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小浜市水産業活性化拠点施設指定管理者募集要項 

 

１．要項の主旨 

 この要項は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定

に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下、「指定管理者」とい

う。）に小浜市水産業活性化拠点施設（以下「拠点施設」という。）の管理を行わせる

にあたり、当該施設の指定管理者を募集するため、小浜市公の施設の指定管理者の指

定の手続等に関する条例（平成１７年小浜市条例第２８号。以下「手続条例」という。）

および同条例施行規則（平成１７年小浜市規則第３５号。以下「手続条例施行規則」

という。）、小浜市水産業活性化拠点施設の設置および管理に関する条例（平成３０年

小浜市条例第２５号。以下「拠点施設条例」という。）および同条例施行規則（平成３

０年小浜市規則第２４号。以下「拠点施設条例施行規則」という。）等により、その実

施に必要な事項を定めるものである。 

 

２．目的 

 小浜市は、内外海地区活性化計画に基づき、水産物の加工・販売、水産加工等の漁

業体験、地域コミュニティ活動等を通じ、水産業の振興、交流人口の増加ならびに地

域の活力の向上および持続的発展を図ることを目的として、拠点施設を設置する。今

回、拠点施設の設置目的をより効果的・効率的に達成するため、当該施設の指定管理

者を募集する。 

 

３．施設の概要 

（１）施設名称    小浜市水産業活性化拠点施設 

（２）所在地     小浜市田烏第６１号４番地 

（３）設置年月日   平成 31年 4月 1日（本施設は、昭和 55年 3月に竣工した旧 

田烏小学校を改修したものである。） 

（４）構造規模    敷地面積：4520.34㎡ 

           延床面積：1010.37㎡ 

           構造：校舎部分…鉄筋コンクリート 3階建て 

              体育館部分…鉄骨 

（５）施設構成    なれずし加工施設、高鮮度冷凍施設、へしこ加工施設 

           水産加工体験施設、地域コミュニティ施設 

           地域コミュニティ広場 

             ※各施設の間取り等については、別紙図面を参照。 

              ただし、現在設計中のため変更が生じることがある。 
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４．指定管理者が行う業務 

（１） 拠点施設条例第６条に規定する業務 

ア 拠点施設の利用の許可に関する業務 

イ 拠点施設の施設および設備の維持管理に関する業務 

ウ 水産物の加工・販売に関する業務 

エ 水産加工等の漁業体験に関する業務 

オ 地域コミュニティ活動に関する業務 

カ 前各号に掲げるもののほか拠点施設の設置目的を達成するために必要な業務 

（２） 自主事業 

 上記（１）のほか指定管理者は、市長の承認を得て、拠点施設の設置目的に

反しない範囲内で自主事業を行うことができる。 

（３） その他 

業務内容の詳細については、小浜市水産業活性化拠点施設指定管理者にかか

る業務仕様書（以下「仕様書」という。）を参照。 

 

５．指定期間 

 指定管理者が管理を行う期間は、平成３１年４月 1日から平成３６年３月３１日ま

でとする。ただし、再指定を妨げないものとする。指定の期間内であっても、市長が

指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めたとき、または、緊急に施

設を使用する必要があるときは、その指定を取り消し、または期間を定めて管理の業

務の全部もしくは一部を停止させることがある。 

 

６．費用の負担 

指定管理者が市に支払う納付金の額については、この応募の際に指定管理者が収支

計画書で提示した額等を基に、小浜市と指定管理者で締結する年度協定において定め

ることとする。 

 

７．利用料金 

（１） 指定の期間中の毎年度（毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる年度を

いう。以下同じ。）の利用料金は、指定管理者の収入となる。 

（２） 利用料金は、条例別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ

市長の承認を得て定めるものとする。 

（３） 指定管理者業務にかかる経費および収入の経理は、指定管理者の他の業務にか

かる経理と区分し、明確に管理すること。 
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８．開館時間および休館日 

   拠点施設の開館時間および休館日は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定

めるものとする。なお、指定管理者が臨時に休館するときは、市長の承認が必要とな

る。 

   

９．募集 

   応募する法人等は、以下の申請書類を期間内に小浜市農林水産課まで持参または郵

送にて提出すること。募集期間と受付時間は下記の通り。ただし郵送の場合は期限ま

でに必着するものとする。 

（１）募集期間  平成３０年１０月１日（月）～平成３０年１０月３０日（火） 

（２）受付時間  ８時３０分から１７時１５分まで（土、日、祝を除く） 

    

１０．申請資格 

  申請資格は、次に掲げる要件に該当する法人その他の団体（以下「法人等」という。）

とする。 

（１） 小浜市内に事業所を有するもの。 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札

の参加資格者）の規定に該当しないもの。 

（３） 応募書類提出時点において、地方公共団体の一般競争入札の参加停止または指

名競争入札の指名停止等の措置を受けていないもの。 

（４） 国税もしくは地方税または本市の徴収金を滞納していないもの。 

（５） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立て、

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て

または破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立て

が行われていないもの。 

（６） 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）第

２条第２号に規定する暴力団その他拠点施設の管理運営を行うのにふさわしく

ないものではないもの。 

（７） 拠点施設は内外海地区活性化計画に基づくものであることを十分に理解し、地

域の産業の振興や地域コミュニティの活性化につながる活動を継続的に実施す

ることが可能なもの。 

（８） 不測の事態において施設の開放の必要性が生じたときに速やかに対応可能なも

の。 
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１１．申請書類 

  （１）申請書類 

      申請者は、次の書類を提出すること。 

   ア 小浜市公の施設の指定管理者の指定申請書（様式第 1号） 

   イ 小浜市公の施設の事業計画書（様式第 2号） 

   ウ 公の施設の管理にかかる収支計画書（５年間）（様式第 3号） 

   エ 添付書類 

（ア） 定款、寄付行為、規約またはこれらに類する書類 

（イ） 法人の場合、登記簿謄本または登記事項証明書・法人納税証明書・消費税

納税証明書 

（ウ） 法人でない団体の場合、役員の氏名および住所を記載した書類 

（エ） 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照

表・損益計算書、その他財務の状況を明らかにすることができる書類 

（オ） 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における事業報告

書、その業務の内容を明らかにすることができる書類 

（カ） その他市長が必要と認める書類（応募者が法人以外の団体でこれらの書類

が得られないときは、これに類する書類を提出すること。） 

 ※上記の書類のうち、申請者の事情等により用意することができないと市が認 

めるものについては提出を要しない。 

   オ 公の施設の指定管理者の指定にかかる誓約書（様式第 4号） 

（２） 提出部数 

 １１部（正本１部、副本１０部） 

（３） 質問等 

 質問等がある場合は、質疑書（様式第 5号）により平成３０年１０月２２日

（月）までに農林水産課あてに FAXまたは Eメールで送付すること。後日回答

するので必ず質疑書に返信先を記入すること。電話など口頭による質疑の受付

および回答は一切行わない。 

（４） 募集要項の公告、広報および配布について 

 指定管理者の募集については、公告するとともに、市の公式ホームページに

本募集要項を平成３０年１０月１日（月）から同年１０月３０日（火）までの

間掲載する。 

 小浜市公式ホームページアドレス http://www1.city.obama.fukui.jp/ 

（５） 現地（施設）説明会の開催 

 現地（施設）説明会は行わない。 

（６） 費用の負担 

 応募に関する費用は、すべて申請団体の負担とする。 
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（７） その他 

  ア 提出書類は、原則としてＡ４版の縦型とする。 

  イ 提出書類は、理由の如何を問わず、返却しない。 

    ウ 提出後に申請内容の変更もしくは追加または申請を辞退する場合は、変更等  

届出書（様式第６号）により届け出ること。 

    エ 提出期限経過後の提出書類および申請内容の変更は不可とする。ただし、選

定委員会の開催前において誤字を訂正するため、その他やむを得ない事情が

あると市長が認めたときは、変更をすることができるものとする。 

    オ 著作権の帰属 

       申請書類の著作権は、指定申請した法人等に帰属する。ただし、市は、選

定結果の公表その他必要があると認めるときは、申請書類の内容を無償で

使用することができる。 

    カ 第三者の権利の侵害 

       指定申請した法人等が、申請にあたって、特許権、実用新案権、意匠権、

商標権その他法令に基づいて保護される権利を侵害し、または第三者に損

害を与えたときは、その責任の一切を当該法人等が負うものとする。 

    キ 関係法令の遵守 

       申請書類の作成に当たっては、関係法令を遵守すること。 

    ク 追加書類の提出 

       市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求める場合がある。 

    ケ ヒアリングの実施 

       市が必要と認める場合は、ヒアリングを実施する場合がある。 

    コ 資料の取扱い 

       市が提供する資料は、申請にかかる検討以外の目的で使用することを禁ず

る。また、この検討の目的の範囲内であっても、市の了承を得ることなく

第三者に対してこれを使用させたり、または内容を提示したりすることを

禁ずる。 

 

１２．指定管理者の候補者の選定、協定の締結等 

 （１）選定委員会による選考 

     公正かつ公平に指定管理者の候補者を選定するため、選定委員会を設置し、申

請者の事業内容等を選考し、その審査結果を市長に具申する。 

     なお、指定管理者の候補者の選定は、審査書類（必要に応じてヒアリング）に

より行う。 

（２）指定管理者の候補者の選定 

選定委員会から意見の具申があったときは、市長はこれを勘案して、指定管理
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者の候補者を決定する。 

（３）指定管理者の指定 

指定管理者の候補者の選定後、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づ

き、指定管理者の候補者を指定管理者に指定する議案を市議会に付議し、その議

決を受けたうえで、指定管理者を指定する。ただし、市議会の議決を経るまでの

間に、指定管理者の候補者がこの募集要項に定める基本的事項に反したときなど、

指定管理者に指定することが著しく不適当であると認められる事情が生じたとき

は、指定管理者の候補者の選定を取り消すことがある。 

なお、上記ただし書に該当する場合および市議会が議案を否決した場合におい

ても、指定管理者の候補者が施設の管理運営の準備のために支出した費用や事業

計画書の作成等に要した費用については、市は一切保証しない。 

（４）協定の締結 

市長と指定管理者との間で指定管理業務に関する協定を締結する。 

（５）選定の基準 

     手続条例第４条第１項各号に掲げる基準に照らして、審査を行う。 

    なお、審査における主な評価項目は、次のとおりとする。 

具体的な審査項目および配点については、別記の審査項目および配点率のとお

りとし、その得点に基づき、指定候補者を選定する。 

   ア 事業計画書による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるも

のであること。 

   イ 事業計画書の内容が当該事業計画書にかかる公の施設の効用を最大限に発揮さ

せるとともに、その管理にかかる経費の縮減が図られるものであること。 

   ウ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力および人的能力を有するもの

であること。 

   エ その他個別事項 

 

１３．選定結果の通知等 

 （１）選定結果の通知 

選定結果については、手続条例施行規則第５条の規定により、指定申請した法人

等に通知する。なお、審査の結果、該当者なしとする場合がある。 

（２）指定管理者の候補者の選定等の公表 

指定管理者の候補者の選定後、申請の概況、選定した指定管理者の候補者名お

よび審査内容の概要を公表する。 

（３）指定管理者の指定の通知 

     指定管理者を指定したときは、手続条例施行規則第７条の規定により、指定を

した法人等に対しては、「小浜市公の施設の指定管理者の指定通知書」により、指
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定をしなかった法人等に対しては、「小浜市公の施設の指定管理者の不指定通知書」

により通知する。 

 

 

１４．事業実施状況等の確認 

   市は、指定期間中に指定管理業務および自主事業の実施状況を把握し、良好な管理

状況を確保するため、次の通り年度途中のモニタリングを行い、効率的、効果的な事

業評価を行う。 

   この時、指定管理者が業務の基準や事業計画に示された業務において、基準を満た

していないと判断した場合、市は改善措置を講ずる等の指導を行う。さらに必要な場

合は業務の停止や指定の取消しを行うことがある。 

（１） 事業報告書等の提出 

別途仕様書で定める報告書を作成し、定められた期日までに市に提出するもの

とする。 

（２） 市による事業実施状況の確認 

 市は指定管理業務および自主事業の実施状況について、随時現地での確認を行

う。 

 

１５．指定の取消し等 

    指定管理者が、手続条例施行規則第１３条第１項各号のいずれかに該当する場合

は、その指定を取り消し、または期間を定めて管理の業務の全部もしくは一部の停

止を命じることがある。 

 

１６．業務の引継ぎ 

    指定管理者は、次回公募の際に引継ぎが生じた場合は、引継ぎに協力すること。 

 

１７．指定管理者の指定等のスケジュール 

 （１）指定申請書の提出締切 

     平成３１年１０月３０日 

（２）選定委員会による選考  

     １１月上旬 

 （３）指定管理者の候補者の仮決定 

     １１月上旬 

 （４）指定管理者の候補者との協議 

     １１月上旬 

 （５）仮協定の締結  
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     １１月中旬 

 （６）指定に関する議案を上程 

     １１月下旬 

 （７）市長による指定（議決後） 

     １月上旬 

 （８）指定管理者と本協定締結 

     ２月上旬 

 （９）指定管理者の管理業務の開始 

     平成３１年４月１日 

 

１８．問い合わせ先 

    〒９１７－８５８５ 

    小浜市大手町６番３号 

    小浜市産業部農林水産課 水産振興グループ 

    電話 ０７７０－６４－６０２４ 

    FAX  ０７７０－５２－１４０１ 

    E-mail：nourinsuisan@city.obama.fukui.jp 
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【別記】 

 

「小浜市水産業活性化拠点施設」審査項目および配点率 

 

審査項目 配点率 

１ 事業計画書による公の施設の運営が、市民の平等利用を確保することができ

るものであること。 

① 一部の市民に対して、不当に利用を制限したり優遇したりすることはない

か。 

必須（確保

されない

場合は失

格） 

２ 事業計画書の内容が当該事業計画に係る公の施設の効用を最大限に発揮さ

せるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

① 事業計画の内容が、具体的・現実的であり、創意工夫が見られるか。 

② 施設の利用を促進させる方策（宣伝・広告等）がとられているか。 

③ 自主事業の内容が、設置目的に合致しているか。 

④ 利用者の要望・苦情を把握し、改善に結びつける方策がとられているか。 

⑤ 安全管理対策、緊急時等の対応策がとられているか。 

⑥ 管理運営に必要な経費の縮減の努力がなされているか。 

⑦ 効率的な管理運営のために創意工夫がみられるか。 

３５ 

３ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力および人的能力を有する

ものであること。 

① 事業計画書記載の業務を遂行するのに十分な人員体制がとられているか。 

（管理運営組織、人員数、人員採用、研修体制等） 

② 地元雇用に配慮されているか。 

③ 収支計画書の内容は適正か。 

④ 安定した管理体制を提供できる財政基盤があるか。 

２０ 

４ 個別事項 

① 地元の水産物および加工品を活用した地域産業の活性化につながる取り組

みがなされているか。 

② 地域活性化を図るためにまちづくり活動を行う団体と認められるか。 

③ 地域住民が利用しやすい環境を提供しているか。 

④ 地域コミュニティの活性化につながる取り組みがなされているか。 

３５ 

５ 納付金の額 

① 納付金の額は適切か。 
１０ 

 


