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この仕様書は、裾野市スポーツ施設等（裾野市民体育館（以下「市民体育館」）、裾野市運動公園総

合体育施設及び裾野市運動公園（以下「運動公園」）、裾野市総合グランド（以下「総合グランド」）、

裾野市深良グランド（以下「深良グランド」）及び裾野市須山テニス・フットサル場（以下「須山テ

ニス・フットサル場」））の管理運営を指定管理者が行うにあたり、裾野市が指定管理者に要求する管

理運営の業務内容及びその基準等を示すものである。 

 

１  施設の設置目的及び運営方針 

（１）施設の設置目的 

裾野市は、市民体育館、運動公園、総合グランド、深良グランド、須山テニス・フット

サル場の各施設の設置目的を満たすとともに、幅広い世代が利用でき、地域スポーツ振

興の拠点とするとともに、広く市内外の交流の場となることを目指す。 

ア．市民体育館の設置目的 

スポーツの振興と市民の心身の健全な育成を図ることを目的とする。 

イ．運動公園の設置目的 

多様で総合的な機能を持つ公園として、スポーツの普及振興を図り、あわせて市民の健

全な心身と体位向上を目的とする。 

ウ．総合グランド、深良グランド、須山テニス・フットサル場の設置目的 

スポーツの普及振興を図り、あわせて市民の健全な心身と体位向上を目的とする。 

 

（２）管理運営に関する方針 

指定管理者制度は、指定管理者が施設の管理権限と責任を有し、施設の管理運営を代行

する制度である。このため、指定管理者は、自らの責任と判断によって、施設の適正な

管理を確保しつつ、住民サービスの向上を図っていく必要があるが、各施設の設置目的

を常に意識し、裾野市スポーツ推進計画、緑の基本計画をはじめ、次に掲げる事項に留

意して管理、運営を実施しなければならない。 

ア．スポーツ施設等が市民の心身の健全な発達とスポーツの推進を図るために設置された施

設であるという設置理念に基づき、公の施設としての公共性、公平性を尊重し管理運営

を行い、その実現に向け最大限の努力を行うこと。 

イ．利用者の意見や要望を反映させる等、利用者本位の運営を行い、サービスの向上に努め

ること。 

ウ．指定管理者の権限の範囲内において、自らの創意工夫により、施設の収益性を高めるよ

う努めること。 

エ．各施設の効用を最大限に発揮させ、効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の節減に

努めるとともに、環境負荷の低減と施設・設備の良好な維持管理に努めること。 

オ．市の意図するところに従い、常に善良な管理者の注意をもって管理に努めること。 

カ．個人情報の保護を徹底すること。 

キ．災害時、緊急時に備えた危機管理に努めること。 

ク．裾野市や施設利用者、近隣住民、事業者との良好な関係を維持すること。 

ケ．適切かつ効果的な情報発信を行うなど、施設の利用促進を積極的に図り、利用者数、利

用件数、利用率の目標を定め、増加に努めること。 

コ．裾野市スポーツ協会加盟団体をはじめ市内スポーツ団体、少年団等及び小中学校と相互

連携を図り、地域の人材を活かした管理運営を行うこと。 
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２  施設の概要（令和元年現在） 

   指定管理者が管理運営を行うスポーツ施設等の概要は以下のとおりである。 

【裾野市民体育館】 

名  称 裾野市民体育館 

所在地 裾野市稲荷２４番地 

供用開始年月日 昭和５３年１０月１０日（平成２８年７月リニューアル工事完了） 

構造 鉄骨一部鉄筋コンクリート造２階一部３階 

施設面積 

敷地面積 １０，５５９．５４㎡ 

建築面積 ３，０２７．３８㎡ 

延べ床面 ４，３０３．８５㎡ 

施設内容 

ア．市民体育館 

アリーナ     １，６４７．８９㎡ 

卓球場        ３２６．５０㎡ 

柔道場        １８３．９０㎡ 

剣道場        １９４．９６㎡ 

トレーニング室    ２３１．７４㎡ 

多目的ルーム     １６０．９３㎡ 

会議室         ３７．６５㎡ 

 

健康増進ルーム    １２１．４０㎡ 

①スプリントトレーニングマシン   ５台 

②車軸移動式スプリントパワー自転車 ２台 

③高速トレッドミル         ２台 

④トレッドミル           ２台 

⑤スプリントパワーバイク      ２台 

⑥アニマルウォークマシン      ２台 

⑦電子制御式船漕ぎマシン      １台  

 

その他の施設  

体育器具室・放送室・医務室・事務室・更衣室・シャワー室・ 

電気室・外倉庫・雑庫・トイレ等 

 

イ．市民テニスコート（２面）   

  ①照明設備  ４基 

  ②トイレ 

  ③倉庫 

ウ．駐車場 
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【裾野市運動公園総合体育施設】 

名  称 裾野市運動公園総合体育施設 

所在地 裾野市今里１６１６番地の１ 

供用開始年月日 平成５年７月１日 

施設面積 １３７，０００㎡ 

施設内容 

ア．裾野市陸上競技場 

競技場    

器具庫 

照明設備  ４基 

会議室   １・２ 

更衣室 

シャワー室 

救護室 

事務所 

トイレ 

イ．裾野市多目的広場 

ウ．裾野市運動公園テニス場 コート数 砂入人工芝コート６面 

 倉庫 

 休憩所 

 照明設備  ２４基 

エ．裾野市運動公園野球場 

 野球場（スタンドを含む） 

 審判員控え室 

 本部室 

 記録室 

 放送室 

 記者室 

 トイレ 

 照明設備  ６基 

オ．裾野市やすらぎの広場 

カ．駐車場（兼用調整池及び臨時駐車場含む） 

 

【裾野市運動公園】 

 名  称 裾野市運動公園 

所在地 裾野市今里１６１６番地の１ 

施設内容 芝生の丘（ローラー滑り台・四阿・トイレを含む）、園路 
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【裾野市総合グランド】 

名  称 裾野市総合グランド 

所在地 裾野市御宿８８０番地 

供用開始年月日 昭和４３年１月５日 

施設面積 ３０，５３６㎡ 

施設内容 

ア．Ａグランド（軟式野球場 天然芝） 

照明設備  ４基 

イ．Ｂグランド（ソフトボール場） 

ウ．Ｃグランド （ソフトボール場 天然芝） 

エ．多目的競技場 

 ゲートボールコート２面（内、１面はフットサル兼用コート） 

オ．トイレ 

カ．倉庫 

キ．駐車場 

ク．休憩所（藤棚） 

 

 【裾野市深良グランド】 

名  称 裾野市深良グランド 

所在地 裾野市深良３３６番地の１ 

供用開始年月日 平成４年６月 

施設面積 １１，４７６㎡ 

施設内容 

ア．多目的グランド 

イ．トイレ 

ウ．倉庫 

エ．駐車場 

 

【裾野市須山テニス・フットサル場】 

名  称 裾野市須山テニス・フットサル場 

所在地 裾野市須山１２２０番地の１６ 

供用開始年月日 昭和６２年９月１８日 

施設面積 １，７４０㎡ 

施設内容 

ア．テニスコート２面（内、１面はフットサル兼用コート） 

イ．トイレ 

ウ．倉庫 

エ．駐車場 
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３  指定管理期間 

令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで（５年間） 

     

４  管理の基準 

（１）開館・開場時間 

施   設   名 開館時間・開場時間 

裾野市民体育館（市民テニスコートを含む。） 午前９時から午後９時まで 

裾野市陸上競技場 午前８時３０分から午後９時まで 

裾野市多目的広場 午前８時３０分から午後５時まで 

裾野市運動公園テニス場 午前８時３０分から午後９時まで 

裾野市運動公園野球場 午前８時３０分から午後９時まで 

裾野市やすらぎの広場 午前８時３０分から午後５時まで 

裾野市運動公園「芝生の丘」 午前８時３０分から午後９時まで 

裾野市総合グランドＡグランド 午前６時から午後９時まで 

裾野市総合グランドＢグランド 午前６時から午後５時まで 

裾野市総合グランドＣグランド 午前６時から午後５時まで 

裾野市総合グランド多目的競技場 午前６時から午後９時まで 

裾野市深良グランド 午前６時から午後５時まで 

裾野市須山テニス・フットサル場 午前６時から午後５時まで 

※ただし、指定管理者の提案等により、裾野市が特に必要があると認める場合は、これを変更

することができる。 

※運動公園のうち「芝生の丘」を除く施設については、１４日前までに予約があった場合には

午前６時より使用させることができる。 

 

（２）休館日及び休場日 

ア．毎週月曜日（当日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休

日にあたるときは、その翌日） 

    イ．年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 

ウ．指定管理者が特に必要と認めるときは、裾野市の承認を得て、これを変更し、又は臨時

に開館・開場することができる。 

エ．指定管理者は裾野市の承認を得て、休館日及び休場日を変更し、臨時に休館日及び休場

日を定めることができる。 

 

（３）法令等の遵守 

スポーツ施設等を管理運営するにあたっては、本仕様書のほか、次に掲げる法令及び例

規をはじめ、関係法令等を遵守しなければならない。なお、指定期間中にアからテに規

定する法令及び例規に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。 

ア．地方自治法 

イ．地方自治法施行令 

ウ．裾野市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 

エ．裾野市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 

オ．裾野市民体育館条例 
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カ．裾野市民体育館条例施行規則 

キ．裾野市民体育館利用料減額、免除規程 

ク．裾野市運動公園総合体育施設条例 

ケ．裾野市運動公園総合体育施設条例施行規則 

コ．裾野市グランド条例 

サ．裾野市グランド条例施行規則 

シ．裾野市グランド利用料減額、免除規程 

ス．裾野市都市公園条例 

セ．労働基準法 

ソ．建築基準法 

タ．消防法 

チ．裾野市個人情報保護条例 

ツ．裾野市個人情報保護条例施行規則 

テ．裾野市保有個人情報安全管理規定 

 

（４）職員の配置体制等 

    ア．指定管理者は、施設の管理運営を効率的かつ円滑に安定して行うことのできる最適な人

員を各施設に配置すること。 

イ．市民体育館及び運動公園にそれぞれ事務所を設け、指定管理者は、常勤の職員から統括

責任者１名、統括責任者を補佐する副統括責任者を１名配置すること。 

ウ．市民体育館には、原則として午前８時３０分～午後５時の間は３名以上の職員を配置し、

そのうち１名は常勤の職員とすること（教室指導者やトレーニング指導者等を除く。）。

その他の時間については適切な人員を配置すること。ただし、緊急の場合、裾野市の承

認を得た場合は、この限りではない。 

エ．運動公園には、原則として常時２名以上の職員を配置すること。また、午前８時３０分

～午後５時の間は、上記職員に加え２名以上職員を配置し、そのうち１名は施設の管理

業務（体育施設等のメンテナンス、利用団体の受付業務、施設の開閉等）に従事する者

とする（教室指導者やトレーニング指導者等を除く。）。ただし、緊急の場合、裾野市の

承認を得た場合は、この限りではない。 

オ．施設の管理運営にあたっては、専門的な知識、必要な資格を有する者を配置し、又は選

任すること。なお、有資格者は兼務することができるものとし、職員に有資格者がいな

い場合は、各関係法令の定めるところにより、外部へ委託することができるものとする。 

カ．運動公園の駐車場の運用には、業務が円滑に遂行できるよう、利用状況等に応じ職員を

配置し、もしくは施設利用団体に最適な人員を配置させること。 

キ．施設サービス向上のため、職員の育成方針・研修計画を策定すること。また、職員研修

を適宜行い、業務内容の理解度の向上、業務に関連する知識、技術等の習得に努めるこ

と。 

ク．配置する人員の勤務に関しては、労働基準法その他労働法規を遵守すること。また、再

委託を行う場合についても従業員の労働条件が確保されるよう、労働関係法規を順守し、

適正な対価を支払うこと。 
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（５）個人情報の取り扱い 

ア．指定管理者が指定管理業務を行うにあたり、個人情報を取り扱う場合は、「資料２ 裾

野市個人情報取扱特記事項（特定個人情報等用）」を遵守するものとする。その取り扱

いに十分留意し、漏えい、滅失又は毀損の防止など個人情報の適切な管理に努め、個人

情報を保護するために必要な措置を講じること。 

イ．指定管理者は、指定管理業務を行う上で知り得た個人情報を他に漏らし、又は自己の利

益のために利用してはならない。指定管理者の指定管理期間が満了し、若しくは指定を

取り消され、又は従事者の職を退いた後においても同様とする。 

 

（６）情報公開 

指定管理者が指定管理業務を行うにあたり作成又は取得した文書等で指定管理者が管

理しているものの公開については、別途情報公開規程等を定めるなど適正な情報公開に

努めること。また、市は、指定管理者から受領した文書等について、裾野市情報公開条

例に基づく開示請求があった場合、同条例の規定に従って当該文書等の内容を開示する

ことがある。 

 

（７）文書の管理及び保存 

指定管理者が指定管理業務に伴い作成又は取得した文書等は、市の文書事務に関する諸

規程に準じて、別途文書の管理に関する規程等を定め、適正に管理及び保存すること。

また、指定期間終了時には、市の指示に従い、当該文書等を引き渡すこと。 

 

（８）守秘義務 

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らした

り、自己の利益のために使用したりしないこと。指定管理者の指定管理期間が満了し、

若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても同様とする。 

 

（９）環境への配慮 

指定管理者は、次のような環境に配慮した指定管理業務の実施に努めること。 

ア．環境に配慮した商品及びサービスの購入（グリーン購入）を推進し、また、廃棄に当た

っては資源の有効活用や適正処理を図ること。 

イ．電気、ガス、ガソリン等のエネルギー使用量の削減に向けた目標を設定し、取り組みを

推進すること。 

ウ．化学物質及び感染性廃棄物等のリスク管理を行い、環境や人に影響を及ぼす事故を防止

すること。 

エ．施設の利用者等に対して環境保護等に関する情報提供に努めるとともに、業務に関わる

者に対する教育及び学習の推進に努めること。 

オ．喫煙者への対応については、健康増進法に則り、利用者への周知および巡回を徹底し、

受動喫煙の影響を受けることのないよう注意を図ること。 

 

（１０）賠償責任と保険の加入 

市の責任に帰すべき理由による事故等により第三者に与えた損害については、施設の設

置者である市が賠償責任を負うが、指定管理者が行う業務に起因する事故等により第三
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者に与えた損害については、指定管理者が賠償責任を負う。このいずれの理由にも依ら

ない事故により第三者に与えた損害については、その賠償責任について両者で協議する

こととする。また、指定管理者に起因する火災等による施設の損壊についても、市は指

定管理者に対して損害賠償を請求することができる。以上により、指定管理者は、想定

される損害賠償請求に対応できるよう、任意の賠償責任保険に加入すること。なお、加

入した賠償責任保険の保険証書の写しを、加入後速やかに市へ提出すること。 

 

５  指定管理者の業務の範囲 

事業計画書により提案された運営管理及び事業に係る業務については、事業計画及び収支計画

に基づいて、適切に実施すること。 

（１）施設及び設備の維持管理に関する業務 

指定管理者は、関連する法令等を遵守し、設備・器具、グランド等の状態について常に

巡視点検を行い必要に応じて整備するとともに、定期的な保守点検及び法定検査業務を

行い、利用者が常に安全・快適に施設を利用できるよう、施設及び設備の維持管理・補

修・清掃作業を行うこと。また、点検時に施設や設備に不具合があった場合は、速やか

に修繕等の対策を講じ事故防止に万全を期すとともに、その旨市に報告すること。 

各業務において作成した文書は、文書が完結した日の属する年度の翌年度から起算して

５年間保管を行うものとする。 

ア．施設保守管理業務 

指定管理者は、各施設を適切に運営するために、日常的に施設の点検を行い、現在の状

態を維持し、かつ美観を維持すること。また、指定管理者は、施設を安全かつ安心して

利用できるよう施設の保全に努めるとともに、建築物等の不具合を発見した際には、速

やかにその改善が図られるよう適切に対処すること。 

イ．保守点検業務 

指定管理者は、付属設備等の安全の確保及び適切な管理運営のために、次に掲げる保守

点検等の必要な処置を講ずること 

① 市民体育館 

     ・機械警備業務 

・空調設備保守点検 （フロン排出抑制法に基づく検査を含む） 

・電気設備保守業務 

・太陽光発電保守点検 

・エレベーター保守点検 

・消防設備保守点検 

・給水用貯水槽清掃業務 

・冷水器保守点検 

・特殊建築物定期調査 

・自動ドア保守点検 

・建築設備定期報告 

・防火設備定期報告 

     ・自家用電気工作物保安 

     ・放送システム保守点検 

     ・ガス等の点検 
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     ・防火対象物点検 

     ・建築物衛生管理 

     ・トレーニング器具保守点検 

・健康増進ルーム器具保守点検 

② 運動公園 

・機械警備業務 

・空調設備保守点検（フロン排出抑制法に基づく検査を含む） 

     ・電気設備保守業務 

・電気保安業務  

・エレベーター点検 

・消防設備保守点検 

・給水用貯水槽清掃業務 

・冷水器保守点検 

・特殊建築物定期調査 

・自動ドア保守点検 

・防火設備定期報告 

     ・自家用電気工作物保安 

・放送システム保守点検 

     ・ガス等の点検 

     ・防火対象物点検 

     ・建築物衛生管理 

     ・競技場一般器具および電子機器保守点検 

     ・陸上競技場、野球場、やすらぎの広場芝生エアレーション業務 

     ・野球場散水設備点検 

     ・ローラー滑り台点検 

     ・浄化槽保守点検 

・調整池兼駐車場排水整備業務 

    ③ 総合グランド 

     ・整備業務 

     ・自家用電気工作物保安 

     ・浄化槽保守点検業務 

④ 深良グランド 

     ・浄化槽保守点検 

    ⑤ 須山テニス・フットサル場 

     ・浄化槽保守点検 

ウ．清掃業務 

施設及び敷地内の良好な環境衛生及び美観の維持に心がけ、快適な空間を保つために清

掃業務を行うこと。 

① 清掃を実施する際には利用者の妨げにならないよう配慮すること。  

② 施設内の日常清掃を行い、施設、設備、器具類等を常に清潔な状態に保つこと。 

③ トイレ及びシャワー室等の水周りは、特に衛生面に注意すること。 

④ 日常清掃で実施できないワックスがけや照明器具等などの定期清掃を必要に応じて行
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うこと。 

⑤ グランドやその附帯施設、駐車場、屋外施設についても、ゴミ等の散乱や汚損がないよ

う日常清掃を行うこと。場内において、ゴミ等が発見、発生した場合には速やかに処理

を行うこと。 

⑥ 側溝等の清掃を定期的に行い、排水機能の維持に努めること。 

⑦ 関係法令や裾野市のゴミの分別方法等に基づき、廃棄物の処理を行うこと。 

エ．保安警備業務 

施設の秩序を維持し、盗難・破壊等の犯罪及び火災等の災害の発生を警戒・防止し、財

産の保全と利用者の安全を守るため、保安警備業務を適切に行うこと。なお、市民体育

館及び運動公園（事務所、陸上競技場、野球場）の夜間は、原則として機械警備による

保安警備を行うこと。 

オ．関係法令に基づく法定検査等 

① 建築基準法に基づく建築物の定期調査 

② 建築基準法に基づく建築設備の定期検査 

③ 消防法に基づく防火対象物点検 

④ 消防法に基づく消防用設備等点検 

⑤ 水道法に基づく簡易専用水道の検査 

⑥ 浄化槽法に基づく定期検査 

⑦ その他関係法令に基づく法定検査等 

カ．植栽管理業務 

施設敷地内の植栽樹木及び芝生等の機能、美観を良好な状態に保つため、施肥や薬剤散

布、除草、灌水、刈込、剪定等の必要な処置を講ずること。 

① 利用者や近隣住民の支障にならないよう、樹木の性質に応じ、樹木や生垣の剪定（高木

の伐採も含む）及び除草等を定期的に行い、特に市民体育館及び運動公園については６

月～９月の期間は、施設の美観を維持するよう毎月剪定作業を行うこと。また、必要が

あれば消毒及び害虫駆除等を行うこと。 

② 運動公園や総合グランド等の芝生がある施設については、利用者が安全快適に施設を利

用できるよう、芝生の定期的な刈り込みを行うこと。また、十分な散水を行うなど適切

な管理に努めること。 

③ 枯れ木が発生した場合は、倒木の恐れがあるので、早急に伐採を行うこと。 

④ 樹木の剪定・伐採計画を立て、過大に成長し、施設の維持、利用に障害を生じる樹木等

について、毎年５本程度、強剪定、伐採等の必要な処置を行い、施設に応じた適切な植

栽管理に努めること。 

⑤ 地域の市民・団体等と連携し、植栽の管理を行うよう努めること。 

キ．維持修繕業務 

① スポーツ施設等における、ベンチ、テーブル、四阿等の木製工作物及び建築物への保護

塗装を指定管理期間中に 1回以上行うものとする。また、剥離等が生じた場合には速や

かに補修を行うこと。 

② 人工芝テニスコートの維持管理において、年１回ロングパイル人工芝専用メンテナンス

機により人工芝及び緩衝材のブラッシングを行うこと。また、適宜緩衝材の補充を行う

こと。 

③ 裾野市が貸与したものを除き、植栽等管理業務にかかる芝刈り機やロングパイル人工芝
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専用メンテナンス機等の機械の手配は指定管理者が行うこと。 

④ 施設、設備及び市の貸与機材については、損耗、劣化及び破損又は故障により損なわれ

た機能を回復させるため、１件につき５０万円未満の修繕は指定管理者が実施すること。

ただし、緊急を要する修繕で５０万円以上のものについては、裾野市と協議の上、修繕

できるものとする。また、指定管理者が行った修繕により、結果として資産を取得する

こととなる場合は、その資産は、市の所有に属するものとする。 

⑤ 指定管理者は、①及び②の業務を除き、５０万円未満の修繕を、毎年合計で５００万円

（消費税及び地方消費税を含む）以上行うものとする。修繕に際しては、最小の経費で、

最大限の効果を得られるよう工夫しなければならない。なお、指定管理者へ支払う指定

管理料のうち、施設の修繕に関わる費用は年度末に精算する。修繕費の精算は原則とし

て、上記金額に対する不用額の精算とし、不足額の精算は行わない。 

ク．備品管理業務 

① 備品等の維持管理 

a) 各施設に配備されている備品については、正常な機能を保持し、長期的に利用者が安全

かつ快適に使用できるよう保管、管理を行うこと。 

b)  各施設の備品については、毎月１回、確認・点検を行い、整理整頓を行うとともに、毎

年度、更新・購入計画を立て、裾野市と協議を行うこと。 

c)  備品に破損、不具合等が生じた場合は、速やかに裾野市に報告を行うとともに、修繕に

ついては、指定管理者の責任で実施すること。ただし、１件につき１０万円を超えるも

のは裾野市と協議すること。 

d)  指定管理者は、１０万円未満の備品の修繕を、毎年合計５０万円（消費税及び地方消費

税を含む）以上行うものとする。修繕に際しては、最小の経費で、最大限の効果を得ら

れるよう工夫しなければならない。なお、指定管理者へ支払う指定管理料のうち、備品

の修繕に関わる費用は年度末に精算する。修繕費の精算は原則として、上記金額に対す

る不用額の精算とし、不足額の精算は行わない。 

e) 指定管理者が行なった修繕により結果として資産を取得することとなる場合は、その資

産は、裾野市に帰属するものとする。 

② 備品等の貸与及び購入 

a)  各施設に配備されている備品については、指定管理者に無償で貸与する。 

b)  指定管理者は、市が所有する備品等について、裾野市物品会計規則（昭和６１年規則第

１４号）及び関係例規に基づき、整理整頓に努め、盗難や滅失、破損がないよう適切な

管理を行うこと。 

c)  備品の廃棄、破損等による買い替え及び新規購入については、裾野市と指定管理者が協

議し決定するものとする。指定管理者の資産となるもの以外の備品については、予算の

範囲内において市が購入するものとする。 

d)  指定管理者所有の備品については、ラベルを貼り付けるなど市所有の備品とは明確に区

別して管理すること。また、指定期間終了後は指定管理者の責任において引き上げるこ

と。 

e)  指定管理者が指定期間中に購入した備品（指定管理者の故意・過失により破損等した市

所有の備品を弁償するために指定管理者が購入したものを除く。）の所有権は、指定管

理者が有するものとする。 

f)  市民体育館のトレーニング室内のトレーニング器具については、令和２年３月３１日を
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もって指定管理者とリース会社との賃貸借契約が終了するため、指定管理者が業務に支

障のない範囲において新たに調達すること。 

※令和２年３月３１日までの賃貸借内容 

・ランニングマシン ７台 

・バイク      ６台 

・ステップマシン  ２台 

・ウェイトマシン １１台（内 車いす対応 ５台） 

・フリーウェイト、ダンベル 

ケ．駐車場管理業務 

敷地内に設置する施設利用者用の駐車場を適切に管理し、事前に駐車車両が駐車可能台

数を超えないように、利用者との調整を行うこと。不足する場合については、近隣施設

に協力を求めるなど、駐車台数の増加に努めること。また、運動公園調整池兼駐車場を

使用する利用者及び団体について、市の規定に基づき適切な運用、注意喚起を行うこと。 

コ．消耗品管理 

指定管理者は、施設の運営に支障を来さないよう、必要な施設維持管理用消耗品（電球、

トイレットペーパー）、事務用消耗品（筆記用具、セロハンテープ等）、清掃衛生用消耗

品（洗剤、応急用医薬品、消毒用アルコール、清掃用具等）を適宜購入し、在庫管理を

行うこと。 

サ．光熱水費（電気料金、ガス料金、水道料金）を支払うこと。 

シ．通信運搬費（電話料金、郵便料金等）を支払うこと。 

ス．施設内での遺失物を拾得した場合は、遺失物法に則って適切な管理を実施すること。 

 

（２）施設の利用に関する業務 

      指定管理者は各施設の設置目的や利用基準等を十分理解し、常に利用者に対して公平中

立な対応をもって業務を行うこと。 

ア．裾野市民体育館条例、裾野市運動公園総合体育施設条例、裾野市グランド条例、裾野市

都市公園条例及び同施行規則及び裾野市が定める基準等（以下、条例等という。）に基

づき、施設の利用申請の受付及び承認等の業務を行うこと。 

イ．施設の利用調整、施設利用者への案内及び電話対応等を行うこと。 

    ウ．施設の利用申請の受付及び承認等の業務は、裾野市民体育館と裾野市運動公園内事務所

に備え付けの施設予約管理システムを活用して行うこと。 

    エ．大会等で施設を利用する場合は、事前に利用者と十分な打合せを行い、利用日当日にト

ラブルがないようにすること。また、駐車場を含む交通対策（自動車及び自転車の誘導、

整理等）を行うよう指導するとともに、交通対策の責任者を定めるよう求めること。 

オ．利用承認申請書等の受付業務に要する、用紙及び物品は指定管理者において用意するこ

と。 

 

（３）利用料金の収受に関する業務 

      本業務は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第８項に定める利用

料金制度により、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。 

ア．利用料金は条例等に定める額の範囲内で、市長の承認を得て設定するものとする。 

   イ．指定管理者は、施設利用者が、雨天等の利用者の過失によらずに施設を利用できなかっ
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た場合や、条例等に定める期限までに利用の中止の申し出があった場合は、条例等の規

定に基づき利用料金を還付すること。 

ウ．指定管理者は、施設利用者が条例等の規定に基づき施設利用料の減免を申請した場合は、

条例等で定める基準に従い利用料金を減免することができる。 

    エ．指定管理期間が満了する年度において、次年度以降の利用に係る利用料金（使用料）が

納付された場合は、その料金については、次期管理者（次期指定管理者又は次期の管理

を直営とする場合は裾野市をいう。）に引き継ぐものとする。 

   オ．電子決済等のサービスを導入するなど、利用者の利便性の向上に努めること。 

 

（４）施設の総合案内及び情報発信に関する業務 

     指定管理者は、施設の利用を促進するため、ホームページ、SNS、新聞広告等の必要な

媒体を利用し、施設のＰＲやスポーツ情報の収集・提供を行うこと。 

ア．ホームページを作成し、施設のＰＲや自主事業の情報発信を行うこと。なお、指定管理

者のホームページは市のホームページとリンクさせること。 

イ．施設案内のリーフレット等を作成すること。 

    ウ．特別な事情により施設を閉館・閉場する場合は、裾野市に報告するとともに、ホームペ

ージ、貼紙等により、できるだけ早く利用者に情報を伝えること。 

エ．利用者からの問い合わせへの対応、施設案内パンフレットの配置等を行うこと。 

オ．スポーツ、社会教育等に関するポスター・チラシの配架、施設を利用するグループ等の

紹介チラシを掲示すること。 

カ．当日使用する貸室案内のため、各施設の案内板及びホームページへ行事予定を公表する

こと。 

 

（５）施設の利用状況の把握に関する業務 

ア．施設を利用した者から施設利用報告書の提出を求め、施設ごとに貸室、利用種目、時間

区分に分類した利用件数及び利用者数等の統計をとるとともに、施設や設備の利用前後

の状況を確認すること。 

イ．利用者、住民等から苦情があった場合は、適切な対応をすること。また、その内容を速

やかに裾野市へ報告すること。 

 

（６）利用者への指導及び事故防止に関する業務 

ア．危険な行為による事故の防止や他の利用者への迷惑行為の防止のため、使用状況を適宜

把握し、必要に応じて利用者への安全指導を行うこと。 

イ．指定管理者は、大規模イベントの開催等に際し、利用者に危険が生じる可能性がある場

合には、主催者に事前に利用計画書、避難計画書を提出させ、事故や危険防止に努める

こと。 

ウ．使用後の器具、備品の片付けや、グランドの整備、清掃等は利用者自身で行ってもらう

ように指導を行うこと。 

エ．施設の駐車場や駐輪場の利用者に対して、適切な指導を行うこと。 

 

（７）自動販売機に関する業務 

施設の必要に応じ清涼飲料水等の自動販売機を設置すること。 
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（８）裾野市スポーツ祭に関する業務 

指定管理者は、市スポーツ祭の事務局を設置し、実施団体の要請に応じて、関係団体の

協力を得て実施・運営を行うこと。尚、種目、名称、日程、会場、参加費及び大会の詳

細、運営方法等については、裾野市が設定するものとする。（令和元年度の実施内容に

ついては、「資料６」参照） 

 

（９）教室等に関する業務 

指定管理者は、以下の教室等を実施すること。講師については指定管理者が手配するも

のとし、受講料、受講人数及び指導内容などの詳細については、裾野市及び関係団体と

の協議の上、指定管理者が設定できるものとする。なお、費用についてはすべて指定管

理者の負担とし、受講料については全額指定管理者の収入とする。 

ア．市民向けスポーツ教室の実施 

市民がスポーツに親しむきっかけを目的としてスポーツ教室を開催すること。各年代及

び性別に配慮し、それぞれの年代に適した運動強度の教室を延べ年間１０５回以上開催

すること 

イ．スポーツセミナーの実施 

   裾野市内の市民やスポーツ関係団体に向け、スポーツの振興やスポーツ指導技術及び知

識向上のためのセミナーを開催すること 

ウ．認知動作型トレーニングマシン講習会（実施例については、資料７を参照） 

認知動作型トレーニングマシンの使い方及び基礎知識の講習を開催すること 

 

（１０）スポーツ施設への交通の便に資する業務 

市内スポーツ施設へのアクセスの難しい市民に対し、容易にスポーツ施設を訪れ、スポ

ーツを実施することができるよう努めること。 

 

（１１）市民の健康増進に関する業務（実施例については 資料９を参照） 

市が主催する健康づくり事業の企画、運営等を行うこと。実施内容については、健康推

進課等の関係各課及び関係団体と協議し実施すること。 

 

  （１２）防犯・防火管理に関する業務 

  ア．施設の出入り口の施錠・開錠等の点検及び鍵の適正な管理を行うこと。特に施錠時には、

火気の始末に留意すること。 

イ．消防設備の配置状況等の把握、日常点検、消防訓練を行うとともに、消防署の立ち入り

検査等がある場合は、立ち会いの上、指摘事項につき適切な是正を講じること。 

 

（１３）災害等緊急時対応に関する業務 

地震・台風等の風水害、火災等の大規模な災害が発生した場合、または発生することが

予想される場合は、スポーツ施設等を管理する者として必要とされる対応について、次

のとおり実施すること。 

ア．裾野市地域防災計画に基づき、地震等の災害時や緊急時に備えた危機管理計画や防災対

策マニュアルを策定し、裾野市に提出するとともに、職員への周知徹底及び緊急時に機

能する訓練等を実施すること。 
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イ．裾野市等関係機関との連携を密にするとともに、日頃から連絡・協力体制の構築を図る

ものとする。 

ウ．災害発生時には、次のとおり施設利用者の安全を確保するよう努めること。 

① 災害発生後、施設利用者の安全を確認し、迅速かつ的確に避難誘導を行うこと。 

② 負傷者への応急処置を講じるとともに、施設内の被害状況の把握や初期消火等の緊急防 

護措置を行うこと。 

③ 震度５以上の地震が発生した場合は、全利用者を屋外に退去させること。また、応急危

険度判定士等による判定が必要な状況になった場合には、判定を受けるまで施設を一旦

閉鎖し、裾野市の指示に従うこと。 

エ．負傷者の有無や施設の被害状況について速やかに市に報告すること。 

オ．避難所等に指定されているスポーツ施設等においては、避難所や緊急物資集積所が開設

された際には、これに対応するとともに、避難所等運営にあたり、人的・物的支援を求

められた場合には、必要な協力を行うこと。 

カ．災害対応に関する情報共有のため、施設における会合・訓練等への協力や地域で開催さ

れる防災会議等へ出席すること。 

キ．ＡＥＤは市が備品として設置するが、全職員が取り扱うことができるよう、操作方法を

習得させること。また、ＡＥＤが正常に作動するよう日常点検を実施すること。 

ク．感染症・伝染病等が市内又は近隣で発生した場合は、市からの指示に基づき、感染拡大

防止のために必要な措置を講ずるものとする。 

ケ．その他、施設管理者として必要な業務を実施すること。 

 

（１４）そのほか裾野市が必要と認める業務 

ア．スポーツ施設において、裾野市スポーツ協会加盟団体に対し、施設の景観及び他の利用

者の利用を害しない範囲において、備品等の置き場として使用させること。 

イ．市民体育館の倉庫の一部及び運動公園の管理棟の一部屋については、裾野市が書庫とし

て使用するものとする。 

ウ．裾野市民温水プール施設利用券の市民への頒布及び配布枚数の計上を行う。 

エ．指定管理者は、指定管理業務以外に、利用者へのサービスの一環として、施設の管理に

支障がない場所において、事前に裾野市と協議した上で、コピー機、印刷機及び公衆電

話等を設置することができる。 

オ．裾野市スポーツーリズム推進協議会に参加し、スポーツツーリズムの振興に協力するこ

と。また、裾野市スポーツツーリズム協議会を介して利用する団体については、施設の

利用に際し、市民の利用料と同一の金額で利用させること。 

カ．スポーツ協会加盟団体の支援を行い、スポーツ協会加盟団体が指定管理施設で開催事業

について、積極的に協力を行うこと。 

キ．裾野市もしくは裾野市内小中学校の求めがある場合に、講師等の派遣もしくは仲介を行

うなど、スポーツ振興事業への協力を行うこと。 

ク．その他の裾野市が必要と認める業務については、都度、協議の上、決定事項に従い実施

すること。 
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６  自主事業 

   指定管理者は各施設を利用して、下記の内容に留意し、事業を自らが企画・実施することがで

きる。なお、自主事業が、本来事業（指定管理業務）に支障を与えていると判断される場合、

過度に営利性を有すると判断された場合、施設の使用の公平性・公正性に反すると判断される

場合は、裾野市は自主事業の改善、中止を命じることがある。 

（１）指定管理者が自主事業を実施する場合には、事業計画書において提案した上、あらかじ

め裾野市と協議し、承認及び必要な許可を受けなければならない。また、行政庁等の許

認可が必要な事業を実施する場合には、指定管理者にて許可を得ること。 

 

（２）自主事業に要する経費は、指定管理者が負担するものとし、自主事業に係る収入は指定

管理者に帰属する。 

 

（３）施設の利用・事業の実施にあたり、市及び第三者に損害を与えたときは、すべて指定管

理者の責任で一切の損害を賠償しなければならない。 

 

（４）自主事業に係る損害賠償保険及び傷害保険等には指定管理者において加入すること。 

 

７  事業計画書及び事業報告に関する業務 

指定管理者は、事業の計画及び実施状況について以下のとおり裾野市に報告すること。 

（１）事業計画書の作成に関すること 

指定管理者は、毎年度２月末までに翌年度の管理運営に関する事業計画書を作成し、裾

野市に提出すること。なお、事業計画書の主な内容は次のとおりとし、作成にあたって

は事前に裾野市と調整を図ること。 

ア．事業項目及びその内容に関する事項 

イ．収支計画書に関する事項 

 

（２）事業報告書の作成に関すること 

指定管理者は、以下の事業報告書を作成し、指定する期日までに市に提出すること。な 

お、書式については、裾野市と指定管理者が協議の上で定める。 

 

種   類 内    容 提出期日 

年間事業報告書 ア．管理業務の実施状況 

（修繕・備品状況含む） 

イ．施設利用状況 

ウ．利用料金の収入実績 

エ．管理経費の収支状況 

オ．提案事項の実施状況 

カ．自己実績評価モニタリング結果 

キ． その他裾野市が必要と認める事項 

毎年度終了後

４５日以内 

四半期事業報告書 ア．管理業務の実施状況 

イ．施設利用状況 

ウ．利用料金の収入実績 

６月、９月、 

１２月、３月 

終了後１５日
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エ．管理経費の収支状況 

オ．その他裾野市が必要と認める事項 

以内 

月次事業報告書 ア．管理業務の実施状況 

イ．施設利用状況 

ウ．利用料金の収入実績 

エ．利用者からの苦情、意見、要望等の

内容及びそれらへの対応状況 

オ．その他裾野市が必要と認める事項 

毎月終了後 

１０日以内 

業務日報 ア．施設利用状況 

イ．利用料金の収入実績 

ウ．その他裾野市が必要と認める事項 

市の請求があ

った場合 

 

８  モニタリング及び自己評価 

（１）指定管理者によるセルフ・モニタリング 

セルフ・モニタリングの方法は、協定書の遵守状況が把握できるものとすること。指定

管理者は、定期的に施設利用者からアンケート等により意見や満足度等を聴取し、利用

者モニタリングを行い、その結果や利用実績等の分析により管理運営実績の評価を行う

ことにより、その後の管理運営の改善充実につなげること。また、その結果については、

年度毎の事業報告書とともに裾野市に提出すること。 

 

（２）裾野市によるモニタリング及び実績評価 

裾野市は、毎年度終了後、指定管理者からの報告書等を基に、業務の履行状況の確認を

行う。また、施設の管理運営の適正を期するために原則として年１回以上の実地調査等

を実施し、必要に応じて改善指示・指導や助言を行う。 

 

（３）外部評価委員会による評価及び結果の公表 

裾野市は専門的知識を有する者、施設利用者及び学識経験者等からなる「指定管理者選

定評価委員会」を設置する。裾野市は、評価結果を施設のサービス改善及び充実に活か

すために指定管理者に伝達する。 

 

（４）モニタリング結果について 

モニタリングの結果や事業報告書等の検査により、指定管理者の不適正な運営が判明し

た場合は、裾野市は指定管理者に対して業務の改善勧告を行う。なお、勧告を行っても

改善が見られない場合は、指定を取り消すことがある。 

 

９  目的外使用許可 

行政財産の目的外使用許可に関する業務は、指定管理者の業務には含まれない。また、指定管

理者は、市が許可した行政財産の目的外使用許可に協力するとともに、既に使用許可を受けて

いる者と良好な関係を維持すること。 

 

１０ 経理に関する事項 

管理運営にかかる経費は、協定書で定める予算書に沿って執行すること。ただし、裾野市との
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協議により、科目間の流用ができるものとする。 

   （１）利用料金収入 

利用料金は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第８項の規定に基

づき、全額指定管理者の収入とする。なお、指定管理者は、裾野市民体育館条例、裾野

市運動公園総合体育施設条例、裾野市グランド条例等に定める範囲内で、市長の承認を

得て利用料金を定めるものとする。 

 

（２）指定管理料 

市から指定管理者に支払う指定管理料は、指定管理者からの事業計画書に提示された提

案額に基づき、協定書において定める。 

 

 （３）委託料の支払い 

指定管理業務委託料の支払いは会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごととし、

支払時期や方法は協定書において定める。 

 

  （４）管理口座 

指定管理業務に関する出納は、指定管理者自体の口座とは別の口座で管理し、１口座を

原則とする。２口座以上とする場合は、事前に裾野市に報告すること。 

 

（５）経理規程 

      経理規程を策定し、経理事務を行うこと。 

 

  （６）立入検査  

裾野市は必要に応じて労務管理、物品、各種帳簿等の立入検査を行うことができ、指定

管理者は合理的な範囲でこれに協力するものとする。また、相当な猶予期間を定めて、

指定管理者に改善措置を講ずることを勧告することができる。 

 

  （７）その他留意事項 

ア．必要な帳簿を作成し、他の経費と混同することのないよう適正に管理すること。 

イ．指定管理者の収入となる利用料金は、指定期間中の利用に係る利用料金とする。 

ウ．指定期間外の利用に係る利用料金を収受した場合は、明確に区分してこれを管理し、市

又は市が指定する指定管理者に対し円滑に引継ぎを行うものとする。また、管理口座に

ついても、指定期間中の経費及び収入を管理する口座を設けて管理するものとする。 

エ．公の施設としての本来の目的及び業務の基準等に基づく運営・事業等を前提としつつ、

指定管理料以外の収入を積極的に確保することによって、収入に占める指定管理料の割

合の低減を図ること。 

      

１１ 責任の分担 

裾野市と指定管理者の責任の分担は資料「リスク分担表」のとおりとし、協定において定める

ものとする。また、あらかじめ定めた責任の分担に疑義が生じた場合、又は定めのない事項が

発生した場合は、裾野市と指定管理者が協議の上、対応を決定するものとする。なお、協議事

項については、事案ごとの原因により判断するが、第一義的責任は指定管理者が有するものと
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する。 

 

１２ 業務の引き継ぎについて 

指定管理者は、次に掲げる事項に従って、業務の引き継ぎを行うこと。 

（１）新たな指定管理者は、指定期間の始期までの間において、現在の管理者と業務の引き継

ぎを行い、また引き継ぎ内容を裾野市へ報告するものとする。この場合において、当該

引き継ぎに要する費用は、新たな指定管理者の負担とする。 

 

（２）指定管理者は、指定期間終了後、次期指定管理者が円滑かつ支障なく業務を遂行できる

よう、引き継ぎを行うこと。 

 

（３）指定期間終了後若しくは指定の取り消し等により次期指定管理者へ業務を引き継ぐ際は、

円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供するものとする。

特に施設の利用予約に関しては遺漏がないよう十分留意すること。 

 

１３ 業務の基準を満たしていない場合の措置 

裾野市は、適宜立入調査を行うことができ、指定管理者の業務が業務仕様書や事業計画に示さ

れた基準を満たしていないと判断した場合、指定管理者に対して改善の指示を行うことができ

る。さらに、指定管理者が裾野市の指示に従わないときはその指定を取り消し、又は期間を定

めて業務の停止を命ずることができる。 

 

１４ 業務の継続が困難になった場合等の措置 

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はその恐れが生じた場合は、直ちに裾野市に

報告しなければならない。その場合の措置については、次のとおりとする。 

（１）指定管理者の責に帰すべき事由による場合 

指定管理者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合、又はその恐れが

生じた場合には、裾野市は指定管理者に対して改善勧告等の指示を行い、期間を定めて

改善策の提出及び実施を求めることができる。なお、指定管理者がその期間内に改善す

ることができなかった場合には、市は指定管理者の指定を取り消し又は業務の全部若し

くは一部の停止を命じることができるものとする。この場合、指定管理者は市に生じた

損害を賠償するものとする。 

 

（２）不可抗力等による場合 

自然災害その他の不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事由

により、業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議を行うものとす

る。なお、一定期間内に協議が整わない場合は、市は指定管理者の指定を取り消すこと

ができるものとする。また、指定管理者は、市又は次期指定管理者が円滑かつ支障なく

管理運営業務を遂行できるように引き継ぎを行うものとする。 

 

１５ 市主催事業等への協力 

（１）市及び教育委員会が主催する事業等が、優先的に実施できるよう積極的に協力すること。 

（２）市及び教育委員会からの広報物等の配架・掲示について協力すること。 
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（３）類似公共施設の広報物の掲示等、ＰＲの相互協力を行うこと。 

（４）市及び教育委員会が行う施設等の調査に対して、積極的に協力すること。 

（５）市の監査委員による監査及び外部監査の対象となった場合は、積極的に協力すること。 

 

１６ 施設の優先予約等 

（１）各スポーツ施設の円滑な運営を行うため、翌年度以降に開催される市の主催事業、全国

規模の大会、市内各競技団体が行う大会及び裾野市スポーツツーリズム推進協議会が、

指針に基づき誘致するスポーツ合宿の団体利用の場合等は、一般利用に優先して予約を

受け付けること。 

なお、国政選挙等の投・開票所として施設を利用する場合は最優先で取り扱うものとし、

既に利用予約がなされているときは、利用団体に対し、予約の取消し連絡等の対応を行

うこと。 

（２）毎年１月に優先利用者による調整会議を開催し、裾野市、裾野市婦人会、裾野市スポー

ツ協会加盟団体、市内小中学校等関係団体に優先して使用させること。 

（３）「資料５」記載事業については、使用料減免（全額）で利用させること。 

（４）本仕様書に記載されている事業以外で、優先的に使用を認める場合については、裾野市

と協議しなければならない。 

 

１７ 業務を実施するにあたっての留意事項 

業務を実施するにあたっては、次の各項目に留意して円滑に実施すること。 

（１）公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に

有利または不利となる運営をしないこと。 

（２）本業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、書面によ

り申請し、裾野市の承認を得たときは、管理業務の一部を第三者に行わせることができ

る。業務の一部を行う第三者は、業務に応じた裾野市の指名参加登録を行わなければな

らない。また、第三者の責めに帰すべき事由により生じた管理業務上の損害・損失につ

いては、すべて指定管理者が負担するものとする。 

（３）施設の管理運営に関し苦情や要望があった場合は、利用者に不快となることのないよう

丁寧に対応し、内容を裾野市に報告すること。 

（４）施設の管理運営に係る各種規程・要領等を別に定める場合は、裾野市と協議を行うこと。 

（５）市内スポーツ団体や関係機関と連絡調整を図り、円滑な施設運営を行うこと。 

（６）職員を雇用する場合は、現在の職員を再雇用するよう努めること。 

（７）業務で発生した施設利用申請書、業務日報及び統計資料等の書類について、裾野市の指

示に基づき適正に管理し、指定期間終了後、求めに応じて裾野市に提出すること。 

（８）静岡県民の日（８月２１日）の同一週の日曜日は、市民体育館及び運動公園の当日個人

利用者に対して無料開放を行うこと。 

（９）国の関係通知等については、積極的に情報収集し、十分参照したうえで、施設の管理を

適正に行い、修繕及び本市への協議・提案を行うこと。 

 

１８ その他 

本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義が生じた場合は、必要に応じて協議して

定めるものとする。 
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また、指定管理期間内において、指定管理施設に大規模修繕、改修を行う際には、対応及び補

償額等について、裾野市と指定管理者の協議を行う。 


