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平戸市総合運動公園「ライフカントリー」指定管理仕様書 

 

 平戸市総合運動公園「ライフカントリー」指定管理者が行う業務の内容及びその範囲等は、

この仕様書による。 

 

１ 趣旨 

  本仕様書は、平戸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、平戸

市総合運動公園「ライフカントリー」（以下「総合運動公園」という。）の指定管理者が行う

業務の内容及び履行方法等について定めることを目的とする。 

 

２ 総合運動公園の管理運営に関する基本的な考え方 

  指定管理者は、次に掲げる項目に沿って総合運動公園を管理運営すること。 

(1) 総合運動公園は、市民に体育及びレクレーションの場を提供し、健全な心身の育成と 

明るい市民生活の形成に寄与するという設置目的に基づき、管理運営を行うこと。 

(2) 公の施設であることを常に念頭において、公平な管理運営を行うこととし、特定の団 

体等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。 

(3) 事業計画等に基づき、利用者が快適に施設を利用できるよう適正な管理運営を行い、 

適正な収入の確保と経費の縮減に努めること。 

(4) 総合運動公園が最大限有効活用されるよう利用促進に努めるとともに、利用者の意見 

を管理運営に反映させ、利用者の満足度を高めていくこと。 

(5) 管理業務において取り扱う個人情報の保護を徹底すること。 

(6) 本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし

その一部において、あらかじめ教育委員会が認める場合は、この限りではない。 

 

３ 施設の概要 

 (1) 名 称  平戸市総合運動公園「ライフカントリー」 

 (2) 所在地  平戸市鏡川町 944 番地３ 

 (3) 管理対象面積 164,486.89 ㎡ 

 (4) 施設内容 

ア 管理棟（木造平屋建） 

  事務室、会議室、トイレ、シャワー室、倉庫 

イ 多目的グラウンド 

  トラック(400m、８コース)、夜間照明施設、イベント広場、貯水槽(150ｔ) 

※サッカー場 １面、ラグビー場 １面、ソフトボール場 ２面 対応 

ウ 赤坂野球場（鉄筋コンクリート構造、鉄骨構造） 

  野球専用球場（両翼 92m・センター120m） １面、 夜間照明施設 

エ その他 

  トイレ（木造平屋建） １箇所、駐車場 大型 12 台、小型 310 台 

  旧冒険ランド、旧ゲートボール場２面、旧バラ園 

 

４ 指定管理業務開始予定 令和２年４月１日(水) 
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５ 利用期間及び利用時間等 

(1) 開場時間 

 

 

 

 

 

 

(2) 休場日 ・毎週月曜日  

・12 月 29 日から翌年１月３日まで 

※ なお、指定管理者は、上記にかかわらず施設の保守点検等やむを得ない事由があると

きは、休場日以外の日に休場することができる。また開場時間についても、必要があ

るときはこれを変更することができる。事業計画書の中で提案し、市の承認を得てく

ださい。 

 

６ 施設の運営に関する業務 

(1) 職員に関すること。 

ア 総合運動公園の管理運営に係る業務の適切な遂行並びに総合的な把握及び調整を

行う主任を 1名配置すること。 

イ 利用料金の徴収、収納、保管及び納付等について適正な管理が行えるよう、出納

責任者及び現金取扱者を配置すること。 

ウ 法令等に基づく必要な資格(防火管理者、危険物取扱者等)を有する職員を配置す

ること。 

エ 芝の管理については、十分な専門的な知識と経験を備えた職員を配置すること。 

オ 職員については、労働基準法その他の関係法令を遵守し、管理運営業務に支障の

ないよう配置すること。 

カ 職員に対して、施設の運営管理に必要な研修を実施すること。 

(2) 施設の利用に関する業務 

ア 施設利用の許可・制限、利用許可の取り消し、利用の停止、又は利用許可の変更に

関すること。 

イ 利用料金の徴収、後納の承認、減免、その他利用料金に関すること。 

ウ 利用者の安全確保及び安全指導、及び施設の秩序維持に関すること。 

エ 利用者の統計記録に関すること。 

オ 総合運動公園については、平戸市ホームページのインターネットサービス施設情報

より、施設の空き情報が確認できるようにすること。 

(3) 平戸市又は教育委員会、それに類する団体が行う行事等について 

平戸市又は教育委員会、それに類する団体(学校、体育協会等)が行う行事等について

は、これを優先すること。 

(4) 自主事業に関すること。 

ア 自主事業を行う場合は、施設の有効利用を促進し、住民の健全な心身の育成と明る

い市民生活の形成に寄与するためのものであること。 

イ 自主事業の日程等については、前項の行事等と一般の利用枠を十分に勘案して調整

施設名 利用期間 利用時間

管理棟会議室 １月４日から12月28日まで 午前９時から午後５時まで

多目的グラウンド １月４日から12月28日まで 午前９時から午後９時30分まで

赤坂野球場 １月４日から12月28日まで 午前９時から午後９時30分まで
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すること。 

ウ 自主事業の実施内容等については、事業計画書を作成し教育委員会と協議をするこ

と。 

(5) 個人情報の取扱い 

ア 指定管理者には、平戸市個人情報保護条例（平成17年平戸市条例第230号）第10条

第２項の規定により、その管理業務に係る個人情報の管理について、平戸市と同等の

責務が課せられます。 

イ 指定管理者の役員及び従業員には、業務上知り得た個人情報を第三者に漏らしたり、

不当な目的に使用しない旨の守秘義務が課せられ、これに違反したときは、懲役又は

罰金の処罰が課せられます。（指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り

消され、又は職務を退いた後においても、同様です。） 

ウ 平戸市個人情報保護条例に基づき、平戸市を通じて、管理業務の実施に当たり保有

する個人情報の開示又は訂正等の請求があったときは、速やかにこれに応じること。 

(6) 情報公開 

平戸市情報公開条例（平成17年平戸市条例第15号）に基づき、平戸市を通じて、管理

業務の実施に当たり保有する文書の公開等の請求があったときは、速やかにこれに応じ

るものとします。 

(7) 文書の管理・保存 

ア 管理業務の実施に当たり作成し、又は取得した文書については、平戸市文書管理規

程（平成17年平戸市訓令第９号）に準じ、適正に管理・保存することとします。 

イ 指定期間終了時又は指定取消し時には、その指示に従ってこれを平戸市に引き渡し

ていただきます。 

 

７ 施設及び設備の維持管理に関する業務 

(1) 利用者が安全かつ快適に利用できるよう、施設の清掃や環境衛生の管理を行い、施設

の保全及び美観を維持すること。なお施設内の分煙を徹底させること。なおこれらの業

務の実施に関する細目は、別紙第１に定めるところによる。 

(2) 総合運動公園の適正な運営のため、次に掲げる設備等に関する保守管理等を行うこと。

なお、これらの各業務の実施に関する仕様等については、別紙に定めるところによる。 

ア 浄化槽維持管理清掃業務    (別紙第２) 

イ 貯水槽清掃業務・簡易専用水道維持管理点検清掃業務 (別紙第３) 

ウ 自家用電気設備試験業務    (別紙第４) 

エ 管理棟警備業務     (別紙第５) 

オ 赤坂野球場 自動火災報知設備保守点検業務  (別紙第６) 

カ 赤坂野球場 浄化槽維持管理清掃業務   (別紙第７) 

キ 赤坂野球場 自家用電気設備試験業務   (別紙第８) 

(3) 次の法定点検等の管理業務を行う上で関連する法規がある場合は、それらを遵守する

こと。 

ア 消防法(昭和 23 年法律第 186 号)に基づく消防用設備の点検 

イ 消防法に基づく防火対象物点検 

ウ ア及びイ以外に必要な法定点検等 

(4) 修繕・改修等 
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ア 施設及び設備全般について、破損、故障等が発生した場合又は短期間のうちに確実

に破損、故障等が発生すると見込まれる場合は、速やかに修繕を行うこと。 

イ 施設の大規模な修繕、改修、増築等にかかる費用については、平戸市の負担とし、

日常の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

する。 

ウ １件あたり 200 千円以下(消費税等を含む)の修繕は、指定管理料の範囲内で指定管

理者の負担において行うことする。１件あたり 200 千円を超える修繕は、平戸市が行

うこととする。 

エ なお、指定管理者が行った修繕全ての報告を定期的に提出するものとします。 

(5) 安全管理等に関すること 

ア 安全管理に十分配慮し、火災、損傷等を防止して財産の保全を図るとともに、利用者

及び職員の安全確保に努めること。 

イ 衛生管理に十分配慮し、常に快適な利用ができる状態の保持に努めること。 

ウ 非常災害、事故等の緊急事態発生時に備え、具体的な対応計画を定め、緊急時の連絡

先できる状態の保持に努めること。 

エ 施設の円滑な運営のため、地域や利用者との十分な信頼関係を構築し、その関係を維

持向上させること。 

オ 利用者等の急な病気、けが等に対応できるよう、近隣の医療機関等と連携し、緊急時

には的確な対応を行うこと。 

カ 緊急対策、防犯・防災対策についてマニュアルを作成し、職員に指導を行うこと。 

 

８ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和６年３月 31 日まで（４年間） 

 

９ 指定管理料 

(1)  指定管理料は、平戸市の予算の範囲内で指定管理者に選定された団体が提出した収支

予算書の提案額に基づいて、協定書で定める額とする。 

令和２年４月１日から令和６年３月 31 日まで指定管理料上限額 

160,712,000 円(総額) 

 (2) 平戸市は指定管理料を、指定期間の開始の翌月から、協定書で定める金額を、協定書

で定める期日までに、指定管理者の請求に基づいて支払うものとする。 

 

 

10 法令等の遵守 

  指定管理者は、総合運動公園の管理運営にあたっては、本仕様書のほか、次に掲げる法令

に基づかなければならない。また、その他関連する法令等がある場合は、それらを遵守する

こと。 

 (1) 地方自治法 

 (2) 平戸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 

 (3) 平戸市総合運動公園条例(平成 20 年４月１日改正) 

 (4) 平戸市総合運動公園条例施行規則(平成 20 年４月１日改正) 

 (5) 平戸市個人情報保護条例 
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 (6) 平戸市情報公開条例 

 (7) 平戸市行政手続条例 

 

11 リスク分担 

  協定締結にあたり、指定管理者と平戸市のリスク分担は、原則次のとおりとする。 

項 目 内    容 平戸市 
指 定 

管理者 

施設の修繕 
１件 200 千円以下の修繕  ○ 

１件 200 千円を超える修繕 ○  

施設の改築、改修 － ○  

需要の変動 
利用者の減少に伴う使用料の減収、費用の増加への

対応 
 ○ 

物価の変動 
人件費、光熱水費等の単価の変動に伴う経費の増  ○ 

単価の急激な変動によるもの（人件費以外） 協議事項 

施設設備の損傷 事故・火災等によるもの 協議事項 

施設設備の損傷 

天災等によるもの ○  

施設等の管理上の瑕疵に係る損害  ○ 

経年劣化によるもの（小規模なもの）  ○ 

〃       （上記以外） ○  

第三者による行為で相手方が特定できないもの 協議事項 

法令の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼすもの ○  

指定管理者に影響を及ぼすもの  ○ 

第三者への賠償 
管理者としての注意を怠ったことによるもの  ○ 

不可抗力によるもの ○  

セキュリティ 情報の遺漏、警備不備による事故及び犯罪の発生  ○ 

事業終了時の費

用 

指定期間終了時、期間中途における業務の廃止又は

指定取消による事業者の撤収費用 
 ○ 

 ※１ その他、上記以外の問題が生じた場合は、協議事項とする。 

 ※２ 協議事項については、事案ごとの原因により判断するが、第一次責任は、指定管理者

が有するものとする。 

 

 

12 施設等の運営及び維持管理に付随する業務 

 (1) 事業計画 

  指定管理者は、以下のとおり、計画書類等を市長に提出すること。また平戸市が要求

する書類等については適宜提出すること。なお書類の作成に当たっては、年度開始前に

平戸市と十分調整を図ること。 

ア 毎年度当初に提出する報告書類 

・当該年度の管理業務の実施に係る計画書 

 各施設の利用見込み、利用料金の収入、減免の見込み、修繕工事等の実施計画、

施設維持管理等の取組計画 
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・当該年度の管理運営にかかる収支予算書 

イ 事業計画に係る事前承認 

 事業計画に沿って事業を実施するに当たり、その詳細事項(対象者、参加料等)につ

いて、市の承認を得ること。事業内容の変更及び自主事業の取り扱いについても、同

様とする。 

(2) 事業報告 

   指定管理者は、以下のとおり、計画書類等を市長に提出すること。また平戸市が必要

とする書類等については適宜提出すること。 

ア 毎月提出する報告書 

・総合運動公園の業務の実施状況及び施設の利用状況 

イ 毎年度終了後提出する報告書 

・総合運動公園の業務の実施状況及び施設の利用状況（当該年度分） 

・収支決算書（当該年度分） 

・委託契約等の実績報告（当該年度分） 

・上記のほか、ライフカントリーの業務の実態等を把握するために必要な事項 

ウ 指定期間終了後提出する報告書 

・総合運動公園の業務の実施状況及び施設の利用状況（４年分） 

・収支決算書（４年分） 

・委託契約等の実績報告（４年分） 

・上記のほか、ライフカントリーの業務の実態等を把握するために必要な事項 

(3) 引継ぎ業務 

ア 指定管理者は、平戸市の指示により、業務の開始前までに事務の引継ぎ及び各業務の

習得を行うこと。なお事務引継ぎ等に係る費用については、指定管理者の負担とする。 

イ 指定管理者は、指定期間満了の日までに、必要な事項を記載した業務引継書等を作成

し、新たな指定管理者との間で、円滑かつ支障なく施設の管理業務を実施できるよう、

適正な業務の引継を行うこと。また新旧指定管理者は、業務引継の完了を示す書面を

取り交わし、その写しを平戸市に提出すること。 

(4) その他管理運営に関し必要な業務 

   管理運営に関する必要な許認可等の取得及び監督官庁への届出義務を行うこと。 

 

13 備品・消耗品等の所有権 

(1) 平戸市が備え付ける備品・消耗品等は、平戸市の所有とし、指定管理者に無償で貸与

しますので、その使用及び保管に十分注意すること。 

また、経年劣化等による備品の更新に係る費用は、平戸市が負担し、指定管理者の責任

により滅失又は損傷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。 

(2) 別添備品一覧表にあ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、調達した物品については、指定管理者に帰属

するものとします。 

 

14 立入検査について 

平戸市は必要に応じ、施設、物品、各種帳簿等並びに管理運営状況について実地に検査

を行う。指定管理者は、合理的な理由なく、これを拒否することができない。 
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15 指定の取消し等 

(1) 事業の継続が困難となった場合の措置 

ア 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、業務の継続が困難になった場合は、市は

指定の取消しをすることができるものとします。その場合は、市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、本施設

の管理運営業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとします。 

イ 当事者の責めに帰することができない事由による場合 

不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰す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。 

なお、一定期間内に協議が整わない時には、それぞれ、事前に書面で通知すること

により協定を解除できるものとします。なお、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、

本施設の管理運営業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとします。 

ウ 指定管理者の指定取消後の対応 

指定管理者の指定取消後、第２順位、第３順位の法人等と、次期指定管理予定候補

者としての協定締結について協議を行うことがあります。 

(2) 協定書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又は協定書に定めのない事項が生じた場合につ

いては、市と指定管理者は誠意を持って協議するものとします。 

 

16 その他 

(1) 雇用の努力義務  

新たに指定管理者となった者は、管理業務を行うために必要な職員について、従前よ

り施設管理を行ってきた団体の従業員を引き続き雇用するよう努力してください。  

(2) 損害賠償請求  

指定管理者の指定が取消され、または業務停止となった場合、指定管理者は本市に生

じた損害を賠償しなければなりません。  

(3) 公租公課  

    指定管理者には収益事業に対する納税義務が発生することがあります。詳しくは市税

務課、または国税については税務署、県税については県税事務所へそれぞれお問い合わ

せください。  

(4) 損害保険  

保険については本市で、建物総合損害共済（火災・損害）、市民総合賠償保険（施設

内）に加入しており、一般的な損害についてはこの保険が適用されます。しかし、指定

管理者の過失等に起因する事故の場合は、保険会社が損害賠償を求めてくる場合があり、

その他想定外のことで損害賠償請求を受けることがありますので、できる限り民間損保

会社等で扱う指定管理者の賠償責任保険の加入してください（保険料は指定管理者の負

担となります。）。 

(5) 目的外使用に関する取扱い  

施設内（敷地内含む）に自動販売機等を設置する場合は、施設使用の許可を受けよう

とする者が、直接市長に対し目的外使用許可の申請を行い、許可を受けるものとします。
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上記の目的外使用許可については、指定管理者に限りません。ただし、指定管理者以外

のものに許可する場合、目的外使用許可者と指定管理者との間での電気使用料、水道料

金等経費負担や保守点検等の取扱いについて取り決めするよう指示するものとします。 

(6) この仕様書に記載のない事項については、平戸市と協議する。 

 


