荒尾総合文化センター
指定管理者募集要項

平成３０年７月
荒
尾
市

荒尾総合文化センター 指定管理者募集要項
荒尾総合文化センターの効果的な運営を図るため、指定管理者（管理運営を実施する団体）
を募集します。
１ 対象施設の概要
（１）名 称
荒尾総合文化センター
（２）所在地
荒尾市荒尾字上府本道４１８６番地１９
（３）施設の設置目的、役割等
有明広域市町村圏域における文化・芸術の向上及び科学技術の普及並びに圏域住
民の福祉の増進に資するための施設
（４）施設の沿革
昭和６１年６月 開館
（５）施設内容、規模等
別紙「荒尾総合文化センター指定管理者仕様書」（以下「仕様書」という。）参
照
（６）現在の管理運営体制
現在の指定管理者・・・中央設備 ステージ・ラボ共同体
（７）施設の利用実績
施設利用率及び利用者数（平成２７～２９年度実績）
施 設 名
年 度
利用日数
利用者数
２７年度
１３１日
３９,８４１人
大ホール
２８年度
１６５日
６２,６９４人
２９年度
１０３日
４２,７８１人
２７年度
１６６日
１９,６２２人
小ホール
２８年度
１４８日
１９,６８０人
２９年度
１４８日
２０,３９３人
２７年度
２２３日
９,０９８人
会議室（４室）
２８年度
２０４日
８,１７２人
２９年度
１９２日
６,１３８人
２７年度
３９１日
１１,３１８人
練習室（３室）
２８年度
２８３日
９,６６４人
２９年度
２８１日
８,０３５人
２７年度
１３４日
８,４３０人
ギャラリー
２８年度
１４２日
８,３４５人
２９年度
１１２日
７,６４３人
２７年度
１７６日
２,７７９人
多目的ルーム
２８年度
１５３日
３,２３６人
２９年度
１５５日
２,７８８人
２７年度
１０８日
５,６３５人
その他
（アートフォーラム等）
２８年度
８２日
３,４２５人
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２９年度
７１日
３,７２８人
２７年度
１７１日
３,５６０人
子ども科学館
２８年度
１６９日
３,０８４人
２９年度
１８２日
３,１２９人
２７年度
－
１００,２８３人
合 計
２８年度
－
１１８,３００人
２９年度
－
９４,６３５人
※ 平成２７年度から平成２９年度までの収支状況は仕様書に記載のとおり。
２ 施設管理運営と指定管理者募集に当たっての基本的な考え方
（１）文化センターは、田園都市中核施設として有明広域圏における文化、芸術、科学の
分野での、文化創造と芸術鑑賞の拠点として建設された施設という設置理念に基づ
き管理運営を行うこと。
（２）公の施設であるということを念頭に置いて、全ての利用者に公平な運営を行うとと
して、特定の個人や団体に対して有利あるいは不利になるような取扱いをしないこ
と。
（３）施設の効用を最大限発揮するとともに、適切な経費で最大のサービスを提供する効
率的な運営を行うこと。
（４）地域住民や利用者の意見を管理運営に反映させ、利用者の利便性向上に努めること
（５）市民の知る権利を尊重し、情報公開について積極的に取り組むこと。
（６）個人情報の保護を徹底すること。
３ 指定管理者が行う管理の基準
（１）関係法令及び条例の規定を遵守すること。
（２）施設設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。
（３）業務に関連して取得した利用者等の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
（４）公の施設の管理に関する情報の公開を行うため、必要な措置を講ずるよう努めるこ
と。
（５）総括的な責任を持ち、利用者や部外者に対して文化センターを代表する管理責任者
（館長）を置くこと。
※管理の基準に関する細目的事項は、協議の上、協定で定めます。
４

電力の地産地消に関する本市の方針
本市においては、平成２９年１１月「地域エネルギーの有効活用等を中心としたまちづ
くりに関する連携協定」を、本市、株式会社グローバルエンジニアリング及び三井物産株
式会社の三者において締結し、エネルギーの地産地消を実現することで持続的なまちづ
くりの推進に向け、連携・協力することとしました。
本協定に基づき平成２９年１２月には新電力会社「有明エナジー株式会社」が本市に設
立され、平成３０年９月より全公共施設に同社の電力を供給する方針です。
本施設についても上記と同様に「有明エナジー株式会社」より電力調達を受けることと
しておりますので申請の際にはご留意ください。

５

指定管理者の業務等
（１）文化センターの運営に関する業務
① 施設の貸出しに関すること
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② 舞台業務に関すること。
③ 自主事業の実施に関すること。
④ 子ども科学館の管理運営に関すること。
※子ども科学館においては、指定管理期間中に用途変更する可能性があります。
⑤ 台風及び地震等の災害時の避難場所開設に関すること等
（２）施設及び設備の維持管理に関する業務
① 保守管理業務
② 施設の保全業務
③ 設備、備品等の管理業務等
（３）その他必要な業務
① 事業計画書及び収支計画書の作成
② 事業報告書の作成
③ 自己評価の実施等
（４）その他仕様書に定めるとおり。ただし、目的外使用に係る業務を除く。
６

指定の期間
平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までとします。ただし、管理を継続する
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。

７

応募資格
次の要件を満たす法人その他の団体であること。
① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し
ないこと。
② 荒尾市から指名停止措置を受けていないこと。
③ 暴力団等（※注）との関係がないこと。
④ 労働者災害補償保険に加入していること（従業員を雇用していない法人その他
の団体は除く。）。
⑤ 国税及び地方税を滞納していないこと。
⑥ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２
２５号）等に基づく更生又は再生手続を行っていないこと。
⑦ 電気主任技術者、建築物環境衛生管理技術者、甲種防火管理者等、施設を管理
するに当たって必要な資格、免許を有する者を置くこと（施設管理については、
有資格者へ委託する場合は、この限りではない。ただし、甲種防火管理者は除
く。）。
⑧ 舞台・照明・音響技術者については、公益社団法人日本照明家協会の照明技術
者技能認定２級以上の資格及び、厚生労働省認定の舞台機構調整技能士２級以
上の資格を有し、かつ５年以上の経験を有する者を置くこと（有資格者へ委託
する場合は、この限りではない。）。
⑨ その他明らかに指定管理者として不適当と認められる者でないこと。
※注 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に
規定する暴力団のほか、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのあ
る組織として警察等捜査機関から通報があったもの若しくは警察等捜査機関が
確認したもの
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８

提出書類
申請に当たっては、以下の書類を市に提出していただきます。なお、市が必要と認める
場合は、追加資料の提出を求めることがあります（次の順序で並べクリップ留めしたもの
を１０部（原本１部＋複写９部）提出してください。）。
（１）指定管理者指定申請書（荒尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関す
る条例施行規則（平成１７年規則第８号）様式）
（２）荒尾総合文化センター指定管理者事業計画書（別紙様式１）
（３）荒尾総合文化センター指定管理者収支計画書（別紙様式２）
（４）定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
① 法人にあっては、法人概要書（別紙様式３）、当該法人の登記簿謄本
② 法人等の設立趣旨・運営方針・事業内容等の概要が分かるもの
③ 法人等の組織及び運営に関する事項を記載した書類
（５）経営状況を説明する書類
① 申請の日の属する事業年度における法人等の事業計画書及び収支計画書
② 申請の日の属する事業年度の前事業年度における法人等の収支決算書、貸借対照
表その他の団体の財務状況を明らかにする書類
③ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における法人等の事業報告書その他の
団体の業務の内容を明らかにする書類
（６）その他
① 労働者災害補償保険に加入していることを証する書類（従業員を雇用していな
い法人その他の団体は除く。）
② 納税証明書
申請の日時点で発行の日から３か月を経過していない証明書で、国税及び地方税
の滞納が無いことを証するもの（過去３年分）
③ 暴力団等との関係についての誓約書（別紙様式４）
④ 役員等名簿及び照会承諾書（別紙様式５）
⑤ その他資格要件（①、②を除く。）の各要件について資格を満たしていること
の証明書等
⑥ 舞台・照明・音響技術者については、公益社団法人日本照明家協会の照明技術
者技能認定２級以上及び厚生労働省認定の舞台機構調整技能士２級以上の資格
保有を証する書類
⑦ その他市長が必要と認める書類

９

管理に要する経費
荒尾総合文化センターの管理に要する経費は、利用料金収入、条例等により減免され
た利用料金に対する市からの補塡、市が支払う指定管理料、自主事業に伴う収入、その
他の収入によって賄うこととします。
このうち、利用料金収入及び減免された利用料金に対する市からの補塡については、
仕様書等を参考に算定し、指定期間中に市が支払う指定管理料の額は、以下に定める基
準価格の範囲内で、応募事業者から各年度の指定管理料の提案を求めます。
なお、市からの指定管理料の具体額は事業計画書で提示された額に基づき、指定管理
者と市との間で締結する協定書で定めます。
基準価格 ２８１，６８２千円（５年間。市指定の自主事業実施に係る経費を含む。
消費税及び地方消費税を含む。）
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※ 基準価格を超える提案があった場合には、第一次審査で失格となりますので、ご
注意ください。
※ 基準価格には、年度末精算となる修繕費１５，０００千円（３，０００千円/
年）、及び備品購入費１，２５０千円（２５０千円/年）を含んでいます。
※ 平成３１年１０月１日から、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的
な改革を行なうための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税及び地
方消費税の税率の改定が予定されていますが、指定管理料の積算に当たっては、現
行税率（８％）を基に算定してください。ただし、各年度の協定書に定める指定管
理料の額の決定時には、当該年度に適用すべき税率を基に再度算定し、協議の上決
定します。
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け付けます。
① 受付期間
平成３０年７月２３日（月）から同年８月３日（金）まで
② 受付方法
質問票（別紙様式６）に記入の上、ＦＡＸ又は電子メールで提出して
ください。
FAX ０９６８－６４－０９４０
電子メールアドレス：kikaku@city.arao.lg.jp
③ 回答方法
平成３０年８月１０日（金）までに質問に対する回答をホームペー
ジ上に掲載します。ただし、やむを得ない事情により回答が遅れる
場合は、質問者にあらかじめ連絡をします。

現地説明会の実施
現地説明を希望される場合は、７月２０日（金）までに法人等の名称及び参加する方の
氏名をあらかじめ連絡してください。後日、日時及び場所を連絡します。

11

12 申請書提出先及び提出期間
（１）提出先 荒尾市総務部政策企画課（市役所２階）
〒８６４－８６８６ 荒尾市宮内出目３９０番地
電話 ０９６８－６３－１２７４（直通）
（２）提出期間 平成３０年８月２０日（月）から同年８月２４日（金）までの日（土・
日曜日及び祝日を除く。）の午前８時３０分から午後５時１５分までとし
ます。
※ 郵送の場合、書留郵便により最終日の午後５時１５分までに必着のこと。
※ ＦＡＸ、電子メールでの提出は認めません。
13 選定の基準
指定管理候補者選定委員会において、次の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と
認める申請者を指定管理者の候補者として選定します。
① 市民の平等な利用が確保されること。（適・不適）
ア 施設の設置目的及び市が示した管理の方針に沿った運営方針
イ 平等な利用を図るための具体的な手法及び期待される効果
② 当該団体の計画する事業の内容が、当該施設の効用を最大限に発揮するものであ
ること。（ア～オ合計：６０点）
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ア 利用者及び利用率の増加を図るための具体的手法及び期待される効果（１０点）
イ サービスや社会性の向上を図るための具体的手法及び期待される効果（１０点）
ウ 本市の文化を振興するための特色ある自主事業の内容（２０点）
エ 方法活動の実施等により自主事業の観客を増加させるための方策（１０点）
オ 施設を有効活用した独自事業の内容（１０点）
③ 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有してお
り、又は確保できる見込みがあること。（ア～イ合計：２０点）
ア 施設管理運営の実施方法及び安全管理、緊急時の対応（１０点）
イ 施設の運営体制及び適正な管理や経理、団体の経営状況（１０点）
④ 当該公の施設の管理に要する経費を縮減できる見込みがあること。（合
計：２０点）
１4

１5

申請及び協定に要する経費
申請及び協定締結に要する経費等は、全て申請者の負担とします。
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 申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき。
③ 申請書その他の書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。
④ 申請書その他の書類に虚偽の内容が記載されているとき。
⑤ その他選定委員会で協議の結果、審査を行うに当たって不適当と認められるとき。

１6

選定委員会
平成３０年１０月（予定）に実施します。
申請者である法人その他の団体の代表者又は代理の方のプレゼンテーションをお願い
します（プレゼンテーションの順番は、申請書の受付順とします。）。
日時、場所については後日連絡します。

１7

選定結果
結果については、各申請者に文書で通知します。

１8 指定管理者の決定及び管理業務に係る管理費用（指定管理料）
（１）指定管理者は平成３０年１２月荒尾市議会の議決を経て決定（指定）されます。
（２）議決後に市と指定管理者との間で協定を締結しますが、この協定の管理業務に係る管
理費用（指定管理料）は当該年度予算額以内となりますので、申請時に提出のあった
管理業務に係る提案価格を下回る場合があります。
１9 その他
（１）提出書類はお返しできません。
（２）提出された書類は、必要に応じ複写します（提出された書類又は複写された書類の
使用は市庁内及び選定委員の検討に限ります。）。
（３）提出された書類及び申請者の情報は、以下の情報提供ルールの基本的な考え方に従
い、情報公開請求等により開示することがあります。

-6-

情報提供ルールの基本的な考え方
時 期
情報の内容
公開基準
募集中
・基準価格
○
・審査基準の内容と配点
○
・申請状況（申請者数）
○
・申請者名
△
募集締切時
・申請状況及び申請者名
○
・応募者の事業計画書の内容
△
選定後
・指定管理候補者名
○
・指定管理候補者選定理由
○
・選定委員会の審査における応募者の総得点及び項目
○
ごとの得点
・選定委員会の審査における委員ごとの総得点及び項
○
目ごとの得点（委員名匿名）
・指定管理候補者の事業計画の内容（概要）
○
・応募者の事業計画書の内容
△
・応募者の提案価格
○
〇…公表又は公開できる情報
△…荒尾市情報公開条例による開示請求に基づいて、情報提供の可否について、個別の
判断を要すると考える情報（荒尾市情報公開条例第７条各号に定める不開示情報に該
当する又は不開示情報が含まれている可能性があるため、個別に情報提供の可否を判
断します。）
（４）荒尾総合文化センターの管理運営に伴い、その指定管理者には法人市民税の申告義
務が生じます。詳細は市税務課にお尋ねください。
20 留意事項
（１）指定管理候補者を指定管理者として指定する前において、指定管理候補者が「７
応募資格」に掲げる要件を欠くこととなったとき、財務状況の悪化等により事業の
履行が確実でないと認められるとき、又は社会的信用を著しく損なうなど指定管理
者としてふさわしくないと認められるときは、指定管理者の指定を行わないことが
あります。
（２）指定管理者の指定後に、指定管理者が「７ 応募資格」に掲げる要件を欠くこと
となったとき、財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないと認められると
き、又は社会的信用を著しく損なうなど指定管理者としてふさわしくないと認めら
れるときは、指定管理者の指定を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を
命じることができるものとします。
2１ 募集要項に添付してお渡しする資料と様式
（１）荒尾総合文化センター指定管理者仕様書（別紙）
（２）指定管理者指定申請書（様式）
（３）荒尾総合文化センター指定管理者事業計画書（別紙様式１）
（４）荒尾総合文化センター管理業務の収支計画書（別紙様式２）
（５）法人概要書（別紙様式３）
（６）暴力団等との関係についての誓約書（別紙様式４）
（７）役員等名簿及び照会承諾書（別紙様式５）
（８）質問票（別紙様式６）
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（９）荒尾総合文化センター条例
（10）荒尾総合文化センター条例施行規則

問合せ先
荒尾市総務部政策企画課企画統計係
担当：谷本、沼田
電話
０９６８－６３－１２７４（直通）
ＦＡＸ ０９６８－６４－０９４０
e-mail：kikaku@city.arao.lg.jp
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