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幕別町忠類歯科診療所指定管理者公募要項 
 

 
平成 15年６月に地方自治法（昭和 22年法律第 67号。以下「法律」という。）が一部改正

され、「公の施設」の管理について、民間の能力を活用することにより住民サービスの向上

と経費の節減を目指すため、指定管理者制度が導入されました。 

 指定管理者制度は、従来の管理委託制度とは異なり、地方公共団体の出資法人や公共団体

等に限らず、民間事業者も議会の議決を経て「公の施設」の管理を行う指定管理者となるこ

とができる制度です。 

 幕別町では、幕別町忠類歯科診療所（以下「忠類歯科診療所」という。）の設置目的を効果

的、効率的に達成するため、次のとおり管理運営をする指定管理者を公募します。 

 
  施設の名称  幕別町忠類歯科診療所 

所 在 地  幕別町忠類錦町 439 番地１(忠類コミュニティセンター併設) 

施設・設備の概要   

① 建築年月：昭和 51 年９月 

② 建築面積：223.42 ㎡ 

             ③ 建築構造：鉄筋コンクリート造 

④ 主要施設：診療室、待合室、事務室他 (Ｐ15 Ｌ資料１施設地図・Ｐ16 

Ｌ資料２忠類コミュニティセンター１階平面図・Ｐ17 Ｌ資料３歯科診

療所 拡大図参照)  

⑤ 主要設備：電気・給排水・冷房設備 

備品        備品一覧表(Ｐ18 Ｌ資料４備品一覧参照)のとおりです。 

 
 

 
１ 指定期間 
  令和５年４月１日から令和 10年３月 31日まで（５年間） 

 

２ 指定管理者の公募及び選定の方式 
  指定管理者の公募及び選定の方式は、公募型プロポーザル方式を採用し、幕別町指定管

理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、応募者から提出された書類にプ

レゼンテーションを加味して審査を行い、優先順位を付けて交渉権者を選定します。 

 

３ 選定結果の通知及び公表 
選定結果は、応募者に対して速やかに通知します。また、選定の経過及び結果は、町ホ

ームページへの掲載で公表します。 

 

４ 仮協定の締結 
  町は、第１順位の交渉権者と細目協議を行い、協議成立後、指定管理者候補者として仮

Ａ 指定管理者導入の趣旨 

Ｂ 施設の概要 

Ｃ 公募の概要 
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協定を締結します。 

ただし、第１順位の交渉権者と協議が成立しない場合は、第２順位以降の交渉権者と仮

協定を締結するまで順次協議を行います。 

 

５ 協定の締結 
  町は、仮協定を締結した指定管理者候補者を議会の議決を経て、指定管理者としての指

定を行い、本協定を締結します。 

 

 

１ 指定管理者が行う業務の範囲 
(１)忠類歯科診療所の診療の実施に関する業務（利用料金の徴収に関する業務を含む。） 

(２)忠類歯科診療所の施設、設備及び備品（以下「施設等」という。）の維持管理に関する 

業務 

(３)その他町長が必要と認める業務 

 

２ 管理運営の基準 
(１)診療日及び診療時間 

診療日及び診療時間は、次の通りですが、指定管理者の提案により、あらかじめ町

の承認を得てこれを変更することができます。 

①診療日 

月曜日から金曜日、ただし、幕別町の休日を定める条例（平成2年条例第37号）第

１条第１項第２号及び第３号に規定する日を除く。 

②診療時間 

午前９時から午後５時まで 

(２)法令等の遵守 

法令並びに幕別町公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成

17年条例第27号）（以下「指定管理条例」という。）第９条の規定に基づき締結する協

定、幕別町忠類診療所及び歯科診療所条例（平成17年条例第74号）及びこれらの条例

に基づく規則に定める規定に従い、診療所の管理を行わなければなりません。 

(３)施設等の使用 

①指定管理者は、施設等について、無償でこれを使用することができます。 

②指定管理者は、施設等について、善良な管理の注意義務を持って管理にあたってく

ださい。 

③指定管理者は、施設等に破損が生じた場合は、速やかに修繕を行い、事故の発生を

予防し、安全の確保に努めてください。なお、修繕に要する費用はＰ４「Ｅ経費に

関する事項（３）施設等の回復及び修繕等」によります。 

④指定管理者は、施設等を管理する上で重大な不具合を生じた場合は、速やかに町に

報告するものとします。 

⑤指定管理者は、忠類歯科診療所の施設等を当該管理運営業務以外の目的で使用する

ことはできません。ただし、あらかじめ、町の承諾を得た場合又は町から申し出が

あった場合はこの限りではありません。 

⑥指定管理者は、町の備品のほか、歯科診療の実施に必要な備品を持ち込むことがで

Ｄ 指定管理者が行う業務の範囲・管理運営の基準 
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きます。この場合において、あらかじめ町の承認を得てください。 

(４)安全管理対策 

①事故防止に関する安全対策を図ること。 

②防災・防犯等に関する危機管理対策を図ること。 

(５)情報公開 

指定管理者には、幕別町情報公開条例（平成11年条例第31号）第24条第１項の規定

により、情報公開の努力義務が課せられるほか、後日、町と締結する協定において、

町から管理運営業務に関する文書の提出の要求があった場合には、これに応じなけれ

ばならない義務が課せられます。 

事業計画書、事業報告書等の公開など、指定管理者として情報公開が必要な書類等

については協定において定めますが、公の施設の管理者として、説明責任を果たす観

点から、情報公開に対しては積極的に取り組まなければなりません。 

(６)個人情報保護の保護 

指定管理者は、幕別町個人情報保護条例（平成11年条例第32号）第11条の２第１項

の規定により、施設の管理運営に当たって取り扱う個人情報の保護に関し、必要な措

置を講じなければならない義務が課されるほか、後日、町と締結する協定において、

町から利用者に関する個人情報の開示の要求があった場合、これに応じなければなら

ない義務が課せられます。 

     別途、個人情報保護についての内部規程を定めるなど、適正な取扱いに努めてくだ

さい。 

(７)関係機関との連携・協力 

地域の実情を踏まえて、医療保健関係機関や介護福祉関係機関、保育所・学校等と

の連携及び協力を図ってください。 

(８)労働環境の確保 

      指定管理者は、現場で働く職員の勤務条件や身分の安定性、安全衛生面等が適切な

状態に保たれ、劣悪な環境におかれることなく衛生的で健康的な条件の下で働くこと

ができるよう、労働環境の整備に努めてください。 

(９)再委託の禁止 

    指定管理者は、管理運営に係る業務を第三者に委託することはできません。ただし、

提案計画書等により事前に町の承認を受けた場合に限り、管理業務の一部を第三者に

委託または請け負わせることができます。 

(10)文書の管理及び保存 

     指定管理業務に当たり、作成し、又は受領した文書等は、幕別町公文書管理規則（平

成12年規則第５号）を参考に、指定管理者の文書取扱の基準を定め、適正に管理・保

存することとします。 

      また、指定期間終了後、町の指示に従って文書を引き渡すこととします。 

(11)環境への配慮 
     指定管理者は、事業活動で発生するごみの削減とリサイクルに積極的に取り組んで

ください。廃棄に当たり、資源の有効活用や適正処理を図るなど、環境に配慮して業

務を実施してください。 

(12)苦情・要望等への対応 
    指定管理者は、利用者から苦情・要望等を受けた場合、速やかに組織的に適切に対

応し、公正かつ迅速な処理を行うとともに、その対応及び処理経過等を記録し、町へ

報告してください。 
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(13)緊急時の対応 

   ①急病又は事故等への対応 

     指定管理者は、施設の利用者の急な病気、けが、事故等に速やかに対応できるよ

う行動マニュアルを作成するとともに、近隣の医療機関と連携し、発生時に的確な

対応を行ってください。 

     また、直ちに町にその内容を報告するものとします。 

   ②緊急時の対応 

     指定管理者は、緊急時の利用者の避難誘導、安全確保等及び必要な通報について

の行動マニュアルを作成し、緊急事態の発生時は的確に対応しなければなりません。 

     また、警察、消防等に出動要請が必要な緊急事態が発生した場合は、直ちに町に

報告するものとします。 

     さらに、初期消火や利用者の避難誘導に適切に対処できるよう、日頃から職員の

訓練、研修を実施してください。 

(14)町が行う事業への協力 

    指定管理者は、、町が行う歯科保健事業に関する協力を行ってください。 

①幼児歯科健診事業 

   ②成人歯科健診事業 

   ③小中学校における歯科健診事業 

   ④その他町が主催する歯科保健事業 

 
１ 経費に関する事項 
(１)指定管理料 

指定管理料（消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）を含む。）は、会

計年度（４月１日から翌年３月31日まで）ごとに支払うものとし、指定管理者から提

出された収支計画書による各年度収支差額を基本額として、年度協定書で定めるもの

とします。 

なお、次年度の指定管理料の額については、事業計画書及び収支計画書の提出時に

調整を行います。 

指定管理料については、これまでの実績を基にして、年間の医業費用から医業収益

を差し引いて算出し、一定の基準額を設定しています。 

指定管理料の基準額（上限）は、次のとおりです。 

    令和５～９年度  年額 5,500,000 円 （税抜） 

(２)利用料金 

①忠類歯科診療所においては、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第８ 

項の規定による利用料金制を採用するものとし、利用料金は指定管理者の収入とし

て収受するものとします。 

②診断書等交付に係る手数料は、「幕別町忠類歯科診療所手数料規則」で定められた

とおりの費用で、指定管理者が収入してください。 

(３)施設等の回復及び修繕等 

①指定管理者の管理上の瑕疵により施設等を破損し、又は滅失した場合の回復又は修

繕については、指定管理者の負担とします。 

②施設等の経年劣化又は第三者の行為で相手が特定できないものは、町と指定管理者

Ｅ 経費に関する事項 
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が負担について協議します。 

③施設の増改築及び設備の新設は、施設の適正な運営管理のため町が必要と認めるも

のは町の負担とします。 

④指定管理者が必要とする備品を設置・使用する場合は、あらかじめ町と協議のうえ、

指定管理者が購入、所有します。ただし、下記の事項について前年度中に指定管理

者が町に申し出を行い、町が必要と認める物については、町が負担します。 

  ア ４ 忠類歯科診療所備品一覧（Ｐ18）に記載した備品で経年劣化等により買

い替えが必要と判断されるもの。 

  イ 適正な管理業務を行うため指定管理者が必要とするもの。 

⑤修繕は、指定管理料に含まれる修繕費の年間50万円（消費税等を除く。）の範囲内で

指定管理者の負担において行うこととします。年間50万円（消費税等を除く。）を超

える場合は、その差額を町が負担します。ただし、見積額１件当たりの修繕費が新

規購入とほぼ同等の高額な修繕が見込まれる場合は、町と協議を行います。なお、

修繕実施後の施設等は町に帰属するものとします。 

(４)保険料の取扱い 

①忠類歯科診療所の建物災害共済保険については、町が加入します。 

②医師賠償責任保険等、管理運営上必要と考えられる保険料は、指定管理者の負担と 

します。 

(５)業務終了時の費用負担 

指定期間が終了した場合、期間途中に町が指定を取り消した場合又は期間途中に指

定管理者が業務を廃止した場合の撤収費用については、指定管理者の負担とします。 

 

２ 指定管理者と町のリスク分担 
   指定期間内における主なリスクは、次の表の負担区分とし、これ以外のリスク分担に

ついては両者協議の上、定めることとします。 
 
 

主 類 内      容 
負担者 

幕別町 指定管理者 

１ 物価・金利変動 物価金利の変動に伴う経費の増加又は収入の減少  ○ 

２ 税制・法令改正 

施設の管理運営に直接関係する制度改正等による経

費の増加又は収入の減少 
○  

上記以外の改正等による経費の増加又は収入の減少  ○ 

３ 
その他の制度

変更 

指定管理者制度に直接関係する条例、規則等の改正そ

の他の制度変更等による経費の増加又は収入の減少 
○  

上記以外の条例、規則等の改正その他の制度変更等に

よる経費の増加又は収入の減少 
 ○ 

４ 不可抗力 
不可抗力に伴う施設・設備の復旧経費 ○  

不可抗力に伴う事業の中断 協議事項 

５ 
施設の損壊等

による修繕 

 指定管理者の管理瑕疵による施設・設備の損傷に伴う

修繕費用 
 〇 

指定管理者の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に

伴う修繕費用のうち、年間 50 万円（消費税等を除く。）
 〇 
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までの費用 

指定管理者の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に

伴う修繕費用のうち、年間 50 万円（消費税等を除く。）

を超えた分の費用 

〇  

６ 

施設の損壊等

による修繕の

ための事業の

中断 

指定管理者の管理瑕疵に基づく施設・設備の損傷に伴

う修繕に伴う事業の中断等 
 ○ 

指定管理者の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に

伴う修繕等に伴う事業の中断等 

協議事項 

７ 
第三者への賠

償 

医療事故等  ○ 

指定管理者の故意又は過失により損害を与えた場合  ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 ○  

 
３ 賠償責任と保険の加入 
 (１)賠償責任 

   忠類診療所の管理運営に当たり、指定管理者の責めに帰すべき事由により、管理物件

を損害し、または滅失したとき、あるいは指定管理者の責めに帰すべき事由により、利

用者に損害を与え町が損害賠償を行った場合、町が負った賠償は、町が指定管理者に対

して請求を行うことができることとなります。 
    
(２)保険の加入 

   指定管理者は、医療賠償保険に加入しなければなりません。 
 
４ その他 
   歯科医師が忠類地域内に居住する場合は、その家賃の一部を町が負担します。 

 

１ 指定管理者導入スケジュール 
  公募及び選定スケジュールは、次のとおりです。 

（１）公募の周知、公募要項の配付      令和４年６月23日 

（２）参加表明届の提出期限                ７月４日 

   ※一次審査  

（３）一次審査の結果通知                 ７月６日 

 （４）施設説明会                        ７月９日 

 （５）質問の受付期限                  ７月11日 

（６）質問への回答                     ７月14日 

 （７）応募書類の提出期限、書類審査           ８月２日 

 （８）プレゼンテーション（評価審査）            ８月９日 

（９）指定管理者候補者の公表              ８月10日 

 （10）仮協定の締結                    ８月15日 

（11）指定管理者の指定・債務負担行為議決             ９月上旬予定               

 （12）本協定の締結                          ９月下旬予定 

 （13）予算議決                       令和５年３月予定 

 （14）指定管理者による業務開始                     ４月１日 

Ｆ 公募に関する事項 
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２ 公募手続 
(１)公募の周知、公募要項の配付 

   公募の周知については、町のホームページに掲載します。公募要項は、次のとおり配

付します。 

   また、ホームページからもダウンロードできます。 

（http://www.town.makubetsu.lg.jp） 

配付期間 

令和４年６月23日（木）～令和４年７月４日（月） 

※午前８時45分～午後５時30分（平日のみ）。 

ただし、７月４日は正午まで。 

配付場所 幕別町役場総務課契約管財係 

(２)参加表明届の提出期限（資格審査） 

   応募される場合は、参加表明届（様式１－１）、宣誓書（様式１－２）及び添付書類を

必ず下記期限までに提出してください。 
提出期限 令和４年７月４日（月） 午後５時30分まで 

提出場所 幕別町役場総務課契約管財係 

   また、施設見学を希望する場合は、参加表明届に記載してください。 

施設見学会 
令和４年７月９日（土） 午後１時から 

（受付は午後12時30分から) 

会場 忠類歯科診療所 

 
(３)一次（資格）審査の結果通知 

   (2)の資格審査の結果は、７月６日（水）までに通知を発送いたします。 

(４)質問の受付期限 

   公募要項に関する質問は、質問書（様式２）に必要事項を記載して、電子メールで本

要項の問合せ先のメールアドレスに送信してください。 

   回答は、町ホームページで掲載します。 

   ただし、応募者の事業運営上の利益が損なわれると明らかに認められる内容は除きま

す。 

   また、質問内容が不明瞭なものは、回答しない旨連絡します。 
受付期限 令和４年７月11日（月） 午後５時30分まで 

受付場所 幕別町役場企画総務部総務課契約管財係 

 
(５)質問への回答 

   公募要項に関する質問事項の回答は、７月14日（木）までに、町ホームページに掲載

します。 

(６)応募書類の提出期限、書類審査 

   指定申請書及び事業者に関する書類は、次のとおり受け付けます。受付場所に直接持

参するか、郵送（必着）での提出も可能です。 

   また、応募書類を受理する際、応募書類に不備があるなど確認が必要な場合は、連絡

することがあります。 
提出期限 令和４年８月２日（火） 正午まで 

提出場所 幕別町役場企画総務部総務課契約管財係 

(７)プレゼンテーション（評価審査） 

   書類審査に適合していると判断した団体を対象に、プレゼンテーションを実施します。 

   プレゼンテーションの実施方法などの詳細は、別途連絡します。 
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開 催 日 令和４年８月９日（火） 午後２時から（予定） 

開催場所 幕別町役場３階 ３－ＡＢ会議室 

(８)指定管理者候補者の公表 

   選定委員会の選定結果に基づき、優先交渉権者を決定します。選定結果の公表は、プ

レゼンテーションに出席した全ての応募者へ郵送で行います。 

   なお、選定結果は、町ホームページへの掲載で公表いたします。 

(９)仮協定の締結 

   優先交渉権者と細目協議を行い、協議成立後、指定管理者候補者として仮協定を締結

します。（８月15日（月）予定） 

(10)指定管理者の指定・債務負担行為議決 

   指定管理者候補者を指定管理者とする指定及び指定管理業務による指定管理料の債

務負担行為について、議会に提案します。（９月上旬） 

   なお、指定管理者の指定について、町議会で議決を得られなかった場合又は指定議決

を受けた後、当該指定管理者の責めに帰すべき事由により施設の管理ができなくなった

場合や指定を取り消された場合は、管理運営の準備に支出した費用について、町は補償

いたしません。 

(11)本協定の締結 

   議会の議決後に、指定管理者と本協定を締結します。（９月下旬予定） 

 

１ 応募資格 
  十勝管内に主たる事業所を有し、歯科診療業務を行うことができる法人又はその他の団

体で、次の事項に該当しないものとします。 

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

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者 

(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 

(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)団体又は役員及びその使用人が、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項に規定する暴力団又はその構成員若しくはその構成員

でなくなった日から５年を経過しないものの統制の下にあるもの及びそれらの利益と

なる活動を行っているもの 

    
２ 応募書類 

応募する法人及び団体（以下「団体」という。）は、以下の書類を提出してください。 

また、町が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがあります。 

Ｇ 応募に関する事項 
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  なお、書類の規格は、原則として日本工業規格Ａ列４判タテとしてください。 

(１)参加表明届の提出 

①  提出期限 

    令和４年７月４日（月） 午後５時 30分まで 

  ② 提出場所 

    幕別町企画総務部総務課契約管財係 

  ③ 提出方法 

    直接持参又は郵送 

   ※郵送の場合、配達完了の確認ができる方法によるものとし、期限までの必着を条件

とします。 

  ④ 提出書類は、次のとおりとします。 

   ア 参加表明届（様式１－１） 

   イ 宣誓書（様式１－２） 

   ウ 申請資格に係る申立書（様式第２号） 

   エ 当該団体の過去３年間の事業年度の収支（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（類似施設以外の事業が含まれている場合には、類似

施設の収支がわかる書類についても添付すること。） 

   オ 当該団体の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 

   カ 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（役員

名簿を添付してください。） 

   キ 法人の場合は、当該法人の登記事項証明書 

   ク 法人以外の団体の場合は、団体の代表者の身分証明書、会則及び構成員名簿 

   ケ 国税及び地方税の未納がないことの証明書 

   （ア）国税    法人税、消費税及び地方消費税 

   （イ）都道府県税 法人道民税、法人事業税 

   （ウ）市町村民税 法人町民税、固定資産税、軽自動車税 

    ※法人以外の団体の場合は、代表者の納税証明書を提出してください。 

   コ 印鑑証明書 

    ※法人以外の団体の場合は、代表者の印鑑証明書を提出してください。 

   

(２)応募書類の提出 

①提出期限 

    令和４年８月２日（火） 正午まで 

   ②提出場所 

    幕別町企画総務部総務課契約管財係 

   ③提出方法 

    直接持参又は郵送 

    ※郵送の場合、配達完了の確認ができる方法によるものとし、期限までの必着を条

件とします。 

   ④提出部数 

    左綴じで製本のうえ、正本１部・副本（添付書類を含め複写したもの可）14部を提

出してください。 
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   ⑤提出書類 

    ア 指定管理者指定申請書(様式第１号) 

      使用する印鑑は、印鑑証明書と対応するものを使用してください。 

    イ 事業計画書（様式３－１）（様式３－２）（様式３－３） 

    ウ 収支計画書（様式４）（過去３年分） 

      消費税等の額を除いて記載してください。 

 
３ 応募に当たっての留意事項 
(１)応募者の失格 

   応募者が次の事項に該当した場合には、失格とします。 

   ①公募要項に定める手続を遵守しない場合 

②応募書類に虚偽の記載をした場合 

(２)重複提案の禁止 

   応募１団体につき、提案は一案とします。複数の提案はできません。 

(３)提案内容変更・追加の禁止 

   提出された書類の内容の変更又は書類の追加はできません。 

(４)応募書類の取り扱い 

   応募書類は、理由の如何を問わず、一切返却しません。 

(５)応募の辞退 

   指定申請書を提出した後に辞退する際は、辞退届を提出してください（様式任意）。 

(６)費用負担 

   応募に関して必要となる一切の費用は、応募者の負担とします。 

(７)提出書類の取扱い・著作権 

   町が提示する設計図書の著作権は、町に帰属し、団体の提出する書類の著作権は、そ

れぞれ作成した団体に帰属します。 

   なお、優先交渉権者の提案書は、仮協定締結後、個人情報について適正な取扱いをし

た上で町が公表できるものとします。 

(８)その他 

   ①公募要項により定められた機会を除き、応募のために町から資料提供を行うことは

ありません。応募者は、町が提供した情報及び独自に合法的に入手した情報のみで

応募してください。 

②町が提供する資料は、応募に関わる検討以外の目的で使用することを禁じます。 

    また、検討の目的の範囲内であっても、町の了承を得ることなく第三者に対して、

これを使用させ、又は内容を提示することを禁じます。 

    ただし、次の情報についてはその対象ではありません。 

    ア 公となっている情報 

    イ 第三者が合法的に入手できる情報 

 

 

１ 選定基準 
  忠類歯科診療所の指定管理者候補者の選定基準は、指定管理条例第４条第１号から第５

号までの規定に基づき以下のとおり定め、総合的な審査を実施して決定します。 

 

Ｈ 選定及び審査に関する事項 
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(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基準は、次のとおりとする。 

 ア 事故防止に関する安全対策が図られるものであること。 
イ 防災、防犯等の危機管理及び情報管理体制が整備されるものであること。 

 

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。以下「規則」という。）第５条に基づく具体的な審査項目は、「５ 審査項目

と配点」（Ｐ12）のとおりとする。 

 

３ 応募資格の審査 
(１)参加表明届提出時 

   参加表明届及び添付書類により、「Ｇ応募に関する事項１応募者資格」（Ｐ８）及び次

に掲げる各項目について応募資格を審査し、応募資格を有する団体のみ書類を受理する。 

① 提出された書類に不備がないこと。 

② 提出された書類の記載事項に不備又は虚偽の記載がないこと。 

(２)応募書類提出時 

   応募書類により、次に掲げる各項目について応募資格を審査し、応募資格を有する団

体のみを選定審査の対象とする。 

   なお、審査後であっても応募資格を満たさなくなった場合は、選定審査から除外する

ものとする。 

① 提出された収支計画書の内容が、町が算定した指定期間内における指定管理料の限

度額を超えていないこと。 

② 提出された書類に不備がないこと。 

③ 提出された書類の記載事項に不備又は虚偽の記載がないこと。 
 
４ 選定方法 
  選定審査は、応募資格を有する団体を対象としたプレゼンテーション及びヒアリングを

行い、応募書類を総合的に判断し、幕別町指定管理者選定委員会において、各委員の評価

表に基づく採点により行うものとする。 

  選定審査を公平かつ適正に行うため、委員に当該団体の役員等がいる場合は、選定審査

から除外して行うものとする。 

  採点は、「５審査項目と配点」（Ｐ12）に基づき、次の５段階評価レベルにより行うも

のとする。 

 ※５段階評価レベル 

５段階評価レベル 

劣っている やや劣っている 標準的である 優れている 大変優れている 

１ ２ ３ ４ ５ 
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５ 審査項目と配点 
  選定審査の結果、委員の平均点数が 60 点以上で、最も高い得点を得た団体を指定管理

者の候補者として選定し、町長に報告する。 

  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、選定審査における委員の平

均点数が 60 点以上で、次に高い得点を得た団体を指定管理者の候補者と選定し、その者

が辞退した場合は以下同じとする。 

選定における審査項目と配点は、次のとおりです。 

 
 選定基準 審査項目 審査の視点 対応書類 配点 

１ 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 

安定した運営

が可能となる

組織体制につ

いて 

歯科診療所の経営実績

は十分か 

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 

10 

安定的な運営

が可能となる

財政基盤につ

いて 

団体の経営状況は良好

か 

過去３年間の事

業年度の収支計

算書、貸借対照

表、財産目録 

20 

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 

管理運営の基

本方針につい

て 

①管理運営の基本的な

考え方は適切か 
②利用者の要望把握の

方策と反映策は適切

か 
③苦情解決の仕組みづ

くりは適切か 

事業計画書 

【様式３－１】 

１管理運営の基

本方針 20 

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 

利用促進に向

けた取り組み

について 

①診療時間及び休診日 
②地域の状況を踏まえ

た取組は適切か 
①その他利用促進のた

めに方策は適切か 

事業計画書 
【様式３－２】 
２利用促進に向

けての取り組み 
20 

４ 安全対策や危機管理

体制及び情報管理体

制が整備されている

ものであること 

安全対策、危機

管理体制及び

情報管理体制

について 

①事故防止に関する安

全対策、防災・防犯に

関する危機管理体制

適切か 

②個人情報の保護対

策、情報公開の取り

組みは適正か 

事業計画書 

【様式３－３】 

３安全管理等の

対策 
10 

５ 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 

指定管理料等

の積算につい

て  

①事業計画との整合性

は図れているか 
②収支及び支出が全般

的に適正か 

収支計画書 

【様式 4】 
20 
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１ 基本的な考え方 
選定委員会の審査結果を基に決定した優先交渉権者との協議成立後に仮協定を締結し、

指定管理者候補者とします。議会の議決後に指定管理者候補者を指定管理者として指定す

るとともに、基本協定を締結します。 
  また、基本協定の発効は、令和５年４月１日とします。 
  なお、幕別町が支払う経費及び支払時期を定める年度協定は、別途締結いたします。 
２ 協定の内容 

(１)基本協定書（案）は、別紙「忠類歯科診療所の管理に関する基本協定書（案）」のと

おりです。 
(２)各年度の指定管理料の額及び支払い方法については、別途年度協定を締結します。 

３ 協定書の解釈に疑義が生じた場合等の措置 
  協定書の解釈に疑義が生じた場合や協定書に定めのない事項が生じた場合には、町と指

定管理者は誠意をもって協議するものとします。 
 

 
１ 事業計画書の作成 
  指定管理者は、毎年度、次年度の事業計画書を作成し、町の指定する期日までに提出し

てください。事業計画書に記載する内容は、次のとおりとします。 

(１)事業計画 

(２)人員配置計画 
(３)収支計画 

 

２ 事業報告書の作成 
   毎年度終了後 60 日以内に次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町に提出し

てください。 

(１)管理業務の実施状況に関する事項 

(２)診療所の利用状況に関する事項 

(３)利用料金の収入の実績に関する事項 

(４)管理業務に係る経費の収支状況に関する事項 

(５)自主事業の実施状況に関する事項 

(６)設備及び備品等の維持管理に関する事項 

(７)その他町が指示する事項 

 

３ モニタリング 
  町は、指定管理者の業務の遂行状況等を確認するため、モニタリングを実施します。モ

ニタリングの実施に当たって必要な事務手続については、町と指定管理者双方の協議によ

り決定します。 

  事業報告書等の検査により、状況を確認の結果、指定管理者が業務の基準を満たしてい

ないことが明らかなときは、町は、指定管理者に対して業務の改善勧告を行うことがあり

ます。 

Ｉ 協定に関する事項 

Ｊ 指定後の事業計画書・報告書の作成 
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４ 監査等への協力 
  指定管理者が行う管理業務にかかる出納その他の事務の執行については、監査委員の監

査等の対象となる場合があります。その際、指定管理者は監査委員等に協力しなければな

りません。 

 

５ 指定期間終了後の引継業務 
  指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく忠類歯科診療所

の業務を遂行できるよう、誠意をもって引継ぎを行わなければなりません。 

 

 

１事業の継続が困難となった場合の措置 
(１)指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

    指定管理者の責めに帰すべき事由により、適切な管理運営が困難となった場合、又

は指定管理者の財務状況が悪化し、指定管理者としての管理運営が困難と認められる

場合は、町は指定管理者の指定を取り消すことができるものとします。 

    この場合、町に生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。 

    また、次期指定管理者が円滑かつ支障なく施設の管理運営業務を遂行できるように、

誠意を持って引継ぎを行わなければなりません。 

(２)不可抗力による場合 

    不可抗力、町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運営の継

続が困難となった場合は、町と指定管理者は管理運営の継続の可否について協議する

ものとします。 

    なお、その結果、事業の継続が困難であると判断した場合は、町は指定管理者の指

定を取消し、又は業務の全部若しくは一部の停止をすることができるものとします。 

     また、取消しの場合は、指定管理者は次期指定管理者が円滑かつ支障なく施設の管

理運営業務を遂行できるように、誠意を持って引継ぎを行わなければなりません。 

(３)原状回復 

    指定管理者は、指定期間の満了又は指定が取り消された場合は、町の指示に基づき、

指定開始日を基準として施設を原状に復して引き渡さなければなりません。 

   ただし、現況施設が今後の利用に支障がないと町と指定管理者が協議して合意した

場合は、この限りではありません。 

  

Ｋ 留意事項 
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１ 施設地図 

 

Ｌ 資料 
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２ 忠類コミュニティセンター １階 平面図 
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３ 歯科診療所 拡大図 

 
 

部屋名称 面積 部屋名称 面積 

① ポーチ 3.38 ㎡ ⑩ 技工室 15.44 ㎡ 

② ホール・玄関 9.12 ㎡ ⑪ 休養室 7.55 ㎡ 

③ 事務薬局 6.13 ㎡ ⑫ 職員玄関 5.03 ㎡ 

④ 待合室・小上り 30.40 ㎡ ⑬ 廊下 16.93 ㎡ 

⑤ 便所１ 9.18 ㎡ ⑭ 倉庫１ 4.90 ㎡ 

⑥ 便所２ 7.64 ㎡ ⑮ 倉庫２ 4.35 ㎡ 

⑦ 所員控室 12.00 ㎡ ⑯ 倉庫３ 2.10 ㎡ 

⑧ 院長室 15.00 ㎡ ⑰ Ｘ線室 5.00 ㎡ 

⑨ 診療室 54.11 ㎡ ⑱ 技工室２ 2.41 ㎡ 
        合計 210.67 ㎡ 
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４ 忠類歯科診療所備品一覧 

 
№ 品      名 数量 規      格 購入年月日 

１ オペレーティングスツール(イ

ス) 
３脚 OS-G.si(3) S62.05.11 

２ N カップホルダーセット １式 (株)ナルコーム製作所 S62.05.11 

３ 

薄型壁掛式キャビネット ２個 

(株)東京歯材社 PS キャビネット(ニュー

スペシャル(1) ニュースペシャル･外科用

(1)) 

S62.05.11 

４ 
半調節性咬合器（パナホビー） １台 

(株)塩田歯科器械製作所 パナホビー咬合

器 L 
S62.05.11 

５ レーズカバー １台 東京技研 S63.04.06 

６ 換気扇バキュームエアー配管 １式   S63.04.06 

７ デジタルサベーヤー １台 JM S63.04.06 

８ ハンディⅢ １台   S63.04.06 

９ コンプレッサー水抜き １台 シングルトラップ H02.07.13 

10 石膏トラップ １台   H02.07.13 

11 スプレーダー ３台   H02.07.13 

12 エンドゲージ ２台 木材 H02.07.13 

13 クラウンスリッター ２台 ハサミ型 H02.07.13 

14 万能開口器 ２台 普及型(1)･小児用(1) H02.07.13 

15 デンタルミラー １個 スーパーワイド H02.07.13 

16 歯磨指導用模型 １台 P3B-702 ハブラシ付 H02.07.13 

17 歯列発育模型 １台 PI-600B H02.07.13 

18 複製歯牙着脱 １台 i2-400C H02.07.13 

19 セメントヘラ ♯３ ６個 山浦 H02.10.08 

20 コンポジット充塡器 １本 山浦 H02.10.08 

21 ルートチップピックス（３本１

組） 
１組 H/F H02.10.08 

22 エンド BOX ２個 松風 H02.10.08 

23 カートリッチ注射器 ４個 藤沢 H02.10.08 

24 技巧用振動器 １台 バイブレーター R-Ⅱ H02.12.29 

25 
歯科往診セット １式 

ヨシダ ポータブルユニット タービン 

座椅子 卓上無影灯 
H04.07.13 

26 バキューム操作盤 １台 株式会社東京技研 H05.05.14 

27 バキュームモーター １個 株式会社東京技研 TCV-1.5 H05.05.14 

28 10L 分離器 １台 株式会社東京技研 H05.05.14 

29 
携帯用 X 線装置 １台 

朝日レントゲン工業株式会社 ハンディ レ

イ KX-60 
H05.05.14 

30 技工用集塵機 １台   H06.05.06 

31 技工用エアーガンキット １式   H06.05.06 

32 技工用オートガスバーナー １台   H06.05.06 

33 口腔外バキューム用フリーアー

ム 
２台   H06.05.06 

34 口腔外バキューム用モーター １台   H06.05.06 

35 オートクレーブ及び自現器台 １台   H07.05.08 

36 Dr.手洗カウンター １台 はめこみ楕円型洗面器 自動水栓付 H07.05.08 

37 パノラマ用金属カセッテ ２個 ヨシダ SRO-380 H08.05.10 

38 モデルトリーマー １台 株式会社モリタ MT-7 H15.06.11 
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39 リングファーネス １台 株式会社モリタ東京製作所 TMF 500 H15.06.11 

40 エアーコンプレッサー（ベビコ

ン） 
１台 パッケージ ベビコン H18.11.02 

41 歯科診療用ユニット １台 オサダ SMIRY N-RL H19.02.19 

42 ワックスマスターＭ １台 デンケン H20.10.28 

43 光重合器αライトⅡN １台 株式会社モリタ H21.09.14 

44 ラボギア XL １台 ㈱松風 ハイトルクタイプセット  H22.11.10 

45 歯科治療用ユニット １台 オサダ スマイリーNP－RL251L H24.05.31 

46 ラボギア XL １台 ハイトルクタイプ H24.05.31 

47 バキュームミキサー １式 VM－１１３ H24.06.27 

48 ラボスコープＳ １台 ㈱松風 H24.08.23 

49 ハイブラスター オーバルジェ

ット 
１台   H25.05.13 

50 印象材・石こう自動練和器 １台 スーパーらくねる Fine H25.06.12 

51 
超音波洗浄機 １台 

ウルトラソニッククリーナー  SUC－35 

一式 
H25.06.19 

52 JM 横型遠心鋳造器 １台 ＣＭ－30 H25.07.19 

53 ファーネス １台 シロナ セレック スピード ファイヤー Ｈ30.4.1 

54 レーザー治療機 １台 タカラ ベルレーザー プラス Ｈ30.4.1 

55 鋳造機 １台 デントロノクス キャスバック Ｃ８０２ Ｈ30.4.1 

56 電子天びん １台 デントロニクス 電子混水比天びん キチリ Ｈ30.4.1 

57 レセプトコンピュータシステム

１式 
１台 

MIC レセプト管理システム及び備品 
Ｈ30.4.1 

58 エンドメーター １台 モリタ デンタポート根管長測定モジュール Ｈ30.5.10 

59 エンドメーター 
１台 

モリタ トルクテック ５倍速コントラ ライ

ト付き 
Ｈ30.5.10 

60 ハンドピース 
２本 

モリタ ツインパワータービン スペアー オ

サダ仕様 
Ｈ30.5.10 

61 パルスオキシメーター 
１台 

セキムラ パルスオキシメーター フィンガ

ー ＳＢ２２０ 
Ｈ30.5.10 

62 デジタルレントゲン １台 モリタ ベラビューエポックス２ＤＢ Ｈ30.9.7 

63 超音波洗浄機 １台 アイワ 超音波洗浄器 ＡＵ－８０Ｃ Ｈ30.10.12 

64 スチームクリーナー １台 CG スチームクリーナーＳＴ-Ⅲ Ｈ31.3.6 

65 ハンドピース ２本 モリタツインパワータービン Ｒ1.9.30 

66 技工エンジン（ポータブル） １台 NSK ボルバーE タイプ Ｒ1.9.30 

67 超音波スケーラー（ポータブ

ル） 
１台 

オサダ エナック W-11 
Ｒ1.9.30 

68 歯科治療用ユニット １台 オサダ SMIRY NP3-RL1211 一式 Ｒ2.10.6 

69 高圧蒸気滅菌機 １台 スマートクレーブ Ｒ4.5.13 

 

【その他の備品】 
  

 

№ 品      名 数量 規      格 購入年月日 

1 デスク 1 号両袖３段 1 個 1520×74×76 S46.07.24 

2 書庫 ２台 スチール ３×３ 両開引付 S46.07.24 

3 事務用両袖机 １個 スチール製 イトーキ１号 S46.07.24 

4 ロッカー １台 イオン １人用 S46.07.24 

5 キャビネット戸棚 １台 オレンジ S 木製 S46.07.24 

6 金庫 １個 ウチダ ダイヤル式 38×40×46 S46.07.24 

7 本立 １個 くろがねスチール 120×90×28 S46.07.27 
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8 スチールロッカー １台 ３連 88×178×50 S51.11 

9 スチールデスク ３個 ウチダ ５号 106×74×73 S51.07.20 

10 
脚立 ２台 

東信プレス工業 KK アルミ製エバーステッ

プ H0.6 
S51.07.20 

11 キャビネット ２台 モビールキャビネット 460×410×860 S62.05.11 

12 棚 ２個   S63.04.06 

13 模型棚 １個   S63.04.06 

14 診療用キャビネット ２台 A タイプ(1)･B タイプ(1) H06.05.06 

15 
本棚(院長室用) １個 

木製シナランバ合成クリア仕上 1410×

1910×380 
H06.07.11 

16 印象作業及び冷蔵庫収納台 １台   H07.05.08 

17 上部天袋 １個 照明器具付き H07.05.08 

18 上部吊棚 １個 壁面ランバー補強 H07.05.08 

19 作業机 １個   H07.05.08 

20 上部吊棚 １個   H07.05.08 

21 作業台 １台   H07.05.08 

22 作業台 １台 ポーセレン作業台ラブジョイ Y と同仕様 H08.05.10 

23 ラブジョイチェアー １脚 技巧士用チェアー H08.05.10 

24 ラウンジチェア ２脚   H12.08.04 

25 エアコン １台 三菱 ＭＳＺＧＶ85Ｗ 2.8Ｋ H27.07.06 

26 診察室ストーブ ２台 サンポット FF5000 BFN Ｈ28.10.01 

27 待合室ストーブ １台 サンポット FF7000 BFN Ｈ28.10.01 

28 休憩室ストーブ １台 サンポット FF4210 TLN Ｈ28.10.01 

29 院長室ストーブ １台 サンポット FF4210 TLN Ｈ28.10.01 

30 技工室パネルヒーター １台 北海道電機((株)NS1500-1 Ｈ28.10.01 

31 パソコン１式 

 

 デスクトップパソコン・ＬＥＤ液晶ディス

プレイ２１.５ワイド×２・ノートパソコン

×１ 

Ｈ30.04.01 

32 コピー機 １台 ミニコピア ＤＰＣ９９５ Ｈ30.04.01 

33 ファックス １台 普通紙ＦＡＸ キャノンミニコピア Ｈ30.04.01 

34 掃除機 １台 集じん機ＶＣ１１５０ Ｈ30.05.02 

35 消火器 １台 ヤマト ABC 粉末消火器 YA-10NX Ｒ03.07.13 

36 肘付回転椅子 １脚  Ｒ04.03.22 
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５ 忠類歯科診療所経年受診者数及び運営費等 

 

(１)診療状況 

  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

診療日数（A) 288 日 213 日 238 日 234 日 

受診者数（B) 4,918 人 5,129 人 5,156 人 4,653 人 

一日当たり（B/A) 17.1 人/日 24.1 人/日 21.7 人/日 19.9 人/日 

 
 
(２)決算状況 

単位：円 

  平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

 

収
入 

 

医業収益 37,941,517 41,281,310 56,160,323 64,672,009 

医業外収益 13,601,603 13,716,452 14,920,408 13,578,838 

（内、指定管理料） (13,215,960) (13,338,330) (13,460,700) (13,460,700) 

事業収益計 51,543,120 54,997,762 71,080,731 78,250,847 

 

支
出 

医業費用 41,755,628  52,109,190  57,051,469  61,628,961  

医業外費用 0  0  0  0  

事業費用計 41,755,628  52,109,190  57,051,469  61,628,961  

経常利益 9,787,492 2,888,572 14,029,262 16,621,886 

  
【参考】 
 １忠類地区の人口高齢化率 
年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

忠類地区人口（人） 1,563 1,550 1,521 1,481 

高齢化率  （％） 37.30 37.74 32.24 39.23 

 
 ２近隣町村人口推移（十勝の統計 住民基本台帳人口） 

                                      （人） 

年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

忠類地区 1,563 1,550 1,521 1,481 

中札内村 3,958 3,918 3,917 3,922 

更別村 3,235 3,175 3,157 3,151 

大樹町 5,650 5,627 5,526 5,451 

広尾町 7,030 6,888 6,669 6,547 

合計 21,436 21,158 20,790 20,552 
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６ 幕別町忠類診療所及び歯科診療所条例 
平成17年９月26日条例第74号 

改正 平成29年６月28日条例第17号 

（設置） 

第１条 地域住民の健康の保持と医療福祉の増進を図るため、診療所及び歯科診療所（以下「診療所

等」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 診療所等の名称及び位置は、次のとおりとする。 

(１) 診療所 

名称 忠類診療所 

位置 幕別町忠類幸町11番地１ 

(２) 歯科診療所 

名称 忠類歯科診療所 

位置 幕別町忠類錦町439番地１ 

（診療） 

第３条 診療所等は、次の各号に掲げる診療を行うものとする。 

(１) 健康診断及び健康相談 

(２) 療養の指導及び相談 

(３) 診察 

(４) 薬剤又は治療材料の投与及び支給 

(５) 処置、手術その他の治療 

（診療日及び診療時間） 

第４条 診療日及び診療時間は、町長が定める。 

（使用料及び手数料の納付） 

第５条 診療所等の利用者は、使用料及び手数料を納付しなければならない。 

（使用料及び手数料の額） 

第６条 使用料及び手数料の額は、健康保険法（大正11年法律第70号）第76条第２項及び高齢者の医

療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第71条第１項の規定に基づき、厚生労働大臣が定め

た算出方法により算定した額とする。ただし、当該算定方法により難いものの使用料及び手数料の

額は、町長が定める。 

２ 前項の場合において、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する消費税及び地方税法（昭和

25年法律第226号）に規定する地方消費税が課せられることとなるものにあっては、当該額に消費

税及び地方消費税の額に相当する額を加算した額を使用料及び手数料の額とする。 

（管理の代行） 

第７条 町長は、診療所等の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法（昭和22年法律第67

号。以下「法」という。）第244条の２第３項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が

指定するもの（以下「指定管理者」という。）に診療所等の管理を行わせることができる。 

（利用料金） 

第８条 町長は、適当と認めるときは、法第244条の２第８項の規定により、指定管理者に診療所等

の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させることが

できる。 

２ 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は、当

該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。 

３ 前項に規定する利用料金の額は、第６条に規定する使用料及び手数料の額の範囲内において、指

定管理者があらかじめ町長の承認を得て、定めることができる。 

（目的の達成） 

第９条 指定管理者は、診療所等の設置目的を効果的に達成するため、物品の販売その他必要な事業
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を行うことができる。 

（利用料金の減免） 

第10条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免

除することができる。 

（適用除外） 

第11条 第５条の規定は、第８条第１項の規定により指定管理者の収入として収受させる場合は適

用しない。 

（指定管理者が行う業務） 

第12条 指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。 

(１) 第３条に規定する業務 

(２) 診療所等の施設及び付属設備の維持管理に関する業務 

(３) 町長の承認を得て、利用料金を変更し、又は減免すること。 

(４) 利用料金の徴収に関する業務 

(５) 前４号に掲げるもののほか、診療所等の運営に関し町長が必要と認める業務 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第13条 指定管理者は、法令並びに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。以下「指定管理条例」という。）、指定管理条例第９条の規定に基づき締

結する協定、この条例及びこれらの条例に基づく規則に定める規定に従い、診療所等の管理を行わ

なければならない。 

（報告、調査、指示） 

第14条 町長は、公の施設の管理の適正化を図るため、指定管理者に対して法第244条の２第10項の

規定により、当該管理に係る業務又は経理状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示

をすることができる。 

（委任） 

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。 

附 則 

この条例は、平成18年２月６日から施行する。 

附 則（平成29年６月28日条例第17号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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７ 幕別町忠類診療所及び歯科診療所条例施行規則 

平成29年11月６日規則第13号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、幕別町忠類診療所及び歯科診療所条例（平成17年条例第74号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（診療日） 

第２条 条例第４条に規定する診療所及び歯科診療所（以下「診療所」という。）の診療日は、月曜

日から金曜日までとする。ただし、幕別町の休日を定める条例（平成２年条例第37号）第１条第１

項第２号及び第３号に規定する日を除く。 

２ 前項の規定に関わらず、町長が必要と認めたときは、診療日を変更することができる。 

（診療時間） 

第３条 条例第４条に規定する診療所の診療時間は、次の各号に掲げる診療所の区分に応じ、当該各

号に定める時間とする。 

(１) 診療所 午前８時45分から午後４時30分まで 

(２) 歯科診療所 午前９時から午後５時まで 

２ 前項の規定に関わらず、町長が必要と認めたときは、診療時間を変更することができる。 

（委任） 

第４条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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８ 幕別町忠類歯科診療所手数料規則 
 

平成30年４月１日規則第８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、幕別町忠類診療所及び歯科診療所条例（平成17年条例第74号）第６条に規定に

基づき、忠類歯科診療所の手数料の額を定めるものとする。 

（手数料） 

第２条 忠類歯科診療所の文書の発行に係る手数料は、別表のとおりとする。 

附 則 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

文書発行手数料 

種類 内容 単位 金額 

文書・証明書 通院日数等の簡易な内容を記載したもの。 １通 1,000円 

診断書 病名、症状等を記載したもの。 １通 2,000円 

特別診断書 
病名、症状等を記載したもので、事故、保険又は裁判

用として使用するもの。 
１通 5,000円 
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９ 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９月 26 日条例第 27号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）第 244 条の２第３

項の規定に基づき、幕別町（以下「町」という。）が設置する公の施設（以下「施設」という。）

の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（公募） 

第２条 町長又は教育委員会（以下「町長等」という。）は、指定管理者に施設の管理を行わせよう

とするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体（以下「団

体」という。）を公募するものとする。 

(１) 施設の概要 

(２) 申請資格 

(３) 申請を受け付ける期間（以下「申請期間」という。） 

(４) 選定の方法及び基準 

(５) 指定管理者に管理を行わせる期間（以下「指定期間」という。） 

(６) その他町長等が定める事項 

（指定の申請） 

第３条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を

添えて、申請期間内に町長等に提出しなければならない。 

(１) 申請資格を有していることを証する書類 

(２) 管理を行う施設の事業計画書 

(３) 管理に係る収支計画書 

(４) 当該団体の経営状況を説明する書類 

(５) その他町長等が定める書類 

（選定方法及び選定基準） 

第４条 町長等は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的

に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。 

(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) 前条第２号の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) 前条第２号の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) 前条第３号の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) 前各号に掲げるもののほか、町長等が施設の性質又は目的に応じて定める基準 

（公募によらない指定管理者の候補者の選定等） 

第５条 町長等は、公の施設の性質、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成す

るため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できる

と思慮するときは、第２条の規定による公募によらず、町が出資している法人又は公共団体若し

くは公共的団体（次項において「出資団体等」という。）を指定管理者の候補者として選定する

ことができる。 

２ 前項の規定により選定するときは、町長等は、出資団体等にあらかじめ第３条各号に掲げる書類

の提出を求め、第４条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。 

（選定結果の通知） 

第６条 町長等は、第４条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知する

ものとする。 

（再度の選定） 

第７条 町長等は、前条の規定による通知をした後に、第４条又は第５条の規定により選定した団体

（以下「被選定者」という。）を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不

適当と認められる事情が生じた場合は、第４条の規定により団体を選定したときは、申請者（当

該被選定者を除く。）の中から再度同条の規定により指定管理者として指定すべき団体を選定し、

第５条の規定により団体を選定したときは、再度同条の規定により指定管理者として指定すべき
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団体を選定することができる。 

（指定管理者の指定） 

第８条 町長等は、第４条、第５条又は第７条の規定により選定した指定管理者の候補者について、

法第 244 条の２第６項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指

定するものとする。 

２ 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。 

（協定の締結） 

第９条 前条第１項の規定により指定された指定管理者は、町長等と次に掲げる事項について施設

の管理に関する協定を締結しなければならない。 

(１) 管理に係る業務の内容に関する事項 

(２) 町が支払うべき管理費用に関する事項 

(３) 管理に係る業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

(４) その他町長等が定める事項 

（事業報告書の作成及び提出） 

第 10 条 指定管理者は、毎年度終了後 60 日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記

載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第

12 条第１項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して 60 日以

内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。 

(１) 管理に係る業務の実施状況及び当該施設の利用状況に関する事項 

(２) 使用料又は利用料金の収入の実績に関する事項 

(３) 管理に係る経費の収支状況に関する事項 

（業務報告の聴取等） 

第 11 条 町長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、当該管理の業務及び経理

の状況に関し、必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることがで

きる。 

（指定の取消し等） 

第 12 条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき

事由により当該指定管理者による管理を継続でき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の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じ

た場合において指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。 

３ 第８条第２項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。 

（原状回復義務等） 

第 13 条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第１項の規定により指定を取り

消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速や

かに、その管理しなくなった施設及び施設の設備等を原状に回復しなければならない。ただし、

町長等の承認を得たときは、この限りでない。 

（損害賠償義務） 

第 14 条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は施設の設備等を損傷し、又は滅

失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別

の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。 

（個人情報の取扱い） 

第 15 条 指定管理者は、施設を管理するに当たって知り得た個人情報（以下「保有個人情報」とい

う。）を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理

のため、第９条に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者（以下「従事者」という。）は、保有個人

情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間

が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。 

（委任） 

第 16 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 
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この条例は、平成 18 年２月６日から施行する。 
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１０ 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１月16日規則第32号 

改正 

平成19年４月１日規則第１号 

平成28年３月31日規則第18号 

平成30年６月29日規則第20号 

令和２年４月１日規則第21号 

令和３年７月８日規則第10号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、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。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（公募） 

第２条 条例第２条の規定による指定管理者の公募は、次に掲げる方法により行うものとする。 

(１) 役場の庁舎若しくは支所若しくは出張所又は公募の対象となる幕別町（以下「町」という。）

が設置した地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条第１項に規定する

公の施設（以下「公の施設」という。）における資料の配布 

(２) 町広報紙に掲載する方法 

(３) インターネットを利用して閲覧に供する方法 

(４) 前３号に掲げるもののほか、町長又は教育委員会（以下「町長等」という。）が適当と認め

る方法 

２ 条例第２条第６号の町長等が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲 

(２) 法第244条の２第８項に規定する利用料金に関する事項（同項の規定により指定管理者に利

用料金を収受させる場合に限る。第15条第７号において同じ。） 

(３) 条例第３条各号に掲げる書類の具体的内容 

(４) その他町長等が必要と認める事項 

（申請資格） 

第３条 条例第３条の規定により申請することができるものは、法人その他の団体（以下「団体」と

いう。）であって、次の各号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 

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者 

(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 

(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、法第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 

２ 前項に掲げるもののほか、申請資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。 

（申請書等） 

第４条 条例第３条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書（様式第１号）とする。 

２ 条例第３条第１号に規定する申請資格を有していることを証する書類は、申請資格に係る申立

書（様式第２号）とする。 

３ 条例第３条第４号に規定する経営状況を説明する書類は、次に掲げるとおりとする。 
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(１) 当該団体の前事業年度の収支（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 

(２) 当該団体の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 

４ 条例第３条第５号の町長等が定める書類は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 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 

(２) 法人の場合は、当該法人の登記事項証明書 

(３) 法人以外の団体の場合は、団体の代表者の身分証明書、会則及び構成員名簿 

(４) 国税及び地方税について未納がないことの証明書 

(５) その他町長等が必要と認める書類 

（審査） 

第５条 町長等は、条例第４条の規定による審査を行うに当たっては、公の施設ごとに同条各号に掲

げる基準に基づき具体的な審査の項目を定めるものとする。 

（選定委員会） 

第６条 町長等は、条例第４条及び第５条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、幕別

町附属機関設置条例（令和２年条例第11号）第２条に規定する幕別町指定管理者選定委員会（以下

「選定委員会」という。）の意見を聴くものとする。 

（選定委員会の構成） 

第７条 委員は、次の各号に掲げる者（公の施設の指定管理に応募した団体の代表者又は役員である

者を除く。）をもって構成する。この場合において、第３号に掲げる者については、３人以上とす

る。 

(１) 副町長 

(２) 部長、室長、支所長又は議会事務局長の職にある者のうち、町長等が指名するもの 

(３) 識見を有する者又は指定管理を行おうとする公の施設の利用者 

（委員長） 

第８条 委員長は、副町長をもって充てる。ただし、副町長が委員にならない場合は、委員の中から

町長等が指名する者をもって充てるものとする。 

（会議） 

第９条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 選定委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。 

４ 選定委員会の会議は、非公開とする。 

（報告） 

第10条 委員長は、前条第３項の規定による会議の結果を速やかに、町長等に報告するものとする。 

（関係職員の出席等） 

第11条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くこ

とができる。 

（庶務） 

第12条 選定委員会の庶務は、企画総務部総務課契約管財係において処理する。 

（選定結果の通知） 

第13条 条例第６条の規定による選定結果の通知は、公の施設に係る指定管理者候補者選定結果通

知書（様式第３号）により行うものとする。 

（指定の通知） 

第14条 条例第８条第１項の規定による指定管理者の指定の通知は、公の施設に係る指定管理者指

定通知書（様式第４号）により行うものとする。 

（協定の締結） 

第15条 条例第９条第４号の町長等が定める事項は、次のとおりとする。 

(１) 指定期間に関する事項 
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(２) 再委託の禁止等に関する事項 

(３) 関係法令等の遵守に関する事項 

(４) 事故発生時の報告等に関する事項 

(５) 公の施設の維持補修に係る責任の分担及び公の施設の管理に伴い取得した物品等に関する

事項 

(６) 管理の業務に係る経理の区分並びに帳簿等の整備及び保管に関する事項 

(７) 利用料金に関する事項 

(８) 幕別町行政手続条例（平成９年条例第28号）第13条の規定により指定管理者が行う意見陳述

のための手続に関する事項 

(９) その他町長等が必要と認める事項 

（変更事項の届出） 

第16条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、

指定管理者変更届（様式第５号）により、遅滞なく、町長等に届け出なければならない。 

（事業報告書） 

第17条 条例第10条に規定する事業報告書は、指定管理者事業報告書（様式第６号）によるものとす

る。 

附 則 

この規則は、平成18年２月６日から施行する。 

附 則（平成19年４月１日規則第１号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日規則第18号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年６月29日規則第20号） 

この規則は、平成30年７月１日から施行する。 

附 則（令和２年４月１日規則第21号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年７月８日規則第10号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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１１ 幕別町情報公開条例 

 

平成11年12月21日条例第31号 

改正 

平成12年９月29日条例第60号 

平成17年９月26日条例第39号 

平成27年９月９日条例第26号 

平成28年３月18日条例第15号 

令和４年３月24日条例第12号 

（目的） 

第１条 この条例は、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、町民の知る権利を保障

し、町民の参加による開かれた町政を一層推進し、町政の諸活動について説明する責任を果たすこ

とにより町民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した公正かつ民主的な町政の発展

に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 実施機関 

町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査

委員会及び議会をいう。 

(２) 公文書 

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録を

いう。以下同じ。）であって、実施機関が組織的に用いるものとして管理しているものをいう。

ただし、既に公表されたものは除く。 

(３) 事業者 

事業を営む法人その他の団体（国等（国、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情

報の保護に関する法律（平成15年法律第59号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。

以下同じ。）、他の地方公共団体及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第

118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。）以下同じ。）を除く。以下「法人

等」という。）及び事業を営む個人をいう。 

（実施機関の責務） 

第３条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する権利を十分尊

重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされること

のないよう最大限の配慮をしなければならない。 

２ 実施機関は、公文書の公開その他の事務を迅速に処理する等この条例に定める情報公開制度の

利用者の利便に配慮をしなければならない。 

３ 実施機関は、この条例に定める情報公開制度の的確な運用を図るよう、公文書の管理を適切に行

うとともに、公文書の検索体制の確立に努めなければならない。 

（適正な請求及び使用） 

第４条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的

に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適

正に使用しなければならない。 

（制度の周知） 

第５条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度が適正かつ有効に活用されるよう、この条例の

目的、内容等について広く周知を図るよう努めるものとする。 

（制度の改善） 
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第６条 町長は、広く町民の意見を聴いて、この条例に定める情報公開制度を円滑に運用するよう努

めるとともに、必要に応じその改善に取り組むよう努めるものとする。 

（制度の実施状況の公表） 

第７条 町長は、毎年、各実施機関におけるこの条例に定める情報公開制度の実施状況を取りまと

め、公表するものとする。 

（公文書の公開を請求する権利） 

第８条 何人も、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。 

（公開請求の手続） 

第９条 公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求

書を提出しなければならない。ただし、既にこの条例に基づく公開請求により公開されている情報

については、この限りでない。 

(１) 氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者

の氏名） 

(２) 請求にかかる公文書の内容 

(３) 公文書が第12条第３項の規定に該当するものとして公開請求をしようとする場合にあって

は、同条同項に該当する旨及びその理由 

(４) その他実施機関の定める事項 

（公開請求に対する決定等） 

第10条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求を受理した日の翌日から起算

して14日以内に、その請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨を決定し、公文書の公開を

請求したもの（以下「請求者」という。）に対し、速やかにその内容を書面により通知しなければ

ならない。 

２ 前項の場合において、実施機関は、公文書を公開する旨の決定をしたときにあっては公開の日時

及び場所を、公文書を公開しない旨の決定（公文書の一部を公開しないこと及び第12条の２に規定

する公開請求の拒否を含む。）をしたときにあってはその理由を前項の書面に付記しなければなら

ない。この場合において、当該公文書の全部又は一部についての公開が可能となる時期が明らかで

あるときはその旨を付記しなければならない。 

３ 実施機関は、やむを得ない理由により、第１項の期間内に決定することができないときは、当該

決定を行うべき期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度としてその期間を延長すること

ができる。この場合において、実施機関は、速やかに延期の理由及び決定できる時期を請求者に通

知しなければならない。 

４ 実施機関は、第１項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者（国等及び請求

者以外の者をいう。以下同じ。）に関する情報が記載されているときは、当該第三者の意見を聴く

ことができる。 

（公開請求に係る公文書が不存在の場合の手続） 

第11条 実施機関は、公文書が存在しないときは、第９条の規定による請求を受理した日の翌日から

起算して14日以内に、次の各号のいずれかの措置を執らなければならない。 

(１) 公文書が不存在であることを理由として公開しない旨の決定をすること。 

(２) 当該公開請求に関する公文書を新たに作成し、又は取得して、当該公文書を請求者に対して

公開する旨の決定をすること。 

２ 実施機関は、前項第２号の決定をしたときは、公開の時期についての見通しその他規則で定める

事項を書面により請求者に通知しなければならない。 

３ 前条第１項及び第２項の規定は第１項第１号の場合に、同条第３項の規定は第１項第２号の場

合にこれを準用する。 

（非公開とすることができる公文書） 

第12条 実施機関は、次の各号の一に該当する情報（以下「非公開情報」という。）が記録されてい

る公文書（以下「非公開文書」という。）については、当該公文書を非公開とすることができる。 
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(１) 個人情報 

個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、特定の個人

が識別され、又は識別され得る情報。ただし、次に掲げる情報は除く。 

ア 法令又は他の条例（以下「法令等」という。）の規定により何人でも閲覧することができる

情報 

イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報 

ウ 法令等の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して実施機

関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの 

エ 当該個人が公務員（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第２条第１項に規定する国家公

務員（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第４項に規定する行政執行法人の

役員及び職員を除く。）、独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員法（昭和25年法律

第261号）第２条に規定する地方公務員をいう。）である場合において、当該情報がその職務

の遂行にかかる情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務の遂行の内

容にかかる部分のもの 

(２) 事業活動情報 

事業者の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該事業者に著しい不利益を

与えることが明らかであるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある危険性から人の生命、身体又は健康を保護

するため、公開することが必要と認められる情報 

イ 違法又は不当な事業活動から生じ、又は生じるおそれのある危険性から町民生活を保護す

るために公開することが必要と認められる情報 

(３) 意思形成過程情報 

町の内部又は町と国等その他公共的団体との間における検討、協議、調査研究等の意思形成過

程における情報であって、公開することにより町の意思決定に著しい支障が生じるおそれがあ

るもの 

(４) 行政運営情報 

実施機関が行う事務又は事業の運営に関する情報であって、公開することにより当該事務若

しくは事業の公正又は円滑な執行に著しい障害が生じるおそれがあるもの 

(５) 国等関係情報 

町と国等との間における協議により、又は国等からの依頼により、実施機関が作成し、又は取

得した情報であって、公開することが当該協議又は依頼の条件又は趣旨に反し、国等との協力関

係が著しく損なわれることにより、当該協議又は依頼に係る事務又は事業の適正な執行に支障

が生ずると認められるもの 

(６) 公共安全維持情報 

公開することにより、人の生命、身体、健康、財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に

支障が生じるおそれのある情報 

(７) 法令秘情報 

法令等により明らかに公開することができないとされている情報 

(８) 法定受託事務情報 

地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第２条第９項に規定する法定受託事

務のうち、公開してはならないとされている情報 

２ 実施機関は、公開請求にかかる公文書に、非公開情報とそれ以外の情報とが記録されている場合

において、非公開情報とそれ以外の情報とを合理的かつ容易に区分することができるときは、前項

の規定にかかわらず、非公開情報に該当する部分を除いて、当該公文書を公開しなければならな

い。 

３ 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、当該情報を

公開することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、前
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２項の規定にかかわらず、法令に違反しない限りにおいて当該公文書を公開するものとする。 

（公文書の存否に関する情報） 

第12条の２ 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非

公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該

公開請求を受け入れないことができる。 

（公開の実施及び方法） 

第13条 第８条から第12条までの規定による公文書の公開は、実施機関が第10条第１項の通知の際

に指定した日時及び場所において、当該公文書が記録されたものの種類、性質及び状態に応じて閲

覧、視聴又は写しの交付の方法により行うものとする。 

２ 実施機関は、前項の公文書を公開する場合において、請求者が指定した公開の形態に容易に変換

し得る場合は、請求者の指定どおりの形態で公開するものとする。 

（費用の負担） 

第14条 前条の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、別表に定める費用を負担しなけれ

ばならない。ただし、町長が特に必要と認める時は、写しの作成に要する費用の全部又は一部を減

免することができる。 

（審理員による審理手続きに関する規定の適用除外） 

第15条 第10条第１項の規定による決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行

政不服審査法（平成26年法律第68号）第９条第１項の規定は、適用しない。 

（審査会への諮問） 

第16条 第10条第１項の規定による決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、

当該審査請求に対する裁決すべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、幕別町

情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に諮問しなければならない。 

(１) 審査請求が不適法であり、却下する場合 

(２) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする

場合（当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。） 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用する同法第29

条第２項の弁明書の写しを添えてしなければならない。 

（諮問をした旨の通知） 

第17条 前条第１項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知

しなければならない。 

(１) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第13条第４項に規定する参加人をいう。以下同じ。） 

(２) 公開請求者（公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

(３) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者（当該第三者が審

査請求人又は参加人である場合を除く。） 

（情報公開・個人情報保護審査会） 

第18条 第16条第１項及び幕別町個人情報保護条例（平成11年条例第32号）第22条第１項の規定によ

る諮問について審議を行うほか、次に掲げる事項を審議するため、審査会を置く。 

(１) 情報公開及び個人情報の保護に係る重要事項 

(２) 行政不服審査法第81条第１項の規定による権限に属せられた事項 

２ 審査会は、委員５人以内で組織する。 

３ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(１) 識見を有する者 

(２) 公募による者 

４ 委員の任期は３年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、審査請求人、参加人、又は

諮問をした実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの
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者から資料の提出を求めることができる。 

７ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

８ 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。 

（他の制度との調整） 

第19条 この条例は、他の法令等の規定により公文書の閲覧、若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本

等の交付の手続が別に定められている場合については適用しない。 

２ この条例は、幕別町図書館その他の町の施設において、一般の利用に供することを目的として収

集、整理又は保存している図書、図画その他の公文書の閲覧又は写しの交付については適用しな

い。 

（情報公開の総合的な推進） 

第20条 実施機関は、この条例に定める情報の公開のほか、情報提供の総合的推進に努めるものとす

る。 

（情報提供施策の充実） 

第21条 実施機関は、町民が町政に関する情報（政策形成過程にあるものを含む。）を迅速かつ容易

に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、高度な情報通

信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により、情報提供施策の充実に努めるもの

とする。 

（会議の公開） 

第22条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただ

し、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等

に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。 

（出資法人等の情報公開） 

第23条 町が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であって、規則で定めるもの（以下「出資法

人等」という。）は、経営状況を説明する文書等その保有する文書の公開に努めるものとする。 

２ 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、そ

の閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提

出するよう求めるものとする。 

３ 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写し

の交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、第２条及び第８条から第14条までの規定を準用す

る。 

（指定管理者の情報公開） 

第24条 指定管理者（法第244条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）は、その保

有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第１項に規定する公の施設に関するものの公

開に努めるものとする。 

２ 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、

写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう

求めるものとする。 

３ 前２項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項に関して

は、実施機関が定める。 

（委任） 

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例は、次に掲げる公文書で、公開のための整理が終ったものとして実施機関が指定したも

のについて適用する。 
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(１) 平成12年４月１日以降に作成し、又は取得した公文書 

(２) 前号の規定にかかわらず、施行日前に作成され、又は取得された公文書で、保存期間が永年

の定めのあるもの 

（忠類村の編入に伴う経過措置） 

３ 前項の規定にかかわらず、この条例は、編入前の忠類村において作成され、又は取得された公文

書（保存期間が永年の定めのあるものを除く。）については、適用しない。 

附 則（平成12年９月29日条例第60号） 

この条例は、平成13年１月１日から施行する。 

附 則（平成17年９月29日条例第39号） 

この条例は、平成18年２月６日から施行する。 

附 則（平成27年９月９日条例第26号） 

この条例は、平成27年10月５日から施行する。 

附 則（平成28年３月18日条例第15号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（幕別町情報公開条例の一部改正に伴う適用区分） 

３ 第３条の規定による改正後の幕別町情報公開条例第15条から第18条までの規定は、この条例の

施行の日（以下「施行日」という。）以後にされた幕別町情報公開条例第10条第１項の規定による

決定に係る審査請求について適用し、施行日前にされた決定に係る不服申立てについては、なお従

前の例による。 

附 則（令和４年３月24日条例第12号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年10月１日から施行する。（後略） 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の幕別町行政不服審査条例第４条、幕別町情報公開条例第14条、幕別町個

人情報保護条例第20条及び幕別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第20条の規定は、この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請

を受理したものについては、なお従前の例による。 

別表（第14条関係） 

写しの作成及び送付の費用 

１ 作成に要す

る費用 

(１) 町が管理する複写機（当該複写機により複写で

きる大きさのものに限る。）による場合 
１枚10円 

(２) 町が管理するカラー複写機（当該複写機により

複写できる大きさのものに限る。）による場合 
１枚50円 

(３) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した額 

(４) 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複製に要した額 

 

２ 送付に要す

る費用 
(１) 当該送付に要する額 
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１２ 幕別町個人情報保護条例 
平成11年12月21日条例第32号 

改正 

平成14年７月24日条例第25号 

平成17年９月26日条例第40号 

平成27年９月９日条例第27号 

平成28年３月18日条例第15号 

平成29年３月９日条例第１号 

令和３年６月22日条例第17号 

令和４年３月24日条例第12号 

（目的） 

第１条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、幕別町の

機関が保有する個人情報の開示及び訂正等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権

利利益を保護するとともに、公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 個人情報 

個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの（他の情報と照合

することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。ただし、

次に掲げる情報を除く。 

ア 法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の機関として

の情報 

イ 事業を営む個人の当該事業に関する情報 

(２) 実施機関 

町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査

委員会及び議会をいう。 

(３) 保有個人情報 

保有個人情報実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施

機関の職員が組織的に利用するものとして当該実施機関が保有しているものをいう。ただ

し、公文書（幕別町情報公開条例（平成11年条例第31号）第２条第２号に規定する公文書を

いう。以下同じ。）に記録されているものに限る。 

(４) 特定個人情報 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法

律第27号。以下「番号法」という。）第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

(５) 保有特定個人情報 

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職

員が組織的に利用するものとして当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書

に記録されているものに限る。 

(６) 情報提供等記録 

番号法第23条第１項及び第２項（これらの規定を番号法第26条において準用する場合を

含む。第18条第５項において同じ。）に規定する記録された特定個人情報をいう。 

(７) 事業者 

事業を営む法人その他の団体（国等（国、独立行政法人等（個人情報の保護に関する法律（平

成15年法律第57号）第２条第９項に規定する独立行政法人等をいう。）、他の地方公共団体及び

地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する地方

独立行政法人をいう。）をいう。以下同じ。）を除く。）及び事業を営む個人をいう。 

（実施機関の責務） 
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第３条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずると

ともに、町民及び事業者への意識啓発に努めなければならない。 

２ 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用し

てはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いにあたっては、個人の権利

利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策

に協力しなければならない。 

（町民の責務） 

第５条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに関し、他人の権利利益を侵

害することのないよう努めなければならない。 

（個人情報取扱事務登録簿） 

第６条 実施機関は、個人情報を取扱う事務（以下「個人情報取扱事務」という。）について、あら

かじめ次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿（以下「登録簿」という。）を備えなけ

ればならない。 

(１) 個人情報取扱事務の名称 

(２) 個人情報取扱事務の目的 

(３) 個人情報取扱事務を所管する実施機関の名称 

(４) 個人情報取扱事務を開始する年月日 

(５) 個人情報の対象者の範囲 

(６) 個人情報の記録項目 

(７) 個人情報の収集先 

(８) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項 

２ 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務

について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とす

る。 

３ 前２項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事

務については、適用しない。 

４ 実施機関は、第２項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該

個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。 

５ 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 

（収集の制限） 

第７条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、

当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。 

２ 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

(１) 法令又は他の条例（以下「法令等」という。）の規定に基づくとき。 

(２) 本人（法定代理人を含む。）の同意があるとき。 

(３) 出版、報道等により公にされているとき。 

(４) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

(５) 所在不明、心神喪失その他の事由により、本人から収集することができない場合であって、

本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。 

(６) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が幕別町情報公開条例（平成11年条例第31号）第16条

に規定する幕別町情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）の意見を聴いたう

えで、個人情報取扱事務の目的を達成するために、本人以外のものから収集する必要があると実

施機関が認めるとき。 

３ 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある
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個人情報については、収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき及び審査会の意見を

聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために収集する必要があると実施機関が認める

ときは、この限りでない。 

（保有個人情報の利用及び提供の制限等） 

第８条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に保有個人情報（保有特定個人情報を除く。以下

この条及び第９条において同じ。）を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のも

のへ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(１) 法令等の規定に基づくとき。 

(２) 本人（法定代理人を含む。）の同意があるとき。 

(３) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

(４) 前３号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上必要があると実施機関が認

めるとき。 

２ 実施機関は、前項ただし書の規定により保有個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当

該実施機関以外のものへ提供するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのな

いようにしなければならない。 

３ 実施機関は、実施機関以外のものに対して保有個人情報を提供する場合において、必要があると

認めるときは、提供を受けるものに対し、提供に係る保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の

制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めな

ければならない。 

（保有特定個人情報の利用の制限） 

第８条の２ 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報の利用をしてはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合

であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目

的のために保有特定個人情報（情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。）を自ら利用す

ることができる。ただし、当該実施機関が保有特定個人情報（情報提供等記録を除く。以下この項

において同じ。）を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権

利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

（特定個人情報の提供の制限） 

第８条の３ 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供

してはならない。 

（結合の制限） 

第９条 実施機関は、通信回線による電子計算組織を結合する方法により、保有個人情報を当該実施

機関以外のものへ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限り

でない。 

(１) 法令等の規定に基づくとき。 

(２) 公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと実施機関が認めたと

き。 

２ 実施機関は、前項ただし書（同項第１号を除く。）の規定により新たに保有個人情報を当該実施

機関以外のものへ提供するときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。その提供す

る保有個人情報の記録項目を変更しようとするときも、同様とする。 

３ 実施機関は、第１項ただし書の規定により電子計算組織を結合するときは、本人及び第三者の権

利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。 

（適正管理） 

第10条 実施機関は、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講ずることにより、個人情報を適

正に維持管理しなければならない。 

(１) 個人情報を正確かつ最新なものに保つこと。 

(２) 個人情報の改ざん、滅失及びき損その他の事故を防止すること。 



- 41 - 
 

(３) 個人情報の漏えいを防止すること。 

２ 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消

去しなければならない。ただし、歴史的資料として、幕別町図書館その他の町の施設に引き継がれ、

保有されることとなるものについては、この限りでない。 

（委託等に伴う措置） 

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託するときは、当該委託の契約において、個人情報の保

護に関して当該委託を受ける者（以下「受託者」という。）が講ずべき措置を明らかにしなければ

ならない。 

２ 町長又は教育委員会は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条の２

第３項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの（以下「指定管理者」という。）

に公の施設の管理を行わせようとするときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

（委託を受けたもの等の義務） 

第11条の２ 受託者又は公の施設の管理を行う指定管理者は、当該委託又は管理の事務を行うに当

たって取り扱う個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。 

２ 前項の委託又は管理の事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得

た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

（自己に関する保有個人情報の開示請求権） 

第12条 何人も、実施機関に対し、自己に関する保有個人情報（第６条第３項に規定する事務に係る

ものを除く。以下同じ。）の開示の請求（以下「開示請求」という。）をすることができる。 

２ 開示請求すべき本人が未成年者又は成年被後見人である場合その他本人が開示請求することが

できない状態にあると認められる場合には、法定代理人その他本人に代わるべきものと実施機関

が認めるもの（以下「法定代理人等」という。）は、本人に代わって前項の開示請求をすることが

できる。 

（不開示とすることができる保有個人情報） 

第13条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するものは、当該保

有個人情報の全部又は一部を不開示とすることができる。 

(１) 法令等の規定により明らかに開示することができないとされている情報及び法第２条第９

項に規定する法定受託事務のうち、開示してはならないとされている情報 

(２) 開示請求者以外の個人に関する個人情報を含む場合であって、当該個人の正当な権利利益

を侵すおそれがあると認められるもの 

(３) 事業者に関して記録された情報を含む場合であって、開示することにより、当該事業者の競

争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの 

(４) 開示することにより、人の生命、身体、健康への危害又は財産若しくは生活の侵害を生ずる

おそれがあると認められるもの 

(５) 町と国又は地方公共団体その他の公共団体（以下「国等」という。）との間における協議に

より、又は国等からの依頼により、実施機関が作成し、又は取得した保有個人情報であって、開

示することが当該協議又は依頼の条件又は趣旨に反し、国等との協力関係が著しく損なわれる

ことにより、当該協議又は依頼に係る事務又は事業の適正な執行に支障が生ずると認められる

もの 

(６) 町又は国等の事務又は事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは町の機関

相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、協議、調査研究等に関し、実施機関が作

成し、又は取得した保有個人情報であって、開示することにより、当該事務又は事業に係る意思

形成に著しい支障が生ずると明らかに認められるもの 

(７) 実施機関又は国等が行う監査、検査、調査、争訟その他の事務又は事業に含まれる保有個人

情報であって、開示することにより、当該事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があると認められるもの 
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(８) 診療、指導、相談、選考その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務事業に関する保有個

人情報であって、開示することにより、当該事務事業の適正な執行に著しい支障を生ずるおそれ

があると認められるもの 

２ 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に前項各号のいずれかに該当する保有個人情報が含

まれている場合において、その部分を容易に区分することができるときは、当該部分を除いた部分

について開示しなければならない。 

（裁量的開示） 

第13条の２ 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であって

も、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有

個人情報を開示することができる。 

（保有個人情報の存否に関する情報） 

第13条の３ 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだ

けで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかに

しないで、当該開示請求を受け入れないことができる。 

（自己に関する保有個人情報の訂正請求権） 

第14条 何人も、実施機関が保有する自己に関する保有個人情報について事実に誤りがあると認め

るときは、実施機関に対し、その訂正（追加及び削除を含む。以下同じ。）を請求することができ

る。 

（自己に関する保有個人情報の利用停止等請求権） 

第15条 何人も、実施機関が行う自己に関する保有個人情報（情報提供等記録を除く。以下この条に

おいて同じ。）が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該実施機関に対し、当該

各号に定める措置をとることを請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、

若しくは消去又は提供の停止（以下「利用停止等」という。）に関して法令等の規定により特別の

手続が定められているときは、この限りでない。 

(１) 次のいずれかに該当するとき。当該保有個人情報の利用の停止又は消去 

ア 第７条の規定に違反して収集されたとき。 

イ 第８条又は第８条の２の規定に違反して利用されているとき。 

ウ 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。 

エ 番号法第27条第１項の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル（番号法第２条第

９項に規定する特定個人情報ファイルをいう。）に記録されているとき。 

(２) 第８条又は第８条の３の規定に違反して提供されているとき。当該保有個人情報の提供の

停止 

（法定代理人等による請求） 

第16条 第12条第２項の規定は、前２条の規定による請求（以下「訂正請求等」という。）を準用す

る。 

（請求の手続） 

第17条 開示請求又は訂正請求等（以下「開示請求等」という。）をしようとする者は、実施機関に

対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。 

(１) 氏名及び住所 

(２) 開示請求等に係る保有個人情報を特定するために必要な事項 

(３) 訂正、利用停止等の内容（開示請求の場合を除く。） 

(４) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 前項の請求書を提出した者（以下「請求者」という。）は、自己が当該開示請求等に係る保有個

人情報の本人又はその法定代理人等であることを証明する書面を実施機関に提出し、又は提示し

なければならない。 

（請求に対する決定） 

第18条 実施機関は、前条第１項の規定による請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算
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して14日（訂正請求等にあっては30日）以内に、当該請求に対する決定をしなければならない。 

２ 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに書面により次に掲げる事項を請求者に通知しな

ければならない。 

(１) 決定の内容 

(２) 開示請求等の全部又は一部に応じない旨の決定であるときは、その理由 

(３) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

３ 実施機関は、やむを得ない理由により第１項に規定する期間内に同項の決定ができないときは、

同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、当該延長の期間及び理由を速や

かに請求者に通知しなければならない。 

４ 実施機関は、第１項の決定をする場合において、第三者（国等及び請求者以外の者をいう。以下

同じ。）に関する情報が当該決定に係る保有個人情報に記載されているときは、当該第三者の意見

を聴くことができる。 

５ 実施機関は、第１項の規定により訂正請求等の全部又は一部につき応じる旨の決定をしたとき

は、速やかに当該訂正請求等に係る保有個人情報について、必要な範囲で訂正し、又は利用停止等

をしなければならない。この場合において、当該保有個人情報を当該実施機関以外のもの（情報提

供等記録の訂正をした場合にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第８号に規定する情報照

会者若しくは情報提供者又は同条第９号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関

係情報提供者（当該訂正に係る番号法第23条第１項及び第２項に規定する記録に記録された者で

あって、当該実施機関以外のものに限る。））に提供しているときは、そのものに対しての通知そ

の他の必要な措置を講じさせなければならない。 

６ 実施機関は、前項の規定により保有個人情報について訂正し、又は利用停止等をしたときは、そ

の内容を請求者に通知しなければならない。 

（自己に関する保有個人情報の開示の実施及び方法） 

第19条 自己に関する保有個人情報の開示は、実施機関が前条第２項の通知の際に指定した日時及

び場所において、当該保有個人情報が記録されたものの種類、性質及び状態に応じて閲覧、視聴又

は写しの交付の方法により行うものとする。 

２ 第17条第２項の規定は、前項の規定により保有個人情報の公開を受ける者について準用する。 

（費用の負担） 

第20条 前条の規定により保有個人情報の写しの交付を受けるものは、別表に定める費用を負担し

なければならない。ただし、町長が特に必要と認める時は、写しの作成に要する費用の全部又は一

部を減免することができる。 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第21条 第18条第１項の規定による決定又は開示請求等に係る不作為に係る審査請求については、

行政不服審査法（平成26年法律第68号）第９条第１項の規定は適用しない。 

（審査会への諮問） 

第22条 第18条第１項の規定による決定又は開示請求等に係る不作為に係る審査請求があったとき

は、当該審査請求に対する裁決すべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、幕

別町情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に諮問しなければならない。 

(１) 審査請求が不適法であり、却下する場合 

(２) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示すること

とする場合（当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。） 

(３) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正請求等の全部を

認容して訂正又は利用停止をすることとする場合（当該保有個人情報の訂正又は利用停止につ

いて反対意見書が提出されている場合を除く。） 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用する同法第29

条第２項の弁明書の写しを添えてしなければならない。 

（諮問をした旨の通知） 
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第23条 前条第１項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知

しなければならない。 

(１) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第13条第４項に規定する参加人をいう。以下同じ。） 

(２) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（これらの者が審査請求人又は参加人である場

合を除く。） 

(３) 当該審査請求に係る第18条第１項の規定による決定について反対意見書を提出した第三者

（当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

（他の制度との調整） 

第24条 この条例は、法令等（幕別町情報公開条例を除く。）の規定により開示、訂正又は利用停止

等を求めることができる場合には、その定めるところによる。 

２ この条例は、幕別町図書館その他の町の施設において、一般の利用に供することを目的として保

有している個人情報については適用しない。 

（制度の運用状況の公表） 

第25条 町長は、毎年各実施機関におけるこの条例の運用の状況を取りまとめ、公表するものとす

る。 

（出資法人の責務） 

第26条 町が出資する法人のうち、実施機関が定めるものは、この条例の規定に基づく保有個人情報

の保護に関する施策に留意しつつ、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

（委任） 

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第28条 実施機関の職員若しくは実施機関の職員であった者、受託業務に従事している者若しくは

従事していた者又は指定管理業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がな

いのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又

は加工したものを含む。）を提供したときは、２年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 

２ 前項の「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目

的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機で用いて検索することができるように体系

的に構成したものをいう。 

第29条 前条第１項に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三

者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金

に処する。 

第30条 受託者若しくは指定管理者の代表者又は受託者若しくは指定管理者の代理人、使用人その

他の従業者が、その委託又は管理の事務に関し、前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰する

ほか、当該受託者又は指定管理者に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第31条 実施機関の職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の

秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。）を収集した

ときは、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

第32条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、５万円

以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

（旧条例の廃止） 

２ 幕別町電子計算処理に係る個人情報の保護に関する条例（昭和61年条例第36号）は廃止する。 

（忠類村の編入に伴う経過措置） 
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３ この条例の施行の際編入前の忠類村から承継された個人情報については、この条例の相当規定

により収集されたものとみなす。 

４ 忠類村の編入の日前までに、忠類村の機関において行われていた個人情報の処理で、この条例の

施行の際実施機関が引き続き行うものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成14年７月24日条例第25号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年９月26日条例第25号） 

この条例は、平成18年２月６日から施行する。 

附 則（平成27年９月９日条例第27号） 

この条例は、平成27年10月５日から施行する。ただし、第２条の規定は、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）附則第１条第５号に掲げる

規定の施行の日から施行する。 

附 則（平成28年３月18日条例第15号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（幕別町個人情報保護条例の一部改正に伴う適用区分） 

４ 第４条の規定による改正後の幕別町個人情報保護条例第21条から第23条までの規定は、施行日

以後にされた幕別町個人情報保護条例第18条第１項の規定による決定に係る審査請求について適

用し、施行日前にされた決定に係る不服申立てについては、なお従前の例による。 

附 則（平成29年３月９日条例第１号） 

この条例は、平成29年５月30日から施行する。 

附 則（令和３年６月22日条例第17号） 

この条例は、令和３年９月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月24日条例第12号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年10月１日から施行する。ただし、第３条の規定（第２条第７号の改正規定

に限る。）及び第４条の規定（別表２の項から４の項までの改正規定に限る。）は、令和４年４月

１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の幕別町行政不服審査条例第４条、幕別町情報公開条例第14条、幕別町個

人情報保護条例第20条及び幕別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第20条の規定は、この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請

を受理したものについては、なお従前の例による。 

別表（第20条関係） 

写しの作成及び送付の費用 

１ 作成に要する費用 

(１) 町が管理する複写機（当該複写機により複

写できる大きさのものに限る。）による場合 
１枚10円 

(２) 町が管理するカラー複写機（当該複写機に

より複写できる大きさのものに限る。）による

場合 

１枚50円 

(３) 外部の業者に発注しなければ複写できない

もの 

当該複写に要した額 

(４) 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複製に要した額 

２ 送付に要する費用 (１) 当該送付に要する額  
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１３ 幕別町公文書管理規則 
平成12年３月13日規則第５号 

改正 

平成18年１月16日規則第37号 

幕別町公文書管理規則 

（目的） 

第１条 この規則は、幕別町における公文書等の管理に関する基本的な事項を定めることにより、公

文書等の適正な管理を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 本庁 幕別町行政組織規則（平成18年規則第71号）第２条第２項に規定する本庁をいう。 

(２) 出先機関 幕別町行政組織規則第２条第３項に規定する出先機関をいう。 

(３) 公文書 本庁及び出先機関（以下「本庁等」という。）の職員が職務上作成し、又は取得し

た文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープその他これらに類するもので、本庁等が組織的に

用いるものとして管理しているものをいう。 

（公文書取扱いの原則） 

第３条 本庁等の職員は、公文書を常に丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損し、

又は紛失しないように万全の注意を払わなければならない。 

２ 本庁等は、公文書の効率的な利用を図るため、常に公文書の所在を明らかにしなければならな

い。 

（文書管理責任者の配置） 

第４条 町長は、本庁等に、公文書の管理を適正かつ円滑に行うための責任者を置く。 

（公文書の区分） 

第５条 公文書の区分は、次のとおりとする。 

(１) 法規文書 

ア 条例 地方自治法（昭和22年法律第67号）第14条第１項の規定により制定するもの 

イ 規則 地方自治法第15条第１項の規定により制定するもの 

ウ 要綱・要領・基準その他の規程 

(２) 令達文書 

ア 訓令 町長が所管の機関又は職員に対し、一般的に命令するもの 

イ 訓 町長が所管の機関又は職員に対し、個別的に命令するもの 

ウ 達 特定の団体又は個人に対し、許可、認可等を取り消し、又は一方的に作為若しくは不作

為を命令するために発するもの 

エ 指令 申請、出願等に対し、許可、認可等を行うために発するもの 

(３) 公示文書 告示、公表等一般に公示を要するもの 

(４) 一般文書 前３号に掲げる公文書以外のもの 

（到達文書の収受） 

第６条 本庁等は、収受した到達文書を、別に定めるところにより、速やかに処理しなければならな

い。 

（公文書の作成） 

第７条 本庁等は、公文書を作成するときは、当該処理に係る責任の所在を明確にするとともに、別

に定める処理手続に従って迅速に行わなければならない。 

（公文書の分類） 

第８条 本庁等は、事務事業ごとに適正に公文書を分類しなければならない。 

（公文書の保存期間） 

第９条 町長は、公文書の区分及び事務の内容に応じた適切な公文書の保存期間を設けなければな

らない。 
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２ 前項の保存期間は、永年、10年、５年、又は１年とし、その基準は別表のとおりとする。ただし、

法令等の規定により保存期間の定めのある公文書及び時効が完成するまでの間証拠として保存す

る必要がある文書については、当該法令等に定める期間又は時効期間による。 

（保存期間の設定） 

第10条 主管課長は、文書保存期間を決定し、又はその内容を変更しようとするときは、法令等の定

め、文書の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮し、総務部長の承認を得て行う。 

（保存期間の起算日） 

第11条 前条の公文書の保存期間の起算日は、当該公文書に係る事案の処理が完結した日の属する

会計年度の翌会計年度の４月１日とする。ただし、これにより難いものの起算日については、別に

定める。 

（台帳の作成） 

第12条 本庁等は、公文書の所在を常に明確にするとともに、公文書の検索を迅速に行うため、課ご

とに台帳を作成しなければならない。 

（保管） 

第13条 本庁等は、処理が完結した事案に係る公文書（以下「完結文書」という。）以外の公文書の

うち、決定を要しないものにあっては報告済みのもの、決定を要するもので施行を要しないものに

あっては決定済みのもの及び施行を要するものにあっては施行済みのもの並びに保存期間の起算

日前までの間における完結文書を課長が指定する場所で管理（以下「保管」という。）しなければ

ならない。 

（保存） 

第14条 本庁等は、完結文書を保存期間の起算日からその廃棄の日又は幕別町図書館（以下「図書館」

という。）への引渡日までの間、総務課長が指定する場所で管理（以下「保存」という。）しなけ

ればならない。 

（公文書の廃棄及び図書館への引渡し） 

第15条 本庁等が保存する公文書で保存期間の満了したものは主管課において、別に定める手続を

経て廃棄又は図書館への引渡しをしなければならない。 

（雑則） 

第16条 この規則に定めるもののほか、公文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

（忠類村の編入に伴う経過措置） 

２ 忠類村の編入の日前に、忠類村文書編集保存規程（昭和55年忠類村規程第２号）の規定により完

結した文書の保存年数については、なお従前の例による。 

附 則（平成18年１月16日規則第37号） 

この規則は、平成18年２月６日から施行する。 

別表（第９条関係） 

１ 永年保存 

(１) 条例、規則その他例規に関する文書 

(２) 議会関係文書で特に重要なもの 

(３) 重要な事業計画及び実施に関するもので、将来の参考又は例証となるもの 

(４) 町の区域及び境界変更、字名地番改正に関する文書 

(５) 中央官庁その他関係官庁の令達文書、重要な往復文書、報告書等で将来の参考又は例証

となるもの 

(６) 職員の進退、賞罰等に関する文書及び履歴書 

(７) 褒章及び表彰に関する文書 

(８) 公職者に関する文書 
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(９) 予算、決算及び出納に関する文書で特に重要なもの 

(10) 町有財産、公の施設の設置及び取得等に関する文書 

(11) 契約、登記、その他権利義務に関する文書で特に重要なもの 

(12) 許可、認可、登録その他の行政処分に関する文書で特に重要なもの 

(13) 国勢調査等重要な統計書、調査、試験研究資料等で将来の参考又は例証となるもの 

(14) 町史の資料となるべき文書 

(15) 貸付金、補助金等に関するもので重要な文書 

(16) 租税公課に関する台帳で重要なもの 

(17) 訴訟、不服申立て等に関する文書（軽易なものを除く。） 

(18) 工事に関する設計書及び図面等で特に重要なもの 

(19) 事務引継に関する文書で特に重要な文書 

(20) その他永年保存の必要があると認められる文書 

２ 10年保存 

(１) 条例、規則の公布に関する文書 

(２) 租税公課に関する台帳 

(３) 予算、決算及び出納に関する文書で重要なもの 

(４) 統計書、試験研究資料等で重要なもの 

(５) 人事に関する文書（職員の進退、賞罰等に関するものを除く。） 

(６) 給与等に関する文書 

(７) 儀式、式典に関する文書 

(８) 学齢児童に関する文書 

(９) 貸付金、補助金等に関する文書 

(10) 工事に関する設計書及び図面 

(11) 許可、認可、特許、その他の行政処分に関する文書で重要なもの 

(12) 金銭及び物品等の帳簿、出納に関する証書類、税に関する徴収簿 

(13) 建議書、請願書、陳情書等で重要なもの 

(14) その他10年保存の必要があると認められる文書 

３ ５年保存 

(１) 租税公課に関する文書 

(２) 調査及び統計資料に関する文書 

(３) 証明願、申請及び届出文書 

(４) 許可、認可、特許、その他の行政処分に関する文書 

(５) 収入伝票及び各種料金台帳 

(６) 往復文書、決定書及び報告書 

(７) 軽易な町単独工事に関する文書 

(８) 各種団体及び協議会等に関する文書 

(９) 出勤簿、宿日直日誌及び休暇等諸届出簿 

(10) 文書の収受及び発送に関する帳簿類 

(11) その他５年保存の必要があると認められる文書 

４ １年保存 

(１) 往復文書で軽易なもの 

(２) 帳簿、台帳等で別に原議のあるもの 

(３) その他保存の必要があると認められる文書 
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１４ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号） 抜粋 
 

（公の施設） 

第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設

（これを公の施設という。）を設けるものとする。 

２ 普通地方公共団体（次条第３項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。）は、正当な

理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 

３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはな

らない。 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第244条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、

公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 

２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについ

て、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会におい

て出席議員の３分の２以上の者の同意を得なければならない。 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき

は、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの

に、当該公の施設の管理を行わせることができる。 

４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他

必要な事項を定めるものとする。 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共

団体の議会の議決を経なければならない。 

７ 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、

当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。 

８ 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料

金（次項において「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 

９ 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるとこ

ろにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利

用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。 

10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するた

め、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、

又は必要な指示をすることができる。 

11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に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の

業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 
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１５ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 抜粋 
 

（利用目的の特定） 

第15条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的（以下「利用目

的」という。）をできる限り特定しなければならない。 

２ 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有す

ると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 

（利用目的による制限） 

第16条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利

用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 

２ 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継する

ことに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該

個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 

３ 前２項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

⑴ 法令に基づく場合 

⑵ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困

難であるとき。 

⑶ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の

同意を得ることが困難であるとき。 

⑷ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること

に対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支

障を及ぼすおそれがあるとき。 
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〇参加表明届（様式１－１） 

 

〇宣誓書（様式１－２） 

 

〇公募要項等に関する質問書（様式２） 

 

〇指定管理者指定申請書（様式第１号（第４条関係）） 

 

〇申請資格に係る申立書（様式第２号（第４条関係）） 

 

〇事業計画（様式３－１）（様式３－２）（様式３－３） 

 

〇指定期間中の忠類歯科診療所の収支計画書（様式４） 

 

Ｍ様式 



 

 

 

（様式１－１） 
 
 

参  加  表  明  届 
 
 

年  月  日 
 
 
幕別町長 あて 

 
 

件名 忠類歯科診療所 指定管理者の公募について 
 
 

上記の件について、応募申込に参加いたします。 
 
 

また、７月９日（土）に実施する当該施設の施設見学について、 
 

希望（ いたします ・ いたしません ）。 
                     

 ※どちらか、〇印で囲ってください。 
 
 

所在地 
 
名 称 
 
代表者氏名            
 

 
 
 
 
 
 
 ※添付書類 ・宣誓書（様式１－２） 

 ・申請資格に係る申立書（様式第２号） 
 ・過去３年度事業年度の収支（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 
 ・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 
 ・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（役員名簿を含む。） 
       ・登記事項証明書 
       ・国税及び地方税の未納がないことの証明書 
       ・印鑑証明書 
       ・その他、幕別町の求める書類 

 
使用印鑑 



 

 

（様式１－２） 
 
 

宣     誓     書 
 
 

年  月  日 
 
 
幕別町長 あて 

 
 

所在地 
 
名 称 
 
代表者氏名            
 

 
 

参加表明届の提出に当たり、忠類歯科診療所指定管理者公募要項の「Ｄ指定管理者が

行う業務の範囲・管理運営の基準」に掲げる各項目において、その基準を遵守すること

を宣誓いたします。 

 

 
使用印鑑 



 

 

様式２ 
 

公 募 要 項 等 に 関 す る 質 問 書 
 

年  月  日 
 

所在地 
名 称 
代表者氏名            
担当者名： 
電 話： 
ＦＡＸ： 

電子メール： 
 

質問項目 質 問 内 容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※公募要項のページ数を付記してください。 
 

 
使用印鑑 



 

 

様式第１号（第４条関係） 
 

指 定 管 理 者 指 定 申 請 書 
 

年  月  日 
 
幕別町長 あて 

 
所在地 
名 称 
代表者氏名              ㊞ 

 
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第３条の規定により、次

のとおり指定管理者の指定を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 
 

記 
 
１ 公の施設の名称 
  忠類歯科診療所 
２ 公の施設の所在地 
  幕別町忠類錦町439番地１ 
 
添付書類 
１ 申請資格に係る申立書（様式第２号） 
２ 事業計画書（様式３－１）（様式３－２）（様式３－３） 
３ 収支計画書（様式４） 
４ 前事業年度（過去３年度分）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 
５ 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 
６ 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 
７ 法人の場合は、当該法人の登記事項証明書 
８ 法人以外の団体の場合は、団体の代表者の身分証明書、会則及び構成員名簿 
９ 国税及び地方税について未納がないことの証明書 

 10 その他町長が必要と認める書類 
 
※添付書類の２及び３以外は、参加表明届出時に提出済み。 
 



 

 

様式第２号（第４条関係） 
 

申 請 資 格 に 係 る 申 立 書 
 

年  月  日 
 
幕別町長 あて 

 
所在地 
名 称 
代表者氏名          ㊞ 

 
 
忠類歯科診療所の指定の申請に際し、下記のとおり申し立てます。 

 
記 

 
１ 次の事項のいずれにも該当しません。 
⑴ 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 
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者 
ウ 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 
⑵ 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。）の規定により幕別町における一般競争入札等の参加を制限されている者 
⑶ 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 
⑷ 破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人 
⑸ 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、法第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 
⑹ 国税及び地方税を滞納している者 
⑺ 暴力団 
⑻ 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 国税及び地方税の納税義務がありません。 
 （理由） 

 
 

  



 

 

様式３－１ 

 

 

事 業 計 画 書 
 

 

１ 管理運営の基本方針 

 

（１）忠類歯科診療所管理運営にあたっての基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）利用者の要望把握のための方策とその反映策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）苦情解決の仕組みづくり 

  

応募者名： 



 

 

様式３－２ 

 

 

２ 利用促進に向けての取り組み 

 

（１）診療時間及び休診日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域の状況を踏まえた取り組み 

 

  

応募者名： 



 

 

様式３－３ 

 

 

３ 安全管理等の対策 

 

（１）事故防止に関する安全対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）防災・防犯等に関する危機管理対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）個人情報の保護対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）情報公開の取り組み 

 

応募者名： 



 

 

様式４    

 

指定期間中の忠類歯科診療所の収支計画書 
【記載要領】 区分の内訳は、応募者の判断で内訳項目を設定すること。各内訳項目の積算根拠につい

ては、関係資料を添付すること。忠類歯科診療所業務に係る収支に限ること。消費税及

び地方消費税相当額を除いた金額で記載すること。   

（収入）                                  （千円） 

区 分 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

医業収益           

内 

訳 

            

            

            

            

            

            

            

            

医業外収益           

内 

訳 

指定管理料           

            

            

            

            

            

事業収益合計           

 

（支出）                                 （千円） 

区 分 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

医業費用           

内 

訳 

            

            

            

            

            

            

            

            

医業外費用           

内 

訳 

            

            

            

            

            

            

事業費用合計           

※診療行為を伴わない医師等の役員報酬は含めません。 

応募者名： 


