周防大島町総合交流ターミナル指定管理者募集要項
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、周防大島町公の施設に係る指定管理
者の指定手続等に関する条例（平成１７年条例第２０号。以下「指定手続条例」
という。）及び周防大島町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条
例施行規則（平成１７年規則第１７号。以下「施行規則」という。）に基づき、
公の施設である周防大島町総合交流ターミナル（以下「ターミナル」という。）
の管理運営を指定管理者に行わせるため、下記のとおり指定管理者の募集を行
います。
記
１

施設の概要
施 設 の 名 称 周防大島町総合交流ターミナル施設
施 設 の 所 在 地 周防大島町大字西方 1958 番地 77
施設の設置目的
本町の特産品の振興と、地場産品のＰＲ及び町の情報発
信を通じた地域間交流を促進するとともに、より一層の地
場産業の発展と観光施策の推進に資することを目的とす
る。
建 物 の 構 造 等 建築年月日：平成８年９月
改修年月日：
構造・規模：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造２階建
敷 地 面 積： 5,998 ㎡
延 床 面 積：
630.45 ㎡
主 要 施 設：交流ターミナル、休憩施設、駐車場、遊具
（※詳細は別紙１「周防大島町総合交流ターミ
ナル指定管理者業務仕様書」（以下｢仕様書｣
という。）のとおり）
施設平面図等：別紙２のとおり

２

申請の資格（指定手続条例第２条第５号及び施行規則第３条並びに第４条
第２項）
(1) 応募資格
法人その他の団体（以下「団体」という。）とします。
(2) 共同して行う申請
複数の団体で共同して申請する場合には、複数の団体が共同して構成す
る団体（以下「共同企業体」という。）として組織し、代表となる団体によ
り申請してください。なお、共同企業体の構成団体となった場合には、別
に単独で申請を行うことはできません。また、この場合、その他複数の共
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同企業体の構成団体となることもできません。
(3) 欠格条項
申請しようとする団体は、申請資格に関する申立書を提出してください。
（施行規則第４条第２項に規定する様式第２号）
団体又は代表者が次の者に該当する場合は、申請資格を有しないものと
する、いわゆる欠格条項は次のとおりとします。
ア 法律行為を行う能力を有しない者
イ 破産者で復権を得ない者
ウ 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。）の規定により本町における一般競争入札
等の参加を制限されている者
エ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受け
たことがある者
オ 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。）
または第１８０条の５第６項の規定に抵触することとなる者
カ 本町における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨
げた者、または公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るた
めに連合した者
キ 国税及び地方税を滞納している者
ク 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７
７号）第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う
団体。また、役員に同法第２条第６号に規定する暴力団員がいる団体。
３

指定の申請（指定手続条例第３条及び施行規則第４条関係）
(1) 指定の申請（指定手続条例第３条）
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てください。なお、指定手続条例第
３条に規定する指定申請は、施行規則第４条第１項に規定する様式第１号
により行うものとします。
ア 申請資格を有していることを証する書類
イ 管理を行う公の施設の事業計画書
ウ 管理に係る収支計画書
エ 当該団体の経営状況を説明する書類
オ その他町長等が別に定める書類
(2) 申請資格を有していることを証する書類（指定手続条例第３条第１号及
び施行規則第４条第２項）
指定手続条例第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、申請資格に関する申立書（施行規則第４条第２号に規定する様
式第２号）のほか、次に掲げるとおりとします。
ア 法人にあっては、定款または寄附行為の写し及び登記簿謄本
2

イ 非法人にあっては、代表者の身分証明書、会則及び構成員名簿
ウ 納税証明書・・・（写しでも可）
・国税
法 人…法人税、消費税・地方消費税
非法人…代表者の所得税、消費税・地方消費税
・県税
法 人…法人県民税、法人事業税、不動産取得税、自動車税
非法人…代表者の個人事業税、不動産取得税、自動車税
・町税
法 人…町県民税・特別徴収、固定資産税、軽自動車税、法人町民税
非法人…代表者の町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
※証明内容は滞納がないことを証する証明書
※証明書申請の際には、窓口担当者へ指定管理者指定申請に使用する
旨をお申し出下さい。
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書（指定手続条例第３条第２号及び施行
規則第４条第３項）
条例第３条第２号に規定する事業計画書は、施行規則第４条第３項に規
定する様式第３号により行うものとします。
なお、指定期間内の各年度分の事業計画書を作成すること。
(4) 管理に係る収支計画書（指定手続条例第３条第３号及び施行規則第４条
第４項）
指定手続条例第３条第３号に規定する収支計画書は、施行規則第４条第
４項に規定する様式第４号により行うものとします。
なお、指定期間内の各年度分及び合計の収支計画書を作成すること。
(5) 当該団体の経営状況を説明する書類（指定手続条例第３条第４号及び施
行規則第４条第５項）
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
おりとします。
ア 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
録またはこれらに相当する書類（税務申告内容と相違ないもの）
イ 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またはこれら
に相当する書類
(6) その他町長等が別に定める書類（指定手続条例第３条第５号）
指定手続条例第３条第５号のその他町長が別に定める書類は、次のとお
りとします。
ア 団体の活動内容等を記載した書類
団体の定款または寄附行為、事業報告書、役員名簿及び組織に関する
事項について記載した書類など。
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なお、これらの書類は、申請資格を有していることを証する書類とし
て使用することも可能です。
イ レストラン、物産販売等に係る町内仕入れ予定額を記載した書類
実績のある団体の場合には、当該予定額のほか実績仕入額を併せて記
載すること。
ウ 町内雇用予定人数を記載した書類
実績のある団体の場合には、当該予定人数のほか実績雇用人数を併せ
て記載すること。
４

選定基準
(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。（指定手続条例第４条第１号）
地方自治法２４４条第３項の規定から導き出される基準です。
なお、
「平等な利用の確保」とは、個々具体的に判断するほかありません
が、一般的には、公の施設の利用に当たり、信条、性別、社会的身分、年
齢等により、合理的な理由なく利用を制限しあるいは使用料を減免する等
は、平等な利用の確保の侵害に該当します。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること（指定手続条例第４
条第２号）。
具体的には、管理業務の計画書の内容が、施設の設置目的の達成により
有効なものであるか、施設の性質・業務の内容に合致したものであるか等
について判断します。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られる
ものであること（指定手続条例第４条第３号）。
選定に当たっては、指定管理者に対して本町が支払うべき管理費用の基
準となる額（以下「基準管理費用」という。）をあらかじめ定めておき、原
則として基準管理費用を超える額の支出が必要となる団体は不選定としま
す。ただし、その団体が提案するサービスの内容が本町が想定していた以
上のものである場合には、本町の支出額が基準管理費用を超えることとな
っても、その団体を指定管理者となるべきものとして選定することができ
ることとしています。
(4) 公の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、または確保できる見込みがあること（指定手続条例第４条
第４号）。
理想的な内容の提案をした団体であっても、指定期間中に安定した施設
の管理を行うことのできる物的・人的な規模・能力を有しないと認められ
る団体は指定管理者に指定しませんが、申請の時に十分な規模等を有して
いない団体であっても、本町から管理費用等を収受できるなどその後に十
分な規模等を得ることが確実と認められる団体は、この選定基準を満たし
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ているものとします。
なお、当該規模等の認定に当たっては、団体の経営状況を説明する書類、
団体の活動内容等を記載した書類等に基づき、申請者の経営状況、申請者
が過去に行った事業または現在行っている事業の内容、代表者または他の
構成員の経歴・資格、代行させる管理業務の具体的内容または難易度など
から客観的に判断します。
(5) その他町長等が別に定める事項（指定手続条例第４条第５号）
ア レストラン、物産販売等に係る町内仕入れ予定額
イ 町内雇用予定人数
ウ 事務所の所在地に関する事項
エ その他施設の性質・目的に応じ施設の管理を行うに当たって不可欠の
事項
５

管理の基準
(1) 施設の管理に関する基本的方針
ターミナルの管理の基準については、仕様書に定めるとおりとします。
(2) 周防大島町個人情報保護条例の適用について
指定管理者には、周防大島町個人情報保護条例（平成１７年条例第６号）
の規定により、施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の取扱いに
関しては、町と同等の責務（収集の制限、利用及び提供の制限、電子計算
機処理の制限、電子計算機結合の制限等）が課せられます。
(3) 周防大島町情報公開条例の適用について
指定管理者には、周防大島町情報公開条例（平成１６年条例第１１号）
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、町から管理業務に関する文書等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。
(4) 周防大島町行政手続条例の適用について
指定管理者は周防大島町行政手続条例（平成１６年条例第１２号）第２
条第４号の「行政庁」に該当するため、利用許可等は同条例の定めに従っ
て行うこととなります。
(5) その他
ア 管理業務を行うに当たっては、関係法令、条例、規則等の規定を遵守
してください。
イ 指定管理者は、施設の管理運営に関する業務の全部を第三者に再委託
し、または請け負わせてはなりません。ただし、清掃、警備等の管理運
営業務の目的を損なわない個々の具体的業務の委託についてはこの限り
ではありません。
なお、委託を行う場合は、軽微なものを除き、町長の承認が必要とな
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ります。
ウ 管理業務を行うに当たり、再委託、物品の調達等を行う場合は、町内
の企業等の積極的な活用に努めてください。
エ 管理業務を行うに当たり、職員の雇用、再委託、物品の調達等を行う
場合は、障害者の雇用など福祉施策への取組みに努めてください。
オ 平成２５年４月１日以前において、既に利用の申込があった利用や実
施が決定している事業については、平成２４年度におけるターミナルの
指定管理者から引継いでください。
６

業務及び業務の基準
指定管理者の行う業務及び業務の基準は、周防大島町総合交流ターミナル
設置条例（平成 17 年条例第 48 号。以下「ターミナル施設設置条例」という。）
に定めるとおりとし、詳細については、仕様書のとおりとします。
なお、各業務の基準については、仕様書別表２施設別維持管理業務基準書
のとおりとし、町と指定管理者の業務分担については、仕様書別表４町と指
定管理者の業務分担表のとおりとします。

７

利用料金に関する事項
(1) 利用料金制度
ターミナルにおいては、地方自治法第２４４条の２第８項に定める利用
料金制度を採用するため、指定管理者は、利用者が支払う利用料金を自ら
の収入とすることができます。
利用料金は、町が条例で定める使用料の額を上限として、指定管理者が
町長の承認を得て定めることができます。
(2) 減免・還付
指定管理者は、ターミナル施設設置条例に基づき利用料金を減額し、若
しくは免除し、又は還付することができます。
減免基準については、仕様書別表１利用料金減免基準のとおりとします。
(3) 前受金の引継ぎについて
指定期間の満了日後の使用に係る利用料金を事前に収受する場合は、そ
の利用料金に相当する金額を新たな指定管理者または町に引き継ぐことと
します。

８

管理運営に要する経費
(1) 管理経費について
施設の管理運営に関する一切の費用（指定管理者の交代に伴う引継ぎ、
研修等の実施を含む。）は、利用料金及びその他の収入をもって充てるもの
とします。
なお、ターミナルは、これまでの管理実績から、利用料金及びその他の
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収入が指定管理業務に要する経費を上回ると判断されることから、納付金
が見込める施設と考えますので、指定期間５年間で総額１０，０００千円
（税込）以上の納付金を提案してください。ただし、赤字となった場合は、
原則的には町からの補填はないものとします。なお、納付金の納付方法に
ついては、協議により協定で定めます。
(2) 修繕・改修等
ア 管理施設の大規模な修繕、改造、増築等に係る費用については、町の
負担とし、日常管理業務で発生する軽微な修繕等に係る費用については、
指定管理者の負担とします。
イ 管理施設の修繕等については、原則として、１件（合理的な理由のあ
る工事単位）につき１００万円（消費税及び地方消費税を含む。）以上の
ものについては町の費用と責任において実施するものとし、１件につき
１００万円（消費税及び地方消費税を含む。）未満のものについては、指
定管理者の費用と責任において実施するものとします。
ウ 修繕等により生じた更新施設等は、すべて町に帰属するものとします。
(3) 備品
ア 町が備え付ける備品は、仕様書別表３施設備品一覧（以下「備品一覧」
という。）に掲げるとおりとし、指定管理者に無償で貸与します。また、
経年劣化等による備品の更新に係る費用は町が負担し、指定管理者の責
任により滅失し、または毀損した備品の補充については、指定管理者が
負担することとします。
なお、この場合において、指定管理者が補充した当該備品は、町に帰
属するものとします。
イ 備品一覧に記載されている備品以外の物品で指定管理者が必要とする
ものは、指定管理者の負担で調達していただきます。
なお、この場合において、指定管理者が調達した当該物品は、指定管
理者に帰属するものとします。
(4) 事故・火災等
ア 施設そのものの欠陥や地震等の天災により事故・火災等が発生した場
合は、当該事故等の処理に要する費用については、町の負担とします。
イ 指定管理者の故意または過失により、町または第三者に損害を与えた
場合は、その賠償費用は、指定管理者の負担とします。
なお、指定管理者においては、上記アを参考に町が必要と認める損害
賠償責任保険に加入していただきます。
ウ 原則として、指定管理者に帰責性がある場合の第三者への賠償に備え
るため、指定管理者において、損害賠償責任保険に加入していただきま
す。
ただし、町では施設での事故等にそなえ、次の保険に加入しており、
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指定管理者が当該保険の補償内容で十分と判断した場合においては、加
入の必要はありません。
[町が加入する保険の補償内容]
全国町村会総合賠償補償保険制度
支払限度額 身体賠償 １名につき
２億円
１事故につき
２０億円
財物賠償 １事故につき ２，０００万円
※指定管理者の賠償すべき額が当該保険の支払限度額を超える場合は、
指定管理者の自己負担となります。また、支払限度額の範囲内であっ
ても、事案により、指定管理者に自己負担が生じる場合もあります。
(5) 自主事業について
指定管理者は、自らの提案により、自主事業を実施することができます。
この場合、収支計算書にその事業に係る収入及び支出を計上することによ
り、管理費用の縮減に充てることができます。
(6) 行政財産の目的外使用について
指定管理者が自らの提案に基づいた新たな物販等の自主事業を行うに当
たっては、周防大島町財務規則（平成１６年規則第４７号）に定められて
いる行政財産の目的外使用の申請が必要となります。
(7) 税について
指定管理者は、法人町民税、指定管理者が設置した償却資産に係る固定
資産税等の納税義務者となる場合があります。詳しくは、会社等の法人に
係る町民税及び償却資産に係る固定資産税については町税務課にお問い合
わせください。
なお、国税については税務署に、県税については県税事務所にお問合せ
ください。
(8) その他の事項については、別に締結する協定に定めるところによります。
※ リスクの分担について
事情の変更に伴う新たな経費の負担については、別紙３周防大島町と指
定管理者のリスク分担表のとおりとします。
９

指定期間
平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日までとします。
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申込方法・スケジュール
(1) 募集要項の配布
ア 配布期間：平成２４年７月３１日（火）から平成２４年９月２１日（金）
8

まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
配布時間：９時００分から１６時００分まで
なお、募集要項は、町のホームページにも掲載しております。
（http://www.town.suo-oshima.lg.jp/）
イ 配布場所：周防大島町大字久賀５１３４番地「周防大島町商工観光課」
(2) 事前説明会
ア 日時：平成２４年８月１０日（金）１５時００分から
イ 場所：周防大島町久賀庁舎３階 第１会議室
※ 参加人数は、各団体で２名以内とします。参加希望者は、事前に電話
等により、商工観光課まで連絡してください。
(3) 質問の受付及び回答
ア 受付期間：平成２４年８月１３日（月）から平成２４年８月１５日（水）
１６時００分まで
質問書（様式任意）に要旨を簡潔にまとめ、持参、郵送、電子メール
またはＦＡＸにより、商工観光課まで送付してください。
イ

回答
平成２４年８月２１日（火）までに、質問者のほか申請された全ての
団体あてに、電子メールまたはＦＡＸにより回答します。また、質問の
要旨及び回答は、町のホームページ（アドレスは(1)参照）に掲載すると
ともに、平成２４年９月２１日（金）まで商工観光課において、閲覧す
ることができます。
なお、質問に対する回答は、本募集要項を補足するものとします。

(4) 申込み
ア 申込期間：平成２４年８月２０日（月）から平成２４年９月２１日（金）
まで
募集時間：９時００分から１６時００分まで（土曜日、日曜日及び祝
日を除く。）
申込書類は、必ず持参により商工観光課に提出してください。郵送に
よる受付はいたしません。
イ 提出部数：１０部
(5) お問い合わせ・申込書類の提出先
〒７４２－２３０１ 周防大島町大字久賀５１３４番地
周防大島町 産業建設部 商工観光課
担当：大村・安達
TEL 0820-79-1003
FAX 0820-79-1022
電子メールアドレス：syokokanko@town.suo-oshima.lg.jp
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指定管理者候補者の選定及び指定
(1) 選定方法
町が設置する指定管理者選定委員会において、申込資格を有する申込者
のうちから、選定基準に照らして最も適当と認める団体を指定管理者候補
者として選定します。選定に当たり、平成２４年１０月中旬までに選定委
員会による面接等を予定しています。
なお、審査の結果、候補者なしとする場合もあります。
(2) 選定結果のお知らせ
選定の結果については、平成２４年１２月上旬までに申込者全員に文書
で通知します。また、平成２５年１月上旬までに町のホームページに選定
結果の概要を掲載し、公表します。
なお、選定結果については、行政不服審査法に基づく異議申立てまたは
行政事件訴訟法に基づく訴えの提起をすることができません。
(3) 指定管理者の指定
指定管理者候補者として選定された団体は、平成２４年１２月に招集予
定の平成２４年１２月定例町議会における議決を経て指定管理者として指
定される予定です。ただし、議決を経るまでの間に、指定管理者候補者を
指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じた場合
は、指定管理者候補者としての資格を取り消すことがあります。
また、指定管理者の指定を受けられないことにおいて生じる一切の損害
の賠償等に関する請求はできないものとします。
(4) 指定の取消し等
周防大島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第１１
条の規定により、次に該当する場合は指定管理者の指定を取り消し、また
は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがありま
す。なお、この場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償
の責めを負いません。
ア 本施設の管理の適正を期するために町が指定管理者に対して行う指示
に従わないとき
イ その他指定管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することが
適当でないと認めるとき
その他、指定の取消し及び管理業務の停止に伴う指定管理料の返還や違
約金に関する事項等については、協定により定めます。
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協定の締結
(1) 協定の締結
指定管理者の指定を行う際には、管理に関する細目的事項、周防大島町
が支払うべき管理費用の額等を定めるため、町との間で協定を締結するこ
とになります。
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(2) 協定で定める事項
ア 指定期間に関する事項
イ 業務の範囲及び実施条件に関する事項
ウ 業務の実施に関する基本的事項
エ 備品等の扱い
オ 事業計画に関する事項
カ 利用料金に関する事項
キ 減免の取り扱いに関する事項
ク 事業報告及び業務報告に関する事項
ケ 納付金に関する事項
コ リスクの管理・責任分担に関する事項
サ 損害賠償及び不可抗力時の費用負担等に関する事項
シ 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項
ス 指定期間が満了した場合の業務の引継ぎ等に関する事項
セ その他町長が必要と認める事項
13

参考資料
(1) 周防大島町総合交流ターミナル指定管理者業務仕様書（別紙１）
(2) ターミナル施設平面図等（別紙２）
(3) 周防大島町と指定管理者のリスク分担表（別紙３）
(4) 過去３年間の収支内訳等（別紙４）
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町例規一覧
(1) 周防大島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成
１７年条例第２０号）（資料１）
(2) 周防大島町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行
規則（平成１７年規則第１７号）（資料２）
(3) 周防大島町総合交流ターミナル設置条例（平成１７年条例第４８号）
（資料３）
(4) 周防大島町総合交流ターミナル設置条例施行規則（資料４）
(5) 周防大島町個人情報保護条例（平成１７年条例第６号）（資料５）
(6) 周防大島町情報公開条例（平成１６年条例第１１号）（資料６）
(7) 周防大島町行政手続条例（平成１６年条例第１２号）（資料７）

15

その他
(1) 申込みの撤回・申込書類の修正はできません（軽微な修正を除く。）。
(2) 申込書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。
(3) 申込者が本件の応募に関し、周防大島町指定管理者選定委員会の委員そ
の他本件選定手続の関係職員に対して個人的に接触することを禁じます。
接触の事実が認められた場合は、失格とする場合があります。
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(4) 町が指定管理者の選定に当たり必要と認めるときは、追加書類の提出を
求める場合があります。
(5) 申込書類は、理由の如何にかかわらず返却いたしません。
(6) 申込書類の著作権は申込者に帰属しますが、町が指定管理者の選定の公
表等に必要な場合には、町は申込書類の著作権を無償で使用できることと
します。
(7) 申込書類は、周防大島町情報公開条例に定めるところにより、公開され
る場合があります。
(8) 申込後に辞退する場合は、辞退届（様式任意）を提出してください。
(9) 申込みに係る経費は、すべて申込者の負担とします。
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