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荒尾運動公園施設指定管理者仕様書（案） 

１ 趣旨 

本仕様書は、荒尾運動公園施設の指定管理者による管理運営に当たり、当施設の管理運営の内

容及び履行方法について定めることを目的とする。 

 

２ 荒尾運動公園施設の管理に関する基本的な考え方 

荒尾運動公園施設を管理運営するに当たっては、次に掲げる項目に沿って行うこと。 

（１）荒尾運動公園が、地域住民の体育・スポーツの振興及び相互の交流を深めることのできる場

であるという当施設の設置理念に基づき、管理運営を行うこと。 

（２）地域住民や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）効率的運営を行うこと。 

（５）管理運営費の削減に努めること。 

 

３ 対象施設の概要 

（１）名称 

荒尾運動公園施設 

（２）所在地 

荒尾市荒尾４０５１番地ほか 

（３）施設概要 

 ① 敷地面積 ２８５,０００㎡（約９万坪） 

 ② 建設期間 昭和３１年度～平成２３年度 

 ③ 競技施設 

施設名 面 積 概 要 

陸上競技場 ４０,０００㎡ 
４００ｍトラック（８レーン） 

コースライン常備 フィールド 芝 夜間照明灯２基 

野 球 場 ２０,０００㎡ 

本部席 スコアボード ダッグアウト 

センター１１６ｍ 両翼９２ｍ 芝生スタンド 

収容人数 内野スタンド２，０００人（固定席） 

外野スタンド８，０００人（芝生席） 

庭 球 場 ９,８００㎡ ８面 夜間照明 

体育センター 
６,２００㎡ 

鉄筋コンクリート造平屋建（１３０８㎡） バレー２面 

バドミントン４面 柔道２面 剣道４面 

弓 道 場 鉄骨トタン屋根平屋建（３１０㎡） 射場８人立 夜間照明 

市民体育館 ２,０００㎡ 
競技場（フロア）１,２００㎡ バスケット２面 

バレーボール２面 バドミントン８面 舞台 

ソフトボール球場 １３,３００㎡ コート２面 夜間照明灯８基、本部席、ダッグアウト 

サッカー場 １３,２００㎡ 
コート１面（７０ｍ×９０ｍ） ゴール４基 芝スタンド 

９人制１面 ６人制２面 夜間照明灯２基 
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市民プール １６,０００㎡ 

５０ｍ公認プール ２５ｍプール 児童プール４ 

スライダー２台 スタンド１,２００人収容  

循環ろ過式（ミウラ A１フェルター） 

ゲートボール場 １２,５００㎡ ゲートボールコート８面 

多目的広場 １５,２８０㎡ ソフトボール２面 サッカー１面 夜間照明灯２基 

アーチェリー兼 

弓道遠的場 
８,０００㎡ 

競技スペース１０７ｍ×２０ｍ 

３０ｍ・５０ｍ・６０ｍ・７０ｍ・９０ｍライン有 

（夜間照明あり） 

ウォーキング 

ロード 

（元気ロード） 

１,３６４㎡ 

（一周５１８

ｍ） 

延長Ｌ＝５１８．５ｍ 幅員Ｗ＝２．８ｍ  表層ゴムチッ

フﾟ 

照明  ポールライト１４基  ストレッチベンチ２基  

ベンチ（背もたれ有）２基  ベンチ（背もたれ無し）４基 

その他健康遊具２基 案内板１基 

 

  ④公園施設 

施設名 面 積 概 要 

野外音楽堂 ３,１５０㎡ ステージ 半円スタンド 収容３,０００人 電源設備 

児童公園 ２,０００㎡ ブランコ 滑り台 その他 

展 望 台 １,２００㎡ 石垣高さ５ｍ シンボルタワー１基７ｍ 

藤   棚 １０,０００㎡ 藤４０本 

 

  ⑤駐車場 駐車台数 

施設名 収容台数 

中央駐車場 約１８０台 

陸上競技場 １６５台 

市民プール 約２０台 

野外音楽堂 約９０台 

ゲートボール場 約２０台 

旧交通公園 約７５台 

市民体育館 １７５台 

野球場 約４５台 

体育センター 約３０台 

アーチェリー兼弓道遠的

場 
６５台 

運動公園管理事務所（事務

所向かい側含む） 
約５０台 
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  ⑥公衆トイレ   

施設名 施設数 概 要 

陸上競技場 １ 水洗式多機能 

市民体育館前駐車場 １ 水洗式多機能 

庭球場前 １ 水洗式 

中央駐車場 １ 水洗式多機能 

多目的広場 １ 水洗式多機能 

野球場入口 １ 水洗式多機能 

ゲートボール場 １ 水洗式多機能 

児童公園 １ 汲み取り式 

 

  ⑦その他 

施設名 面 積 概 要 

運動公園管理事務所 ４，３１２㎡ 

１階面積５２１．４㎡、２階面積２１６．７㎡ 

１階 事務所、講習室、集会室（和室）、ロビー、倉庫 

２階 調理実習室、教養室（和室）、小会議室 

 

４ 開館時間及び休日 

運動公園管理事務所については、午前８時３０分から午後９時３０分までとする。ただし、施

設の使用については、午後９時までとする。 

その他の施設については下記のとおりとする。 

なお、必要があると認めたときは教育委員会の承認を得て、開館時間及び休日を変更すること

ができる。（荒尾市都市公園条例第２１条第２項） 

  

施設名 使用時間 休日 

市民体育館 

体育センター 

弓道場 

原則として９時から２１時まで。ただし、日

曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日は１７時

まで 

(１) 毎週木曜日 

(２) １２月２９日から

翌年の１月３日まで 

野球場 

ソフトボール球場 

陸上競技場 

サッカー場 

庭球場 

ゲートボール場 

多目的広場 

アーチェリー・弓道遠的場 

原則として９時から１７時まで 
１２月２９日から 

 翌年の１月３日まで 

市民プール 原則として９時３０分から１７時まで  
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ウォーキングロード 

児童公園 

展望台 

運動公園内駐車場 

野外音楽堂 

特に定めなし 

備考 

１ ソフトボール球場の照明の使用は４月１日から１０月３１日まで（木曜日を除く。）とし、時間 

は１７時から２１時までとする。 

２ 庭球場、サッカー場及び多目的広場の照明の使用は木曜日を除くものとし、時間は１７時から２  

 １時までとする。 

３ 市民プールの使用は、７月１日から８月３１日までの間で別に定める期間とする。（３７日間程

度） 

 

５ 法令等の遵守 

荒尾運動公園施設の管理に当たっては、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。 

（１） 荒尾市都市公園条例、同施行規則 

（２） 荒尾市行政財産使用料条例 

（３） 地方自治法、同施行令、同施行規則ほか行政関係法令 

（４） 荒尾市情報公開条例、荒尾市個人情報保護条例 

（５） 労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法令 

（６） ビル管理法、同施行規則、水道法、同施行規則、建築基準法、消防法、同施行規則、電気

事業法その他施設、設備の維持管理又は保守点検に関する法令 

（７） その他 

・指定管理者は、施設の使用許可承認等行政処分に相当する権限を行使するときは、荒尾市

行政手続条例第２章の規定を遵守すること。 

・指定管理業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書等は、適正に管理し、５年間保存

すること。指定期間を過ぎた後も同様とする。 

・指定管理者は、業務の実施に当たっては、省エネルギーの徹底と温室効果ガスの排出抑制

に努めるとともに、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、廃棄物の適正処理に努めること。 

 また、環境負荷の軽減に配慮した物品等の調達（グリーン調達）に努めること。 

 

６ 業務内容 

（１）施設の運営に関すること。 

① 施設の貸出し等、管理に関すること。 

ア 使用申請の受付、利用の許可、利用の取消し等に関する業務 

   イ 予約に当たっては、本市のスポーツ振興、競技力の向上、クラブチームの育成・生涯ス

ポーツの推進等の体育行政の目的を考慮した受付を行うこと。 

      ※受付の優先順位 
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       ① 荒尾市及び荒尾市体育協会（各競技団体）主催の大会など 

       ② 総合型スポーツクラブ 

       ③ クラブチーム 

       ④ 一般の利用（単発の利用など状況に応じ、上記団体と調整を行うこと。） 

       ※指定管理者が行う自主事業については、自主事業及び市との共催等により関係団

体が利用する場合を優先し、規則で定める利用許可申請受付期間に先行して予約が

できるものとする。  

 

② 利用料金の徴収等に関すること。 

ア 利用者から利用料金を徴収すること。 

イ 利用料金の減免については、荒尾市都市公園条例、同施行規則に定める基準により行うこ

と。 

ウ 徴収した利用料金については報告書を作成すること。書式・記載内容は協定で定める。 

 

③ 施設利用の相談・案内に関すること。 

ア 利用者が施設を利用するに当たり、必要な指導、助言を行うこと。 

イ 受付業務には、１名以上を配置し、利用者へのサービスに支障なく対応できる人員体制 

とすること。 

ウ 利用許可申請に係る事務処理は速やかに行うこと。 

エ 各施設利用のための書類及び利用者に対する利用の手引を作成すること。 

オ 電話での問合せや視察、施設見学等へ対応すること。 

 

  ④ 生涯スポーツの振興及び市内スポーツ団体等の育成に関すること。 

※現在、市民体育館及び体育センターの利用について、５人以上の団体においてはクラブチ

ームの育成を目的に、団体定期券を発行し利用いただいている。 

 

  ⑤ 総合型スポーツクラブへの協力に関すること。 

    文部科学省、日本スポーツ協会、熊本県、荒尾市が奨める総合型スポーツクラブへの協力 

    ・施設の確保に関すること。 

    ・会員の受付に関すること。 

※実質的な運営は総合型スポーツクラブで行うものとする。 

 

⑥ 職員の配置に関すること。 

 ア 荒尾運動公園施設の管理・運営全般を行う者（施設長）を常時１名とその他必要な人員 

  を配置すること。 

イ 電気主任技術者、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

るものを置くこと（施設管理について、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）。」 
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⑦ 自主事業に関すること。 

   ア 指定管理者は、自主事業を企画し、実施することができる。ただし、施設の利用につい

ては、自主事業及び市との共催等により関係団体が利用する場合を優先し、規則で定める

利用許可申請受付期間に先行して予約ができるものとする。 

イ 実施に当たっては、地域住民、利用者のニーズを把握するとともに、自らが主体的に  

事業を実施するだけでなく、住民、市民活動団体、自治会、事業者等と連携を図るなど十

分な工夫をすること。 

ウ 自主事業については、事前に教育委員会と協議し業務計画書を作成すること。 

  ・多様化する住民ニーズへの効果的、効率的な対応を図り、新しいサービスの提供と施 

   設の有効活用を図る事業 

     ・その他、施設の設置目的に沿った事業 

 

⑧ 自動販売機の設置 

  自動販売機の設置については、荒尾市行政財産使用料条例及び荒尾市公有財産規則の

規定に基づいて設置すること。 

 

⑨ 利用統計及び報告に関すること。 

指定管理者は、利用者等について日報を作成し、その統計を定期的に報告すること。書式

及び記載内容は協定で定める。 

 

⑩ 台風、地震等の災害時の避難場所開設に関すること。 

 ア 運動公園管理事務所は、災害時の避難場所として位置付けられているため、適切な対応 

を行うこと。 

イ 教育委員会と協議のうえ、災害発生時の避難所開設について、対応マニュアルを作成す 

ること。 

 

  ⑪ 選挙の際の投票所開設に関すること。 

    運動公園管理事務所は、選挙の際の投票所として位置付けられているため、適切な対応を 

   行うこと。 

 

（２）施設及び設備の維持管理に関すること。 

① 保守管理業務 

施設の適正な運営を行うため、次の設備等について保守点検管理を行うこと。なお、詳細

については、別紙「維持管理業務一覧」を参照すること。 

ア 施設の保守管理 

建築物の内外、外構等の日常点検及び定期点検等を行い、美観及び安全性の確保に努め

ること。 

イ 設備の保守管理 

設備（空調設備、給排水設備、電気設備等）の日常点検及び定期点検等を行い、初期の

性能を維持すること。 
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ウ 防災設備の保守管理 

防災設備の日常点検及び定期点検を行い、初期の性能を維持すること。 

 

② 環境維持管理業務 

ア 施設及び敷地内の環境を維持し、快適な環境を保つため、清掃業務を適切に行うこと。 

イ 床、壁、扉、ガラス、鏡、照明器具、衛生器具等について、場所ごとに日常清掃、定期

清掃を組み合わせ、ゴミ、埃、汚れ等のない状態を保つこと。 

ウ 敷地内の除草については、大会等の日程も考慮し、計画的に行うこと。 

※作業に当たっての条件・基準等は別紙「維持管理業務一覧」を参照のこと。 

 

③ 保安警備業務 

施設内の秩序を維持し、事故、盗難、破壊等の犯罪及び火災等の災害発生を警戒・予防し、 

財産の保全と利用者の安全を守るために、保安警備業務を適切に行うこと。 

ア 地震及び火災等の災害発生に対する消防計画書をあらかじめ作成し、定期的な訓練の実 

施等により職員に周知徹底を図ること。 

イ 事故、盗難等の緊急事態発生に対する対応マニュアルをあらかじめ作成して、職員に周 

知徹底を図ること。 

ウ 敷地内及び駐車場での災害、事故、犯罪等の発生を未然に防止できるよう、適切な管理 

を行うこと。 

エ 施設利用者の入退場を適切に管理すること。 

オ 教育委員会が提示する仕様に基づき、機械警備を実施すること。 

 

④ 施設の保全業務 

施設を安全かつ安心して利用できるよう、施設の保全に努めること。また、施設、設備等 

の不具合を発見したときは、速やかに教育委員会に報告すること。なお、詳細については、 

別紙「維持管理業務一覧」を参照すること。 

 

⑤ 備品等の管理業務 

ア 備品の保守管理 

・施設運営に支障を来さないよう備品の管理を行うこと。 

・教育委員会が定める規定に基づき、備品管理簿により管理を行うこと。 

・破損、不具合が発生したときは、速やかに教育委員会に報告すること。 

イ 消耗品 

・施設の運営に支障を来さないよう、必要な消耗品は適宜指定管理者が購入し管理を行

うこと。 

 

（３）その他教育委員会が必要と認める業務 

  ① 事業計画書及び収支計画書の作成 

    次年度の事業計画書及び収支計画書は、教育委員会と調整を図り、毎年度１１月末までに 

   作成し、教育委員会に提出すること。  
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  ② 事業報告の作成 

    前年度の事業報告書を会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）終了後、３０日以内 

に作成し、教育委員会に提出すること。提出する書類は次のとおりとする。 

   ・自主事業報告書 

   ・利用実績報告書 

   ・収支決算報告書 

 

  ③ 教育委員会との連絡調整 

   施設の円滑な運営を図るため、指定管理者と荒尾市との連絡調整会議を開催する。 

    （年 4 回程度） 

 

  ④ 自己評価の実施 

   ア 利用者等から、施設運営に関する意見を聴取すること。 

   イ 施設運営に関して、適宜自己評価を行うこと。 

 

  ⑤ 苦情、要望等に対する対応 

    施設の利用者等からの苦情、要望等については、迅速かつ丁寧に対応するとともに、その 

内容及び対応を教育委員会に報告すること。 

   

  ⑥ 施設で実施する教室、講習会等の実施 

    施設で実施する教室、講習会等については、その広報に努め、利用の促進を図ること。な

お、教育委員会が適当と認める場合は、市の広報誌、ホームページ等を活用することができ

る。 

 

  ⑦ 市民スポーツの普及・発展 

    市内のスポーツ団体が行う事業等について、可能な限り協力し、市民スポーツの普及・発 

展に努めること。 

 

  ⑧ 関係機関及び競技団体との連絡調整に関する業務 

   ア 市事業等への協力 

     ・指定管理者は、必要な範囲に応じて市が実施する事業に協力すること。 

     ・市から体育施設の管理運営並びに現状等に関する調査又は作業の指示があった場合に 

は、迅速、誠実かつ積極的な対応を取ること。  

 イ 市、競技団体との連絡調整 

    指定管理者は、市、競技団体との連絡調整を行い、下記に示す活動支援を行うこと。 

    ・各種大会を主管する競技団体への支援 

    ・市と競技団体が協力して実施する活動の支援 

    ・競技団体による地域スポーツ・競技スポーツ指導者への支援 

    ・市による競技団体育成等への支援 
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    ・市民スポーツの向上を図るため、体育協会やスポーツ推進委員、その他スポーツ団体等

と連携を図り、スポーツ振興を図ること。 

 

⑨ 指定期間終了に当たっての引継義務 

    指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく荒尾運動公園施設 

の管理運営業務を遂行できるよう、引継ぎを行うこと。 

 

⑩ その他日常業務の調整 

 

（４）情報公開に関すること 

  市民の行政文書の開示を請求する権利を十分尊重し、情報公開に努めること。 

 

（５）個人情報保護に関すること 

① 荒尾運動公園施設の適正な管理運営のため、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守するこ 

と。 

② 個人情報保護の体制を取り、職員に周知・徹底を図ること。 

 

７ 利用料金制について 

経営に反映できるよう、施設の利用にかかる料金（利用料金）を指定管理者の収入として収受 

させることができる利用料金制度を導入する。 

（１）利用料金の設定 

指定管理者は、荒尾市公園条例に定める使用料を上限とし、教育委員会の承認を得て利用 

料金を決定することができる。 

利用料金を設定する際は、その理由と利用料金及び見込まれる利用料金収入を添えて書面 

にて教育委員会に届け出ること。 

（２）利用料金の告知 

指定管理者は、利用料金の設定が教育委員会に承認された場合、利用者等に対し速やかに 

告知するとともに、承認された利用料金を適用する最初の利用日までに最低３ヶ月間の告知 

期間を設けなければならない。 

（３）利用料金の管理 

指定管理者は、利用者から徴収した利用料金に関する帳簿を作成し、管理するものとする。 

（４）利用料金の会計年度の取扱いについて 

    利用料金の会計年度の取扱いについては、利用料金を収納した日に属する年度に計上する

現金主義で取り扱うものとする。 

 

８ 経費等について 

（１）予算の執行 

  年間の運営は収支予算書の各項目の金額以内で執行すること。ただし、教育委員会と協議の上、

項目間の流用ができることとする。 

① 予算の執行については、次により行うこと。 
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ア 人件費 

施設長その他の職員の給与等は、申請団体からの予算提案額に基づき協定書に定めた額

で執行する。 

イ 事務費 

旅費、消耗品費、通信費、備品購入費等の費用については、申請団体からの予算提案額

に基づき協定書に定めた額で執行する。 

ウ 事業費 

自主事業費については、指定予算額以内で執行し、申請団体からの予算提案額に基づき

協定書に定めた額で執行する。 

エ 管理費 

・電気、ガス及び上下水道料金については、申請団体からの予算提案額に基づき協定書

に定めた額で執行する。 

・清掃費、機械警備費、設備保全費（消防設備、電気設備）、設備巡視点検料等につい

ては、申請団体からの予算提案額に基づき協定書に定めた額で執行する。 

・修繕費は、１件 50 万円未満を対象とし、年間 200 万円以内で執行し、年度末精算とす

る。ただし、指定期間終了後の買取りは求めないことを条件に、教育委員会との協議

に基づき執行する場合は、この限りではない。 

オ 事務経費 

・事務経費は、労務、経理、契約等の事務に要する経費を、人件費、事務費、事業費、

管理費の総額との割合を勘案し、算出すること。 

・年間の運営は予算の各費目の金額以内で執行すること。ただし教育委員会と協議の上

で流用ができることとする。 

（２）精算及び事業報告 

  ① 会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）終了後、３０日以内に事業の精算及び報告 

を行うこと。 

② 予算額が指定されている経費について精算により残額が生じた場合は、教育委員会へ戻入 

すること。（修繕費） 

（３）経理規程 

  ① 指定管理者は経理規程を策定し、経理事務を行うこと。 

（４）立入検査について 

教育委員会は、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。 

 

９ 指定管理料について 

（１）指定管理料は、管理運営費から指定管理者の収入として見込まれる額を差し引いたものとす 

る。指定管理料の額には、利用料の減免相当額及び運動公園管理事務所内で体育協会が使用す

る光熱水費等を算入している。 

（２）指定管理者の収入として見込まれるもの 

ア 利用料金収入 

イ 指定管理料 

ウ その他（自主事業に伴う収入など） 
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（３）指定管理料の支払 

会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）を基準として、４半期毎に支払う。なお、 

支払時期や方法は、協定で定める。 

（４）区分会計の独立と管理講座 

 指定管理者は、自身の団体等から独立した荒尾運動公園施設に関する会計帳簿及び経理規 

   程を設けるとともに、収入及び経理については、団体自身の口座とは別の独立した口座で管 

   理を行うこと。 

 

10 物品の帰属等 

（１）教育委員会が、指定管理者に対して指定管理料により物品を購入させるときは、購入後の物 

品は教育委員会の所有に属するものとする。 

（２）指定管理者は、教育委員会の所有に属する物品については、荒尾市物品会計規則及び関係例

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

備品整理簿を備えてその保管に係る物品を整理し、購入、廃棄等の異動について定期的に教育

委員会に報告しなければならない。 

（３）指定管理者は、業務において使用する教育委員会の所有に属する物品（消耗品を除く。以下

同じ。）については、荒尾市物品会計規則第３０条に準じて物品と関係帳票との照合を行い、

同規則に定められた様式に準じて、遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。 

 

11 業務を実施するに当たっての注意事項 

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をしないこと。 

（２）指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程・要綱等を必要とする場合は、教育委員会と協 

議を行うこと。 

（３）各種規程等がない場合は、教育委員会の諸規程に準じて、あるいはその精神に基づき業務を 

実施すること。 

（４）「荒尾市中小企業・小規模企業振興基本条例」第 9 条及び第 11 条に基づき、市内事業者への

優先的な発注に十分留意すること。 

（５）教育委員会の施策としての事業に、積極的に取り組むよう努めること。 

（６）自動販売機、公衆電話等の設置については目的外使用となるため、市長に対し行政財産使用 

許可申請を行い許可を得ること。なお、自動販売機又は公衆電話を設置したことにより発生す 

る収益は指定管理者の収入とする。 

（７）その他仕様書に記載のない事項については、教育委員会と協議を行うこと。 

 

12 業務報告 

（１）教育委員会は、指定管理者に対しその管理の業務及び経理の状況に関して定期に又は必要に 

応じて報告を求めることができる。 

（２）業務報告の内容に基づき、指定管理者の業務内容に改善が必要と認める場合は、教育委員会 

は実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。 
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（３）教育委員会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、教育委員会は指定を取り消すことができる。 

 

13 リスク分担 

指定期間内における主なリスクについては、別紙「主なリスク負担区分」を前提とし、これ以

外のリスクに関する対応については、別途協議で定めるものとする。 

 

14 協議 

指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか指定管理者の業務の内容及び処理について疑 

義が生じた場合は、教育委員会と協議し決定する。 

 

備考 

※ 建物損害保険料は市で直接予算化する。 

※ 自主事業は現在、水泳教室（２講座）を実施しており、受講料を無料とし、講師謝金を支出し

ている。キャップ等は、受講生（受益者）負担で実施している。 
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別紙 

個人情報取扱特記事項 

 

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１ 指定管理者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、この仕様書及

び乙が行う管理業務に関して荒尾市教育委員会（以下「甲」という。）と締結する協定書（以下

「協定書」という。）による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利

利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及

び荒尾市個人情報保護条例（平成１５年条例第２４号）に準拠し、個人情報を適正に取り扱わ

なければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この仕様書及び協定書による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知

らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定期間が終了し、又は指定を取り消された後

においても同様とする。 

（使用者への周知） 

第３ 乙は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においてもこの仕様書及び協定書によ

る事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなら

ないことなど、個人情報保護の徹底について周知しなければならない。 

（適正な管理） 

第４ 乙は、この仕様書及び協定書による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀

損の防止を図るため、管理責任者を特定し、個人情報の適切な管理に努めなければならない。 

（収集の制限） 

第５ 乙は、この仕様書及び協定書による事務を処理するために個人情報を収集するときは、

当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならな

い。 

（第三者への提供の禁止） 

第６ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この仕様書及び協定書による事務に関して

知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し、又は第三者に引き渡してはならな

い。 

（複写、複製の禁止） 

第７ 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この仕様書及び協定書による

事務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複

製してはならない。 

（再委託の禁止） 

第８ 乙は、この仕様書及び協定書による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うもの

とし、甲の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。 

（資料等の返還） 

第９ 乙は、この仕様書及び協定書による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収

集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この指定期間の終了後直ちに甲に返

還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとす
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る。 

（事故発生時における報告） 

第 10 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあること

を知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この指定期間が終了し、

又は指定を取り消された後においても同様とする。 

（指定の取消し及び損害賠償） 

第 11 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、指定の取消し及

び損害賠償の請求をすることができるものとする。 
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別紙 

主なリスクの負担区分 

種類 内    容 
負 担 者 

荒尾市 指定管理者 

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費増加  ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費増加  ○ 

住民及び利用者へ

の対応 

地域との協調  ○ 

指定管理業務に対する住民及び利用者からの苦

情、訴訟及び要望への対応 

 
○ 

上記以外 ○  

法令の変更 
指定管理業務に影響を及ぼす法令の変更 ○  

指定管理者に一般的に適用される法令の変更  ○ 

税制の変更 

指定管理業務に影響を及ぼす税制の変更（消費税

等） 
○  

指定管理者に影響を及ぼす一般的な税制の変更

（法人税等） 
 ○ 

事業の変更 市の政策による対象業務や仕様等の変更 ○  

事業の中止等 

市の政策による事業の中止等 ○  

指定管理者の責めに帰すべき事由による事業の

中止等 
 ○ 

不可抗力 

不可抗力※1 の発生を起因とした施設・設備の損

害に関する復旧費用 
○  

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的と

し、市の指示により施設が休止等になった場合の

指定管理者の損害等 

※2 

上記以外の不可抗力の発生を起因とした指定管

理者の損害等 
※2 

書類 

市が作成した書類の誤りによるもの（募集要項、

仕様書等） 
○ 

 

指定管理者が作成した書類の誤りによるもの（事

業計画書等） 
 ○ 

協定不履行 
市によるもの（指定管理料の支払遅延等） ○  

指定管理者によるもの（業務不履行等）  ○ 

施設・設備の損傷 

指定管理者としての注意義務を怠ったことによ

るもの 

 
○ 

経年劣化によるもの（小規模なもの）  ○ 

〃     （上記以外） ○  

第三者の行為から生じたもので当該第三者が特  ○ 
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定できないもの（小規模なもの） 

第三者の行為から生じたもので相手方が特定で

きないもの（上記以外） 
○ 

 

資料等の損傷 

指定管理者としての注意義務を怠ったことによ

るもの 

 
○ 

第三者の行為から生じたもので当該第三者が特

定できないもの（小規模なもの） 

 
○ 

第三者の行為から生じたもので当該第三者が特

定できないもの（上記以外） 
○ 

 

第三者への賠償 

指定管理者としての注意義務を怠ったことによ

り損害を与えた場合 

 
○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 ○  

セキュリティ 

指定管理者としての注意義務を怠ったことによ

る情報漏えい又は犯罪発生 

 
○ 

上記以外の理由による情報漏えい又は犯罪発生 ○  

事業終了時の費用 

指定期間が終了した場合（指定取り消しの場合を

含む。）における市又は市が指定するものに対す

る業務の引継ぎに係る費用 

 

○ 

指定期間が終了した場合（指定取り消しの場合を

含む。）における原状復帰に係る費用 

 
○ 

※1 不可抗力とは、暴風、大雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動、感染症の流行その他の市又

は指定管理者のいずれの責めにも帰すことができない自然的又は人為的な現象をいう。 

※2 不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用に

ついては合理性の認められる範囲で市が負担するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

仕様書別紙 1 

荒尾運動公園 維持管理業務一覧 

 

委託業務内容 回数など 備考 

清掃業務 

 ①除草・清掃業務 

 ②体育施設内清掃 

P４～P８「清掃業務の内

容」参照 
 

植栽・樹木管理業務 定期的巡回等 

運動公園内敷地の植栽・樹

木管理について、必要に応

じて適切な対処を行なう 

夜間警備業務 

 運動公園管理事務所 
機械による夜間警備 

盗難、火災の異常感知、及

び関係機関への通報、連

絡、報告 

電気保安業務 

 ①市民プール 

 ②ソフトボール球場 

高圧閉塞一次側接続点以

降の高圧及び低圧電気工

作物保安管理 

 点検回数 １２回／年 

 定期点検  １回／年 

 精密点検  １回／年 

①市民プール 

契約種別：業務用電力 

 受電電力：７５ＫＷ 

 受電電圧：６６００V 

②ソフトボール球場 

契約種別：業務用電力 

 受電電力：５３ＫＷ 

 受電電圧：６６００V 

消防設備点検業務 

 ①運動公園管理事務所 

 ②体育センター 

 ③市民体育館 

 ④市民プール 

外観・機能点検 

１回／年 

外観・機能・総合点検 

１回／年 

 

荒尾市民体育館 

定期検査報告業務 

建築設備定期報告 

１回／年 

建築物定期報告 

１回／３年 

建築基準法第１２条に基

づく定期報告 

（建築物定期報告は平成

３０年度が報告年） 

荒尾市民プール遊具 

定期検査報告業務 

ウォータースライダー 

２基遊具定期検査報告 

１回／年 

建築基準法第１２条に基

づく定期報告 
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荒尾市民プール貯水槽 

及び高架水槽の清掃業務 

シーズン初めに各貯水槽

等において、一般細菌等

が繁殖しないよう清掃・

消毒を行い、水質保全に

努める。なお、作業後に

水質検査（１２項目・２

検体）を実施し問題ない

ことを確認する。 

●検査項目 

①一般細菌 ②大腸菌  

③硝酸態窒素及び亜硝酸

態窒素 ④有機物（全有

機炭素：TOC） 

⑤塩化物イオン  ⑥ PH

値  

⑦味  ⑧臭気  ⑨色度 

⑩濁度  

⑪鉄及びその化合物  

⑫カルシウム、マグネシ

ウム等（硬度） 

①機械室内貯水槽 

（５０・２５ｍプール用） 

②機械室内貯水槽 

（児童・憩い・少年プール

用） 

③機械室外貯水槽 

 （高架水槽送り用） 

④高架水槽 

市民プール機械管理業務 

 シーズン初めに、荒尾

市民プール浄化ポンプ装

置（以下「ポンプ装置」

という。）の部品組立て、

清掃及びろ過機点検整備

表に基づき部品等に異常

がないか確認し、期間中

は、ポンプ装置が常時正

常な状態で稼働し得るよ

うに保守点検を行うとと

もに、適切な操作方法を

指導する。 

市民プール浄化ポンプ装

置 

（片吸込式渦巻きポンプ） 

①酉島製作所ＣＥ65－26  

（ＰＡ２００用） 

②酉島製作所 

ＣＥＮ125×100－200  

（ＰＡ６０用） 
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市民プール清掃業務 高圧洗浄機を使用 

①５０ｍプール 

②２５ｍプール 

③少年プール 

④幼少プール 

⑤憩いのプール 

⑥児童プール 

⑦スライダー（２か所） 

⑧場内歩道板及び階段 

⑨その他 

市民プール監視業務 
市民プール開催期間中の

管理監視及び機械管理 
 

白あり駆除予防業務 

○駆除工法 

ベイト工法によるシロア

リ駆除 

○施工個所 

市民体育館 (建物周囲

161m) 

○ステーション設置本数 

土壌 45 本、コンクリート

21 本 

○定期点検回数 

１回／月×１２月＝１２

回／年 
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仕様書別紙 2 

 

清掃業務の内容 

① 除草・清掃業務 

 １ 業務内容は、次項に規定する業務時間内において運動公園内の除草、樹木の手入

れ、消毒（年２回）及び清掃（ゴミ等の収集・トイレ清掃）の業務を行う。 

 

 ２ 業務は、原則月曜日から金曜日までの午前９時から午後４時までに行うものとす

る。 

 

 ３ 休憩時間については、午前９時から午後４時まで勤務する場合は、休憩時間の指

定はしないが、適時１時間の範囲内でとるものとする。 

 

 ４ 休日は、原則土曜日・日曜日・祝祭日・８月１４・１５日及び年末年始（１２月

２９日から１月３日まで）とする。 

 

 ５ 業務に必要な材料等に関しては、原則請負業者で手配するものとする。ただし、

トイレットペーパー及び洗剤は、この限りではない。 

 

 ６ 必要に応じて、上記以外で運動公園施設に関する業務（簡単な営繕等）を依頼す

ることもある。 

 

② 体育施設内清掃 

１ 委託業務の範囲 

 業務内容は、次項に掲げる業務時間内において運動公園内の市民体育館、体育セン

ター、弓道場、運動公園管理事務所、市民プールの清掃（フロア、倉庫、トイレ等）

の業務を行う。 

 

２ 業務時間及び休日 

 業務は、月曜日から金曜日まで及び土曜日（隔週）の午前９時から午後１時までに

行うものとする。なお、休日は、土曜日（第２、第４）・日曜日・祝祭日・８月１４・

１５日及び年末年始（１２月２９日から１月３日まで）とする。 

 

３ 必要に応じて、上記以外で運動公園施設に関する業務（体育施設の周辺清掃等）を

依頼することもある。 

 

 

４ 体育施設内清掃（曜日別） 

   

月曜日   市民体育館 
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  火曜日   体育センター及び弓道場 

  水曜日   運動公園管理事務所及び市民プール 

        （空き時間は、市民体育館又は体育センター・弓道場） 

  木曜日   市民体育館及び体育センター（ワックス掛け） 

  金曜日   体育センター及び弓道場 

  土曜日（隔週） 市民体育館 

 

③ 対象施設別仕様書 

１ 市民体育館 

対 象 部 分 面  積 備  考 

フロア １，２００㎡ 床表面清掃・ワックス掛け（木曜日） 

ステージ １３９．２㎡ 床表面清掃・ワックス掛け（木曜日） 

事務室 ８．５㎡ 清掃 

管理室 ２２㎡ 清掃 

更衣室（男女） ３１㎡ 清掃 

トイレ（男女） ３１㎡ 清掃、便器洗浄、水流し（月１回） 

用具倉庫 ２６㎡ 清掃 

玄関・窓 ３０㎡ 清掃 

２階・階段 約３５５㎡ 清掃（月１回） 

全窓 ―  清掃（月１回） 

玄関周辺 ―  清掃 

 

２ 体育センター 

対 象 部 分 面  積 備  考 

フロア １，０５０㎡ 床表面清掃・ワックス掛け（木曜日） 

畳（フロア内） ２２１．４㎡ 清掃 

用具倉庫 ３７．８㎡ 清掃 

談話コーナー １８㎡ 清掃 

事務室 ２１．９㎡ 清掃 

トレーニング室 ４１㎡ 清掃 

会議室 ２０．５㎡ 清掃 

更衣室（男女） ４０㎡ 清掃 

トイレ（男女） ２２．４㎡ 清掃、便器洗浄、水流し（月１回） 

トイレ（身障者用） ５．５㎡ 清掃、便器洗浄、水流し（月１回） 

給湯室（流し台） ５．５㎡ 清掃 
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廊下 ６８．９㎡ 清掃 

玄関 １１．３㎡ 清掃 

玄関先周辺 ―  清掃 

２階・階段 約１７０㎡ 清掃（月１回） 

２階用具倉庫 ３８．２㎡ 清掃 

全窓 ―  清掃 

 

３ 弓道場 

対 象 部 分 面  積 備  考 

控え室 ６５．６㎡ 清掃 

射場 １０７．８㎡ 清掃 

 

４ 運動公園管理事務所 

 対 象 部 分 面  積 備  考 

１F 事務室 ４０．８㎡ 清掃 

１F 集会場 １８㎡ 清掃 

１F 講習室 １５．８㎡ 清掃 

１F 談話室 ５０．１㎡ 清掃 

１F 体育室 
１４２．４

㎡ 
床表面清掃 

１F 浴室（男女） １６．２㎡ 清掃 

１F 玄関 ７．２㎡ 清掃 

１F トイレ（男女） １７．５㎡ 清掃、便器洗浄、水流し（月１回） 

１F 廊下・階段 ９２．３㎡ 清掃 

２F 音楽室 ３９．６㎡ 清掃 

２F 和室 ３５．６㎡ 清掃 

２F 調理講習室 ４０㎡ 清掃 

２F 図書室 ３２．２㎡ 清掃 

２F トイレ（男女） １１．６㎡ 清掃、便器洗浄、水流し（月１回） 

２F 廊下・階段 約３５㎡ 清掃 

全部 窓 ―  清掃（月１回） 

 

５ 市民プール 

対 象 部 分 面  積 備  考 
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事務室 ５８．８㎡ 清掃 

放送室 １６．４㎡ 清掃 

役員室 ３８．７㎡ 清掃 

トイレ（男女） １１．１㎡ 清掃、便器洗浄、水流し（月１回） 

全窓 ―  清掃 

 

６公衆トイレ 

対 象 施 設 施設数 備  考 

陸上競技場 １ 清掃、便器洗浄、水流し（月１回） 

市民体育館前駐車場 １ 清掃、便器洗浄、水流し（月１回） 

庭球場 １ 清掃、便器洗浄、水流し（月１回） 

中央駐車場 １ 清掃、便器洗浄、水流し（月１回） 

多目的広場 １ 清掃、便器洗浄、水流し（月１回） 

野球場入口 １ 清掃、便器洗浄、水流し（月１回） 

ゲートボール場 １ 清掃、便器洗浄、水流し（月１回） 

児童公園 １ 清掃、便器洗浄、水流し（月１回） 
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④ 月別の大まかな業務内容 

月分 業務名 月分 業務名 

４月分 トイレ配管清掃 １０月分 
表面洗浄ワックス塗布業務 

トイレ配管清掃 

５月分 
窓ガラス、窓枠清掃 

トイレ配管清掃 
１１月分 トイレ配管清掃 

６月分 

表面洗浄ワックス塗布業務 

カーペット清掃 

トイレ配管清掃 

１２月分  

７月分 トイレ配管清掃 １月分 トイレ配管清掃 

８月分 
窓ガラス、窓枠清掃 

トイレ配管清掃 
２月分 

窓ガラス、窓枠清掃 

 

９月分 トイレ配管清掃 ３月分 

表面洗浄ワックス塗布業務 

カーペット清掃 

トイレ配管清掃 
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仕様書別紙 3 

 

体育館・体育センター（弓道場を含む。）の管理人就業仕様書 

 

１ 市民体育館・体育センターの所在地 

  （市民体育館）  住所：荒尾市荒尾４０５１ 

           電話：０９６８－６２－０８２５ 

  （体育センター） 住所：荒尾市荒尾４２８２－７ 

           電話：０９６８－６２－３３６６ 

２ 勤務体制 

  １）木曜日を除く平日及び土曜日は午前８時３０分から午後９時１５分までとし、

日・祝祭日は午後５時１５分までとする。 

  ２）①8:30～12:30 ②12:30～16:30 

 ③16:30～21:15 ④非番の４人ローテーション 

   （交代勤務）で行い、日・祝祭日に限り③は非番、②は 17:30 まで。 

  ３）休日は、毎週木曜日及び年末年始（１２月２９日から１月３日まで）及び運動

公園管理事務所長の指定する日とする。 

３ 勤務体制の変更 

  １）病気その他の理由により勤務できない場合は、１週間の勤務時間が３０時間未

満であるため、原則非番の方と交替して調整する。 

４ 業務 

  １）入場料金の徴収並びに入場券の発行 

  ２）備品等の保全管理と利用者への貸出し 

  ３）金銭出納簿の記帳と整理、並びに現金の管理 

  ４）業務日報の記帳と整理 

  ５）運動公園管理事務所及び外部との連絡調整 

  ６）盗難の予防及び防犯への配慮 

  ７）その他運動公園管理事務所長が必要と認める事項 

５ 体育館・センター玄関鍵の保管、受渡し 

  １）鍵（玄関）は各管理人に貸与する。 

６ 清掃業務 

  １）別途業務委託した業者（１～２名）を派遣する。 

    ただし、週２回程度のため簡単な清掃等は管理人で行うものとする。 

７ 駐車場所 

  １）通勤用の自家用車は空きスペースへ駐車して、できるだけ来場された方の邪魔

にならないよう配慮する。 
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実務等の取扱い 

 

１ 日常業務 

  １）日誌記帳 

  ２）利用者数把握・・・時間帯別、種目別（メモ帳） 

  ３）出納金整理簿（月別台帳）記帳・・・当日の最終勤務担当者（夜当番） 

  ４）業務日報兼収納金整理簿（日報）記帳・・・  同 上 

  ５）定期券発行、クラブ入会金等（台帳）の記帳・・・発生時その都度 

  ６）領収書発行・・・クラブ会員等及び利用者の要望により発行 

  ７）クラブ会員への対応 

    ※ 使用計画書・使用報告書を月毎に提出させる。その後、運動公園管理事務所

へ。 

    ※ 決裁終了後綴り込み、使用料金の請求（料金を封筒に明記し代表者へ） 

  ８）使用計画の黒板記入（月間使用計画） 

    ※ （黄色）専用使用、（白色）クラブ使用 

  ９）館内灯の点灯 

    ※ 曇天、日没、その他管理人が必要と認めたときなど 

 １０）庭球場使用申請書の受理・・・体育館のみ 

    ※ 休日の場合、料金を預かり休日明け初日に運動公園管理事務所へ持参する。 

     また、夜間使用の申請がなされた際には、午後５時以降に運動公園管理事務

所へ照明点灯の依頼をする。 

 １１）鍵の貸出し・・庭球場（開鍵後直ちに返還させる。） 

 １２）終業時の施錠、安全・防犯等の点検確認（チェックリストにて） 

 

２ 運動公園管理事務所への報告、引継ぎ 

  １）日誌・・・決裁のため翌日午前８時３０分頃持参 

  ２）収入金・・・前日分と休日分を含む現金及び日報を持参 

  ３）異例の問題、疑義ある場合 

 

３ 金銭保管及び収納取扱い 

   ※ 金銭は、所定のキャビネット（金庫）に保管する。 

   ※ 当日の収入金は、封筒に入れて金庫へ保管し、翌日朝勤務担当者が運動公園

管理事務所へ持参して収納する。 

   ※ 釣銭管理は、金庫内へ５,０００円を常備しておくこと。 

 

４ 使用料金内訳 

  １）個別利用者・・・入館の都度現金徴収、入場券は通し番号順 

  ２）定期利用者・・・１ヶ月単位で定期券発行 

  ３）クラブ会員・・・団体扱い（５人で１人分）で定期料金 

  ４）無料開放 ・・・土曜午前中の児童利用は無料（同伴保護者共に） 
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  ５）専用使用者・・・下記参照 

 

５ 専用使用（貸切） 

  １）専用使用の申請は運動公園管理事務所で行い、申請後許可する。 

  ２）中央小クラブ活動・健康体操は、使用料が無料 

  ３）出納金台帳処理は、運動公園管理事務所からの連絡、指示により記帳（現金受

取無し） 

  ４）全面使用のとき、個人使用はできない。 

 

６ 庭球場使用取扱い 

  １）平日は、運動公園管理事務所にて公園施設使用の申請をする。 

  ２）土・日・祝祭日は、体育館にて空き状況を見て検討、許可する。 

  ３）鍵は使用者に貸し出し、開錠後直ちに返納させる。 

 

７ 優先順位 

  １）専用使用・・・スペースがある場合には、一般使用可 

  ２）クラブ使用 

  ３）一般使用 

  ※ 卓球台は常設８台・・・満員時、利用者の申し出によりスペアの利用を検討、

許可する。 

 

８ 照明使用 

  １）大会等で窓にカーテンが必要な場合 

  ２）夜間及び曇天で競技に支障がある場合 
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仕様書別紙 4 

 

体育館・体育センターの団体定期の発行要項 

 

 

１ 目的 

クラブの育成 

 

昭和４０年代の後半から社会体育の普及を目的として、家庭婦人等のスポーツ教室が

盛んに行われるようになってきた。そのような中、教室は社会体育課が主催し、教室の

終了後はクラブへ移行し活動していくことで、社会体育におけるスポーツの振興は加速

していった。また、各競技団体においては、それぞれの種目での底辺拡大が始まり、小、

中学生のスポーツクラブも開始されている。 

このような状況の中で、従来の個人定期の使用に加え、クラブ育成を目的とした団体

定期の発行が始まっている。 

利用団体は年度当初に会員数、利用の曜日、利用時間を記入した申請書を提出し、定

期券を発行している。（定期券は団体員に１枚ずつ渡している。） 

 

 

２ 申請 

    各団体は、団体ごとに４月（年度当初）に、会員名簿、利用の曜日、利用時間を記

入した申請書を提出する。 

 

 

３ 定期券の発行 

定期券は、各団体の個人ごとに発行する。 

 

 

４ 料金 

定期の料金は、各団体５人を１組とし、５人未満の端数がでた場合は１組として計

算する。 

１組の料金（月額）一般 1,300 円 高校生 1,000 円  小中学生 700 円 

 

 

 


