金沢市体育施設（体育館等）指定管理者募集要項
金沢市体育施設（体育館等）の指定管理者（管理運営を実施する団体）を募集します。
１．対象施設の名称
（１）金沢市総合体育館
（２）金沢市営西部市民体育会館
（３）金沢市営城北市民体育館
（４）金沢市営城南市民体育館
（５）金沢市営城東市民体育館及び金沢市営城東テニスコート
（６）金沢市営城西市民体育館
（７）金沢市営森本市民体育館
（８）金沢市営浅野川市民体育館
（９）金沢市営中央市民体育館
（10）金沢市西部市民憩いの家
（11）金沢市鳴和台市民体育会館
（12）金沢市額谷ふれあい体育館
※これらの施設全て（以下「体育館等」という。）を一括で管理運営していただきます。
２．体育館等の概要
（１）施設
①

金沢市総合体育館
ア 所 在 地
イ

金沢市泉野出町３丁目８番１号

施設規模
敷地面積：16,482㎡

建 設 面 積：8,835㎡

延床面積：12,859.96㎡ 競技面面積：3,521㎡
ウ

施設内容
鉄骨鉄筋コンクリート造３階建て 昭和60年３月竣工
平成15年改修工事

（多目的便所設置、給湯設備改修）

平成21年改修工事

（第１競技場床面張替え）

平成28年改修工事 （第１競技場暗幕交換、昇降機改修、
第３競技場天井耐震対策）
平成29年改修工事 （監視カメラ設備改修、空調設備改修、外壁改修）
平成30年改修工事 （第１競技場床改修、外壁改修、
トレーニングルーム空調設備取替）
令和元年改修工事 （トイレ改修（観覧者用便所２箇所））
令和２年改修工事 （トイレ改修）
第１競技場（40ｍ×60ｍ）
バレーボール３面、ソフトバレーボール14面、バスケットボール３面、
バドミントン14面、ハンドボール２面、テニス３面、卓球39台、
体操その他兼用
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観覧席（固定席2,072人、移動席240席）、走路（216ｍ）、器具庫
第２競技場（24ｍ×32ｍ）
バレーボール２面、ソフトバレーボール４面、バスケットボール１面、
バドミントン４面、卓球８台 その他兼用
器具庫
第３競技場（353㎡）
多目的利用
器具庫
卓球室（196㎡）
卓球５台
トレーニング室（197㎡）
各種トレーニング器具 １式
多目的室（74㎡）、大会役員室、控室、放送室、第１競技場会議室（２）、
選手控室（４）、観覧者用便所（４）、事務室、
会議室（３：第１・100人、第２・30人、第３・30人）、湯沸室、
健康相談室（医務室）、自販機コーナー、テラス、スポーツラウンジ、
メインエントランスホール、ホワイエ、中央コンコース、休憩ロビー、
ロッカー室（２）、シャワー室（２）、エレベーター、便所（６）、
多目的便所（１）、下足室、機械室、空調機室、スポーツ遺産コーナー、
倉庫
駐車場388台（第１・176台、第２・37台、第３・18台、第４・50台、
第５・27台、第６・80台）、自転車置場80台、植栽地
その他 全館冷暖房完備
②

金沢市営西部市民体育会館
ア 所 在 地
イ

金沢市東力町ハ250番地

施設規模
敷地面積：2,590㎡ 延床面積：3,159.54㎡

ウ

施設内容
鉄筋コンクリート造３階建て 昭和55年９月竣工
平成29年改修工事 （照明設備改修）
＜１階（室内プール）＞
※西部環境エネルギーセンターのゴミ焼却余熱利用でプール昇温
競技用プール
25ｍ×13ｍ（６コース、１コース巾2.0ｍ）、水深1.2ｍ～1.4ｍ、
水量422.5㎥
幼児用プール
12ｍ×８ｍ、水深0.7ｍ～0.8ｍ、水量72㎥
エントランスホール、事務室、指導員室、採暖室、倉庫、便所、
多目的便所、更衣室、シャワー室、倉庫、湯沸室
＜２階（体育館利用者用施設）＞
更衣室、便所（男女）、ホール、自販機コーナー
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＜３階（体育館）＞
競技面：1,007.5㎡（32.5ｍ×31.0ｍ）
バレーボール２面、ソフトバレーボール８面、バスケットボール２面、
バドミントン８面、テニス１面、卓球７台
用具庫、監視員室
＜３階上部＞
ギャラリー 観覧人員約200人
駐車場101台（西部市民憩いの家と共用）、駐輪場、植栽地
③

金沢市営城北市民体育館
ア 所 在 地
イ

金沢市鳴和２丁目10番44号

施設規模
敷地面積：1,696.5㎡ 延床面積：990.59㎡

ウ 施設内容
鉄骨鉄筋コンクリート造平屋建て 昭和45年12月竣工
平成９年改修工事

（アリーナ床、内部改修及び耐震補強）

平成14年改修工事 （屋根防水）
平成28年改修工事 （外壁改修）
体育館（29.5ｍ×28m）
バレーボール２面、ソフトバレーボール４面、バスケットボール１面、
バドミントン４面、テニス１面、卓球８台
事務所、ホール、湯沸室、器具庫、便所、更衣室、シャワー室、倉庫
駐車場34台、駐輪場、植栽地
④

金沢市営城南市民体育館
ア 所 在 地
イ

金沢市若草町１番60号

施設規模
敷地面積：2,012.67㎡ 延床面積：994.93㎡

ウ 施設内容
鉄骨鉄筋コンクリート造平屋建て 昭和47年２月竣工
平成12年改修工事 （屋根防水）
平成18年改修工事 （耐震補強）
平成30年改修工事 （ブロック塀改修）
体育館（29.02ｍ×27.67ｍ）
バレーボール２面、ソフトバレーボール４面、バドミントン４面、
バスケットボール１面、卓球７台、テニス２面
事務所、ホール、湯沸室、器具庫、便所、更衣室、シャワー室、倉庫
駐車場13台、駐輪場、植栽地
⑤

金沢市営城東市民体育館及び金沢市営城東テニスコート
ア 所 在 地
イ

金沢市土清水２丁目346番地

施設規模
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敷地面積：7,041㎡ 延床面積：1,499.64㎡
ウ 施設内容
鉄骨鉄筋コンクリート造一部２階建て 平成４年10月竣工
平成28年改修工事 （内外装改修、照明設備改修、太陽光発電設備設置）
平成29年改修工事 （テニスコート人工芝張替）
＜１階＞
体育館（31ｍ×35ｍ）
バレーボール２面、ソフトバレーボール８面、バスケットボール２面、
バドミントン８面、卓球６台、テニス２面
事務室、会議室、更衣室、シャワー室、器具庫、便所、電気室
＜２階＞
卓球室（多目的室）（6.6ｍ×18.1ｍ）４台
＜屋外施設＞
テニスコート２面（砂入り人工芝コート）
夜間照明設備13基18灯（平均照度400ルクス）付
倉庫、太陽光発電設備（10kW）、多目的広場（芝生30ｍ×18ｍ）
駐車場82台、駐輪場、植栽地
⑥

金沢市営城西市民体育館
ア 所 在 地
イ

金沢市木曳野１丁目３番地

施設規模
敷地面積：3,104.9㎡ 延床面積：1,197㎡

ウ 施設内容
鉄骨鉄筋コンクリート造平屋建て 昭和52年３月竣工
平成19年改修工事 （耐震補強）
平成25年改修工事 （床張替、外壁補強、バスケットゴール改修、
屋根防水改修、便所改修）
体育館（35ｍ×28.5ｍ）
バレーボール２面、ソフトバレーボール６面、バドミントン６面、
バスケットボール２面、テニス２面、卓球８台
事務所、ホール、倉庫、湯沸室、器具庫、便所、更衣室、シャワー室
駐車場36台、駐輪場、植栽地
⑦

金沢市営森本市民体育館
ア 所 在 地
イ

金沢市弥勒町ヨ50番地１

施設規模
敷地面積：2,744㎡、延床面積：1,197㎡

ウ 施設内容
鉄骨鉄筋コンクリート造平屋建て 昭和53年３月竣工
平成13年改修工事

（昇降式照明器具設置）

令和２年改修工事

（屋根改修、照明設備改修）

体育館（35ｍ×28.5ｍ）
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バレーボール２面、ソフトバレーボール６面、バスケットボール２面、
バドミントン６面、卓球８台、テニス２面、フットサル２面
事務所、ホール、湯沸室、器具庫、便所、倉庫、更衣室、シャワー室
駐車場20台、駐輪場、植栽地
⑧

金沢市営浅野川市民体育館
ア 所 在 地
イ

金沢市大河端西１丁目96番地

施設規模
敷地面積：5,907㎡ 延床面積：1,212.42㎡

ウ

施設内容
鉄骨鉄筋コンクリート造平屋建て 昭和60年３月竣工
平成28年改修工事 （外壁改修）
平成29年改修工事 （内部・外部改修、照明設備改修）
体育館（28.5ｍ×35ｍ）
バレーボール２面、ソフトバレーボール６面、バスケットボール２面、
バドミントン６面、卓球16台、テニス２面
事務室、会議室、器具庫、更衣室、シャワー室、便所
簡易テニスコート１面
駐車場49台、駐輪場、植栽地

⑨

金沢市営中央市民体育館
ア 所 在 地
イ

金沢市長町３丁目３番３号

施設規模
敷地面積：5,006㎡ 建設面積：2,809㎡ 延床面積：5,243㎡

ウ 施設内容
鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）３階建て 平成２年３月竣工
平成28年改修工事 （外壁改修）
平成30年改修工事

（内部・外部改修、照明設備改修）

令和２年改修工事

（受変電設備更新）

＜１階＞
多目的ホール（13ｍ×20ｍ）
多目的利用、トレーニング器具備付
＜２階＞
競技場（41ｍ×48ｍ）
バレーボール（９人制）２面、バレーボール（６人制）３面、
ソフトバレーボール10面、バスケットボール２面、バドミントン10面、
ハンドボール２面、卓球27台、テニス１面
＜３階＞
走路１周196ｍ、簡易卓球場卓球３台
器具庫（３）、放送室、役員室、事務室、ホール、会議室、便所、更衣室、
シャワー室、自販機コーナー、エレベーター
駐車場110台（周辺施設と共用）、駐輪場、植栽地
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その他 金沢市学校給食中央共同調理場と一体施設
⑩

金沢市西部市民憩いの家
ア 所 在 地
イ

金沢市東力町ハ256番地

施設規模
敷地面積：2,463㎡ 延床面積：954.64㎡

ウ

施設内容
鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）２階建て 昭和55年３月竣工
平成26年一部改修
＜１階＞
事務室、大広間、浴室（男女）、便所、機械室、倉庫、ロビー
＜２階＞
多目的室、研修室（30人）、会議室（20人）、湯沸室、便所
駐車場101台（西部市民体育会館と共用）、植栽地
全館冷暖房設備完備
※浴室及び冷暖房は西部環境エネルギーセンターのゴミ焼却余熱利用

⑪

金沢市鳴和台市民体育会館
ア 所 在 地 金沢市鳴和台285番地
イ

施設規模
敷地面積：12,167㎡ 建築面積：1,421㎡ 延床面積：4,193㎡

ウ

施設内容
鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）地下２階・地上２階建
平成11年５月竣工
平成13年改修工事 （空調設備改良）
平成16年改修工事 （温水配管更正）
平成29年改修工事 （屋上防水改修）
平成30年改修工事 （空調設備改修、自動塩素濃度管理装置取替）
令和元年改修工事 （競技場改修、避難用階段塗装）
＜地下２階＞
機械室、電気室
＜地下１階＞
※東部環境エネルギーセンターのゴミ焼却余熱利用でプール昇温
温水プール
25ｍプール（４コース・水深90～100cm）、ふれあいプール（水深40cm）
ウォータースライダー（Ｌ=39ｍ Ｈ=４ｍ）、
リフレッシュコーナー（採暖槽42℃・40℃・38℃）
監視室、男女更衣室（多目的更衣室あり）、男女シャワー室、
男女便所（多目的便所あり）、倉庫、下駄箱
＜地上１階＞
エントランスホール、受付カウンター、事務室、
会議室（３：第１・30人、第２・30人、第３・20人）、倉庫、
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湯沸室、自販機コーナー、男女便所（多目的便所あり）、空調室、
エレベーター
＜地上２階＞
ロビー、男女シャワー室、男女便所（多目的便所あり）
体育館（31ｍ×27ｍ）
バレーボール２面、バドミントン６面、バスケットボール２面、
ソフトバレーボール６面、テニス１面、卓球９台
器具庫、放送室、空調室
駐車場74台、駐輪場
全館冷暖房設備完備、バリアフリー、ハートビル法対応
※冷暖房は東部環境エネルギーセンターのゴミ焼却余熱利用
⑫

金沢市額谷ふれあい体育館
ア 所 在 地
イ

金沢市額谷町ヌ16番地

施設規模
敷地面積：5,700㎡ 建築面積：2,610㎡ 延床面積：2,329㎡

ウ 施設内容
鉄骨鉄筋コンクリート造一部２階建て 平成６年４月竣工
平成29年改修工事 （外壁等改修）
競技場（45.7ｍ×32ｍ）
バレーボール（９人制）２面、バレーボール（６人制）３面、
バスケットボール２面、バドミントン８面、ソフトバレーボール８面、
ハンドボール２面、テニス２面、卓球12台
多目的室（9.5ｍ×6.8ｍ）
ホール、事務室、本部席、男女更衣室、男女シャワー室、男女便所、器具庫、
倉庫、太陽光発電設備10kW×２
駐車場60台（周辺施設と共用）、駐輪場50台
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（２）使用時間、休業日
施設名
金沢市総合体育館
体育館
金沢市営西部
市民体育会館

プール

使用時間
午前９時から午後10時まで
午前９時から午後９時まで
４月から11月まで

午前９時から午後９時まで

12月から３月まで

午前10時から午後９時まで

休業日
年末年始
毎週水曜日、
12/28～1/5

金沢市営城北市民体育館
金沢市営城南市民体育館
金沢市営城東市民体育館
金沢市営城西市民体育館

午前９時から午後９時まで

金沢市営森本市民体育館

年末年始

金沢市営浅野川市民体育館
金沢市営中央市民体育館
金沢市営城東テニスコート

金沢市西部市民憩いの家
体育館及び会議室
金沢市鳴和台
市民体育会館

プール

金沢市額谷ふれあい体育館

４月から10月まで

午前６時から午後９時まで

11月から３月まで

午前９時から午後９時まで

平日

午前９時から午後９時まで

日曜日及び祝日

午前９時から午後７時まで

毎週水曜日、
年末年始

午前９時から午後９時まで

年末年始

４月から11月まで

午前９時から午後９時まで

12月から３月まで

午前10時から午後９時まで

毎週木曜日、
12/28～1/5

午前９時から午後９時まで

年末年始

※年末年始の休業日とは12月28日から１月３日までをいう。
※市長が必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
※施設の維持管理のために必要がある場合は、休業することができる。
※プールについては、夏休み期間中である７月、８月の休業日に各々２日ずつ営業するものとする。

（３）利用者数

別紙利用者数調を参照

３．指定管理者として行う業務の範囲
（１）体育館等の使用の承認（許可）に関すること
（２）体育館等の使用に係る料金（以下「利用料金」という。）に関すること
（３）体育館等の施設及び設備の維持管理に関すること
（４）その他体育館等の管理上金沢市が必要があると認める業務
※ 詳細については、別紙「金沢市体育施設（体育館等）指定管理者の業務仕様書
（以下「仕様書」という。）」を参照してください。
４．指定期間
令和３年４月１日から令和８年３月31日まで
（指定期間中、会計年度（４月１日から翌年の３月31日まで）ごとに、金沢市と細目
を定める協定を締結するものとします。）
５．指定管理料及び利用料金
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（１）指定管理料は定額とし、会計年度ごとに支払います。
（２）施設の利用料金等については、全額、指定管理者の収入とします。
６．応募資格及び欠格条項
（１）応募資格
①

応募者は、法人その他の団体（以下「法人等」という。）で、指定期間中、安全
かつ円滑に対象施設の管理運営を行うことができるものとします。

②

応募者は、金沢市内に主たる事務所（本店）を有する法人等でなければなりませ
ん。

（２）グループ応募について
①

グループで応募する場合、応募時に共同事業体を結成することとします。

②

構成員の中から、代表団体を定めてください。ただし代表団体の出資比率は50％
以上であることが必要です。

③

構成員の半数以上が、金沢市内に主たる事務所（本店）を有する法人等でなけれ
ばなりません。

④

協定の締結に当たっては、共同事業体の構成員全てを協定当事者とします。

⑤

選定後の協議は、代表団体を中心に行いますが、協定に関する責任は、共同事業
体の構成員全てが負うこととなります。

（３）複数応募の禁止
①

単独で応募した法人等は、グループ応募はできません。

②

グループ応募の代表団体及び構成団体は、複数のグループ応募はできません。

（４）グループ応募の代表団体及び構成団体の変更
グループ応募の場合、代表団体及び構成団体の変更は原則として認めません。
（５）欠格条項
次に該当する法人等（グループ応募の代表団体及び構成団体を含む。）は、応募者
となることができません。
①

地方自治法施行令第167条の４の規定に該当するもの

②

応募書類提出時点において、金沢市入札参加資格者指名停止措置要領に基づき指
名停止期間中であるもの

③

応募書類提出時点において、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第11
項の規定に基づき指定を取り消され、かつ、その取消しの日から２年を経過してい
ないもの

④

税を滞納しているもの

⑤

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225号）に基
づき更生又は再生手続開始の申立がなされ、かつ、その手続が終結していないもの

⑥

役員（役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者
を含む。）が、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６号に規定する暴力団員又は暴力団関係者（暴力団の構成員及び暴
力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。）と認められるもの

⑦

指定を請負とみなした場合に、地方自治法第92条の２、第142条、第166条第２項
及び第180条の５第６項の規定に抵触するもの。ただし、地方自治法施行令第122条
及び第133条の規定に該当する場合を除く。
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なお、応募以後、上記の欠格条項に該当した場合、指定管理者の候補者となること
はできません。
７．委託の禁止
管理業務を第三者に委託してはなりません。ただし、管理業務の一部であって、自ら
行うことが困難であるものについては、市の承認を得て、委託することができます。
８．募集要項・仕様書等の配布等
（１）配布場所
金沢市文化スポーツ局スポーツ部スポーツ振興課（金沢市役所第一本庁舎２階）
担当：髙村、米澤
〒920-8577 金沢市広坂１丁目１番１号
TEL：076-220-2443
E-mail：sports@city.kanazawa.lg.jp
（２）郵送
郵送を希望される場合は、返信先住所及び名称を記載した返信用封筒（角２サイズ
以上）に250円分の切手を貼付し、同封のうえ、上記宛て請求してください。
（３）配布期間
令和２年８月25日（火）から９月15日（火）まで
（閉庁日を除く。午前９時から午後５時45分まで）
（４）ホームページ
下記ホームページからも募集要項、仕様書、提出書類の様式を入手できます。
金沢市ホームページ「いいね金沢」
（くらしのトップ＞市政情報＞指定管理者制度・ＰＦＩ等＞指定管理者の募集）
９．提出書類
（１）金沢市体育施設指定管理者指定申出書（様式第１号（その１））
金沢市公園等指定管理者指定申出書（様式第１号（その２））
金沢市額谷ふれあい体育館指定管理者指定申出書（様式第１号（その３））
ただし、グループ応募の場合は、グループ構成団体一覧（様式第１号の２）、グ
ループ応募理由及びグループ内業務分担表（様式第１号の３）、共同事業体協定書
兼委任状（様式第１号の４）を添付してください。
（２）金沢市体育施設（体育館等）指定管理者事業計画書（様式第２号）
（３）体育施設の管理に関する業務の収支予算書（様式第３号（その１））
指定管理公園等の管理に関する業務の収支予算書（様式第３号（その２））金沢市
額谷ふれあい体育館の管理に関する業務の収支予算書（様式第３号（その３））
（４）体育施設管理運営費提案書（様式第４号（その１））
指定管理公園等管理運営費提案書（様式第４号（その２））
金沢市額谷ふれあい体育館管理運営費提案書（様式第４号（その３））
記入に当たっては、仕様書に添付された「体育施設標準管理運営費積算表」、「指
定管理公園等標準管理運営費積算表」及び「金沢市額谷ふれあい体育館標準管理運
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営費積算表」を参考とし、提案書に指定予算額と記されている経費については各々
の「標準管理運営費積算表」の金額を記入してください。
（５）申出団体概要調書（様式第５号）
申出団体の定款、規約又はこれらに類する書類及びパンフレット等団体の概要が
わかる資料も添付してください。
（６）法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
（７）誓約書（様式第６号）
（８）申出団体の国税の納税証明書（令和２年９月以降に発行したもの）
（９）市税滞納有無調査承諾書（様式第７号）
（10）申出団体の経営状況に関する書類
申出団体の申出日の直近２事業年度の財務諸表
（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類）
（11）職員・従業員等調書（様式第８号）
（12）申出団体に類似施設等の管理運営実績がある場合においては、類似施設等管理運営
実績表（様式第９号）
（13）申出団体がISO9001の認証を取得している場合においては、認証取得証明書（写）
（14）その他金沢市が必要があると認める書類
なお、グループ応募の場合、（１）～（４）はグループ名称で提出し、（５）～（14）
は代表団体及び構成団体の全てについて提出してください。
10．応募者説明会
（１）内容
応募方法、応募書類及び指定管理業務等について説明会を開催します。
応募される法人等及びグループは、この説明会に必ず参加していただくことが必要
となります。
審査項目及び標準管理運営費積算表、その他資料は、説明会で配布します。
参加者は、応募を予定する１法人等又は１グループについて２名以内とします。
（２）日時
令和２年９月16日（水）午前10時から正午まで （午前９時半より受付）
（３）場所
金沢市総合体育館（金沢市泉野出町３丁目８番１号） 第１会議室
（４）参加申込
応募者説明会参加申込書（別記様式１）を提出して参加してください。
申込期限は、説明会開催日の前日の午後５時45分までとします。
申込先は、スポーツ振興課とします。
11．応募書類の提出
（１）提出期間
令和２年９月16日（水）から10月23日（金）まで
（閉庁日を除く。午前９時から午後５時45分まで）
＊郵送の場合は10月23日消印有効とします。
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（２）提出先
スポーツ振興課（金沢市広坂１丁目１番１号）
（３）提出物（次の①及び②のいずれも必要です。）
①提出書類 各１部（日本産業規格Ａ４サイズ）
②上記提出書類のうち、様式第１号から様式第９号までの電子データを格納したＣ
Ｄ－Ｒ（必ず応募者の名称を記載したラベルを貼付してください。）
12．質問等
募集要項、その他募集に関しては、以下の方法により質問を受け付けます。
質問は、質問書（別記様式２）に記入の上、スポーツ振興課までE-mailで送るか、持
参してください。口頭による質問は受け付けません。
質問に対しては、後日、E-mail等で回答します。
質問の期限は、10月２日（金）午後５時45分までとします。
13．指定管理者候補者の選定
（１）選定方法
金沢市指定管理者選定会による１次審査（書類審査）及び２次審査（面接審査（プ
レゼンテーション））の結果を踏まえて、指定管理者候補者を選定します。
（２）１次審査
主な審査項目は、「安定的な管理運営の確保」「効率的な管理運営の実施」「専門
的なサービスの提供」「市民サービス向上」ですが、詳細については、応募者説明会
時に資料を配布します。なお、１次審査の結果は、12月上旬頃に応募者全員（グルー
プ応募の場合は、代表団体）にお知らせする予定です。
非選定の通知を受けた方は、通知をした日の翌日から起算して７日（金沢市の休日
を定める条例（平成２年条例第１号）第１条に規定する市の休日を含まない。）以内
に書面により、説明を求めることができます。
なお、その回答については、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して
10日以内に書面により回答するものとします。
（３）２次審査
２次審査は、１次審査通過者を対象に、12月下旬頃に実施します。詳細については、
１次審査の結果通知に併せお知らせしますが、提出した事業計画書等の内容について、
選定員にプレゼンテーションを行い、選定員の質問に回答していただきます。
単独の応募の場合は代表者又はその代理の方を含む３名以内の出席を、グループ応
募の場合は代表団体の代表者又はその代理の方を含む３名以内の出席をお願いします。
２次審査の結果は、２次審査を受けられた方全員（グループ応募の場合は代表団体）
に、１月上旬までに文書でお知らせします。
非選定の通知を受けた方は、通知をした日の翌日から起算して７日（金沢市の休日
を定める条例第１条に規定する市の休日を含まない。）以内に書面により、説明を求
めることができます。
なお、その回答については、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して
10日以内に書面により回答するものとします。
（４）選定結果等の公表
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ホームページ上で、応募状況及び選定結果（指定管理者候補者名、主な選定理由、
応募団体名等）を公表します。
14．指定手続
指定管理者候補者については、地方自治法の規定に基づき、指定管理者として指定す
る議案が金沢市議会（令和２年度３月定例月議会に上程予定）で議決された後に指定管
理者として指定する予定です。
15．留意事項
（１）応募に関する費用は、応募者の負担とします。
（２）提出書類の取扱い
ア

事業計画書等の著作権は、応募者に帰属します。ただし、金沢市は、指定管理者

の選定結果の公表等に必要な場合は、提案書の内容を使用できるものとします。
イ

金沢市が受理した提出書類は、理由の如何に関わらず返却しません。

ウ

金沢市が受理した提出書類の修正（軽微な修正を除く。）は認めません。

エ

必要に応じ、追加書類の提出を求めることがあります。

オ

情報公開の請求があった場合は、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例
（平成３年条例第２号）に基づき公開することとなります。

（３）応募書類の提出後に辞退する場合は、書面によるものとします。
16．その他
当該募集対象施設のほか、伏見川スポーツ公園（金沢市東力町・黒田１丁目地内）の
管理運営について、金沢市体育施設（屋外スポーツ施設等）指定管理者募集対象施設の
金沢市営大桑運動広場等の無人屋外スポーツ施設と同基準の管理運営業務を実施する業
務委託契約を締結することを条件とします。ただし、伏見川スポーツ公園については、
暫定の施設のため、令和３年４月１日から令和８年３月 31 日までの期間中に廃止される
こともあります。
17．問合せ先
金沢市文化スポーツ局スポーツ部スポーツ振興課（金沢市役所第一本庁舎２階）
担当：髙村、米澤
〒920-8577 金沢市広坂１丁目１番１号
TEL：076-220-2443
E-mail：sports@city.kanazawa.lg.jp
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【スケジュール一覧】
募集要項の配布期間
応募者説明会
質問の提出期限
質問に対する回答
応募書類の提出期間
１次審査（書類審査）
１次審査結果の通知
２次審査（面接審査）
２次審査結果（内定）の通知
指定管理者の指定
協定の締結、業務開始

令和２年８月25日～９月15日
令和２年９月16日
令和２年10月２日
令和２年10月９日頃
令和２年９月16日～10月23日
令和２年11月下旬
令和２年12月上旬
令和２年12月下旬
令和３年１月上旬
令和３年３月（令和２年度３月定例月議会議決後）
令和３年４月１日
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