
北広島市体育施設等指定管理者の仕様書 

 

 北広島市体育施設等の指定管理者が行う業務の内容、範囲及び履行方法等については、こ

の仕様書による。 

 

１ 北広島市体育施設等の管理に関する基本的な考え方 

  北広島市体育施設等を管理運営するに当たり、次に掲げる項目に沿って行うこと。 

（1）北広島市体育施設等のうち、北広島市総合体育館（以下「総合体育館」という。）につ

いては、北広島市総合体育館条例（昭和 60年条例第 20号）第 1条に、北広島市緑葉公

園体育施設等（以下「緑葉公園体育施設等」という。）については北広島市体育施設条例

（昭和 56年条例第 15号）第 1条等に、それぞれ規定されている当該施設の設置目的に

基づき管理運営を行うこと。なお、協定期間中に改正があった場合は、改正された内容

を仕様とする。 

（2）市民及び利用者の意見を管理運営に反映させること。 

（3）個人情報の保護を徹底すること。 

（4）効率的な運営を行うこと。 

（5）管理運営費の削減に努めること。 

 

２ 施設の概要 

（1）総合体育館 

名 称 北広島市総合体育館 

所 在 地 北広島市共栄 315番地 2 

開設年月日 昭和 61年 

構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造、一部 2階建 

延 床 面 積 5,443㎡ 

敷 地 面 積 25,000㎡ 

主な施設内容 

（屋内） 

メインアリーナ、サブアリーナ、武道場、トレーニング室 

会議・研修室、幼児プレイルーム、役員室、事務室 

弓道場（観覧席収納時）、ランニングコース 

（屋外） 

ゴロッケーコース（18ホール） 

施設の見取図 別紙募集要項平面図参照 

 ※総合体育館横駐輪場（令和 5年 4月融雪後に開設予定） 

所在地 北広島市共栄 224,225-1,228-4,239-3,239-4,239-7,240-2 

敷地面積 3,182㎡ 

（舗装部：817㎡,階段部：5㎡,緑化部：2,360㎡） 

主な施設内容 自転車アーチ   93m 



サークルベンチ  3基 

石柵       45個 

ILB舗装（車道） 180㎡ 

ILB舗装（歩道） 610㎡ 

樹木       7本 

施設の見取り図 別紙募集要項平面図参照 

（2）緑葉公園体育施設等 

名 称 北広島市緑葉公園体育施設等 

所 在 地 北広島市山手町 1丁目 53番地 

開設年月日 昭和 60年 

総管理面積 52,400㎡ 

① 緑葉公園管理棟 

構 造 コンクリートブロック造 平屋建て 

延 床 面 積 151.68㎡ 

主な施設内容 事務室、書庫、ミーティングルーム、器具庫、トイレ男女 

② 野球場 

敷地面積 19,000㎡ （両翼 91m ・センター115m） 

主な施設内容 

本部席、１塁側ダッグアウト、３塁側ダッグアウト、電光カ

ウント表示板、水道蛇口（本部席、１・３塁ダッグアウト内）、

散水栓（バックネット裏、１・３塁側） 

③ テニスコート 

敷地面積 3,117.5㎡ 

主な施設内容 
・クレイコート４面・スチール製物置 1 棟・散水栓及び水飲

み場 

④ 多目的広場 

広場面積 10,074㎡ （69ｍ×146ｍ） 

主な施設内容 水飲み場 

※ 施設の見取図・・・別紙募集要項平面図参照 

 

３ 開館（開設）期間と時間 

（1）総合体育館 

  ア 開館期間  通年 

イ 開館時間  午前 9 時から午後 9 時 30 分までとするが、市の承認を得て延長するこ

とができる。 

※総合体育館横駐輪場については、冬期間閉鎖する。 

（2）緑葉公園体育施設等 

ア 開設期間  ５月１日～１０月３１日  

イ 開設時間  午前 5時から午後 7時まで 

（勤務時間は午前 8時 45分から午後 5時 15分まで） 



 

４ 休館日 

（1）総合体育館 

次のとおりとするが、市の承認を得て休館日に開館し、又は開館日に休館することが

できる。 

ただし、市が臨時的に修繕・点検等が必要と判断した場合や選挙等の特殊な事情によ

り施設を利用する必要が生じた場合には、市が利用を制限する場合がある。なお、この

場合にあっても、後述する維持管理業務は実施すること。 

ア 月曜日（祝日にあたるときを除く） 

イ  年末年始（１２月２９日から 1月３日まで） 

（2）緑葉公園体育施設等 

開設期間中は休みなし。 

 

５ 法令等の遵守 

施設の管理に当たっては、本仕様書のほか、次の各項に掲げる法令に基づかなければ

ならない。なお、協定期間中に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。 

（1）地方自治法（昭和 22年法律第 67号） 

（2）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号） 

（3）北広島市総合体育館条例（昭和 60年条例第 20号） 

（4）北広島市総合体育館条例施行規則（昭和 61年教委規則第 1号） 

（5）北広島市都市公園条例（昭和 47年条例第 28号） 

（6）北広島市体育施設条例（昭和 56年条例第 15号） 

（7）北広島市体育施設条例施行規則（昭和 56年教委規則第 2号） 

（8）北広島市緑葉公園野球場管理規則（昭和 60年規則第 11号） 

（9）北広島市個人情報保護条例（平成 15年条例第 4号） 

 

６ 業務の内容  

（1）施設の運営及び維持管理に関すること 

ア 職員に関すること。 

（ア）施設の管理責任者を配置し、統括的に業務を処理すること。 

（イ）施設の管理運営に支障がないように職員を配置すること。（総合体育館については、

受付、維持管理及び指導等に従事する職員を常時配置すること。） 

（ウ）危険物取扱者及び防火管理者の資格を有する職員を配置すること。 

（エ）職員の勤務形態は、施設の管理運営に支障がないように定めること。 

（オ）職員として必要な知識経験が積むことができる研修等を実施すること。 

（カ）常時、職員にネームプレート、身分証明書等を携帯させるほか、職員としての自覚

を促し、市民への接遇の徹底を図ること。 

  イ 施設の安全管理等に関すること。 

（ア）管理責任者及び防火管理者を配置し、その者の氏名を報告すること。 

（イ）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。 

（ウ）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。 

（エ）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

絡先等をあらかじめ報告するとともに、避難・救出その他必要な訓練を定期的に実

施すること。 

（オ）施設から発生する廃棄物の発生抑制に努めるとともに、市の分別ルールに沿って適

切に分別を行い、市が構築する回収ルート等を活用し、可能な限り資源化を行うこ

と。 

（カ）敷地内を含め、施設内での禁煙を徹底させること。（総合体育館のみ） 

  ウ 施設及び設備の維持管理に関すること。 

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。 

  エ 総合体育館のみに関すること 

（ア）施設及び設備の適正な運営のため、以下の設備等に関する保守管理を行うこと。 

施設清掃、消防設備、機械警備、防災設備、暖房空調設備、自家用電気工作物、放

送設備、地下タンク、館内照明器具、煤煙設備、自動ドア、受水槽、特殊機械器具

（体育機器、体育施設整備用機械）、吊物装置等の保守管理及び日常巡回点検並び

に各種法定点検の実施。 

（イ）館内の監視、巡回を行い安全管理に努めること。 

（ウ）室温管理を行い、利用者が快適に施設利用できるように努めること。 

   （エ）前庭、駐車場等外構設備（駐車場等の除雪を含む。）、外灯及び看板の適切な維持管

理を行うこと。特に駐車場については、総合体育館利用者における駐車場確保を行

うため、市と協議の上、適切に管理を行うこと。 

（オ）ゴロッケー場コースの維持管理（芝刈り等を含む。）に関すること。 

（カ）太陽光発電の発電量等の報告をすること。 

（2）スポーツ教室事業等の開催に関すること 

  ア 継承事業 

（ア）市民各層にわたるスポーツの普及振興及び市民の健康、体力の増進を図るため、

スポーツ教室事業等を実施すること。 

（イ）事業の実施に際し、受講者から受講料等を徴収することができる。 

（ウ）協定期間中に事業計画等を変更しようとするときは、あらかじめ市の承認を得る

こと。 

イ 自主事業 

 指定管理者は、あらかじめ市にその内容を提案し、承認を得たうえで、自らが企画・

実施する自主事業として実施することができる。自主事業は、市民の施設利用を妨げ

ない範囲において市民が幅広く参加できるものに限り認める。 

自主事業は、指定管理者が施設使用料等の費用を負担し、指定管理者の収入として

料金を徴収することができるものとする。



≪参考≫令和３年度 スポーツ教室事業等の開催 （継承事業） 

１ 身近に親しむスポーツ事業  

（1）無料開放日の設定 

 (ｱ) 市民スポーツデー  毎月第 2日曜日（5月はこどもの日、10月はスポーツの日） 

 (ｲ) 土曜日の高齢者及び高校生以下の無料開放 毎週土曜（夏・冬・春休みを除く。） 

（2）チャレンジ 700キロマラソン （ランニングコース） 

（3）ゴロッケーコースの開放と用具の貸出 

(4) 歩くスキー用具の貸出 

（5）スナッグゴルフ用具、スノーシュー等の貸出 

（6）スポーツ用具の無料貸出 

２ スポーツ教室開催事業 

（1）女性スポーツ教室・ピラティス教室 

・対象：女性層              ・回数：4回 

（2）とび箱・マット・トランポリン教室 

  ・対象：小学１・２年生           ・回数：5回 

（3）シニア健康づくり 

  ・対象：シニア層             ・回数：4回 

（4）女性スポーツ教室・若さを生み出す背骨の整え方教室 

  ・対象：女性層              ・回数：4回 

（3）施設の使用許可等に関すること（総合体育館及び緑葉公園体育施設等） 

 前記５の法令に基づき、次に掲げる使用許可等に関する業務を適正に行うこと。 

ア 施設の使用許可に関する業務（使用許可の取消し、変更許可等を含む。） 

イ 使用料の徴収に関する業務 

ウ 特別設備又は特殊物品の搬入及び設置等の許可に関する業務 

エ 貸出備品等の使用許可及び承認に関する業務 

オ 毎月の施設の利用形態、種目別及び利用各層別の使用料並びに利用者数の統計記録に関

すること。 

（4）その他 

 ア 市民サービスの向上及び利用者の拡大を図るため、ホームページ等により啓発活動を

行うこと。 

イ 緊急時対策、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。 

ウ 個人情報保護の体制をとり、職員に周知・徹底を図ること。 

  エ 業務内容について、詳細は別途「北広島市総合体育館指定管理業務説明書」及び「北広

島市緑葉公園体育施設等指定管理業務説明書」のとおり実施すること。 

  オ 施設賠償責任保険に加入すること。ただし、当市の加入する「全国市長会市民総合賠償

保障保険」において、被保険者とみなされる団体の場合はこの限りでない。なお、事故

が発生した場合は、施設管理者として誠意を持って対応すること。 

 



７ 経費等 

７‐１ 管理運営経費等 

（1）提示された事業計画に基づき、協定書に定める指定管理料を市は指定管理者に対し支払

う。 

ア 北広島市総合体育館 

（ア） 施設管理運営経費 

   ・賃金                           

   ・光熱水費 

      ・消耗品費                        

     ・印刷製本費 

   ・修繕費 

   ・燃料費                           

・通信費                           

・ごみ処理手数料 

・NHK受信料 

・車両借上げ料 

・パソコン、複合機借上げ料 

・用具設置業務                    

・外構管理業務委託                     

・清掃業務委託                       

・受水槽清掃委託                     

・機械警備委託                      

・暖房機保守点検委託                  

・消防設備保守点検委託                  

・電気保安業務委託                    

・地下タンク気密漏洩保守点検委託           

・吊物装置保守点検委託                 

・体育器具保守点検委託 

・バスケットゴール保守点検委託 

・自動ドア保守点検業務委託 

・煤煙濃度測定業務委託                     

・除雪業務委託                         

・駐車場管理業務委託 

（イ）  スポーツ教室開催事業 

   ・事業実施経費                          

（ウ） 身近に親しむスポーツ事業  

   ・事業実施経費                          

（エ） スポーツ団体等育成事業 



・事業実施経費                          

イ 緑葉公園体育施設等（緑葉公園プールを除く。） 

   施設維持管理経費 

・消耗品費                            

・光熱水費                               

・燃料費                               

・修繕費                              

・電話料                               

・ごみ処理手数料                          

・保険料                               

・緑葉公園管理委託                     

・体育施設管理委託（オープン準備）             

・野球場管理委託（平常管理）                  

・テニスコート管理委託（平常管理）               

ウ 人件費                             

・職員給与費                          

・非常勤職員費                        

（2）前項の「管理運営経費等」を参考に指定管理料を算出してください。 

（3）指定管理料については、原則、増額すること及び減額することはしないものとする。 

（4）支払い時期は協定締結時に協議のうえ決定するが、会計年度ごとに指定管理者の請求に

基づき、毎月分割して支払うものとする。 

 

７‐２ その他経費等に関する事項 

（1）指定管理者が、指定期間中に施設の管理運営経費により購入した物品については、市の

所有に属するものとする。   

（2）市が備え付ける備品は、指定管理者に無償で貸与する。また、経年劣化等による備品の

更新は、市が利用状況や予算状況を勘案して行う。指定管理者の責任により滅失、又は毀

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する。この場合、当該備品は

市に帰属するものとする。 

（3）指定管理者は、市の所有に帰属する物品については、関係例規の管理の原則及び分類に

基づいて行うものとする。また、指定管理者は同規則に定められた備品台帳を備えてその

保管にかかる物品を整理し、購入及び廃棄等の異動について定期的に市に報告しなければ

ならない。 

（4）経理規程 

   指定管理者は経理規程を策定し、経理事務を行うこと。 

（5）立入検査について 

   市は必要に応じて、施設、物品、各種帳簿等の現地検査を行うこととする。 

（6）業務引継ぎ 



   指定期間終了後は業務引継書を作成し、次の指定期間の指定管理者となるものに業務を

引き継ぐこと。 

 

８ 事業計画書の作成 

指定管理者は、円滑な運営管理を行うため、毎年度末までに、次年度に予定する事業計画

書を作成し、市に提出すること。作成にあたっては、市と調整を図ること。 

なお、当初に提出した事業計画書に変更がある場合には、事前に市と協議すること。 

 

９ 事業報告書の作成 

（1）月ごとの事業報告書は、翌月 10 日までに、年度ごとの事業報告書は、翌年度の 4 月末

日までに市に提出すること。 

（2）月ごとの事業報告書には、利用実績（個人使用においては、男女別、種目別、年代別、

地区別に集計したもの、専用使用においては、男女別、団体及び市の主催・共催別に集

計したもの）及び主催事業の実施状況等を記載すること。 

 

１０ 業務報告 

（1）市長は、指定管理者に対し、その管理業務及び経理の状況に関して定期的に又は必要に

応じて報告を求めることができる。 

（2）業務報告内容に基づき、指定管理者の業務内容に改善が必要と認める場合は、市長は実

地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。 

（3）市長の指示に従わない場合、又は指示によっても業務内容に改善が見られないと認めた

場合は、市長は指定管理者の指定を取り消すことができる。 

 

１１ 注意事項 

  業務を実施するに当たっては、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

有利あるいは不利になる運営はしないこと。 

（2）市民の要望を最大限取り入れ、施設の開放を行うこと。 

（3）施設の管理運営に当たっては、可能な限り市民との協働を図ること。 

（4）市内にある他の市民利用施設との連携を図った運営を行うこと。 

（5）指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程・要綱等を作成する場合は、市と協議を行

うこと。 

（6）市の施策としての事業に対して、積極的に取り組み協力をすること。 

（7）その他、仕様書に記載のない事項については市と協議を行うこと。 

 

１２ 年次計画書の取り扱い 

   基本協定書第７条に基づく年次計画書の内容がこの仕様書の管理水準を上回る内容で提案

されている場合は、当該事業計画書に示された管理水準によるものとする。 


