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緑温泉指定管理者募集要項 

 

 清里町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例及び緑温泉条例の規定により、

指定管理者を下記のとおり募集します。 

 

１ 施設の概要 

 (1) 施設の名称 

緑温泉 

 (2) 所在地 

    清里町緑町２６番地 

 (3) 建物概要 

    開 設 年   平成１１年 

    構  造   木造平屋建 

    敷地面積   12,150.28㎡（緑温泉・緑駅前広場） 

    建物面積     399.33㎡（緑温泉本体） 

    付帯施設   駐車場、緑駅前広場、トイレ、四阿 

 

２ 指定管理者が行う管理の基準 

 (1) 関係法令の遵守 

   指定管理業務にあたっては、地方自治法、緑温泉条例、清里町個人情報保護条例、清里

町行政手続条例、清里町情報公開条例その他関係法令を遵守することとします。 

 (2) 施設設備及び物品の維持管理 

  ア 使用者が快適かつ公平・安全に利用できるように施設・設備・物品の点検、清掃、修

繕、秩序の保持、衛生的環境の確保、火災、盗難の防止などの維持管理を行うこととし

ます。 

イ 管理運営上の瑕疵で発生した修繕及びサービス向上のための設備は、指定管理者の負

担で行います。ただし、修繕を実施する前に清里町と協議を行わなければなりません。 

なお、施設の構造や設備の劣化など、施設の管理者に関係なく発生する修繕等は、清

里町が負担し実施します。 

ウ 管理運営上の瑕疵による備品購入は、指定管理者の負担となります。ただし、備品購

入する前に清里町と協議を行わなければなりません。 

なお、清里町が無償貸付している備品が、経年劣化などにより更新が必要な場合は、

清里町の負担で購入します。 

  エ 施設に係る第三者への損害賠償責任を担保するために想定される損害賠償等保険に

は必ず加入することとします。 

 (3) 使用料 

   使用料の額は、緑温泉条例別表に定める範囲内において、指定管理者が町長の承認を得

て決定し、徴収については、地方自治法第２４４条の２第８項に定める制度により、指定

管理者の収入として収受させます。 

   ただし、使用料収入で申請書の１０％以上の減が生じた場合においては、その１０％を

超えた額について、町と指定管理者で内容を精査のうえ必要と認められる場合は、折半（５

０％・５０％）により精算することとします。 

 (4) リスク条項 

   指定管理に係る委託料のうち、電気料、燃料費、水道料については、それぞれの提示額

の品目基準単価に対し１０％を超える増が生じ、年間累計で赤字になった場合には、その

１０％を超えた赤字額について、町と指定管理者で折半（５０％・５０％）により精算す

るものとします。ただし、この間において当該物価の変動により使用料の見直しを行った

場合は、この限りではありません。 
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３ 指定管理者が行う業務 

 (1) 施設の使用許可等に関する業務 

 (2) 施設の使用料に関する業務 

 (3) 施設及び設備の維持管理運営に関する業務 

 (4) その他施設管理上必要と認められる業務 

 (5) その他別紙仕様書のとおり 

 

４ 指定期間 

 令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間とします。 

 ただし、清里町公の施設に関する指定管理者の指定手続き等に関する条例第９条第１項の規

定により、指定管理業務を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消すことが

あります。 

 

５ 指定管理者の委託料（基準価格） 

 指定管理者の委託料は、下記基準価格を上限とします。従って、これを超える委託料に基づ

く事業計画及び収支予算書の提案は、資格審査で失格となるので充分留意して下さい。 

 最終的な委託料は、指定管理者の提案を基準に町と指定管理者が協議を行います。 

    基準価格 ４７，３６０，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

６ 委託料に係る提案額の取扱い 

 業務推進の必要経費として申請のあった提案額が、委託料として支払われている場合にあっ

ては、原則として提案の項目どおりに執行しなければなりません。 

 ただし、諸般の経済動向及び積算見込みの変化等により、各項目（人件費、原材料費、業務

推進費）の提案額に１０％を超える変動が生じた場合は、町と協議し適切に処理しなければな

りません。なお、１０％以内であればその限りではありません。 

 

７ 応募資格 

 指定期間中、安全円滑に対象施設を管理運営できる法人その他の団体（以下「団体等」とい

う。）で、次の事項を満たすこととします。 

 (1) 団体等であることとします。（法人格の有無は問いません。） 

  ア 町内に事務所若しくは事業所を有し、又は事務所若しくは事業所を設置予定で、従業

員は清里町に居住することとします。 

 (2) 団体等又はその代表者が次の事項に該当しないこととします。 

  ア 法律行為を行う能力を有しない者 

  イ 破産者で復権を得ない者 

  ウ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項（同項を準用する場合を含む。）の規定によ

り、本町における一般競争入札等の参加を制限されている者 

  エ 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を受けたことがあ

る者 

  オ 国税及び道税、町税を滞納している者 

 (3) 団体等の人員、資産その他の経営規模から、施設の管理運営能力を有することとします。 

 (4) 施設の管理にあたって、資格・免許等が必要な場合は、その資格を有することとします。 

 

８ 応募方法 

 応募にあたっては、以下の書類を町に提出していただきます。なお、町が必要と認める場合

は、追加資料の提出を求めることがあります。 

 (1) 応募書類 

  ア 指定申請書（様式第１号） 

  イ 申込資格を有していることを証する書類 
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申込資格条項 区分 書類の内容 

７－(1) 法人の場合 法人登記簿謄本 

団体の定款、寄附行為又はこれに相当する書類 

非法人の場合 団体の規約 

７－(２)－ア・

イ 

法人の場合 不要 

非法人の場合 代表者の身分証明書 

７－(２)－ウ・

エ 

 7－(２)－ウ・エに該当しない旨の確約書 

７－(２)－オ 国税・地方税の納入

義務がある場合 

納税証明書（この要項の配布開始日以降に交付

されたもの） 

国税・地方税の納入

義務がない場合 

その旨を記載した確約書 

  ウ 事業計画書（様式第２号） 

  エ 収支予算書（様式第３号） 

  オ 団体等の経営状況を説明する書類 

   ・前事業年度の収支（損益）計算書又はこれらに相当する書類（既に財産取引活動をし

ている団体のみ） 

   ・前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類（作成しているもの

のみ） 

   ・現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類（既に財産取

引活動をしている団体のみ） 

  カ 団体等の活動内容等を記載した書類 

   ・事業報告書（作成している場合のみ） 

   ・役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類、又はこれに相当する書類 

 (2) 申込受付期間 

   令和３年１０月１日（金）～令和３年１０月２９日（金） 

   （受付 午前８時１５分から午後５時００分まで 土・日・祝日は除く） 

 (3) 募集要項の配布 

   募集要項の配布は、申込受付期間中とします。 

   （配布 午前８時１５分から午後５時００分まで 土・日・祝日は除く） 

   ・要項は清里町のホームページからもダウンロードできます。 

    http://www.town.kiyosato.hokkaido.jp 

 (4) 提出方法  持参又は郵送 

 (5) 提出部数  ２部（原本１部・写し１部） 

 (6) 提出書類の取扱い 

   費 用  申請に係る費用は、申請者の負担とします。 

   書 類  提出書類は、返却いたしません。 

        提出書類は、必要に応じて複写します。 

        提出書類は、情報公開の請求により開示することがあります。 

 (7) 募集要項配布及び申請書提出先 

   〒099-4492 斜里郡清里町羽衣町 13 番地 清里町役場総務課 管財グループ 

   電話 0152-25-2130  ＦＡＸ 0152-25-3571 

 

 

９ 現地説明会の実施 

  現地説明会を、次のとおり開催します。参加を希望される場合は、団体等の名称及び参加

する方の氏名をあらかじめご連絡ください。（１団体３名まで） 
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 (1) 開催日時  令和３年１０月１２日（火） 

   ①午前９時００分～ 指定管理者制度の概要説明（役場３階各種委員会室） 

   ②午後１時３０分～ 現地説明（緑温泉） 

 

１０ 質問事項の受付 

  募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受付けます。 

 (1) 受付期間  令和３年１０月１２日（火）から令和３年１０月１８日（月）まで 

         （受付 午前８時１５分から午後５時００分まで） 

 (2) 受付方法  質問書（様式第Ａ号）に記入の上、提出してください。 

 

１１ 選定基準 

  以下の選定基準に基づき、総合的に候補者を選定します。 

 (1) 利用者の平等な利用の確保がされていることとします。 

 (2) 施設の効用を最大限に発揮するものであることとします。 

  ア 施設の設置目的との整合性 

  イ 利用者に対するサービスの向上 

  ウ 施設等の利用促進対策 

  エ その他新規、魅力的な提案の有無 

  オ 施設管理の安全性への配慮 

 (3) 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られることとします。 

  ア 町の支払う管理費用の縮減が図られる 

  イ 経費の縮減に事業者の創意工夫がある 

 (4) 施設の管理を安定して行う人的及び資産能力を有しており、又は確保できる見込みがあ

ることとします。 

  ア 申請者の実績 

  イ 人的能力（管理運営組織） 

  ウ 資産能力 

  エ 申請者の安定性、信頼性、継続性 

  オ 申請者の取組み姿勢（業務への意欲、熱意） 

  カ 管理運営の透明性、公平性 

  キ 職員の管理、育成 

 (5) 地域の活性化が図られる見込みがあることとします。 

  ア 事業機会の拡大 

  イ 地元雇用の拡大 

  ウ 定住の促進 

 

１２ 無効又は失格 

  以下の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがあります。 

 (1) 申請書の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかったとき。 

 (2) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

 (3) 申請書の記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

 (4) 虚偽の内容が記載されているもの。 

 (5) その他、選考委員会で協議の結果、審議を行うにあたって不適当と認められるもの。 

 

１３ 候補者選考結果の通知 

 選考結果は、申請書を提出した応募者全員に文書で通知します。 

 

１４ 指定管理者の決定 

 候補者として選考された団体については、地方自治法の規定に基づき、清里町議会の議決を
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経て決定（指定）されます。 

 

１５ 協定書の締結 

 決定（指定）後、選定された団体等と管理運営に係る協議を行い、基本協定を締結します。 

 また、各年度の委託料及び管理運営事業の具体的な執行事項については、単年度協定を締結

します。 

 

１６ 会計区分 

 指定管理者制度による当該管理運営事業に係る会計区分は、毎年４月１日より翌年３月３１

日までとし、独立した区分経理を行うこととします。 

 

１７ 配布書類・様式 

 (1) 指定申請書（様式第１号） 

 (2) 事業計画書（様式第２号） 

 (3) 収支予算書（様式第３号） 

 (4) 指定管理者募集要項等に関する質問書（様式第Ａ号） 

 (5) 緑温泉管理業務仕様書 

 

１８ 参考資料 

 (1) 施設の内容（資料１） 

 (2) 緑温泉利用実績（資料２） 

 (3) 緑温泉設置条例（資料３） 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

〒099-4492 斜里郡清里町羽衣町１３番地 

  清里町役場 総務課管財グループ 

電話 0152-25-2130  FAX 0152-25-3571 


