど
のように管理しようとしているかを評価します。

10

両施設の管理運営体制と両施設の相互利用を高めるための管理
者の役割について評価します。

5

利用促進の考え方につ
いて

施設の利用促進に向け
ての目標や具体策が適
切であるか

施設利用者数の目標が無理なく立てられているか､またその目標
における利用促進に係る具体的かつ現実的な提案であるか評価
します。

事業計画書1-2 5

利用者の要望を把握するための工夫、要望に対する解決方法を
評価します。

5

利用者の視点に立った苦情対応と防止策を評価します。 5

今まで以上のサービスの向上となる具体的なアイデアを評価しま
す。

5

規制緩和をすることで、民間発想から生まれる具体的なアイデア
（改善する視点）を評価します。

5

専門性や業務量を勘案し、効率的で効果的な維持管理計画と
なっているか評価します。

10

再委託業務における点検・管理方法について評価します。 5

どのようなジャンル（参加対象者の年齢層など）を考えているか、バ
ランスのとれた提案かどうかを評価します。また、提案者が事業費
を投入し、その事業費に対して、どのような費用対効果が出るかを
評価します。

10

教室・大会等の招聘事業等、自主事業の企画、実施の能力を評
価します。

5

町内出身のオリンピック
選手等の活用について

町内出身のオリンピック
選手等の活用内容が適
切か

町内出身の現役オリンピック選手やアスリート選手をどのように活
用していくか、またその活用による地域住民への効果を評価しま
す。

事業計画書2-3 10

評価表　【団体名：                                                                      】

1

法人・団体が安定的に
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。

2

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。

管理運営の考え方と体
制について

管理運営の考え方及び
体制は適切か

事業計画書1-1

利用者の要望・苦情へ
の対応について

利用者の要望や苦情へ
の対応は適切か

事業計画書1-3

サービスの向上につい
て

今まで以上のサービス
向上につながるか

事業計画書1-4

3
事業計画書の内容が、
施設の効用を最大限に
発揮するものであること。

施設の維持管理につい
て

施設・設備の維持管理
の内容及び体制は適切
か

事業計画書2-1

自主事業の内容につい
て

自主事業の実現と効果
の達成見込みが適切か

事業計画書2-2



委員名　　　　　　　　　　　　　　　 Ｎｏ．１
選定基準 審査項目 審査の視点 着眼点 対応提案書類 配点 採点 審査コメント

評価表　【団体名：                                                                      】

教育委員会との連絡、職員の指揮系統及び連携体制が整ってい
るかを評価します。

5

管理にあたり、必要人数が配置されているか、合理的な職員配置
になっているか、極端な賃金抑制や不安定雇用などによるモチ
ベーションの低下やワーキングプアが生じる懸念はないか評価し
ます。

10

職員が持っている経歴や他会社との連携等により、自主事業の企
画能力度合を評価します。

5

現在のトレーニング指導員の継続雇用、町民雇用の創出への貢
献、資格や年齢バランスを考慮した雇用の考え方を評価します。

10

自社で対応できる能力を評価するとともに、今後の対応方針とし
て、どのように育成していくかを含めて評価します。

5

サービスは、人を介して提供されることから、能力向上の具体策を
評価します。

5

施設の特性を生かした
法人・団体のノウハウに
ついて

法人・団体のノウハウが
施設の特性を生かすこと
ができるか

法人・団体のノウハウがどのような形で表われるか、両施設の管理
にふさわしい強みがあるかを評価します。また、今までの実績があ
る場合は、その評価を加えます。

事業計画書3-3 5

日常の安全に向けた具体的な方法を評価します。 5

災害等に対する防御手段が明確であり、緊急時において、職員誰
もが迅速に対応できる体制が整っているかを評価します。

5

個人情報の適切な管理、保護措置が適切であるかを評価します。 5

情報公開の取組（説明責任の明確化）が具体的で、かつ実行可能
性があるかを評価します。

5

町のパートナーとして、公共サービスを担っていくにふさわしい団
体であるか、申請者の社会への貢献度を評価します。また、協働
のまちづくりを進める町の施策に対する貢献度を評価します。

10

他団体等との連携により、より体育施設の魅力を高めることができ
るかを評価します。また、他団体等とのネットワークを構築すること
により、スポーツの振興に寄与することができるかを評価します。

10

事業計画との整合性は
図られているか

事業計画と収支計画に整合性があり、収支の裏づけに不確かな部
分が見受けられないか。

5

収入、支出全般にわた
り、計画に無理はないか

過大な収入見込み、過少な支出見込みは見受けられないか。 5

収支増加、経費節減が
図られる見込みはあるか

※採点は縮減効果率による自動計算
（教育委員会基準額－申請団体提案額）÷教育委員会基準額

10

※着眼点が他の対応提案書類に記載されている場合も考えられま
す。その場合も評価の対象としてください。

合　計 200

【総評】

７項目 16項目 18項目 30項目

4

事業計画書に沿った施
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。

施設の組織体制と職員
配置について

施設の組織体制と職員
配置は十分であるか

事業計画書3-1

職員の雇用と能力向上
について

職員確保と能力向上の
方法に実現性があるか

事業計画書3-2

5

防災、災害等の危機管
理体制及び個人情報の
保護、情報公開の体制
を整備していること。

安全対策と危機管理に
ついて

日常の安全対策、防災
対策、緊急時の危機管
理体制が確立している
か

事業計画書4-1

情報管理について
個人情報の保護措置及
び情報公開の取組は適
正か

事業計画書4-2

事業計画書5-1

7

収支計画書の内容が、
施設の管理に係る経費
の縮減が図られるもので
あること。

収支計画書の内容と実
現性について

収支計画書1～3

6
地域の実情を踏まえた
効果的な管理運営が期
待できるものであること。

社会貢献と他団体等と
の連携について

社会への貢献や他団体
等との連携・協力が確保
されているか


