茅ヶ崎市勤労市民会館

指定管理者募集要項
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茅ヶ崎市勤労市民会館指定管理者募集要項

茅ヶ崎市では、市民の皆さんが充実感をもって働けるよう様々な形での就職活動への
支援や勤労者福祉の向上のための事業に取り組んでいます。
茅ヶ崎市勤労市民会館（以下、随時「勤労市民会館」又は「会館」と略します。）は、働
く市民の福祉の増進及び文化の振興を図るため研修、文化、教養の場を提供するととも
に、就職活動支援の拠点となっています。
勤労市民会館の利用に関する市民ニーズは非常に高く、会議室の貸し出しをはじめ、
働く市民の福祉の増進と文化の振興を図るとともに、求職者に対する就職の機会の提供
や労働問題の解決等における支援及び職業能力の向上等に関する事業の実施等、多種多
様なサービスを提供する重要な役割を担っており、多くの方に利用されていることから、
こうした事業をより効果的に実施するため、指定管理者制度を導入し、平成２１年４月
から３年間（第 1 期）、平成２４年４月から４年間（第２期）、平成２８年４月から４年
間（第３期）の期間を定めて指定管理者による管理運営を行ってきました。
引き続き令和２年４月以降も指定管理者制度により運営することとし、次のとおり指
定管理者を募集します。
本文中、様式（様式番号）とあるのは、別紙１「茅ヶ崎市勤労市民会館指定管理者指定
申請提出書類様式集」を指します。
１ 施設の概要
（１）設置条例
（２）名
称
（３）所 在 地
（４）施設規模
（５）敷地面積
（６）延床面積
（７）施設内容

（８）開館時間
（９）休 館 日

２

茅ヶ崎市勤労市民会館条例（平成６年茅ヶ崎市条例第２６号）
茅ヶ崎市勤労市民会館 （平成７年５月開館）
神奈川県茅ヶ崎市新栄町１３番３２号
鉄骨造地上６階建
５４１．１６㎡
１，６５６．８６㎡
１階 【Ａ会議室、Ｂ会議室、事務室】
２階 【藤沢市公共職業安定所 茅ヶ崎市ふるさとハローワーク】
３階 【Ｂ研修室、Ｃ会議室、Ｄ会議室】
４階 【練習室、Ｃ研修室、和室】
５階
児童クラブの設置を目指しています。
※詳細は「茅ヶ崎市勤労市民会館指定管理者管理運営の基準」
７ページを参照ください。
６階 【Ａ研修室】
午前９時から午後１０時
年末年始（１２月２９日から翌年１月３日）及び毎月第４月曜日。
ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当た
るときはその翌日とし、当該翌日が休日に当たるときは当該休日後
の直近の休日以外の日とする。

指定管理者が行う業務
（詳細は、「茅ヶ崎市勤労市民会館指定管理者管理運営の基準」を参照）

（１）施設の貸し出しに関する業務
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（２）就職活動支援に関する事業の実施
（３）労働問題の解決を支援する事業の実施
（４）職業能力の向上等に関する事業の実施
（５）働く市民の福祉の増進と文化の振興に関する事業の実施
（６）自主事業の実施
（７）施設及び設備の維持管理に関する業務
（８）広報に関する業務
（９）指定管理に伴う業務
３

指定の期間
令和２年４月１日から令和６年３月３１日まで（４年間）
ただし、管理を継続することが妥当でないと認める場合には、指定管理者の指定を取
り消すことがあります。

４ 指定管理に係る経費等の予定額
（１）指定管理者の収入
本市が支払う指定管理料のほか、利用者が支払う利用料金等が指定管理者の収入と
なります。
なお、利用料金については、茅ヶ崎市勤労市民会館条例（以下、
「条例」といいます。）
で規定する利用料金を上限として、本市の承認を得て、指定管理者が定めることとし
ます。また、条例及び茅ヶ崎市勤労市民会館条例施行規則（以下、
「規則」といいます。）
により利用者は、利用料金の減額又は免除を受けることができることとされており、
減免又は免除された利用料金に相当する額に対して、本市からの補填は行いません。
（２）指定管理料の額について
ア 指定期間４年間の指定管理料の額は、２２８，３９９，０００円（消費税及び地
方消費税を含む。）を上限として、会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）毎
に予算の範囲内で年度協定書において定めることとします。なお、各事業年度にお
ける支払い上限額は次のとおりです。
年

度

指定管理料の上限額

令和２年度

金

５７，０９９，０００円（消費税及び地方消費税を含む）10％

令和３年度

金

５７，０７２，０００円（消費税及び地方消費税を含む）10％

令和４年度

金

５７，０９９，０００円（消費税及び地方消費税を含む）10％

令和５年度

金

５７，１２９，０００円（消費税及び地方消費税を含む）10％

金

２２８，３９９，０００円（消費税及び地方消費税を含む）10％

合

計

イ 本市が支払う指定管理料には、勤労市民会館の運営に係る人件費、事業費、事務
費、管理費（５階専用部分は除く）等が含まれます。管理費には、施設の維持保全
に係る清掃、点検、運転・監視、小規模修繕を含む補修の経費を含みます。指定管
理料は、各事業年度の開始前に提出された事業計画書の収支計画に基づき、年度協
定書において定めます。
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ウ

指定管理者は、指定管理料を指定管理業務に要する経費以外に使用することはで
きません。

（３）小規模修繕
施設・設備・備品等の小規模修繕については、１件あたり５０万円（税込み）まで
は指定管理者が負担します。
（４）利用者の実費負担について
利用料金のほか、複写機等の使用にかかる印刷費・紙代等の実費は利用者の負担と
し、適切に徴収します。
また、自主事業等に係るテキスト代・保険料等の実費相当額を参加者から徴収する
ことができます。これらの実費収入は、指定管理業務の収支報告書において適切に報
告することとします。
５

モニタリング・事業評価
指定管理者は、随時自己評価を実施するとともに、参考２「指定管理者制度を導入し
た施設のモニタリングに関する指針」に基づき、モニタリング及び事業評価を行うもの
とします。なお、本市は毎年度の評価結果を公表することとします。

６

応募資格
指定期間中において、募集要項等の趣旨をふまえ、勤労市民会館の管理運営等を円滑
かつ安定して実施できる法人その他の団体で、次の要件をすべて満たすものとします。

（１）団体であること（法人格の有無は問わない。ただし、共同事業体にあっては、本件
の応募に関して他の団体の構成員として応募をしていない複数の団体により構成され
るものに限る。）
（２）団体又はその代表者が契約を締結する能力を有する者又は破産者で復権を得ている
者
（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により
茅ヶ崎市における一般競争入札の参加を制限されない団体であること。
（４）茅ヶ崎市から指名競争入札の参加資格の停止の措置を受けていない団体であること。
（５）団体又はその代表者が申請日において納期限が到来している地方税・国税を滞納し
ていない者であること。
（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをしてい
ない団体、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申
立てをしていない団体であること。
（７）団体又はその代表者が茅ヶ崎市暴力団排除条例（平成２３年茅ヶ崎市条例第５号）
第２条第２号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員又は同条第４号に規
定する暴力団員等若しくは同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等でない者であ
ること。
（８）地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取り消しの処分を受けてい
ない団体であること。
（９）労働保険（雇用保険・労災保険）及び社会保険（健康保険・厚生年金保険）に加入
していること。（加入の必要がない場合は除く）
（１０）２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けていないこと。
（仮に受けている場
合には、必要な措置の実施について労働基準監督署に報告済みであること）
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（１１）本業務について、十分な業務遂行能力と、本業務と類似の業務の実績（成果）を
有すること。
７ 募集方法等について
（１）募集期間
令和元年７月１７日（水）午後２時から９月１３日（金）まで
（２）応募書類
申請に際し、提出を求める書類は次のとおりです。
ア 提出書類
別紙１ 「茅ヶ崎市勤労市民会館指定管理者指定申請提出書類様式集」を参照し
てください。
（共同事業体としての応募の場合）
①共同事業体の形態をとる場合には、代表団体を決め、代表団体が応募書類を提出
してください。
②第１－２号様式「共同事業体協定書」及び第１－３号様式「委任状」を提出して
ください。
③第３号様式「団体の概要書」、応募者の組織図、役員等の構成、役員の履歴書、定
款、寄付行為、約款等については、全構成員のものを提出してください。
④別紙１「茅ヶ崎市勤労市民会館指定管理者指定申請提出書類様式集」に記載の項
番６～９については、全構成員のものを提出してください。
イ 応募にかかる書類は次のとおり揃えて提出してください。
別紙１「茅ヶ崎市勤労市民会館指定管理者指定申請提出書類様式集」の項番１か
ら書類を順に並べ、各書類をＡ４サイズ（様式・資料ごとに両面印刷）、２穴、紐
とじにし、正本を１部、副本を１２部提出してください。
なお、副本については、名称・代表者氏名やロゴマーク、固有名詞（自治体名）
等、応募者が特定できるような箇所は黒塗りにするなど、非開示の形で作成して
ください。
また、様式第 4 号「公の施設の指定管理業務の実績報告書」につきましては、
副本の施設名欄については黒塗りにするなど、非開示の形で提出してください。
※その他、必要に応じて、書類の提出を求める場合があります。
（３）募集要項の配布と応募書類の提出について
ア 配布期間と配布方法
① 配布期間 令和元年７月１７日（水）から９月１３日（金）まで
② 配布方法 茅ヶ崎市役所経済部雇用労働課（本庁舎３階⑰）にて配布するとと
もに、茅ヶ崎市ホームページ「茅ヶ崎市勤労市民会館の指定管理者の募集につ
いて」のページ上でも配布します。
※ 茅ヶ崎市ホームページから応募書類を確認する場合
トップページ > 事業者の方へ > 商工業・計量・雇用 > 労政雇用情報 > [指定
管理者]茅ヶ崎市勤労市民会館の指定管理者の募集について
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イ 応募書類の提出
① 提出期間 令和元年９月５日（木）から９月１３日（金）まで
（土曜日、日曜日、祝日を除く）
※受付時間は、午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで
② 提出場所 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号 茅ヶ崎市役所本庁舎３階⑰窓口
茅ヶ崎市経済部雇用労働課 電話０４６７－８２－１１１１（代表）
③ 提出方法 持参（郵送による提出はできません。）
（４）応募者現地説明会の開催について
次のとおり勤労市民会館において現地説明会を行います。ただし、当日に利用者が
会議室等を使用している場合があるため、全ての施設を見学することができない場合
もありますので、あらかじめご了承ください。また、この現地説明会以外での現地の
見学は自由ですが、関係者以外立入が禁じられている場所、各部屋への入室は禁止で
す。現場のスタッフ及び利用者に対する質問はお断りします。
なお、本募集に応募を希望する場合は、説明会に必ずご参加ください。説明会への
参加のない事業者から提出された応募書類は受け付けません。
ア 開催日時
イ 説明会場
ウ 参加申込

エ 申込先

令和元年８月９日（金）午前１０時から午後１時（予定）
茅ヶ崎市勤労市民会館 Ｂ研修室
令和元年８月８日（木）午後３時までに、別紙２「茅ヶ崎市勤労市民
会館指定管理者 現地説明会参加申込書」に必要事項を記入のうえ、
ＦＡＸまたは電子メールで送付してください。説明会の参加は、１団
体につき２名とします。
茅ヶ崎市経済部雇用労働課
電話０４６７－８２－１１１１（代表）
ＦＡＸ ０４６７-５７－８３７７（電話にて着信確認をしてください。）
メール koyouroudou@city.chigasaki.kanagawa.jp

（５）募集要項等に関する質問
ア 募集要項等に関する質問については、別紙３「質問書」に必要事項を記入のうえ、
電子メールで提出してください。なお、電話による質問の受付、回答は一切いたし
ません。
【メールアドレス】 koyouroudou@city.chigasaki.kanagawa.jp
イ 質問受付期間 令和元年８月１３日（火）から８月２１日（水）まで
ウ 質問に対する回答は、令和元年９月４日（水）までに、説明会に参加した全ての
団体に電子メールにて行います。なお、主な質問・回答につきましては質問をした
団体名を伏せたうえで、茅ヶ崎市ホームページ「茅ヶ崎市勤労市民会館の指定管理
者の募集について」のページ上でも公表します。
また、意見の表明と解されるもの、現地説明会で説明済みのもの、質問内容が不
明瞭なものについては、回答しないこともあります。
８ 指定管理者の選定について
（１）選定方法
指定管理者の選定については、茅ヶ崎市指定管理者選定等委員会（以下「選定等
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委員会」という。）において、「６応募資格」を満たしている団体から提出された提
案を選定対象とし、応募書類等に基づく書類審査及び応募者への面接審査（プレゼ
ンテーション及び質疑応答）を非公開で行います。
別紙５「茅ヶ崎市勤労市民会館指定管理者選定審査評価表」に掲げる「評価項目及
び評価の視点」により得点化した評価点を書類審査は６０点、面接審査は４０点満
点に補正し、委員一人あたり合計１００点満点の総合評価点とし、各選定等委員会
委員の総合評価点の合計により選定を行います。
総合評価点の合計が６０点以上で、かつ最も高い者を指定管理者の候補者として選
定し、２番目に得点の高い者を候補者の次点者として選定します。また、応募者が
４者以上であった場合には、選定等委員会による書類審査を実施し、書類審査の総
合評価点の上位３者を絞り込み、その３者に対し面接審査を行います。
面接審査の日時及び場所については、後日連絡します。パソコン等の機器を用い
たプレゼンテーションも可能です。なお、書類審査及び面接審査について、総合評
価点が同点の場合は、市が一番重要視している評価項目及び評価の視点である「事
業の実施について」の点数が高かった方を候補者とします。
（２）選定基準
「条例」第５条のほか、別紙５ 「茅ヶ崎市勤労市民会館指定管理者選定審査評価
表」を参照してください。
（３）審査結果の通知及び公表について
指定管理者の選定結果については、応募者に対して個別に通知するとともに、選定
の経緯等をホームページにおいて公表するものとします。応募者の書類審査及び面接
審査を含む選定等委員会の会議録については発言を明記したものとし、原則公開とな
ります。また、指定管理者に選定された団体の応募書類については議会における指定
管理者の指定に関する議案の資料となることから、原則公開します。
（４）指定管理者の指定
選定された団体を、指定管理者として指定する議案を茅ヶ崎市議会に対して提案し、
議決後に指定管理者として指定します。指定にあたっては、指定団体へ文書で通知す
るとともに、茅ヶ崎市公告式条例（昭和２５年茅ヶ崎市条例第４８号）の定めるとこ
ろにより告示します。
なお、茅ヶ崎市議会への提案は令和元年第４回定例会（１２月）を予定しています。
９ 応募に際しての留意事項
（１）接触の禁止
この募集要項の公開日以降に現地説明会、本市が提供する機会を除き、選定等委員、
本市職員並びに本件関係者に対して、本提案についての接触を禁止します。なお、接
触の事実が認められた場合には失格となることがあります。
（２）重複提案
応募１団体（グループ）につき、提案は１案とします。複数の提案はできません。
また、一つの団体が複数の共同事業体に参加することも認められません。
（３）提案内容の変更
提出された書類の内容を変更することはできません。
6

（４）団体職員以外による、以下の行為の禁止
応募にあたって、応募団体（共同事業体に当たっては、構成団体）の職員以外が、
以下の行為を行うことを禁止します。
(ｱ) 説明会の代理出席
(ｲ) 事業計画書等、提出書類の作成（作成に関する技術的な助言等は可とします）
(ｳ) 選定等委員会議の面接審査への出席
（５）虚偽の記載
応募書類に虚偽の記載があった場合は失格とします。
（６）応募書類の取扱い
応募書類は理由の如何を問わず返却しません。保存期間満了後、本市が責任を持っ
て破棄します。
（７）応募の辞退
応募書類を提出した後に辞退する際には、別紙４「応募辞退届」を提出してくださ
い。
（８）費用負担
応募に関して必要となる費用は応募者の負担とします。
（９）追加書類の提出
本市が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。
（１０）応募書類の目的外使用の禁止
本市が提供する資料は、応募に関わること以外の目的で使用することを禁じます。
（１１）応募書類の著作権と公開について
応募書類の著作権は、それぞれ作成した団体に帰属しますが、指定管理者の選定結
果を公表する場合、茅ヶ崎市情報公開条例に基づく情報公開請求等により公開する時
には、本市は応募者の承諾を得ず、無償で提出書類の全部又は一部を使用できるもの
とします。ただし、団体の財務に関する書類及び応募者の競争上の地位その他正当な
利益を害する恐れがあると本市が認める箇所については公表しません。
１０

協定及び準備に関する事項

（１）協定に関する事項
業務内容に関する細目的事項、指定管理料に関する事項、管理の基準に関する細目
的事項等について、指定管理者と本市との間で協議のうえ、協定を締結します。ただ
し、協定締結及び協定発効以前に、指定管理者が財務状況の悪化や社会的信用を著し
く失うなど、指定管理者としてふさわしくないと認められる状況に陥った場合は、協
定を締結しない、あるいは協定を解除することがあります。なお、本市は、指定管理
者候補が市議会の議決を得られなかったとき、協定の締結を行わなかったとき、協定
を解除したときにおいては、指定管理者候補者が本件に関して支出した費用について
は補償しません。
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（２）準備業務
指定管理期間の開始までの主な準備業務は次のとおりです。
ア 事業計画書作成業務
イ 市及び施設等の指定管理者との連携・調整業務
ウ 次期の指定管理者に対する現在の指定管理者からの引き継ぎ等業務（指定管理者
が変更となった場合）
※詳細については指定管理者の候補者に対し、別途提示します。
※準備にかかる経費については、指定管理者の負担とします。
１１

指定管理業務の継続が困難となった場合の措置
指定管理者は、指定管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場
合は、速やかに市に報告しなければなりません。その際、市は指定管理者に対し、次
の必要な措置を取ることができるものとします。
なお、災害その他不可抗力等、指定管理者の責めに帰することのできない事由によ
り業務の継続が困難になった場合、事業継続の可否について協議するものとします。
その際、一定期間内に協議が整わない場合、市は指定管理者の取り消しを行うこと
ができるものとし、指定管理者は次期指定管理者への円滑な引き継ぎを行うこととし
ます。

（１）指示
市は、指定管理者が次の事項に該当するときは、地方自治法第２４４条の２第１０
項の規定により、必要な指示を行い、指定管理者が指示に従わないときは、同条第１
１項の規定により、指定の取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停
止を命ずることができるものとします。
ア 募集要項に定める応募資格を失ったと認められるとき。
イ 財務状況が悪化し、管理運営業務の履行に影響があると認められるとき。
ウ 協定書の事項に関して違反をしたと認められるとき。
エ 個人情報の保護に関する取り扱いが不適切であると認められるとき。
オ 関係法令、条例又は規則に違反をしたと認められるとき。
カ その他指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。
(２) 指定の取り消し
市は、指定管理者が次の各事項に該当するときは、選定等委員会の意見を踏まえた
上で、地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により、その指定を取り消すことが
できるものとします。
ア 団体が倒産（解散）したとき。
イ 財務状況が著しく悪化し、指定に基づく管理運営等の継続が困難であると認めら
れるとき。
ウ 協定書の事項に関して重大な違反をしたと認められるとき。
エ 地方自治法の規定による監査を拒否又は妨害したと認められるとき。
オ 個人情報の保護に関する取り扱いに関して重大な欠陥があると認められるとき。
カ 関係法令、条例又は規則に関して重大な違反をしたと認められるとき。
キ 応募に際して虚偽の記載をし、又は申し立てたと認められるとき、又は組織的な
違法行為を行った場合など、指定管理業務を行わせておくことが社会通念上著し
く不適当と判断されるとき。
ク その他指定管理者として不適格と認められるとき。
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(３) 改善勧告
上記に比較して軽微な事項に該当するときは、市は指定管理者に対して改善勧告を
行い、期間を定めて改善策の提出及び実施等を求めることができるものとします。こ
の場合において、指定管理者が当該期間内に改善することができなかった場合等には、
市は、地方自治法第２４４条の２第１０項の規定により、必要な指示を行い、指定管
理者が指示に従わないときは、同条第１１項の規定により、指定の取り消し又は期間
を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができるものとします。
１２ 業務の委託原則禁止
指定管理者は、本事業の全部又は主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせるこ
とはできません。ただし、施設の管理に関する業務を委託する場合で、事前に本市に書
面で申請し、書面による承諾を得たときはこの限りではありません。
１３ 原状回復及び事務引継ぎ
（１） 指定管理期間の開始日から当該施設の管理運営が円滑に行えるよう、指定管理者と
協議の上、指定管理期間の開始前に引き継ぎ期間を設けますが、引き継ぎ期間の費
用については、指定管理者の負担とします。
（２） 次期指定管理者に業務を引き継ぐ場合は、円滑かつ支障なく指定管理業務の引継ぎ
を行うとともに、原状回復を行い施設、設備、備品、管理に必要なデータ等を引き
渡してください。
（３） 管理運営上の瑕疵が原因で事故が発生した場合に対処するため、損害保険会社によ
り提供されている指定管理者に対応した施設賠償責任保険に加入し、当該保険から
の保険金により損害賠償責任に対応するものとします。
１４ リスクへの対応
指定期間内における茅ヶ崎市と指定管理者の間におけるリスク分担については、資料
８「リスク分担に対する方針」のとおりとします。
１５ 租税に関する留意事項
指定管理者は、原則として法人税、法人市・県民税及び事業所得税等の課税の対象と
なることがあります。また、新たに事業用資産（償却資産）を設置する場合は、固定資
産税の課税の対象となります。詳しくは、管轄の税務署、県税事務所、市役所市民税課・
資産税課等の関係機関にお問い合わせください。
１６ 問い合わせ先
名 称
茅ヶ崎市経済部雇用労働課雇用労働担当
住 所
〒２５３－８６８６ 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号
電 話
０４６７－８２－１１１１
ＦＡＸ
０４６７－５７－８３７７
電子メール
koyouroudou@city.chigasaki.kanagawa.jp
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