
    

北広島市総合体育館 指定管理業務説明書 

 

 

第１ 運営に関して指定管理者が行わなければならない業務 

 

１ 施設の使用許可等 

北広島市総合体育館条例及び同条例施行規則に基づき、次に掲げる使用許可等に関する業務

を適正に行うこと。なお、使用許可等の判断が難しい場合には、市の判断を仰ぐこと。 

（1）施設使用の許可又は不許可 

（2）使用許可条件の変更、施設使用の停止命令又は使用許可の取消し 

（3）施設の使用にあたって、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときの当

該行為の許可又は不許可 

（4）入館の拒否、退館命令 

（5）使用期間の制限の解除 

（6）使用許可を受けた事項の変更 

（7）販売行為等の禁止の解除 

（8）使用料の徴収 

徴収した使用料は遅滞なく、原則日ごとに納付書を作成のうえ、市の指定金融機関に納入 

すること。 

 

２ 受付業務 

（1）開館前の準備 

ア 前日の水道料・Ａ重油使用料のチェック 

イ 館内点検及び換気 

ウ トレーニングルームの準備 

エ 前日の使用料の整理 

（2）利用者等の対応 

ア 施設及び利用方法の案内 

イ 予約状況の案内 

ウ 市内施設の案内 

エ 電話の応対 

オ 館内放送 

カ 障害者及び高齢者等の利用の補助 

キ 各種掲示板の管理 

（3）専用使用 

ア 予約受付、台帳記入、システム入力を、専用使用する場合は、市民は２月前、市民以外

は１５日前から受け付けるものとする。ただし、各種大会で使用する専用使用については

毎年２月に各種団体に通知し、翌年度の専用使用の受付を行うものとする。この場合にお

いて、調整が必要な場合はその調整を行うものとする。（※後述４専用使用調整参照） 

イ 予約の変更受付、台帳訂正及びシステム入力訂正 



    

ウ 申請受付、使用料領収、使用許可書の交付、台帳記入及びシステム入力 

エ 使用報告書の交付及び回収 

   ※ 専用使用は、原則、メインアリーナは 30名以上（市民が半数以上であること。）、それ

以外は 10名以上（市民が半数以上であること。）とする。 

（4）個人使用 

ア 個人使用券の回収及び半券の交付 

イ 個人使用券の払戻し 

ウ 利用者受付書の回収 

エ 回数券の販売 

オ 再入館の処理 

カ 無料利用者の確認 

   ※ 個人使用において種目設定されている場合は、当該種目での使用とする。 

（5）用具等貸出 

ア ロッカー鍵等設備用品の貸出 

イ 卓球ラケット・バドミントンラケット・ゴロッケー用具・スナッグゴルフ用具・歩くス

キー用具・スノーシュー用具の貸出し 

ウ その他館外貸出用具等の予約受付及び貸出し 

（6）その他 

ア 利用者の利便を図るため印刷、コピー及び当該料金の領収 

イ 中学生以下のトレーニングマシン使用許可（保護者が付き添い指導する場合に限る） 

ウ 拾得物及び遺失物の処理及び保管 

エ チャレンジ 700kmマラソンの受付及び処理 

オ ゴロッケー用品の販売 

カ 利用者数の集計 

個人使用に当たっては、利用者受付書から男女別、時間帯別、種目別、年代別、住所別

に、専用使用に当たっては、使用報告書から男女別、団体別、市の主催・共催別にそれぞ

れ集計する。 

 

３ 利用者支援等 

（1）利用者の円滑な活動を確保するための指導、助言等 

（2）メインアリーナ等における一般開放種目の設営及び点検 

（3）トレーニング機器等の説明 

（4）大会等における専用使用に当たっての打合せ 

（5）専用使用における備品等の設営支援 

（6）音響、照明及び舞台設備操作等について主催者への助言、指導及び補助 

（7）一般見学者、業務視察者等の対応 

 

４ 専用使用調整 

（1）定期的な活動団体間の調整 

（2）市の主催・共催事業における専用使用の確保 



    

（3）目的外利用の制限 

（4）大会等における年間調整 

ア 主要団体への希望調査書の配布 

イ 市広報等による希望調査の周知 

ウ 希望調査の受付 

エ 希望調査書に基づく個別調整及び調整会議の開催 

オ 調整結果の各団体への通知 

 

５ 事故への対応 

（1）施設の利用者及び来館者等のけが、病気等に対応できるように近隣の医療機関等を把握す

るとともに、緊急時には的確な対応を行うこと。 

（2）施設において事故が発生した場合に備えて、指定管理者はあらかじめ事故対応マニュアル

を定めるとともに、事故発生時には直ちに市に連絡し、事故報告書を作成すること。 

 

６ 広報と情報の提供 

施設のＰＲや各種情報の収集・提供するために、次の事項を実施すること。 

（1）毎月１回、施設の利用情報や各種事業を紹介する「スポーツタウン」を作成し、本施設はも

とより、地区体育館及び北広島団地住民センターにも配布する。 

（2）施設案内リーフレットの作成及び配布 

（3）インターネットのホームページの更新 

（4）必要に応じて、各事業のチラシ等の作成及び配布 

（5）業務報告書又は業務概要、本施設の業務等を紹介する資料の作成 

（6）各種サークルの情報収集と提供 

（7）各種大会、イベント、スポーツ教室の情報収集と提供 

（8）指導者の人材情報収集と提供 

 

７ 市の行事への協力 

市が主催又は共催する行事等については、会場設営及び撤去等、本来業務に支障のない範囲

で協力すること。 

協力が予定される主な行事としては、30ｋｍロードレース（6 月最終日曜日）、元気フェステ

ィバル inきたひろしま（9月第 1日曜日）、各種選挙等がある。 

 

８ 利用者等の要望・苦情処理 

施設の管理に関して利用者その他の市民からの要望、苦情等は、指定管理者において迅速か

つ適切に対応し、随時市に報告すること。 

また、市になされた要望、苦情等の対応上必要と認めるときは、市は指定管理者に対し報告

を求め、現地調査し、又は必要な指示を行う。 

 

９ その他の業務 

（1）利用状況や自然採光等の状況に応じた照明の点灯又は消灯 



    

（2）各種大会やイベント等のポスターの掲示及び掲示期間終了後の撤去 

（3）プレイルームやトレーニング室等利用制限のある施設の巡回及び指導 

（4）施設内外での禁煙、所定場所以外での飲食禁止、土足禁止、施設内でのガム禁止等利用マナ

ーや規則を徹底するための巡回及び指導 

（5）利用団体の登録及び登録内容の変更並びに端末機器の日常的管理 

（6）業務日誌の作成 

（7）その他運営上必要な業務については、適宜実施すること。 

 

第２ 施設の維持管理に関して指定管理者が行わなければならない業務 

 

１ 管理上の心得 

（1）指定管理者は、日常的に点検を行い、常に快適な施設環境の保持と利用者へのサービスの提

供に心がけること。 

（2）利用者の安全確保に十分に留意するとともに、利用者が安心して活動が行えるよう施設の保

守管理を行うこと。 

 

２ 設備管理業務 

（1）手入れ 

各設備器具等に対して定期的な潤滑油の給油、消耗品の取替え、粉塵等の除去及び清掃を行

い、美観の維持に努めること。 

（2）応急処置 

設備器具等に異常を発見し、応急処置をする必要があるときは、被害を防止するため、工

具類等を用いて処置すること。 

（3）修理 

日常業務に支障をきたさない程度の部品交換等の小修理を行うこと。 

（4）運転監視 

各設備の適正な運用を図るため運転、監視及びこれに関連する電力、用水、燃料等の需給状

況を管理すること。また、設備に応じて、適切な記録をとること。 

（5）備品の管理 

利用者の施設における活動に支障をきたさないよう、本施設に備付けの備品の管理を行うこ

と。また、その他、必要とされる備品の調達、更新や不具合の生じた備品については、市と

協議すること。 

なお、備品の管理に当たっては、市の基準に準じて備品台帳を作成し確実に行うこと。 

 

３ 清掃業務 

指定管理者は、日常的に清掃を行い、施設、設備、器具等が常に清潔で快適な状態に保たれ

るよう行うこと。また、清掃回数等は、利用頻度に応じて適切に設定すること。 

清掃は、できる限り利用者の妨げにならないように実施し、施設内を細部にわたり清掃する

ことにより、破損箇所及び破損のおそれのある箇所を事前に発見するように努めること。 

専用使用後は、専用者に清掃を実施させるなど効率的に行うこと。特に、大会やイベント等



    

で発生したごみ等は、専用者に処理させるなどの措置を講じること。 

（1）メインアリーナ、サブアリーナ、ランニングコース、事務室及びトイレについては、開館

前の 8時 30分までに、１度清掃を実施すること。 

（2）フローリング、長尺シートの清掃は、原則モップで除塵すること。汚れが著しいときは、

水拭き、適性洗剤等を用いて除去すること。 

（3）カーペットについては、掃除機にて念入りに吸塵を行うとともに、しみがあるときは適性

洗剤で、随時しみ抜きを行うこと。 

（4）備品（机、電話、カウンター、ベンチ等）の清掃は、水拭き又は空拭きとし、特に汚れ目

のないよう行うとともに、容易に移動可能な備品を移動させて実施する。 

（5）入口のマット類は、必要に応じて掃除機で吸塵し、特に汚れの強い部分は、ブラシで念入   

りに実施すること。 

（6）ポリッシャーやバーニッシャーで磨きだしが困難な場所は、布類で丁寧に実施すること。 

（7）陶器・金属類の清掃は、常に汚れ目のないように留意し、実施すること。特に、ステンレ

スの清掃は、傷をつけないようステンレス専用の洗剤を用いること。 

（8）随時巡回し、特に汚れの目立つところは清掃を実施し、常に清潔な状態を保つように努める

こと。 

（9）ごみ箱は、随時巡回し、回収すること。なお、自動販売機の缶、ペットボトル、紙コップ

等は各メーカーで回収するので、メーカーから支給された袋を用い、メーカーごとに仕分け

をすること。 

（10）トイレットペーパー及び水石鹸は、随時補給すること。 

（11）施設の外においても随時巡回し、ごみ拾いを実施すること。 

 

４ 防災業務 

消防法（昭和 22年法律第 186号）第 8条第 1項の規定に基づき、防火管理者を置き、火災、

地震、その他の災害の予防及び人命の安全を確保するとともに、被害の軽減を図らなければな

らない。 

火災等が発生した場合は、市に速やかに連絡するとともに、事故報告書を作成すること。 

なお、災害時等に市が緊急に防災拠点、避難場所等として本施設を使用する必要があるとき

は、市の指示に従うこと。 

（1）消防計画の作成又は変更 

（2）消火、通報、避難誘導等の訓練の実施 

（3）従業員等に対する防災教育の実施 

（4）施設の自主点検の実施 

（5）消防用設備等の法定点検 

消防用設備等の機能を確保するための機能点検を 6月に 1回以上、総合点検を 1年に 1回

以上実施すること。 

作業を実施したときには、業務日誌等に記録して報告すること。 

ア 機能点検 

消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を

消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認すること。 



    

イ 総合点検 

消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することに

より、当該消防用設備等の総合的な機能を種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認す

ること。 

ウ 消防用設備等の種類は、次のとおりである。 

（ア）消火器具 

（イ）屋内消火栓設備 

（ウ）自動火災報知設備 

（エ）非常警報器具及び設備 

（オ）誘導灯及び誘導標識 

（カ）非常電源（専用受電設備） 

（キ）防排煙制御設備 

エ 点検結果については、防火管理維持台帳に保管すること。 

オ 異常が認められた場合は、その原因を調査し、必要な措置を講ずるとともに、速やかに

市に報告すること。 

（6）その他防災上必要な業務 

 

５ 保安警備業務 

指定管理者は、施設の火災、停電、侵入、盗難及びその他の異常な事態に早期かつ適切に対

処し、利用者が安心して利用できる環境の確保のために保安警備を行うこと。 

実施に当たっては、各部屋の使用目的、使用内容等を十分に把握するとともに、警備業法等

の関係法令を遵守すること。 

（1）開館時間内 

ア 開館時には機械警備を解除の上、開館中は決められた時間ごと及び随時に、閉館時には

機械警備を作動させる前に、次の内容について確認すること。 

（ア）鍵のある窓、扉及びシャッターの点検及び処置 

（イ）盗難、侵入者の発見、予防及び関係機関への連絡 

（ウ）敷地内の徘徊者、不審者及び潜伏者の発見及び処置 

（エ）火災の早期発見、初期消火、拡大防止及び関係機関への連絡 

（オ）排風機、給湯循環ポンプ、照明等の電源の入り切り 

（カ）水道蛇口及び配管の水漏れの点検及び処置 

（キ）施設、備品等の異常の有無の確認 

（ク）ロッカー鍵の有無の確認 

（ケ）拾得物及び遺失物の発見及び保管 

（コ）その他、施設の安全を確保するために必要な処置 

イ 事務所において、受付窓口、監視カメラ等をとおして部外者の出入状況の確認、不審者

の発見及び進入阻止、使用規則違反者等の発見を行うこと。また、各種設備の警報の発生

のときには、適切に対応すること。 

ウ 閉館時においては、利用者の退館を促し、全利用者の退館を確認したうえ、機械警備を

作動させること。 



    

（2）開館時間外 

閉館時から開館時までの間、施設内の財産の保護及び業務の円滑な運営を目的として、機

械警備を実施するものとする。 

ア 火災、満水、漏電、盗難等の異常の有無を間断なく監視すること。 

イ 警報受信装置により異常を感知したときは、速やかに警備員を派遣し、事故を確認す

るとともに、必要に応じ関係機関へ連絡すること。 

ウ 事故発生時には、市に速やかに連絡するとともに、事故報告書を作成すること。 

エ 警備実施後は、毎月報告書を作成すること。 

オ 機械警備の種別、配置等は、次のとおりである。 

(ア)基本システムはＳＰＫアラームシステム 

(イ)人感センサー：施設内全域 

(ウ)マグネットセンサー：各種ドア及び機械室の窓 

(エ)オペレーションターミナル：一般利用者、職員、従業員の出入口 

(オ)設備機器（火災警報、満水、漏電等）との接続 

(カ)事故通報は、加入電話回線使用 

カ 機器が正常な機能を維持するため、適宜保守点検を行うこと。 

 

６ 外構管理業務 

指定管理者は、施設を快適な状態に保持するために、敷地、施設付属物等の適切な維持管理

を行うこと。 

作業を実施したときには、業務日誌等に記録して報告すること。 

（1）草刈 

ア 芝生の生育状況等に応じて適宜実施するものとするが、特にゴロッケーコースについて

はプレーに支障が出ないように、フェアウェイとラフのメリハリをつけながら小まめに実

施すること。 

イ 駐車場や総合体育館横駐輪場については最低年 3回実施すること。 

ウ 自走用草刈機については、市より貸与するが、燃料、消耗品等に係る費用は、指定管理

者の負担とする。 

エ 作業の実施に当たっては、利用者等の安全確保に十分に留意すること。 

（2）除草 

花壇、縁石沿い、植樹桝等の除草を、生育状況等に応じて適宜実施するものとするが、花

壇については最低年 3回実施すること。 

（3）剪定 

敷地内の中低木等について、適切な時期に年 1回実施すること。 

（4）冬囲い 

降雪前に設置し、雪解け後撤去すること。（約 30本） 

設置及び撤去に係る消耗品等は、指定管理者の負担とする。 

（5）散水 

花壇の花に対し、日照りの状況等に応じて適宜実施すること。 

なお、日照りが長期にわたったときには、中低木、芝生にも実施すること。 



    

（6）その他 

状況に応じて施肥、害虫駆除等を実施し、外構を適切な状態に維持すること。 

 

７ 除雪業務 

総合体育館の出入口、非常口、駐車場及び敷地内の通路等を確保すること。 

ロータリー除雪機については、市より貸与するが、その他の作業用具、燃料、消耗品等にか

かる費用は、指定管理者の負担とする。 

作業を実施したときには、業務日誌等に記録して報告すること。 

（1）実施時期 

冬期間の積雪時に実施すること。 

（2）実施時間 

原則開館の 9 時までに終了すること。ただし、開館中に降った雪については、適宜実施す

ること。 

（3）実施内容 

指定管理者は、業務遂行のため常に適正な人員を配置し、次の箇所を実施すること。 

ア 各種出入口（正面玄関、機械室、職員玄関、従業員玄関、搬入口及び車庫） 

イ 駐車場及び回転場からの連絡通路 

ウ 歩道 

エ 非常口及び避難経路 

オ 従業員通路 

カ その他管理上必要な除雪については、適宜実施すること。 

（4）備品等の破損 

作業の実施に当たって備品及び施設等を破損した場合、又は破損箇所を発見した場合は、

直ちに適切な処置を講ずるとともに、市に速やかに報告すること。 

（5）注意事項 

ア 作業の実施に当たっては、利用者等の安全確保に十分留意すること。 

イ 積雪の状況により 9時までに終了できないときは、正面出入口、駐車場及び回転場から

の連絡通路を優先的に実施すること。 

ウ 作業中に事故等が発生したときは、直ちに適切な処置をとり、速やかに市に報告するこ

と。 

 

８ 受水槽清掃業務 

北広島市水道事業給水条例施行規程（平成 10年北広島市水道事業管理規程第 1号）第 10条

の 2の規定に基づき、受水槽の清掃及び水質の検査を年 1回行うこと。 

作業を実施したときには、業務日誌等に記録して報告すること。 

（1）受水槽清掃 

ア 受水槽内の沈でん物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を洗浄等により除去し、

洗浄を行った場合は、用いた水を完全に排除するとともに、受水槽周辺の清掃を行うこと。 

イ 清掃終了後、塩素剤を用いて 2回以上受水槽内の消毒を行い、消毒終了後は、消毒に用

いた塩素剤を完全に排除するとともに、受水槽内に立ち入らないこと。 



    

ウ 清掃作業に用いる機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備又

は修理を行うこと。 

（2）水質検査 

ア 受水槽の水張り終了後、水質検査を行い、水質基準を満たしていることを確認し、水質

検査結果書を作成すること。 

イ 基準を満たしていない場合は、直ちに給水を停止し、その原因を調査し、必要な措置を

講ずるとともに、速やかに市に報告すること。 

 

９ 暖房機保守点検業務 

暖房ボイラー及び給湯ボイラーを良好な状態に保持し機能を有効に発揮させるために保守点

検を実施すること。 

作業を実施したときには、業務日誌等に記録して報告すること。 

（1）オーバーホール 

暖房ボイラー始動前に、給湯ボイラーと併せて年 1回実施すること。 

作業項目としては、次のとおりである。 

ア 本体の点検 

イ 電気・保護装置の点検 

ウ 燃焼装置の点検及び清掃 

エ 燃焼炉亀裂の有無 

オ 燃焼室清掃 

カ バーナー分解及び整備 

キ 貯湯槽点検及び清掃 

（2）中間点検 

暖房ボイラー始動後に、給湯ボイラーと併せて年 1回実施すること。 

作業項目としては、次のとおりである。 

ア 本体の点検 

イ 電気及び保護装置の点検 

ウ 燃焼装置の点検及び清掃 

エ 燃焼炉亀裂の有無 

（3）故障等を発見した場合は、直ちに必要な措置等を講ずるとともに、速やかに市に報告すること。 

 

１０ 電気保安業務 

電気事業法施行規則（平成 7年通商産業省令第 77号）第 52条の規定に基づく、自家用電

気工作物の保安管理を行うこと。 

作業を実施したときには、業務日誌等に記録して報告すること。 

（1）設備容量は 150KVAで絶縁監視装置が設置されていることから、運転中の施設点検及び測定

試験の月次点検は、隔月 1回とすること。 

（2）施設の運転を停止して行う点検及び測定試験を行う年次点検は、年 1回実施すること。 

（3）異常の発生又は発生するおそれがある場合は、臨時点検を行うとともに、速やかに市に報

告すること。 



    

 

１１ 地下タンク等気密漏洩検査業務 

消防法第 14条の 3の 2の規定に基づき暖房及び給湯用燃料である重油を貯蔵している地下

タンク及び地下埋設配管の気密漏洩検査を年 1回実施すること。 

作業を実施したときには、業務日誌等に記録して報告すること。 

（1）検査箇所は、次のとおりである。 

ア 地下タンク本体 容量 8キロリットル Ａ重油 

イ 注入管 

ウ 吸引管 

エ 通気管 

オ 戻り管 

（2）気相部及び液相部について加圧試験を実施し、漏洩箇所の有無を判定し、定期点検実施結

果報告書を作成すること。 

（3）異常が認められた場合は、その原因を調査し、必要な措置を講ずるとともに、速やかに市

に報告すること。 

 

１２ 体育器具保守点検業務 

体育器具に係わる事故等を未然に防止するため、日常的な保守点検とは別に、詳細にわた

る総点検を年 1回実施すること。 

作業を実施したときには、業務日誌等に記録して報告すること。 

（1）点検を行う体育器具類は、下表のとおりとする。 

バスケット台 床金具 バレー支柱 バドミントン支柱 

支柱カバー 支柱運搬車 鉄棒 平均台 

踏切板 トランポリン とび箱 得点板 

ファール回数表示器 24秒タイマー エクササイズトレーナー テーブルローラー 

フラットベンチ ベルトバイブレーター ローイングマシン 
レッグカール&エクス

テンションマシン 

バックエクステン

ションベンチ 
スタファー ラボード コードレスバイク 

フライマシン アブドミナルボード 全自動血圧計 柔道畳 

筋力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ器具

(ﾊﾟﾜｰﾋﾞﾙﾀﾞｰﾍﾞﾝﾁ､ｽ

ﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾊﾞｰ) 

ﾁｪｽﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ器具

(ﾌﾟｰﾘｰﾏｼﾝ) 
ﾌﾟﾚｰﾄ及び付属器具 体組成計 

ミラー ソフトマット 防球ネット 

 

（2）故障等を発見した場合は、直ちに補修又は使用停止の措置等を講ずるとともに、速やかに

市に報告すること。 

 

１３ 吊物装置保守点検業務 

吊物装置に係わる事故等を未然に防止するため、日常的な保守点検とは別に、詳細にわた



    

る総点検を年 1回実施すること。 

作業を実施したときには、業務日誌等に記録して報告すること。 

（1）点検を行う吊物装置類は、次表のとおりとする。 

一文字幕昇降装置 袖幕昇降装置 引割幕昇降装置 

引割幕開閉装置 ボーダーライト昇降装置 
サスペンションライト昇

降装置 

アッパーホリゾントライ

ト昇降装置 
バトン昇降装置 バック幕昇降装置 

第１見切幕昇降装置 第 2見切幕昇降装置 アリーナバトン昇降装置 

動力制御盤 動力操作盤 

 

（2）故障等を発見した場合は、直ちに補修又は使用停止の措置等を講ずるとともに、速やかに

市に報告すること。 

 

１４ 煤煙測定業務 

大気汚染防止法（昭和 43年法律第 97号）第 16条の規定に基づき、暖房ボイラー及び給湯

ボイラーより排出される煤煙の濃度等の測定を年 1回実施すること。 

作業を実施したときには、業務日誌等に記録して報告すること。 

（1）測定項目は、次のとおりである。 

ア ばいじん濃度 

イ 硫黄酸化物排出量 

ウ 窒素酸化物濃度 

（2）測定の結果については、排出基準に対して判定し、測定記録表を作成すること。 

（3）異常が認められた場合は、その原因を調査し、必要な措置を講ずるとともに、速やかに市

に報告すること。 

 

１５ 廃棄物処理業務 

（1）処理業者に処理を行わせること。 

（2）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、可能な限り資源化していくこと。 

 

１６ 駐車場管理業務 

指定管理者は、総合体育館利用者の駐車場確保を行うため、近隣施設のイベントの混雑状況

に留意し、適正に駐車場管理を行うこと。 

 

第３ スポーツ教室事業等の開催 

 

指定管理者は、市民の心身の健全な発達及び体育の普及振興を図るという施設の設置目的達

成のため、各種事業を計画し、実施するものとする。 

 



    

１ 継承事業 

指定管理以前から実施している次に掲げる事業は、基本的に継承することとする。見直し等

に当たっては、事前に市の承認を得ること。 

保険料や講師謝礼分として参加料等を徴収することができるが、幅広い市民が参加しやすい

ように、廉価な金額とすること。 

（1）身近に親しむスポーツ事業 

総合体育館機能を効果的・効率的に活用し、市民の誰もがスポーツ・レクリエーションを

楽しみながら健康・体力づくりを図れるよう無料開放等を実施する。 

ア 無料開放日の設定 

（ア）市民スポーツデー 

毎月第 2日曜日（ただし、5月はこどもの日、10月はスポーツの日とする。）を市民ス

ポーツデーとして無料開放する。 

（イ）土曜日の高齢者及び高校生以下の無料開放 

青少年が気軽にスポーツを行える場として、学校の長期休暇（夏・冬・春休み）以外

の土曜日を、高校生以下に無料開放する。また、高齢者の健康増進の機会を増やすため、

毎週土曜日を 65歳以上の高齢者に無料開放する。 

イ チャレンジ７００キロマラソン 

市民の継続的な体力づくりの場の提供とランニングコースの有効利用を図るため、ウ

ォーキングやジョギングの目安として北海道縦断の距離にほぼ等しい 700 キロメート

ルを区切りとし、完走者に証明書と記念品を贈呈する。 

ウ ゴロッケーコースの開放 

レクリエーション機会と冬期間の運動機会を提供するため、敷地内にゴロッケーコース

を整備し、開放するとともに、用具の貸出しを行う。 

また、冬期間は市民スポーツデーで室内ゴロッケーを開放する。 

   エ スナックゴルフ用具等の貸出 

      ニュースポーツの普及を図るため、ボッチャ、スナックゴルフ用具等の貸出を行う。 

オ 歩くスキー用具・スノーシューの貸出 

冬期間の健康・体力づくりを図るため、歩くスキー用具・スノーシューの貸出しを行う。 

（2）スポーツ教室開催事業 

生涯スポーツの普及、振興や市民相互の交流を図るため、子どもから高齢者までを対象に

したスポーツ・レクリエーションを主とする初心者教室、講習会や、ジュニアの運動能力向

上を目指した教室等を計画的に開催する。 

≪参考≫ 令和 3年度に開催の教室等は次のとおりである。 

ア シニア健康運動講習会 

シニア層の健康に関する要求に対応するため、健康維持、体力増強のサポートにつな

がる軽運動の講習会を 4回開催。 

イ 女性スポーツ教室 

女性の健康・体力づくりを目的とするとともに参加者相互の親睦を深めるため、ピラ

ティス教室（4回）や若さを生み出す背骨の整え方教室（4回）を開催。 

ウ とび箱・マット・トランポリン教室 



    

とび箱・マット・トランポリン教室を 5回開催。 

 

２ 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、次の事業を自らが企

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。 

（1）興行、スポーツイベント等の事業 

（2）継承事業以外の各種スポーツ教室等 

 (3) その他の事業 

上記の事業の他、施設の利用促進、利便性向上等を考慮した事業（各種健康サービス機器

の設置、新たな備品・用具の貸出し、その他サービス事業等）。 

 

第４ その他の業務 

 

１ 自己評価 

指定管理者は、利用者等の意見や要望を把握し、運営に反映させるよう努めるとともに、結

果については市に報告すること。 

市は、事業報告書及び事業評価の結果等を考慮した上で、指定管理者の業務が基準を満たし

ていないと判断した場合、是正勧告を行い、改善が見られない場合、指定を取り消すことがあ

る。 

（1）モニタリングの実施 

指定管理者は、定期的に利用者から意見や満足度等を聴取し、利用者モニタリングを実施

すること。なお、実施時期や利用者から聴取する項目については、市と協議して定めること。 

（2）施設の管理運営に対する自己評価 

指定管理者は、利用者モニタリングにより得られた結果をもとに、定期的に施設の管理運

営に対する自己評価を行い、その結果を事業報告書にまとめ市へ提出すること。 

 

２ 連絡調整 

（1）市との連絡調整 

ア 指定管理業務は、後日、市と締結する協定に基づき実施することとなるが、協定書及び

この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は、市と協議の上決定するものとする。 

イ 指定管理者は、市が出席を要請した会議等には出席すること。 

ウ 施設の管理運営に係る各種規程、要綱、マニュアル等を作成する場合は、市と協議する

こと。 

（2）関係機関との連絡調整 

ア 施設の管理運営に当たっては、利用者団体、スポーツ協会加盟団体、学校等との良好な

関係を維持するとともに、必要に応じ連絡調整を行うこと。 

イ 市内にある他の市民利用施設との連携を図った運営に配慮すること。 



    

 

３ 開業準備 

指定管理者は指定管理業務開始前において、現行の施設管理者から業務引継ぎを受け、本業

務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、業務従事予定者に対して必要な研修等を行い、業

務を習得させること。 

また、必要書類の作成や各種印刷物の作成等を行い、万全な開業準備を行うこと。 

なお、開業準備（研修等）に係る費用については、指定管理者の負担とする。 

 

４ 指定期間終了時の引継業務 

指定管理者は、指定期間の満了の日までに、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、速やかに業務引継ぎ（保管文書の引継ぎを含む。）を行うこと。 

また、新旧指定管理者は、業務引継ぎの完了を示す書面を取り交わし、その写しを市に提出

すること。 

 


