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黒部市天神新児童公園外１０都市公園指定管理者募集要項 

 

黒部市が設置している黒部市天神新児童公園外 10 都市公園（天神新児童公園、堀

切児童公園、はまなす公園、牧野児童公園、新黒部グリーンタウン児童公園、北堀

切児童公園、沓掛児童公園、大越児童公園、立野児童公園、舌山街区公園及びふれ

あい湧水公園）のサービス向上と効率的な運営を 図 るため、「黒部市公の施設に係

る指定管理者の指定の手続等に関する条例」（平成 18 年黒部市条例第 48 号。以下「条

例」という。）に基づいて、次により指定管理候補者の選定のための募集を行います。 

 

Ⅰ 施設概要に関する事項 

１ 施設の概要 

(１)名  称   黒部市天神新児童公園外 10 都市公園（以下「公園」という。） 

         別表１「黒部市天神新児童公園外 10 都市公園一覧表」を参照 
 
(２)所 在 地   別表１「黒部市天神新児童公園外 10 都市公園一覧表」を参照 
 
(３)設置目的   都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資

することを目的とする。 
 
(４)規  模   別表１「黒部市天神新児童公園外 10 都市公園一覧表」を参照  

  
(５)主な施設内容 別表１－２「黒部市天神新児童公園外 10 都市公園管理施設一

覧」を参照  
 

(６)現在の管理運営体制  

 社会福祉法人くろべ福祉会による指定管理  

 

 

Ⅱ 募集に関する事項 

１ 申請資格 

 (１)指定管理候補者に求める要件 

   申請することができるのは、次の要件を満たす法人その他の団体とします。 

①地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第 11 項の規定による指定

の取消しを受けていないこと。 

  ②地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当又は

その事実があった後２年を経過しないものでないこと。 

③会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225

号）等の規定により更生又は再生手続を行っていないこと。 

  ④次の（ア）から（オ）までに該当しないこと。 

（ア）暴力団（黒部市暴力団排除条例（平成 24 年黒部市条例第２号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下「暴力団」という。）。 

（イ）法人等の代表者等（株式会社にあっては取締役、公益法人にあっては理

事、その他の団体等にあってはこれらに相当する職にある者及びこれらの

者以外に団体等の経営に事実上参加している者をいう。以下同じ。）又は

法人等の被用者（代表者等を除くすべての従業員、構成員及びこれらに相

当する者をいう。以下同じ。）が暴力団員等（黒部市暴力団排除条例第２
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条第３号。以下「暴力団員等」という。）。 

（ウ）法人等の代表者等又は被用者が暴力団又は暴力団員等を利用した場合 

（エ）法人等の代表者等又は被用者が暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、

物品その他の財産上の利益を与えた場合 

（オ）法人等の代表者等又は被用者が暴力団又は暴力団員等との密接な交際関

係または社会的に非難される関係を有している場合 

  ⑤理事その他の役員に破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は禁固以上

の刑に処せられている者がいないこと。 

  ⑥申請年度及び申請の前年度において黒部市税に滞納がないこと。 

 

※上記の要件については、申請の時点から、指定管理者として指定された場

合はその指定期間の満了時まで、継続して満たす必要があります。 

※上記の要件を満たしているか必要に応じて関係機関に照会する場合があり

ます。 

 

２ 指定管理者が行う業務の範囲・内容 

①管理施設の供用に関する業務 

②管理施設の施設及び付属設備等の維持管理に関する業務 

③その他仕様書に記載する管理運営に必要な業務 

 

※業務内容の詳細については、募集要項に添付の「黒部市天神新児童公園外 10

都市公園指定管理業務仕様書」をご覧ください。 

※指定管理者の業務については、当募集要項に示す内容及び申請者から提出の

あった内容に基づき市と指定管理者と協議のうえ決定し、協定を締結するこ

ととします。 

 

３ 管理の基準 

 (１)開園時間 

   午前９時から午後５時まで 

  

 (２)管理の基準に関する提案について 

   施設を最大限に活用するという観点から、上記で定める管理の基準を上回る

基準（開園時間の延長等）で管理することを希望する場合は、その内容を提案

してください。ただし、この場合において、５(１)で定める指定管理料の増額

は行いません。 

 

 (３)法令等の遵守 

・施設の管理にあたっては、関係法令及び条例等の規定を遵守してください。 

・指定管理者は、黒部市個人情報保護条例（平成 24 年黒部市条例第４号）

に基づき、個人情報の保護に関し必要な措置を講じていただく予定です。 

・指定管理者は、黒部市情報公開条例（平成 24 年黒部市条例第３号）に基

づき、情報公開に関し必要な措置を講ずるよう努めていただく予定です。 

・指定管理者は、黒部市行政手続条例（平成 18 年黒部市条例第 17 号）につ

いては、行政庁と同等の規定の適用を受けることになります。 

・条例第 11 条の規定により、指定管理者が行う公の施設の管理の業務に関

して知り得た秘密を漏らすこと、又は不当な目的に使用することはできま

せん。 
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・指定管理者が作成した施設の管理に係る帳簿書類は、その年度終了後、５

年間保存するものとします。 
 

４ 指定期間 

2019 年４月１日から 2024 年３月 31 日まで（５年間） 

 

５ 管理に要する経費 

 (１)指定管理料の額 

   公園の管理に要する経費は、市が支払う指定管理料、公園の利用料金収入に

よって賄うこととします。このうち、市が支払う指定管理料の額については、

次に定める基準額を参考に提案を求めます。 

 

  ≪指定管理料の基準額≫             （単位：千円） 

区分 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 合計 

管理に要する経費 (A) 4,570 4,570 4,570 4,570 4,570 22,850 

利用料金等収入見込額 (B) 0 0 0 0 0 0 

基準額 (A-B) 4,570 4,570 4,570 4,570 4,570 22,850 

※「管理に要する経費 (A)」は、修繕料 92 千円を含みます。 

※管理に要する経費は、消費税率８％で積算しています。 

※消費税率変更に伴う利用料金等の増額があった場合は、別途市と協議するこ

ととします。 

※公園の管理運営費については、指定管理者制度の趣旨でもある経費の節減を

考慮のうえ積算してください。 

  ※積算にあたっては、管理運営費実績（別表２）等を参考にしてください。 

  ※自主事業に要する経費は、原則として指定管理者の負担とします。 

※市からの指定管理料の額は、申請時に事業計画書に提示された額に基づき、

指定管理者と市との間で締結する協定書で定めます。なお、指定期間中の指

定管理料は、予算額以内で毎年度市と協議した額となりますので、申請時に

提案された額を下回ることがあります。 

 

 (２)指定管理料の支払方法 

   年間の指定管理料は、次のとおり４回に分割して支払います。 

   最後の支払いは、事業報告書等により業務が適正に履行されたことを確認し

た後に支払います。 

第１回支払 毎年度 ４月 指定管理料の 30％に相当する額 

第２回支払 毎年度 ８月 指定管理料の 30％に相当する額 

第３回支払 毎年度１２月 指定管理料の 30％に相当する額 

第４回支払 
(出納整理期間) 

当該年度の事業報告書の 
内容確認後 

指定管理料の残額 

   ※上記の支払方法について、指定管理者が変更を希望する場合は、双方協議

して協定に定めることとします。 

 

 (３)指定管理料の精算 

   指定管理業務を市が示した水準どおりに確実に実施する中で、利用料金収入
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や事業収入の増加、経費の節減など、指定管理者の経営努力により生み出され

た剰余金については、修繕料を除き、原則として精算による返納は求めません。 

   また、利用料金収入の減少や管理経費の増加により不足額が生じた場合、補

てんは行いません。 

 

 (４)留意事項 

   ア 指定管理料の変更 

     市の求めに応じ指定管理者が実施する業務を変更した場合及び物価水準

（燃料費や光熱水費）の変動など社会経済情勢の変動により指定管理料を

見直す必要があると認められる場合を除き、原則として変更しません。 
 

イ 修繕について 

     ・指定管理料に次の指定修繕料を含めることとし、これを超える場合は

事前に市と協議し、その後の処理を決定するものとします。 

・指定管理者が実施する修繕の範囲は、次のとおりとし、１件５万円を

超える修繕は、事前に市と協議するものとします。 

区分 修繕の範囲 
指定修繕料（上限

額） 

小規模修繕 
（突発的な修繕） 

施設の劣化した部分、低下した機能を原
状又は実用上支障のない状態まで回復
させるもので１件 10 万円未満の修繕 

各年度 

92 千円 

計画的な修繕 １件 10 万円未満の修繕 ※追加措置とします。 

     

     ・１件 10 万円以上の大規模修繕及び１件 10 万円以上の計画的な修繕に

ついては、事前に指定管理者と協議のうえ、市が執行することとしま

す。 

・修繕料について不用額が生じた場合は、市の指定する期日までに返納

するものとし、業務収支計画書の修繕料の欄は、92 千円と記載するこ

と。 
 
     [参考]過去３年間の修繕の実績 

区 分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

件 数 ２件   ３件 ３件 

支出額 199 千円 149 千円 147 千円 

主な修繕内容 
・車両修繕 
・トイレ漏水修繕 
 

・車両修繕 
・小便器修繕 
 

 
・車両修繕 
・トイレ漏水修繕 
 

    

   ウ 備品購入について 

     ・公の施設の備品（黒部市会計規則（平成 18 年黒部市規則第 33 号）第

80 条第２項に規定する備品をいう。）については、原則として、市が

購入することとします。 

     ・指定管理者が公の施設の管理にあたって、自らの経費で調達した備品

を設置しようとする場合は、事前に市と協議することとします。ただ

し、指定期間の満了時においては、条例第 10 条の規定に基づいて原状

に回復する必要があります。 

     ・指定管理者は、市に帰属する備品について、取得及び廃棄等の異動を
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する場合は、事前に市と協議することとします。 

 

   エ 保険加入について 

公の施設の管理を地方自治法第 244 条の２第３項および第４項に基づき

指定管理者に施設の管理を行わせた場合において、市に賠償責任が発生す

る場合、市の責任部分は市の保険の対象となります。また、指定管理者が

負うべき賠償責任についても、指定管理者そのものを被保険者とみなし、

市の責任と同様に市の加入する保険の対象となります。 

ただし、施設内でその指定管理者が独自の事業を運営する場合は、運営

上もたらされる賠償責任は、指定管理者が負うこととなりますので、自主

事業を予定される場合は、別途賠償責任保険に加入することとし、自主事

業の収支に保険料を計上してください。 

    

     てん補限度額（法律上の賠償責任が生じるもの） 

身体賠償 
１人につき 1 億円 

１事故につき 10 億円 

財物賠償 １事故につき 2,000 万円 

 

オ 租税公課について 

     指定管理者は原則として法人税及び法人市・県民税等の課税対象となる

ことから、納税の義務が発生する場合は適切に対応してください（詳しく

は、税務署、富山県総合県税事務所、黒部市税務課へお問い合わせくださ

い。）。 

 

６ 指定管理者と市との責任分担 

  責任分担については、次のとおりとし、協定により定めることとします。 

内  容 

負担者 

市 
指定管理

者 

施設の維持管理・運営  ○ 

施設の 

法的管理 

利用承認、承認の取消し  ○ 

目的外使用許可 ○  

施設内設備、備品の維持管理  ○ 

周辺住民、利用者等からの苦情・要望等対応 協議事項 

施設の修繕 
小規模修繕  ○ 

大規模修繕 ○  

不可抗力（市又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことのできない

自然的又は人為的な現象）に伴う施設、設備の修復による経費の増加 
○  

自然災害時、防災拠点として利用する間等の業務停止による運営リス

ク 
○  

物価・金利変動に伴う経費の増加  ○ 

政治・行政上の理由による事業変更等に伴う経費の増加 ○  

法令の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす変更  ○ 

税制の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす変更 ○  

上記以外の変更  ○ 
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支払遅延 

指定管理者の責に帰すことのできない理由によ

り、市からの経費の支払遅延によって生じた事

由 

○  

上記の場合以外  ○ 

種類の誤り 

仕様書等、市が責任を持つ書類の誤りによるも

の 
○  

事業計画書等、指定管理者が提案した内容の誤

りによるもの 
 ○ 

利用者や第三者へ

の賠償 

施設の管理瑕疵に伴う損害賠償  ○ 

施設の設置瑕疵に伴う損害賠償 ○  

損害賠償保険（指定管理者の帰責事由に基づく損害賠償保険）  ○ 

施設保険（火災・建物共済等） ○  

事業終了時の費用（指定期間が終了した場合、又は期間途中において

業務を廃止した場合等における指定管理者の撤収費用） 
 ○ 

   
 

７ 報告書の提出 

 (１)定期報告書（月報） 

   指定管理者は、毎月終了後、定期報告書を提出していただきます。報告書の

詳細については協定により定めることとします。 

 

 (２)事業報告書（事業年度報告書） 

   指定管理者は、条例第６条の規定に基づいて、毎事業年度終了後、事業報告

書を提出する必要があります。報告書の詳細については協定により定めること

とします。 

 

８ 指定管理者による自主事業の提案 

  指定管理業務仕様書に記載された業務以外に指定管理者が自主事業を行う場

合は、次の事項に留意のうえ、（様式第２号の３）「自主事業の内容」に記載して

ください。 

①内容が公の施設の設置目的に合致するものであること。 

②実施にあたって、他の利用者の利用の支障とならないこと。 

③収支計画上、市が支出する指定管理料を自主事業に要する経費に充当すること

はできないこと。 

 ④参加者に参加料を求める場合は、その額が適正なものであること。 

 ⑤自主事業を行う場合においても、施設の利用にかかる収入は利用料金収入とし

て計上すること。 

 

  ※自主事業は、市の承認した事業に限り実施できるものとします。 

 

９ 指定管理者による事業評価（目標指標の提案） 

  ・指定管理者は、公の施設の管理運営によって市民の満足度向上が図られてい

るかを検証するとともに、業務改善や施設改善を図るため、利用者アンケー

ト等による事業評価を行います。 

・指定管理者には、市民の満足度向上等に向けた客観的な評価や検証を行うた

めの目標指標の提案を求めます。 

・事業評価の実施結果や目標指標の達成状況については、事業報告書に記載し

ていただきます。 
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10 市による調査・指示等 

  市は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期すため、指定管理者に

対し、条例第７条の規定に基づいて、当該管理の業務及び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場合があります。 

 

11 施設管理の継続が適当でない場合における措置 

  上記 10 の市による指示に従わない場合、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することができないと認められる場合、

市は条例第９条の規定に基づき、指定管理者の指定の取消し、又は期間を定めて

管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。
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Ⅲ 応募・選定に関する事項 

１ 募集 

(１)募集要項の配付期間 

   平成 30 年８月 27 日（月）～平成 30 年 10 月５日（金） 

   受付時間 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 

(２)配付場所 

   黒部市都市建設部街路公園課業務係 

   〒938－8555 黒部市三日市 1301 番地 

   電話：0765-54-2111（内線 2124） ＦＡＸ：0765-57-2502 

   Ｅメールアドレス：gairokouen@city.kurobe.lg.jp 

 

２ 申請方法 

(１)提出書類 

   申請にあたっては、次の書類を提出してください。なお、必要に応じて追加

資料を提出していただく場合があります。 

①指定申請書（様式第１号） 

②事業計画書（様式第２号の１～４） 

③代表者等名簿（様式第３号） 

④誓約書（様式第４号） 

⑤定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類（法人以外の団体は会則等） 

⑥法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 

⑦申請日の属する事業年度の直前２事業年度の事業報告書並びに財産目録、

貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書（申請日が前事業年度の終了の

日の翌日から３月を経過する日前であって、前事業年度の書類を作成して

いないときは、前事業年度の直前２事業年度のこれらの書類） 

⑧申請日の属する事業年度の事業の計画及び損益の状況の見込み又は収支

の見込みを明らかにした書類  

⑨法人にあっては当該法人の、法人格のない団体にあっては当該団体の代表

者の納税証明書  

 

(２)提出部数 

   片面印刷で正本１部、副本（写し）１部 

 

(３)申請先及び申請方法 

   次の提出先に持参いただくか、郵便書留により送付してください。 

   なお、電子メール、ＦＡＸでの申請は認めません。 

  （提出先） 

   黒部市都市建設部街路公園課業務係  

〒938－8555 黒部市三日市 1301 番地 

 

(４)提出期間 

   ・平成 30 年８月 27 日（月）から平成 30 年 10 月５日（金）午後５時 15 分まで 

   ・郵送の場合は、郵便書留により最終日の午後５時 15 分までに必着 

 

(５)留意事項 
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   ・提出期限終了後は、申請書の内容の変更、再提出、差替えを認めません。 

   ・申請に係る経費は全て申請者の負担とします。 

   ・提出された書類は返却しません。 

   ・提出された書類は黒部市情報公開条例の対象となり、同条例の規定に基づ

いて個人・法人に関する情報等非開示とすべき箇所を除き、開示すること

があります。 

 

３ 質疑応答 

(１)質問・回答方法 

   ・質問書（様式第５号）に記載のうえ、ＦＡＸ又は電子メールで提出くださ

い。 

   ・募集要項を配付した全ての方に対して、提出された質問（説明会での質疑

応答を含む）及び質問への回答をＦＡＸ又は電子メールします。 

 

(２)質問受付期間  平成 30 年８月 27 日（月）～平成 30 年９月 14 日（金） 

 

(３)質問への回答日 平成 30 年９月 21 日（金）又は随時行います。 

 

４ 審査方法及び審査基準 

(１)審査方法 

   ・選定は、指定管理者選定委員会において書面審査により行いますが、必要

に応じて申請者に対して聞き取り審査を行うものとします。 

   ・審査は 10 月下旬に非公開で行う予定です。 

 

(２)審査基準 

審査にあたっては、次の審査基準に基づき採点し、最高得点の申請者を選定

委員会の選定意見とし、最終的に市において指定管理候補者を決定します。 

 選定項目 配点 

１ 施設の設置目的の達成に関する取組み ４５ 

２ 効率性の向上に関する取組み ３５ 

３ 公の施設に相応しい適正な管理運営に関する取組み ２０ 

 合計 １００ 

 

(３)審査結果 

   応募者全員に通知するとともに、公開します。 
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Ⅳ 指定・協定に関する事項 

１ 指定管理者の指定 

  決定した指定管理候補者については、地方自治法第 244 条の２第６項の規定に

基づいて市議会の議決を経たうえで、指定管理者として指定します。 

  指定後、指定管理者となるものにその旨を通知し、告示します。 

 

２ 協定の締結 

指定管理者による公の施設の管理に係る細目事項については、市と指定管理者

との協定を締結することとします。 

① 基本協定 

 指定期間を通じて適用する事項について基本協定を締結します。主な事項に

ついては、次のとおりとします。 

 ・管理業務の範囲 

 ・管理の基準 

 ・権利義務の譲渡、一括再委託の禁止 

 ・指定管理料の支払方法 

 ・事業計画及び事業報告 

 ・市と指定管理者の責任分担 

 ・指定の取消し及び管理業務の停止 

 ・原状回復義務 

 ・損害賠償義務 

 ・個人情報の保護 

 ・情報公開 

 ・その他 

 

② 年度協定 

   年度毎に取り決めるべき事項について年度協定を締結します。 

   ・当該年度の管理業務の内容 

   ・当該年度の指定管理料 

   ・その他
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Ⅴ その他 

１ スケジュール 

   平成 30 年８月 27 日(月)          募集要項等の公表 

        ８月 27 日 (月 )～ 10 月５日（金） 募集要項等の配布、申請受付 

        ８月 27 日(月 )～９月 14 日（金） 質問の受付 

        ９月 21 日(金)          質問の回答 

        10月 ５ 日 (金 )          申請書提出期限 

        10 月 下 旬             選定委員会による選定 

                        （指定管理候補者の決定） 

                           

        市議会 12 月定例会         指定管理者指定の議決 

        議決以降              指定管理者の指定、告示 

                         指定管理者との協定書の締結 

   平成 31 年４月１日(月)            指定管理者による管理開始 

 

２ 配付資料 

①黒部市都市公園条例及び同条例施行規則 

②黒部市都市公園指定管理業務仕様書 

③指定申請様式 

④公園平面図 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

黒部市都市建設部街路公園課業務係 

（事務担当：寺田、橋詰） 

電話：0765-54-2111（内線 2124） ＦＡＸ：0765-57-2502 

 Ｅメールアドレス：gairokouen@city.kurobe.lg.jp 
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（別表１） 

 

■黒部市天神新児童公園外 10 都市公園一覧表 

 

 公園名 住所 面積 委託予定面積 備考 

１ 天神新児童公園 天神新地内  0.29 ha 0.29 ha  

２ 堀切児童公園 堀切地内  0.10 ha 0.10 ha  

３ はまなす公園 岡地内 0.40 ha 0.40 ha  

４ 牧野児童公園 牧野地内 0.75 ha 0.75 ha  

５ 新黒部ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ児童公園 若栗地内 0.21 ha 0.21 ha  

６ 北堀切児童公園 堀切地内 0.11 ha 0.11 ha  

７ 沓掛児童公園 沓掛地内 0.11 ha 0.11 ha  

８ 大越児童公園 若栗地内 0.07 ha 0.07 ha  

９ 立野児童公園 立野地内 0.19 ha 0.19 ha  

10 舌山街区公園 若栗地内 0.06 ha 0.06 ha  

11 ふれあい湧水公園 大開及び荒俣地内 0.27 ha 0.27 ha  

      計  2.56 ha 2.56 ha  

 

 

 

（別表１－２）  

 

■黒部市天神新児童公園外 10 都市公園管理施設一覧 

 

 
 

公園名 

雲梯 

基 

ﾍﾞﾝﾁ 

基 

ﾌﾞﾗﾝｺ 

基 

滑り台 

基 

水飲場 

基 

ﾄｲﾚ 

基 

鉄棒 

基 

照明機器 

基 

１ 天神新児童公園 1 9 2 1 1 1 1  

２ 堀切児童公園   1 1   1  

３ はまなす公園  2 1 1  1   

４ 牧野児童公園   1 1     

５ 
新黒部ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ児童

公園 

 
2 1 

1     

6 北堀切児童公園     1  1  

7 沓掛児童公園   1      

8 大越児童公園         

9 立野児童公園   1 1     

10 舌山街区公園  4 1    1  

11 ふれあい湧水公園  15   １   4 

     計 1 32 ９ ６ 3 2 4 4 
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（別表２） 

 

■管理運営費実績（仕様書業務） 

（天神新児童公園外 10 都市公園） 

□収支                            （単位：千円） 

区分 H28 

決算額 

H29 

決算額 

H30 

予算額 
摘要 

大科目 中科目 小科目 

●収入 4,764 4,570 4,570  

市委託料 4,558 4,570 4,570  

市補助金     

利用料金     

その他 206    

●支出 4,764 4,570 4,570  

事業費 

人件費 

 

給与 2,085 842 2,482 臨時職員 

賃金 1,347 1,530 570 補助従事者 

福利厚生費 312 247 21 健康診断 

 

施設管理

運営費 

 

旅費交通費 0 0 0  

通信運搬費 0 0 0  

消耗品費 142 106 90 作業用品等 

印刷製本費 15 10 0  

修繕料 149 147 92 トイレ修繕等 

燃料費 99 112 200 作業機械燃料 

光熱水費 135 125 270 電気、上下水道 

委託費 355 342 510 浄化槽清掃等 

賃借料 13 13 0  

原材料費 0 0 170 垣根用資材 

保険料 39 101 45 賠償責任保険等 

手数料 4 5 3 振込手数料 

公課費 69 81 47 自動車税等 

その他 0 909 70 事務費等 

 

 


