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本要項は、宇治市指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年宇治市条例第１

９号）に基づき、宇治市文化会館の管理運営を行う指定管理者の募集にあたり、以下のと

おり必要な事項を定めるものです。 

 

１．基本的事項 
（１）概要  

名   称：宇治市文化会館（以下「文化会館」という。） 

※文化会館、宇治市歴史資料館（以下「歴史資料館」という。）、宇治市中央公民館

（以下「中央公民館」という。）、宇治市中央図書館（以下「中央図書館」とい

う。）を含めた４館の複合施設を宇治市文化センター（以下「文化センター」とい

う。）という。  

所 在 地：宇治市折居台1丁目1番地  
敷地面積：約2.7ha 

建築面積：9,018㎡（文化センター） 
延床面積：11,831㎡（文化センター） 
対象範囲：文化会館の管理運営及び文化センターの維持管理 

 

（２）目的   

 文化会館は市民の文化の向上と社会教育の振興を図り、市民福祉の増進に寄与すること

を目的に設置されました。 
これまで、市民の文化芸術活動の発表の場や、コンサート、演劇、展覧会など様々な文化

芸術の鑑賞機会を提供するとともに、市民の文化活動への支援を行い、多様な文化芸術に触

れる機会の拡充を図り、心豊かな市民生活及び活力ある地域社会の実現に寄与してきまし

た。 
本施設の目的やこれまでの取組等を踏まえ、下記の事項に留意して管理運営を行ってく

ださい。 
①（文化芸術）市民が様々な文化芸術にふれる機会を創出する管理運営に取り組んでくださ

い。 
②（地域連携）市内の文化芸術団体や社会教育団体、学校等と連携し、市民文化の向上を図

ってください。 
③（利用促進）ホール等の施設を有効活用できるよう貸館事業や自主事業等を通じた文化事

業の実施に努めてください。 
④（サービス）利用者にとって利用しやすい環境を整え、サービス向上に努めてください。 
⑤（円滑な施設の維持管理）歴史資料館、中央公民館及び中央図書館の各管理者と十分な調

整を行ってください。 
⑥（防災）文化センターは災害時の指定避難所等に指定されているため、災害時には必要な

役割を担ってください。 
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⑦（その他）新型コロナウイルス感染症の状況においても新しい生活様式に対応した文化会

館の管理運営に取り組んでください。 
 
２．指定期間 

令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで（５年間） 

 

３．指定管理者が行う業務の範囲 
 （詳細は『宇治市文化会館指定管理業務仕様書』を参照） 

 
（１）指定管理業務 

指定管理業務は、施設の利用、維持、保全及び運営に係る包括的な管理を行っていただき

ます。 
詳細は、別に示す『宇治市文化会館指定管理業務仕様書』のとおりです。 

①文化芸術振興に関する業務 
 市民が文化芸術にふれる機会の創出 
②施設の運営に関する業務 

安全管理、貸館業務、使用許可、利用促進、市民参画・地域連携等  
③施設等の管理に関する業務 

敷地内の植物管理、建物等の施設管理、設備保守管理等 
 
（２）自主事業 

自主事業とは、条例等で認められた範囲で、指定管理者が文化会館内において自らの責任

において行う事業です。この事業は指定管理業務に含まれないため、指定管理料及び利用料

金収入を充てることはできません。 
指定管理業務と自主事業は、それぞれ区分できるよう適切に把握してください。 
文化会館では、次の自主事業を行うことができます。自主事業を行う場合は、事業計画書

に記載し、あらかじめ市と協議して、その承認を受けてください。 
・イベント事業 
・飲食・物販事業 
・その他の自主事業 
 

４．リスク分担 
指定管理業務に関するリスク分担は、市と指定管理者で締結する協定に定めるものとし

ますが、仕様書にその考え方を示します。 

 

５．基準価格等に関する事項 
 この施設の運営に当たっては利用料金制を導入しますので、利用料金は、指定管理者の
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収入とします。 

応募する施設の管理運営に必要な経費から利用料金収入等を差し引いた指定管理料を、

「基準価格」の範囲内で提案してください。 

基準価格 ５９４，０００千円（消費税込）・・・５年間の合計額 

※提案価格が、基準価格を超える場合は、失格となるので十分留意すること 

※消費税率等の変更は年度協定時に考慮する 

 

指定管理料＝管理運営経費－利用料金収入－自主事業の利益の一部（※） 
※収益事業（自主事業）の利益の一部を管理運営経費に充てることも可能です。 

 
６．経理等に関する事項 
（１） 利用料金制度 

この施設では利用料金制度を適用します。（詳細は『宇治市文化会館指定管理業務仕様

書』を参照） 
 

（２）修繕費 
修繕とは、施設の劣化や損傷部分、あるいは性能を実用上、支障のない範囲まで回復させ

ることをいいます。また、施設の機能を向上させる目的での小規模な改修・改善・改装に関

しては修繕に含むものとします。修繕のうち１件の金額が５０万円未満のものは指定管理

者が行うこととし、それ以上のものについては、市と協議の上、必要と認められる場合には

市が行うこととします。なお、指定管理者の管理瑕疵に基づく破損等については、指定管理

者の費用により、修繕又は更新を行うものとします。 
修繕費の予定額は各年度とも３７０万円とし、指定管理料に含めて提案してください。 
各年度の修繕に要した額が予定額の上下５％の範囲の場合は清算を行いません。ただし、

修繕に要した額が予定額の５％以上の減額となった場合は５％を超える分の差額の返還を

求めるものとします。また、５％以上増加する見込みとなった場合はあらかじめ市と協議し

てください。  
 

（３） 経費の支払い 

指定管理料は、会計年度ごとに支払うものとします。なお、支払い時期や方法等は協定

で定めることとします。なお、指定管理料は原則清算しません（修繕費及びリスク分担表

に示す協議事項を除く）。 

 

（４）指定管理料の管理 

経費について、団体等の実施事業が指定管理事業以外を含む場合、団体自体の口座とは

別の口座で管理してください。指定管理事業と自主事業は区分できるよう適正に管理して

ください。 
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（５）市が支払う指定管理料を充てることができる経費 

指定管理料は、人件費、事務費、管理費（光熱水費、修繕費、保守管理費等）等、指定

管理公園の管理施設に必要な経費を充てることができます。また、修繕費（上限年３７０

万円）も指定管理料に含みます。 

※自主事業を実施する場合、市はこれらにかかる経費を負担しません。収支計画書にあ

たっては、仕様書に提示する業務についてのみ経費を計上してください。 

 

７．申請者資格 
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者に該当

しない者であること。 

（２）宇治市競争入札等参加資格の停止に関する要領に基づく指名停止期間中の者でない

こと。 

（３）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定による指定

の取り消しを受けたことがない者。（本市の取り消しに限定しません。） 

（４）会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）第３０条又は民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）第２１条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立がなされた

場合は、更生手続の開始決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 

（５）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７９号）第２条

第２号に規定する暴力団またはその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）も

しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にある団体で

ないこと。 

（６）政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定する政治団

体およびこれに類する団体）でないこと。 

（７）宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条に規定する宗教団体お

よびこれに類する団体）でないこと。 

（８）本市における指定管理者の指定において、その公正な手続を妨げる者または公正な

価格の成立を害し、もしくは不正の利益を得るために連合する者でないこと。 

（９）地方自治法第９２条の２及び第１４２条、第１６６条第２項、第１８０条の５第６

項、の兼業禁止規定に抵触しない者であること。 

（１０）市町村民税、法人税、消費税および地方消費税を滞納していないこと。 

（１１）その他、指定期間中、指定管理施設の管理運営を円滑かつ安定して実施できる法

人その他の団体とします。団体の場合、法人格は必ずしも必要ありませんが、個人は

申請することはできません。複数の団体により構成される共同体（以下「共同体」と

いう。）による応募については、本要項「３指定管理者が行う業務の範囲」が単独の

団体で担えない場合、共同体で応募することができます。その場合には、応募時に共

同事業体を結成し、代表者構成団体（他の団体は構成団体とする。）を定めるものと

します。 



 

5 
 

（１２）法人その他の団体及び共同体を構成するすべての団体が、申請時においてその設

立から１年以上を経過し、かつ活動の実績があること。 

（１３）申請者は、次に掲げる実績を満たすこと。 

①過去５年以内に指定管理者として文化会館やホール等の類似施設において、管理運営

を行った実績を有すること。 

②共同体として申請する場合においては、①の実績を有する法人等が構成団体に含まれ

ていること。なお、類似施設の管理運営の実績を有する法人等が中核となって、施設

の運営管理業務、施設の安全管理業務等を行うこと。 

 

８．申請に関する事項 
（１）募集要項・仕様書等の配布 

令和３年７月３０日（金）より市ホームページに掲載します。また、宇治市文化スポー

ツ課において配布します。 

 

（２）現地見学会 

現地見学会を次のとおり実施します。参加を希望する場合は、令和３年８月１２日

（木）午後３時までに「法人その他の団体の名称」、「担当者の職・氏名・連絡先」及び

「参加人数」を宇治市文化スポーツ課までご連絡ください。 

現地見学会開催日：令和３年８月１６日（月） 

集合場所と時間：宇治市文化会館１階エントランスロビー 

午後３時に集合してください 

（概ね１時間程度を予定しております） 

参加については１団体につき３名までとしてください。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、体調がすぐれない場合は参加をお控

えください。 

なお、現地見学会において質問応答は行いません。質問がある場合は、次の（３）募集

要項に関する質問書の受付・回答の手続きにより質問書を提出してください。 

 

（３）募集要項に関する質問書の受付・回答 

①受付期間 

令和３年７月３０日（金）～８月２０日（金）午後５時必着 

②受付方法 

質問書（書式１）に記入のうえ、直接持参、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールのいずれかで送

付してください。 

③提出先 

 〒６１１－８５０１ 

宇治市宇治琵琶３３番地 
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宇治市産業地域振興部文化スポーツ課 

FAX 0774-21-0408 (文化スポーツ課宛) 

E-mail  bunkasportska@city.uji.kyoto.jp 

④質問書の回答 

回答は、令和３年９月３日（金）を目途に市のホームページで公表します。 

（なお、質問は重複しているもの・特に重要と思われるもの等を勘案して回答しま

す。） 

※すべての質問に答えるわけではありません。また、原則質問者への個別回答はしま

せん。 

 

（４）申請書等の提出 

①提出期間 

持参の場合は令和３年７月３０日（金）から９月１３日（月）まで。 

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

郵送の場合は令和３年９月１３日（月）午後５時００分必着とします。 

②提出時間 

持参の場合は午前８時３０分から午後５時００分まで。ただし、正午から午後１時ま

での間を除きます。 

③提出先 

 〒６１１－８５０１ 

宇治市宇治琵琶３３番地 

宇治市産業地域振興部文化スポーツ課 

TEL 0774-20-8724 (直通) 

④提出方法 

直接持参又は郵送してください。 

ただし、不慮の事故による紛失又は遅配については一切考慮しません。 

ＦＡＸによる提出は受け付けません。 

⑤提出部数 

以下に掲げる申請書類を各正本１部、写し１０部（写しは申請書及び（ア）から（エ）

まで）の計１１部。 
紙媒体で上記の部数を提出するとともに、ワード、エクセル又はＰＤＦ形式で記録し

た光ディスクやＵＳＢメモリー等を提出すること。また、紙媒体の申請書類は冊子化し

たものとし、質疑等が容易となるようページ番号を付番してください。 

なお、冊子は原則としてＡ４サイズ（長辺綴じ）とし、パンフレット等Ａ４サイズで

提出することが困難な書類については、外三つ折りを行うなど、Ａ４サイズの冊子とな

るようにしてください。 

⑥提出書類 

mailto:bunkasportska@city.uji.kyoto.jp
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法人その他の団体であって、本要項により指定管理者の指定を受けようとする場合

は、宇治市指定管理者指定申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、提出

してください。（提出された書類等は、公募の結果に関わらず返却しません。） 

（ア）指定管理者事業計画書（書式２） 

（イ）指定管理業務収支計画書（書式３） 

（ウ）法人その他団体概要書（書式４） 

（エ）類似施設の業務実績（書式５） 

 類似施設の管理実績を証明することができる書類（指定管理者指定通知の写し

等）を添付すること。 

（オ）申請者資格を有している団体であることを証する書類 

ａ．法人格を有している場合 

当該団体の定款又は寄附行為その他これらに類する書類の写し及び登記簿の謄本 

ｂ．法人格を有していない場合 

団体の規約、構成員名簿、団体の活動状況を示している書類（構成員向けの広報紙

やお知らせ文書、団体の活動を紹介している新聞記事のコピーなどの当該事業年度分

及び前事業年度分） 

ｃ．共同体の場合 

ａ・ｂに掲げるもののほか、共同体構成員届、共同体協定書の写し（原本認証した

もの）、共同体委任状 

（カ）団体の経営状況を説明する書類  

ａ．法人格を有している場合  

当該団体の前事業年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分に関する書類及び財産

目録（直近３事業年（設立して３事業年未満の場合は、経過年数分）） 

ｂ．法人格を有していない場合  

宇治市指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び過去

３年間の収支決算書 

（キ）暴力団員等の排除に係る調査承諾書（書式６）  

（ク）宇治市市税確認承諾書（書式７）  

（ケ）市府民税、法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書  

ａ． 所在地（納税地）を所轄する自治体及び税務署において請求してください。  

ｂ．納税義務がない場合は、その旨、連絡してください。  

（コ）指定管理者の資格に関する申立書（書式８）  

（サ）ＩＳＯ１４００１等を取得している者は登録書の写し 

⑦申請書等の取扱い 

申請者の提出する書類の著作権は、その申請者に帰属しますが、申請書類については

公文書となるため、情報公開請求の対象となります。なお、本件において公表する場

合、その他市が必要と認めるときには、市は提出書類の全部又は一部を無償で使用でき
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るものとします。申請内容に特許権、商標権、その他法令に基づいて保護される第３者

の権利を用いる提案があり、これらを用いた結果、生じる責任は全て申請者が負うもの

とします。 

⑧証明書類 

証明書類は、証明年月日が申請書提出時において、３箇月以内のもので、それぞれ発

行官公署の定めた様式によるものを使用することとします。なお、複写機による写しで

も差支えありません。 

⑨接触の禁止 

選定委員その他本件の関係者に対して、本件提案に関する接触を禁じます。接触の事

実が認められた場合には申請を無効とすることがあります。 

 

（５）申請内容の変更 

提出された書類は、募集期間内に限り修正および書類の追加を行うことができます 

 

（６）申請に関する留意事項 

①申請無効となる場合 

次のいずれかに該当する場合は、申請を無効とします。 

（ア） 申請者の資格要件を満たさない者が申請したとき 

（イ） 提出書類が不足しているとき 

（ウ） 提出書類が募集要項に従い記載されていないとき 

（エ） 提出書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しないとき 

（オ） 申請手続において不正な行為があったとき 

（カ） 提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき 

（キ） 虚偽の内容が記載されているとき 

（ク） ２通以上の申請書類（複数の提案）を提出したとき 

（ケ） その他募集要項に定める条件に違反したとき 

②追加提出書類の提出 

市が必要と認める場合には、資料又は証明書類その他追加の提出書類を求める場合が

あります。 

③申請後の辞退 

申請書等提出後に申請を辞退する場合は書面(様式自由)により市に申し出てくださ

い。 

④経費負担 

申請に関して必要となる経費は、申請者の負担とします。 

 

９．選定に関する事項 
（１）選定方法 



 

9 
 

（Ａ）候補者の選定 

  宇治市指定管理者候補者選定委員会において、応募団体からのヒアリング及び書類審

査により内容の審査を行います。 

ヒアリングの詳細は、申請者に別途お知らせします。 

ヒアリング日時：１０月４日～２２日ごろ 

ヒアリング場所：宇治市役所会議室 

その他：参加人数は４人以内としてください。 

応募書類にない新たな提案はできません。 

総括責任者は必ず出席してください。（やむを得ない事由で総括責任者が出席

できない場合は事前にご連絡をお願いします） 

 

（Ｂ）選定結果の通知および公表 

選定結果は、申請者に宇治市指定管理者候補者選定結果通知書にて通知します。 

 また、選定の結果は、市のホームページへの掲載等の方法により公表します。 

 

（２）審査の基準および配点 

①事業計画等の評価【１００点】 

（Ａ）市民による施設の利用について不当な差別的取扱いがないよう適切な管理を行うこ

とができること。【１５点】 

（Ｂ）施設の設置目的を達成するために適切な管理を行うことができること。【３０点】 

（Ｃ）本市が施設を管理する場合と比較して市民の利便性を低下させないよう適切な管理

を行うことができること。【２５点】 

（Ｄ）本市が施設を管理する場合と比較して低額の費用で管理を行うことができること。

【１０点】 

（Ｅ）事業計画に沿った施設の管理を安定して行う能力を有すること。【２０点】 

②管理運営経費の評価【２０点】 

最も低い提案額を提案した者を満点の評価とし、２位以下の提案額についてはその提案額

に応じて以下の計算式を用いて点数を補正し評価点を算出する。(小数点以下第３位四捨五入) 

＜計算式＞ 

（最も低い提案額）÷（当該提案額）×配点（２０点）＝管理運営経費の評価点 

 

（３） 評価項目（予定） 

選定の基準 評価項目（数字は、事業計画書項目番号） 配点 

（Ａ）施設の平等利用の確

保 

・平等利用の確保の妥当性（２） 

・個人情報保護・情報公開の取扱いの妥当性（３） 

・地元雇用の確保、障がい者雇用（１６） 

１５ 
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（Ｂ）施設の設置目的適合

性及び管理水準の確

保 

・基本方針と施設の設置目的との整合性（１） 

・利用促進策、利用者の増加策の提案（４）（５） 

・利用料金・利用時間の提案（６） 

・地域との連携・市民参画の妥当性（７） 

３０ 

（Ｃ）利用者に対するサービ

ス水準の確保 

・利用者ニーズ・満足度の把握（８） 

・自主事業の妥当性（９） 

・情報発信（10） 

・維持管理計画（11） 

・環境への配慮（12） 

２５ 

（Ｄ）効率的な管理 ・管理経費設定の妥当性（書式３） 

・収支計画と事業計画との整合性（書式３） 

・費用削減策の具体性・妥当性（書式３） 

１０ 

（Ｅ）安定的な管理能力の確

保 

・安全安心、緊急時の対応（13） 

・人員配置や組織体制の妥当性（14） 

・再委託計画の妥当性（15） 

・類似施設の管理運営実績（書式5） 

・団体の経営状況（添付書類） 

２０ 

事業計画等の評価合計  100 

管理運営経費の評価 （最も低い提案額）÷（当該提案額）×配点（２０点） ２０ 

計  １２０ 

 
（４）最低基準点について 
 最低基準点を６割以上（７２点以上）とし、これに満たない候補者は選定されません。 
 
（５） 指定 

候補者の選定後、市議会（令和３年１２月定例会を予定）の議決を経て指定管理者とし

て指定します。なお、議決が得られない場合は、指定管理者として指定されません。その

場合、市は一切の損害賠償責任を負いません。 

 

10．協定に関する事項 
（１）基本的な考え方 

議会の議決後に、指定管理者に指定し、指定期間開始時に協定を締結するものとしま

す。 

協定の内容は、特別の理由があるときを除き指定期間中は改定しないものとします。 

 

（２）協定内容 

（Ａ）施設の管理に関する事項 

（Ｂ）本市が支払うべき施設の管理に要する費用に関する事項 

（Ｃ）指定管理者が施設の管理により保有することとなる個人情報 

（宇治市個人情報保護条例（平成１０年宇治市条例第２９号）第２条第１号に規定

する個人情報をいう。）の保護に関する事項 



 

11 
 

（Ｄ）指定管理者が施設の管理により保有することとなる情報の公開に関する事項 

（Ｅ）地方自治法第２４４条の２第７項に規定する事業報告書に記載すべき事項及び当該

報告書に添付する書類 

（Ｆ）地方自治法第２４４条の２第１１項に規定する指定管理者の指定の取り消し及び期

間を定めた管理の業務の全部又は一部の停止に関する事項 

（Ｇ）その他特に必要があると認められる事項 

 

11．事業報告・業務調査に関する事項 
（１）調査等 

市は、適正管理を期するため、指定管理者に対して、業務内容または経理の状況に

関する報告を求め、指定管理業務の実施状況を把握するため調査等を実施するものと

します。 

（２）施設利用者の意向把握について 

指定管理者は、施設利用者の利便性の向上を図る観点から、アンケート等により、

施設利用者の意見、苦情等を聴取し、その結果および改善状況について市に報告する

ものとします。 

（３）指定管理者への改善指示 

指定管理者は、市の指示に従わないときや改善が見られず指定管理施設の管理運営

を継続することが適当でないと認められるときは、その指定を取り消しまたは指定管

理業務の全部または一部の停止を命じることがあります。 

（４）監査に関する事項 

監査委員等が市の事務を監査するために必要があると認められる場合、指定管理者

に対して帳簿書類その他の記録の提出を求め、監査に立ち会いを求めることがありま

す。 

 

12． その他 
（１）事業の継続が困難となった場合の措置 

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合、またはそのおそれが生じた場合は、速

やかに市に報告することとします。その場合の措置については次のとおりとします。 

（Ａ）指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難となった場合、または

そのおそれが生じた場合には、市は指定管理者に対して改善勧告等の指示を行い、

期間を定めて改善策の提出および実施を求めることができることとします。この場

合、指定管理者がその期間内に改善することができなかった場合等には、市は、指

定管理者の指定の取り消し、または業務の全部または一部の停止を命じることがで

きます。 

（Ｂ）指定が取り消された場合等の賠償 
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上記（Ａ）により、指定が取り消され、または業務の全部もしくは一部が停止され

た場合、指定管理者は市に損害を賠償するものとします。 

（Ｃ）当事者の責めに帰すべき事由によらない場合 

不可抗力等、市および指定管理者双方の責めに帰すことができない事由により、業

務の継続が困難となった場合は、市と指定管理者は、事業継続の可否等について協

議するものとします。継続が困難と判断した場合、市は、指定管理者の指定の取り

消し、または業務の全部もしくは一部の停止を命じることができるものとします。 

（Ｄ）協定書の解釈に疑義が生じた場合または協定書に定めのない事項が生じた場合の措置 

市と指定管理者は、誠意をもって協議するものとします。 

 

（２）業務の引継ぎ 

現在の指定管理者から業務を引き継ぐ場合又は指定期間の終了若しくは指定の取消し

により、次期指定管理者に業務を引き継ぐ場合は、円滑な引継ぎに協力してください。 

なお、引継ぎにあたって生じる費用は、各指定管理者の負担とします。 

 

（３）利用料金について 

利用料金は、原則として利用の日に施設を管理している指定管理者の収入とします。 

したがって、指定管理者が交代した場合、交代前に利用者が利用料金を前納していれ

ば、交代前の指定管理者は、前納された利用料金を次期指定管理者に引継ぐことになり

ます。 

なお、令和３年度中に使用料として前納されたものについては、別途仕様書に取扱い

を定めます。 

 


