金沢市体育施設（屋外スポーツ施設等（運動公園を含む。））指定管理者募集要項
金沢市体育施設（屋外スポーツ施設等（運動公園を含む。））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）金沢南総合運動公園
（２）金沢市安原スポーツ広場
（３）金沢市営大桑運動広場
（４）金沢市営額谷運動広場
（５）金沢市営久安運動広場
（６）金沢市営田上運動広場
（７）金沢市営医王山運動広場
（８）金沢市営法光寺運動広場
（９）金沢市営金沢テクノパーク運動広場
（10）金沢市営湊野球場
（11）金沢市営湊運動公園
（12）金沢市営専光寺ソフトボール場
（13）金沢市営伏見川グラウンド
（14）金沢市営こなん水辺グラウンドゴルフ場
（15）金沢市営医王山スキー場
（16）金沢市民野球場
（17）金沢市民サッカー場
（18）スポーツ交流広場
（19）ジュニアスポーツコート
（20）本田圭佑クライフコート
（21）金沢市内川スポーツ広場
（22）金沢市戸室スポーツ広場
※これらの施設全て（以下「屋外スポーツ施設等」という。）を一括で管理運営してい
ただきます。
２．屋外スポーツ施設等の概要
（１）施設
①

金沢南総合運動公園
ア

金沢市営陸上競技場

(ｱ) 所 在 地

金沢市弥生３丁目５番１号

(ｲ) 施設規模

敷地面積：35,922.02㎡

(ｳ) 施設内容
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大正14年10月竣工
平成３年改修工事 （全面改修）
平成12年改修工事 （全天候型舗装路張替え）
平成15年改修工事 （屋外便所改修）
平成22年改修工事 （全天候型舗装路改修）
平成27年改修工事 （トラック改修）
令和２年改修工事 （トラック改修）
トラック
全天候型合成ゴムトラック（日本陸上連盟第２種公認）
夜間簡易照明付
（東側４基８灯、西側２基４灯、南側１基４灯、北側１基４灯）
１周400ｍ、最長直走路150ｍ、片面直走路80ｍ、走路巾1.2ｍ、
3,000ｍ障害・水溜１ヶ所
フィールド
インフィールド芝生面積8,260㎡、アウトフィールド芝生面積5,600㎡
走り高跳び・槍投げ２ヶ所、砲丸投げ２ヶ所、
円盤投げ・ハンマー投げ２ヶ所、走り幅跳び・三段跳び２走路、
棒高跳び１走路（練習１走路）
本部棟・屋内観覧席
鉄筋コンクリート造３階建て 延床面積1,593.59㎡

収容人数1,610人

１階 事務室、本部室（２）、医務室、更衣室、シャワー室、便所、
倉庫、自販機コーナー
２階 器具庫、便所
３階 スタンド、放送席
その他
土盛芝生スタンド（収容人数5,500人）、屋外便所３棟、倉庫
駐車場100台、駐輪場、植栽地
イ

金沢市営球技場

(ｱ) 所 在 地

金沢市富樫３丁目８番10号

(ｲ) 施設規模

敷地面積：18,364㎡

(ｳ) 施設内容
昭和47年11月竣工
平成３年改修工事 （全面改修：平成３年３月）
令和元年改修工事 （人工芝化、スコアボード改修）
競技場（人工芝）
ラグビー（130ｍ×68ｍ）１面、サッカー（105ｍ×68ｍ）１面、
アメリカンフットボール（109.73ｍ×48.76ｍ）１面、
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多目的コート（67ｍ×50ｍ）２面
コンクリートスタンド（収容人数 3,192 人）
電光表示式スコアボード
本部棟
鉄筋コンクリート造２階建て 延床面積107.34㎡
１階 便所、倉庫
２階 本部室、記録放送室、審判控室（兼救護室）
選手棟（２棟）
①延床面積54.57㎡ 更衣室、シャワー室、便所
②延床面積98.31㎡ １階：更衣室（２）、シャワー室（２）、便所（２）
地階：倉庫
植栽地
ウ

金沢市営陸上競技場及び金沢市営球技場を除く公園区域

(ｱ) 所 在 地

金沢市富樫町、弥生３丁目地内

(ｲ) 施設規模

敷地面積：26,015.50㎡

(ｳ) 施設内容
大正14年10月供用開始
芝生広場、バラ園、便所、四阿、遊具、園路、植栽地(スポーツ遺産含む) 等
駐車場324台（うち大型バス９台）
②

金沢市安原スポーツ広場
ア 所 在 地

金沢市下安原町東1127番地

イ

施設規模

敷地面積：44,439.93㎡

ウ

施設内容
平成14年改修工事 （管理棟改修）
平成16年改修工事 （第１室内練習場屋根等修繕、防球ネット修繕）
平成28年改修工事 （防球ネット改修、受変電設備更新、
多目的グラウンド芝生改修、管理通路改修）
平成29年改修工事 （屋外トイレ改修）
令和２年改修工事 （野球場グラウンド改修）
野球場 １面（両翼91ｍ、中堅116ｍ）、観覧席
多目的グラウンド

（70ｍ×144ｍ）全面芝舗装 サッカー１面

室内練習場（２棟）
第１室内練習場（多目的練習場）603㎡
第２室内練習場（投球練習場）363㎡
多目的室 120㎡
管理棟：255㎡
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管理事務所、ロビー、更衣室、シャワー室、便所
駐車場150台、植栽地
※株式会社石川ツエーゲンクラブハウス及びクラブハウス用地は指定管理対
象外
③

金沢市営大桑運動広場
ア 所 在 地

金沢市野田町ソ41番地

イ

施設規模

敷地面積：15,417㎡

ウ

施設内容
昭和56年10月竣工
平成28年改修工事 （防球ネット拡張）
少年野球２面、ソフトボール２面、バックネット２基、便所、倉庫
駐車場38台、植栽地

④

金沢市営額谷運動広場
ア 所 在 地

金沢市額谷町ホ２番地３

イ

施設規模

敷地面積：10,751㎡

ウ

施設内容
昭和57年11月竣工
少年野球１面、ソフトボール１面、便所、倉庫、駐車場22台

⑤

金沢市営久安運動広場
ア 所 在 地

金沢市久安２丁目280番地

イ

施設規模

敷地面積：9,114.71㎡

ウ

施設内容
昭和63年９月竣工
少年野球２面、ソフトボール２面、少年サッカー１面、防球ネット、
バックネット２基、便所、倉庫、駐車場17台、植栽地

⑥

金沢市営田上運動広場
ア 所 在 地

金沢市田上２丁目142番地

イ

施設規模

敷地面積：8,180㎡

ウ

施設内容
昭和55年12月竣工
ゲートボール１面、便所、倉庫、駐車場27台、植栽地

⑦

金沢市営医王山運動広場
ア 所 在 地

金沢市二俣町阿10番地
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イ

施設規模

ウ

施設内容

敷地面積：9,330㎡

平成13年４月竣工
ソフトボール１面、少年サッカー１面、200ｍトラック、100ｍ直走路、
屋外炊飯場、便所、用具保管庫、植栽地
⑧

金沢市営法光寺運動広場
ア 所 在 地

金沢市法光寺町ト11番地２

イ

施設規模

敷地面積：10,240.09㎡

ウ

施設内容
平成15年３月竣工
ゲートボール場（クレー舗装）２面、
多目的広場（ゲートボール場１面設置可）、複合遊具、便所、倉庫
駐車場18台、植栽地

⑨

金沢市営金沢テクノパーク運動広場
ア 所 在 地

金沢市北陽台２丁目46番地

イ

施設規模

敷地面積：23,500㎡

ウ

施設内容
平成16年４月竣工
運動施設
多目的グラウンド（クレー舗装：8,530㎡）、バックネット、防球ネット
簡易クレーテニスコート１面（576㎡）、多目的芝生広場（4,990㎡）
休憩施設
管理棟（延床面積198㎡）、器材庫、便所、休憩室、デッキ
その他
自然観察あずまや、休憩所、駐車場56台、植栽地

⑩

金沢市営湊野球場
ア 所 在 地

金沢市湊２丁目123番地

イ

施設規模

敷地面積：20,300㎡

ウ

施設内容
昭和53年４月竣工
野球１面、ソフトボール１面、バックネット１基、便所、倉庫、
駐車場41台、植栽地

⑪

金沢市営湊運動公園
ア 所 在 地

金沢市湊２丁目86番地
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イ

施設規模

ウ

施設内容

敷地面積：15,122㎡

昭和53年４月竣工
少年野球１面、ソフトボール１面、バックネット１基、便所、倉庫
駐車場47台、植栽地
⑫

金沢市営専光寺ソフトボール場
ア 所 在 地

金沢市専光寺町レ３番地５

イ

施設規模

敷地面積：39,928.9㎡

ウ

施設内容
第１球場

平成３年３月建設

第２球場、第３球場 昭和58年建設
第４球場

昭和59年建設

昭和61年改修工事 （第２球場夜間照明設備設置）
平成２年改修工事 （第２・３・４グラウンド改修）
平成28年改修工事 （トイレ改修工事）
平成29年改修工事 （第１・２グラウンド改修）
平成30年改修工事 （第３グラウンド改修）
公式ソフトボール場 ４面
第１球場
コンクリートスタンド（１塁側・３塁側）34ｍ×３段 290名収容
第２球場
コンクリートスタンド（１塁側・３塁側）35ｍ×５段 500名収容、
夜間照明設備 ６基10灯 被照明面積 4,800㎡
第３球場
コンクリートスタンド（１塁側・３塁側）30ｍ×２段 170名収容
第４球場
土盛スタンド（１塁側・３塁側）40ｍ 170名収容
管理事務所（延床面積64.8㎡）
事務室、便所
クラブハウス（本部棟）（延床面積155.81㎡）
会議室、更衣室、シャワー室、器具庫
その他
ポンプ小屋、休憩所（東屋）、第１球場便所、便所、器具庫（２）、
駐車場４箇所で236台（第１球場155台・第２球場58台・第４球場23台）、
植栽地
⑬

金沢市営伏見川グラウンド

6

ア 所 在 地

金沢市米泉10丁目１番地９

イ 施設規模

敷地面積：9,176㎡（グラウンド：7,761㎡・緑地：1,415㎡）

ウ 施設内容
平成27年４月１日竣工
ソフトボール１面、バックネット１基、便所、倉庫、駐車場14台、駐輪場等
⑭ 金沢市営こなん水辺グラウンドゴルフ場
ア 所 在 地

金沢市大場町西427番地１

イ

施設規模

敷地面積：4,806.83㎡

ウ

施設内容
平成22年３月竣工
グラウンドゴルフ場（芝生広場3,040㎡）、便所、四阿、倉庫
駐車場22台、植栽地

⑮

金沢市営医王山スキー場
ア 所 在 地
イ

金沢市俵町テ甲21番地

施設規模
リフトゲレンデ敷地面積：101,000㎡
コース
ファミリーコース

平均斜度10度、最大斜度24度、初心者向き

ダイナミックコース 平均斜度17度、最大斜度32度、中・上級者向き
チャレンジコース
ウ

平均斜度21度、最大斜度37度、中・上級者向き

施設内容
平成16年改修工事 （ペアリフト減速機オーバーホール・
ペアリフト非常用制動装置取替）
平成28年改修工事 （非常制動装置改修）
平成29年改修工事 （ファミリーリフト運転室設置・原動機更新）
令和２年改修工事 （事務所（ファミリーリフト側）改築）
リフト
ファミリーリフト１基、延長241ｍ（昭和59年12月竣工）
ペアリフト１基、延長418ｍ（昭和61年12月竣工）
管理事務所（２棟）
ファミリーリフト側（延床面積57.5㎡）：事務室、便所
ペアリフト側（延床面積45.53㎡）
圧雪車格納庫（延床面積99.44㎡）
駐車場500台

⑯ 金沢市民野球場
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：事務室、便所

ア 所 在 地

金沢市磯部町ニ45番地

イ

施設規模

敷地面積：19,050㎡

ウ

施設内容
平成２年８月竣工
平成13年改修工事 （監視機器取替）
平成19年改修工事 （スコアボード改修）
平成26年改修工事 （スコアボードＬＥＤ化、
ラバーフェンス・バックネット・グラウンド改修）
平成28年改修工事 （外壁改修、１塁側防球ネット設置）
令和２年改修工事 （屋上防水改修、内部改修、人工芝化）
グラウンド
面積13,500㎡（両翼99ｍ、中堅122ｍ）
人工芝（内外野）、黒土（ピッチャーマウンド・塁ベース周り）
内野スタンド棟
鉄筋コンクリート造（一部鉄骨、ＰＣ造）３階建て
延床面積約7,600㎡、収容人数7,002人
１階 玄関ホール、本部室、会議室（２）、管理事務室、医務室、
男子便所、女子便所、多目的便所、審判控室、
警備員・グラウンドキーパー控室、本部席、記録・放送室、
放送記者室（４）、新聞記者室、多目的観覧室、授乳室、審判室、
運営室、選手用玄関（２）、選手更衣室･控室（４）、選手用便所（２）、
シャワー室（２）、バッティングミラー室（２）、物置、
ブルペン（２）、客用男子便所（２）、客用女子便所（２）、
客用多目的便所、ダッグアウト（２）、グラウンドボーイ室（２）、
カメラマン室（２）、用具庫（２）、倉庫、砂置場（主・副）、
消火ポンプ室
２階 売店、便所
観覧席 一人掛ベンチ22段
外野スタンド棟
土盛芝生張スタンド・鉄筋コンクリート擁壁 延床面積1,720㎡
収容人数3,000人
スコアボード棟
鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）５階建て 延床面積約590㎡
ＬＥＤ電光表示スコアボード、機械設備室、作業員室、プレート置場、
便所、夜間照明設備（６基162灯）
その他
駐車場（金沢城北市民運動公園として1,272台〔744台、暫定528台〕）

8

⑰

金沢市民サッカー場
ア 所 在 地

金沢市磯部町ニ45番地

イ

施設規模

敷地面積：12,000㎡

ウ

施設内容
平成３年３月竣工
グラウンド
芝生面積9,960㎡（83ｍ×120ｍ）サッカーコート（105ｍ×68ｍ）１面
本部棟
鉄筋コンクリート造２階建て 延床面積2,400㎡

収容人数3,000人

１階 事務室、医務室、更衣室（４）、シャワー室（２）、便所（８）、
ダッグアウト（２）、用具庫、倉庫、ポンプ室、電気室
２階 本部室、放送記録室、審判控室、シャワー室、便所（２）
その他
国旗掲揚塔、スコアボード（電光表示方式）、植栽地、
駐車場（金沢城北市民運動公園として1,272台〔744台、暫定528台〕）
⑱ スポーツ交流広場
ア 所 在 地

金沢市磯部町ニ45番地

イ

施設規模

敷地面積：11,390㎡（85ｍ×134ｍ）

ウ

施設内容
平成27年９月竣工
人工芝コート 8,970㎡（78ｍ×115ｍ）、
コンクリートスタンド 76.8ｍ×３段×２（約500名収容）、
夜間照明設備４基×11灯、
駐車場（金沢城北市民運動公園として1,272台〔744台、暫定528台〕）

⑲

ジュニアスポーツコート
ア 所 在 地

金沢市磯部町ニ45番地

イ

施設規模

敷地面積：4,816㎡

ウ

施設内容
平成25年３月竣工
人工芝コート（86ｍ×56ｍ）
倉庫、防球ネット（Ｈ＝1.2～5.0ｍ）
駐車場（金沢城北市民運動公園として1,272台〔744台、暫定528台〕）

⑳

本田圭佑クライフコート
ア 所 在 地

金沢市磯部町ニ45番地

イ

敷地面積：1,176㎡

施設規模
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ウ

施設内容
平成23年８月竣工
クライフコート（人工芝コート）28ｍ×42ｍ、
防球ネット（Ｈ＝1.8ｍ）
駐車場（金沢城北市民運動公園として1,272台〔744台、暫定528台〕）

㉑ 金沢市内川スポーツ広場
ア 所 在 地

金沢市山川町１の１番地

イ

施設規模

敷地面積：約80,000㎡

ウ

施設内容
平成12年４月竣工
令和元年改修工事 （てんとう虫モービルトロリール交換）
総合管理事務所
鉄筋コンクリート造平屋建て、延床面積206.14㎡
事務室、控室、湯沸室、救護室、倉庫、便所、多目的便所、
自販機コーナー、炊事場（炉12基）
少年野球場
面積２ｈａ（両翼71ｍ、中堅86ｍ）、グラウンド２面、
黒土舗装（内野）、芝舗装（外野）、ナイター照明（第１野球場）１面、
コンクリートスタンド（内野）、芝生盛土スタンド（外野）、
スコアボード２面（反転式）、便所、倉庫
レストハウス（鉄筋コンクリート造、延床面積611.42㎡）
休憩室、厨房、会議室、便所、多目的便所、シャワー室
芝生広場
健康の広場、いこいの広場、水辺の広場、水辺の広場倉庫・休憩所
遊びの広場
てんとう虫モービル（延長約370ｍ）、
ミニボブスレー（延長約150ｍ、２コース）、
人工芝ソリ（斜面約55ｍ、幅20ｍ、平均斜度15度）、岩登り
その他
自然学習園、管理棟（事務室、便所、倉庫、自販機コーナー）、駅舎棟
駐車場190台（第１・167台 第２・５台 第３・17台 第４・１台）、
植栽地

㉒

金沢市戸室スポーツ広場
ア 所 在 地

金沢市戸室新保ト35番地

イ

施設規模

敷地面積：約77,000㎡

ウ

施設内容
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平成15年４月竣工
少年野球場
面積6,660㎡（両翼70ｍ、中堅85ｍ）、
グラウンド１面、黒土舗装（内野）、砂舗装（外野）、
スコアボード１面（反転式）
芝生広場 面積約9,000㎡
マレットゴルフ場 18ホール
レストハウス（鉄骨造平屋建て、延床面積590.85㎡）
事務室、テラス、便所、倉庫
大型斜面遊具１基
遊具ゲート、ユニバーサル回廊、休憩木陰ベンチ、戸室恵みの山、
山道迷路デッキ、ローラースライダー、友禅アスレチックデッキ、
戸室山採掘場、テント遊具、日本海ネット遊具、あずまや
その他
管理棟、便所兼倉庫棟、上屋・東屋、市民農園（30㎡／区画
植栽地、駐車場（普通車195台、大型バス３台収容）
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50区画）、

（２）使用時間、休業日
使用時間

施設名
金沢市営陸上競技場

午前９時から午後９時まで

金沢市営球技場

午前９時から午後７時まで

金沢市安原スポーツ広場

第１室内練習場
第２室内練習場
多目的室

午前６時から午後９時まで

その他

午前６時から午後７時まで

休業日

金沢市営大桑運動広場
金沢市営額谷運動広場
金沢市営久安運動広場
金沢市営田上運動広場
金沢市営医王山運動広場

日の出から日没時まで

年末年始

金沢市営法光寺運動広場
金沢市営金沢テクノパーク運動広場
金沢市営湊野球場
金沢市営湊運動公園
金沢市営専光寺ソフトボール場

グラウンド

日の出から日没時まで
（夜間照明を使用する場合は午後９時まで）

会議室

午前６時から午後９時まで

金沢市営伏見川グラウンド

日の出から日没時まで

金沢市営こなん水辺グラウンドゴルフ場
金沢市営医王山スキー場

午前８時から午後５時まで

金沢市民野球場

午前６時から午後９時まで

金沢市民サッカー場

午前９時から午後７時まで

スポーツ交流広場

午前９時から午後９時まで

ジュニアスポーツコート

金沢市戸室スポーツ広場

少年野球場

午前８時から午後７時まで
（夜間照明を使用する場合は午後９時まで）

いこいの広場
健康の広場
レストハウス

午前９時から午後７時まで

遊びの広場

午前９時30分から午後５時まで

少年野球場

午前８時から午後７時まで

マレットゴルフ場
芝生広場
遊びの広場
レストハウス

午前９時から午後７時まで

※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。
※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。

（３）利用者数

年末年始

午前９時から午後７時まで

本田圭佑クライフコート

金沢市内川スポーツ広場

４月１日から
11月30日まで

別紙利用者数調を参照
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12月１日から
３月31日まで

３．指定管理者として行う業務の範囲
（１）屋外スポーツ施設等の使用の承認（許可）に関すること
（２）屋外スポーツ施設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）屋外スポーツ施設等の施設及び設備の維持管理に関すること
（４）その他屋外スポーツ施設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（屋外スポーツ施設等）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
（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
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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。
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16日（水）まで
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（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））
金沢市スポーツ広場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（屋外スポーツ施設等（運動公園を含む。））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））
スポーツ広場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））
スポーツ広場管理運営費提案書（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「スポーツ広場標準管理運営費積算表」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）
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（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17日（木）午後１時から午後３時まで （午後12時半より受付）
（３）場所
金沢プール １階会議室（金沢市磯部町ハ55番地）
（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17日（木）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。
（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。
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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
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。
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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、以下の屋外スポーツ施設の管理運営について、当該募集対
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。
①

加賀朝日町グラウンドゴルフ場（金沢市加賀朝日町北６番地）

②

森本こどもグラウンド（金沢市塚崎町ハ47番１号）

③

鞍月広場（金沢市鞍月４丁目21番地）

ただし、上記屋外スポーツ施設については、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。
また、上記のほか、久安殿屋敷公園（金沢市久安２丁目281番地）の維持管理につい
て、仕様書「屋外スポーツ施設樹木等管理業務仕様書」に準じた維持管理業務を実施す
る業務委託契約を締結することを条件とします。
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16日
令和２年９月17日
令和２年10月２日
令和２年10月９日頃
令和２年９月17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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