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指定管理者募集要項 

戸吹スポーツ公園 

 

 

戸吹スポーツ公園は市内３箇所目の運動公園として、サッカー・ラグビー場、テニスコー

ト、スケートパークなどの運動施設が配置されています。また、開放感のある芝生広場やク

ライミング遊具で遊べる広場、ジョギングができる周辺園路などさまざまな施設が揃えられ

ています。 

このような運動施設を有する公園の管理運営を効率的に行い、広く市民に体育活動の機

会を提供するとともに、安全で衛生的な公園とし、子供からお年寄りまで多くの市民が安心

して楽しめる公園とするため、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 244条の 2第 3項及び

八王子市都市公園条例（昭和 38年 7月 10日条例第 24号）の規定により、管理運営に関す

る業務を行なう指定管理者を募集します。 

 

 

Ⅰ．施設概要 

面  積： 98,192㎡ 

位  置： 八王子市戸吹町 1746-1 

主な施設 

運動施設 サッカー兼ラグビー場 １面 11,100㎡ 

 テニスコート ６面 

 スケートパーク 4,100㎡ 

遊具 クライムロック H=2.8ｍ L=22ｍ 

 クライムツリー H=8ｍ 

管理事務所  2棟 

トイレ棟  1棟 

 サッカー兼ラクビー場内 1棟 

 

 

Ⅱ．指定予定期間 

指定期間は、平成 28年 4月１日から平成 33年 3月 31日までの 5年間とします。 

 

 

Ⅲ．管理運営方針 

１．公園の設置主旨や特徴、利用形態を充分に把握すること。 

２．利用者が安全で安心して利用できるような管理運営に努めること。 

３．運動施設については、独自の創意工夫を発揮することによって利用増進を図ること。 
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４．樹林地等については、貴重な自然を永続的な視点で保全すること。 

５．運動施設や自然環境、動植物などに関する専門的知識をもって、柔軟な公園の管理

運営を展開すること。 

６．公園で活動する公園アドプト団体やボランティアとの協働について、積極的に取り

組むこと。 

７．町会・自治会等の地元団体との関わりを親密にし、地域の声を管理運営に反映させ

ること。 

※詳細については、「管理の基準」をご参照ください。 

 

 

Ⅳ．指定管理者の業務内容 

  次に掲げる業務 

１．管理運営業務 

２．公園の維持管理に関する業務 

３．運動施設の管理運営及び維持管理に関する業務 

４．施設修繕、物品の管理に関する業務 

５．その他の事務事業 

※詳細については、「業務の範囲」をご参照ください。 

 

 

Ⅴ．指定管理業務にかかる経費とその支払い方法 

指定管理者は、施設の管理運営業務の実施に必要な経費を、利用料金、自主事業の収

入及び市が支払う指定管理料によって賄うものとします。 

この経費は、運動施設を除く公園施設の管理運営に関する経費（以下、「公園施設費」

という。）と運動施設の管理運営に関する経費（以下、「運動施設費」という。）に分類

され、利用料金については運動施設費に充当するものとして取り扱われます。 

指定管理料については、事業計画書において提示のあった金額をふまえ、年度ごとに

市の予算の範囲内で指定管理者と協議を行ない、協定を締結します。 

 支払いについては前金払いとし、市の会計期間を基準として四半期ごとに収支計画に

基づき支払います。なお、修繕費については概算払いとし、年度末に精算します。 

※詳細については、「指定管理業務における収入と経費について」をご参照ください。 

 

 

Ⅵ．応募資格 

１．応募者は､市内に事業所を置く法人またはその他の団体とします。 

２．複数の企業等が、連合体を構成して応募することもできます。 

この場合は、次の通り扱います。 

(1) 連合体の代表団体が都内に事業所を置いていることが必要となります。 
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(2) 連合体の構成団体に一者以上の市内業者が含まれていることが必要となりま

す。 

(3) 申請時には、連合体結成の協定書（写）を提出してください。 

(4) 協定書で代表団体を定め、指定手続き等にかかる権限をその代表者に委任し、

代表者が申請してください。 

(5) 連合体の構成団体は、重ねて単独の団体として、または他の連合体の構成員と

して同一施設の指定管理者に応募することができません。 

３．公園またはこれに類する施設もしくは運動施設またはこれに類する施設の維持管

理業務の実績を有する団体とします。 

４．次のいずれかに該当する団体（連合体の場合は構成団体も含む）は､応募すること

ができません。 

(1) 地方自治法施行令第 167条の 4第 2項各号（一般競争入札の参加の資格）の規

定に該当するもの 

(2) 市から指名停止措置を受けているもの 

(3) 市民税､法人税､消費税等、税を滞納しているもの 

(4) 会社更生法、民事再生法等により更生又は再生手続きを開始している法人 

(5) 地方自治法第 92条の 2(議員の兼業禁止)、第 142条（長の兼業禁止）、第 166

条（副市長の兼業禁止）及び第 180条の 5(委員会の委員及び委員の兼業禁止)

に該当するもの。ただし、地方自治法施行令第 122条及び第 133条に該当する

場合（長が取締役等を兼ねることができる市の出資比率が 2分の 1を超える法

人）を除く。 

(6) 指定管理者になろうとする法人またはその役員が、暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律第 2 条に掲げる暴力団または暴力団員及びそれらの利

益となる活動を行う団体 

※上記（6）に掲げる欠格条項の確認のため警視庁へ氏名、フリガナ、住所、

生年月日、性別の情報を提供することについて、応募団体（連合体の場合

は代表団体及び全ての構成団体）の全役員に同意していただきます。 

 

 

Ⅶ．応募方法 

 

１．募集要項等の配付 

期間：平成 27年 7月 16日(木)から平成 27年 7月 31日(金)まで 

（土日祝日を除く） 

時間：午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 

※募集要項配付時には受領者の団体名、担当者名、電話番号、FAX番号、Ｅメ

ール（必須）を受領証に記載していただきます。 
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２．応募書類 

提出書類は原則Ａ４用紙、必要に応じてＡ３用紙を使用し、正本を 1部及び写しを

10部を提出してください。ただし、（7）については写しを必要としません。 

(1) 指定管理者指定申請書（様式あり） 

(2) 事業計画書（様式あり） 

(3) 団体の組織､沿革その他事業の概要を記載した書類 

(4) 定款､寄付行為､規約またはこれらに類するもの 

(5) 法人登記事項証明書(法人の場合) 

(6) 役員名簿（（5）に記載のある場合は省略可） 

(7) 表明・確約書（様式あり） 

ア．団体用（連合体の場合は全ての構成団体） 

イ．連合体用（連合体の場合のみ） 

ウ．団体役員用（連合体の構成団体を含む全ての役員） 

(8) 納税証明書（市民税・法人税・消費税） 

(9) 最新の公表財務表(損益計算書・貸借対照表) 直近 2ヵ年 

(10)公園またはこれに類する施設の維持管理に関する実績を記載した書類 

  直近 3ヵ年分を対象。 

    (11) 構成団体を記載した書類及びⅥ－２．（3）連合体結成の協定書の写し（連合

体応募の場合） 

※応募者が連合体の場合は、上記（3）から（10）までの書類については、全構成

団体が提出すること。 

 

  ３．運動施設見学会 

指定管理者応募予定者を対象に、事前申込制で運動施設見学会を実施します。 

期  日：平成 27年 8月 6日（木）及び平成 27年 8月 7日（金） 

時  間：午前 7時から午前 7時 45分まで 

参加人数：1団体につき 3名以内 

対象施設：サッカー兼ラグビー場 

     テニスコート 

     スケートパーク 

運動施設見学会の参加申込方法は次のとおりです。 

・ 平成 27年 7月 16日（木）午前 8時 30分から平成 27年 7月 31日（金）午後 5時

15分までの間に、「運動施設見学会参加申込書」をＥメールで提出してください。 

・ 所定の方法以外での申し込みは受け付けません。 

・ Ｅメールは件名を「戸吹スポーツ公園運動施設見学会参加申込書」とし、平成 27

年 8 月 3 日（月）までに当該 E メール到着の確認に関する返信がない場合には、

必ず電話で受信確認をして下さい。 

当日の注意事項は次のとおりです。 
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・ 見学開始時及び終了時に受付をしてください。見学終了の受付は、時間厳守でお

願いします。 

・ 説明員はいませんのでご注意ください。また、公園管理人等への質問はご遠慮く

ださい。 

・ 時間内に見学できるよう、計画的に見学を実施してください。 

 

４．応募の受付期間 

期間：平成 27年 9月 9日(水)から平成 27年 9月 11日（金）まで 

時間：午前 8時 30分から午後 4時まで 

提出：直接持参すること 

 

５．募集要項に関する質問 

募集要項の内容に関する質問を受け付けます。 

・ 質問を希望する団体は、平成 27年 8月 3日（月）から平成 27年 8月 7日（金）

までの午前 8時 30分から午後 5時 15分までの間に質問書をＥメールで送付し

てください。 

・ 質問は、所定の様式に記入して提出してください。電話など口頭での質問は受

け付けません。 

・ Ｅメールは件名を「戸吹スポーツ公園指定管理者質問書」とし、平成 27 年 8

月 10日（月）までに当該 Eメール到着の確認に関する返信がない場合には、

必ず電話で受信確認をして下さい。 

・ 質問内容及び質問に対する回答を集計し、平成 27年 8月 21日（金）までに市

ホームページに回答を掲載します。質問が全くない場合でも、その旨を掲載し

ます。 

 

６．その他 

(1) 応募書類の提出期間は、厳守です。期間を過ぎた場合は受け付けません。 

(2) 一度提出された書類については、当該応募者であっても内容の変更、追加、差

替え、返却、閲覧等はできません。辞退をした場合においても同様です。 

(3) 応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

(4) 応募に関して必要となる費用は、応募者の負担とします。 

(5) 本市が提示する募集要項、添付書類・図面等の著作権は、八王子市に帰属しま

す。また、応募者の提出する書類についても、選定に必要な場合など、その他

本市が必要と認めるときは、市は提出書類の全部または一部を無償で複製でき

るものとします。 

(6) 本市が配付した資料のうち、ＣＤで配付したものについては、平成 27年 10月

30 日（金）までに市に返却してください。また、様式を除くデータのコピー

等の複製は禁止します。 
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(7) 応募受付後に辞退するときは、その旨を書面にて提出してください。 

 

７．募集要項等の配付場所及び応募書類の受付場所、並びに運動施設見学会申込書及び

質問書の送付先 

八王子市元本郷町三丁目 24番 1号（〒192-8501） 

八王子市役所  （本庁舎 5階） 

所 管：まちなみ整備部  公園課  指定管理者制度担当   

電 話：042（620）7269 

      F A X：042（626）3533 

Eメール:b132100@city.hachioji.tokyo.jp 

 

 

Ⅷ．指定管理者の選定等 

 

１．審査・選考 

(1) 一次選考 

 資格審査に合格した応募書類について、応募条件及び事業計画の適法性につ

いて審査をし、条件を満たし関係法令に適合すると認められるものについて、

二次選考に付議します。 

応募者数が５者を超える場合は、「一次選考評価表」に基づき評価をし、総

得点の高い上位５者を二次選考に付議します。総得点が同点で上位対象者が５

者を超える場合は、同点として二次選考に付議します。審査にあたって必要と

認められる場合は、応募者に出席を求め、応募書類についてヒアリング等を実

施し内容の確認を行います。 

一次選考委員は、次の２名で構成します。 

  まちなみ整備部公園課長 

  生涯学習スポーツ部スポーツ施設管理課長 

(2) 二次選考 

八王子市都市公園指定管理者候補者選定のための評価会議(以下、「評価会

議」という。)を開催し、事業計画書記載事項、添付書類及び応募者の運営能

力等について、選定基準に基づく評価を行います。 

市長は、評価会議の意見を聴取したうえで指定管理者の候補者を決定します。 

評価会議では、提出された書類をもとにプレゼンテーションを行っていただき

ます。 

・ プレゼンテーションは、提出された事業計画書に基づいて実施してい

ただきます。プレゼンテーションでの新たな資料配付、プロジェクタ

ー等機材の使用は認めません。 

・ 評価会議は、「八王子市都市公園指定管理者候補者選定のための評価

mailto:b132100@city.hachioji.tokyo.jp
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会議開催要綱」に基づき開催されます。 

・ 評価会議は、次の者により構成されます。 

対象施設の関連部長 

学識経験者   

財務の専門家 

市民・利用者代表     

 

２．選考の結果の通知 

・ 一次選考の結果については、応募者全員に文書により通知します。 

・ 二次選考の案内については、一次選考の結果、合格となった応募者に文書により 

通知します。 

・ 二次選考の結果については、二次選考を受けた応募者に文書により通知します。 

・ 指定管理者候補者の内定については、指定管理者候補者となった応募者に文書に

より通知します。 

・ 指定管理者候補者の次点の内定については、指定管理者候補者の次点者となった

応募者に文書により通知します。 

 

３．協議 

・ 指定管理者の候補者と細目の協議を行います。 

・ 協議が不調となった場合は、指定管理者候補者の次点者と協議を行います。 

・ 協議の内容次第では、事業計画書を修正し再提出していただく場合があります。 

 

４．決定 

指定管理者の決定は､八王子市議会での議決後に行います。 

 

５．協定 

管理業務に関する細目について、市と指定管理者の協議のうえ、事業を円滑に実施

するために指定期間全体に効力を有する基本的事項を定めた基本協定書と、当該事

業年度における事項について定めた年度協定書を締結します。 

 

 

Ⅸ．指定管理者選定基準 

指定管理者の選考は、条例で定める選定基準により、次に掲げる事項を総合的に判断し

て行います。 

１．価格評価 

２．団体の能力評価 

３．提案事業の内容評価 
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Ⅹ．その他 

 

１．情報提供 

(1) 指定管理者選考に関する情報の提供 

指定管理者選考過程における、応募した全ての団体の名称、評価及び選定結

果、候補者として選定された団体の選定理由及び事業提案の概要については、

原則としてホームページに掲載をするなど市は広く情報提供をします。 

(2) 指定管理業務に係る情報提供 

協定書（個人情報及び法人に係る事業運営上の地位その他の社会的な地位が

損なわれると認められるものなど、非開示とするものを除く。）及びモニタリ

ングの実施結果については、原則としてホームページに掲載をするなど市は

広く情報提供をします。 

(3) 情報公開請求への対応 

指定管理者の選考過程とその結果及び指定管理業務に関して指定管理者から

提出された書類について、八王子市情報公開条例に基づき公開請求があった

場合は、条例に定める非公開情報(個人情報又は法人に係る事業運営上の地位

その他の社会的な地位が損なわれると認められるもの)を除き公開します。 

 

２．指定の取消し等  

指定管理者が、下記のいずれかに該当する場合は、地方自治法第 244 条の 2 第 11

項及び八王子市都市公園条例第 22条の規定に基づき、その指定を取り消し、又は

期間を定めて管理業務の全部または一部の停止を命ずることがあります。 

(1) 本業務に関する協定に違反したとき 

(2) 地方自治法第 244条の 2第 10項の規定に基づく指示に従わないとき 

(3) 管理業務を継続することが適当でないと市が認めたとき 

(4) 本業務に関する協定を履行することができないと市が認めたとき 

(5) 条例の改廃、都市公園の廃止等により指定をする必要がなくなったとき 

(6) 会社更生法、民事再生法等により更生又は再生手続きを開始したとき 

(7) 指定管理者又はその役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

第 2 条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う団体

であることが明らかとなったとき 

 ※上記各項（（5）を除く）については、指定管理者が連合体の場合はその構成団体

も対象となります。 

 

３．モニタリングの実施 

(1) 実施方針 

指定管理者は、市が実施するモニタリングにおいて、「八王子市指定管理者制
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度モニタリングガイドライン」に従うこととします。なお、モニタリングの

評価結果は公表します。  

    (2) 指定期間内の目標 

      各年に実施する利用者満足度調査の総括的な調査項目(施設を利用した全般的

な満足度)において、「大いに満足」又は「満足」と回答をした人の割合が 90%

以上になることとする。 

 

 

 

指定管理者に関するお問い合わせ 

八王子市元本郷町三丁目 24番 1号 

八王子市役所  （本庁舎 5階） 

まちなみ整備部 公園課 指定管理者制度担当   

電話：042-620-7269 


