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1. はじめに 

本仕様書は、「子どもに健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするとと

もに、保護者、地域住民等による子どもの健全な育成に関する活動を支援する」という堺

市立ビッグバン（以下「本施設」という。）の設置目的や「泉ヶ丘駅前地域活性化ビジョ

ン」（平成 23 年 3 月策定、平成 27 年 1 月改訂）に位置づける「子どもコア」の将来像で

ある「子どもが一日中愉しめる遊びの拠点・親も楽しく子育てできる拠点」とすることを

達成できるように、管理運営に関する業務内容及び指定管理者に要求する水準等を示す

ものです。 

応募者は事業計画を立案するにあたり、本仕様書・募集要項等により示された諸条件を

遵守してください。 

 

2. 施設に関する基本事項 
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(1) 設置目的 

子どもに健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、保護

者、地域住民等による子どもの健全な育成に関する活動を支援し、「泉ヶ丘駅前地域活

性化ビジョン」に位置付ける「子どもコア」の将来像を実現すること。 

 

(2) 施設の名称 

施設名称：堺市立ビッグバン 

 

(3) 設置場所 

堺市南区茶山台 1丁 

 

(4) 開設年月日 

令和 3年 4月 1日 

 

(5) 施設の規模 

①施設構成 

・屋内施設（地上 5階地下 1階） 

・屋外施設（交流広場、ちょっとバン、後背地、駐車場ほか） 

太線で囲む全ての施設が、指定管理の対象となります。 

②敷地面積 98,272㎡ 

 ・ビッグバン敷地 26,491㎡（大阪府が所有し、堺市が使用貸借） 

 ・後背地     71,781㎡（堺市が所有） 

③屋内施設 

・建 築 面 積 6,530㎡ 

・延 床 面 積 13,016㎡ 

 ・階数、高さ （本体）地上 5階地下 1階 33.7ｍ 

        （遊具の塔）地上 8階 53ｍ 

 ・施 設 構 造 （本体）RC造・S造 

        （遊具の塔）S造 
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主な施設の構成 施設の概要 

【本体 1階】 

コスモポート（648

㎡）、保健室（25㎡） 

・インフォメーション、軽食喫茶コーナー 

【本体 2階】 

スペースファクトリー

（876㎡） 

・子どもたちの夢と創造力を育む「メロウの修理工

房」「ベアルの修理工房」「スペースキッチン」

「ハートイピア電子動物園」 

【本体 3階】 

アストロキャンプ

（897㎡）、休憩室

（144㎡）、授乳室

（28㎡） 

・子どもたちが遊ぶ「マチカネワニの冒険／骨格・

生体」「岩山の冒険」「ジャングルの冒険」「幼児

のコーナー」 

【本体 4階】 

おもちゃスペースシッ

プ（1,558㎡）、スタ

ッフルーム（25㎡） 

・昭和時代のなつかしいおもちゃを体験し、遊び方

を発見する「昭和 30年代の街並み」「おもちゃコ

ーナー」 

・科学遊びを体験する「エクスプロラトリアムコー

ナー」 

・ハイビジョン映像と特殊音響効果によりビッグバ

ンストーリーを上映する「パワーユニット」 

こども劇場（608㎡） ・自由度の高い創作活動が行えるよう、舞台及び客

席を同一平面で構成する劇場（約 300人収容） 

遊具の塔 ・地上 4階から 8階の透明タワー内に、8層で構成す

る垂直遊具 

④屋外施設 

 ・敷 地 面 積 91,742㎡ 

主な施設の構成 施設の概要 

交流広場（2,683㎡） ・子どもたち相互間及び地域住民等との交流を図る

イベント広場 

ちょっとバン（800

㎡） 

・ビッグバン後背地の一部において、屋外の子ども

の遊びや交流を図る冒険遊び場 

後背地 ・敷地内通行道として利用するビッグバン後背地

（泉ヶ丘公園予定地、濁池、樹林帯） 

駐車場 ・立体駐車場、平面駐車場（交流広場の地下、交流

広場の横）112台（内障がい者用 5台） 

・臨時駐車場（後背地の一部）54台 

・団体バス駐車場（ビッグバン敷地内通路）3台 
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(6) 開館時間及び休館日 

開館時間及び休館日（以下「開館時間等」という）は、堺市立ビッグバン条例（以

下「本条例」という。）第 21条第 1項第 1号の規定により、指定管理者が市長の承認

を得て定めることとなっています。開館時間等は、堺市立ビッグバン条例施行規則第

2 条に定める基準を基本としますが、別途提案することも可能です。提案にあたって

は、事業計画書（企画提案書）において提案してください。 

開館時間等は、指定管理者の指定後に市長の承認を得て定めることになります。ま

た、指定管理者は、市長の承認を受けて開館時間等を変更することができます。指定

管理者は、開館時間等を変更する場合は、事前にその周知を図ってください。臨時に

休館若しくは開館する場合についても同様です。 

なお、現在の開館時間等は以下のとおりです。 

【開館時間】 

 ・屋内施設 午前 10時から午後 5時まで（入館は午後 4時 30分まで） 

 ・駐 車 場 午前 9時 45分から午後 5時 15分まで 

【休館日】 

 ・月曜日（月曜日が祝日の場合は翌火曜日） 

  ※春休み、5月、夏休み、10月は月曜日も開館しています。 

 ・年末年始（12月 28日から翌年の 1月 1日まで） 

・メンテナンス休館 1月、9月の平日（2から 3週間程度） 
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3. 施設の運営に関する業務 

(1) 基本事項 

① 子どもの豊かな遊びと文化創造の中核拠点として、「子どもたちの遊びと文化の

創造機能」「地域の遊びを振興、支援する機能」「子どもの健やかな成長を支える

人材の育成機能」を実現できるよう運営してください。 

② 施設の運営にあたっては、来館者に対する利便性向上と安全確保に努め、円滑な

運営を行ってください。また、来館者には常に親切丁寧な対応を心がけ、サービ

スの向上に努めてください。 

③ 児童厚生施設（その他児童館）の運営 

児童福祉法、堺市立ビッグバン条例、堺市立ビッグバン条例施行規則など関係法

令、条例、規則等の規定を遵守してください。なお、公益社団法人、公益財団法

人、特例社団法人、特例財団法人、社会福祉法人以外の者が運営する場合の要件

は、児童館の設置運営要綱（平成 2 年 8 月 7 日厚生省発児第 123 号 各都道府県

知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知）に示されていますので、特に注意

してください。また、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23年厚生

省令第 63号）に規定する児童の遊びを指導する者を配置することが必要です。 

④ 施設利用者の生命、身体及び財産の安全確保に努めてください。急病人、けが人

の発生時や災害時等の緊急時には、迅速かつ適切な対応をとってください。 

⑤ 現在の大阪府による指定管理業務では、子どもたちの遊びを支援するボランティ

アと運営の一部を協働して行っています。可能な限り、ボランティアと協働した

運営に努めてください。また、人員配置においては、各業務の遂行に必要な能力

及び資格を有する者を配置してください。 

⑥ 配置する人員の勤務形態は、労働基準法その他の労働関係法を遵守し、本施設に

おけるサービスの確保に支障がないようにしてください。 

⑦ 利用者からの苦情に対しては、必要に応じて市と協議を行って適切に対応してく

ださい。また指定管理者の管理業務以外に関する苦情については、適切に関係部

署に連絡又は引継を行ってください。 

⑧ 利用者の避難、誘導、安全確保、関係機関への通報等についての対応計画や防犯・

防災対策マニュアルを市と協議のうえ作成し、職員の指導及び避難誘導訓練を行

ってください。 

また、急病人、けが人の発生に対応できるよう、近隣の医療機関と連携を図って

ください。 

緊急事態が発生した場合は、初期消火活動、避難誘導、負傷者の救護等、迅速か

つ最善の対応をとってください。 

なお、地震、台風等の発生時は、市は管理運営業務の休止を指示することがあり

ます。 
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⑨ 災害防止、人命救助等緊急の必要があるときは、施設の管理運営業務の範囲外で

あっても指定管理者の判断により臨機の措置をとってください。臨機の措置をと

った場合は、市に事後報告を行ってください。 

     また、市から指定管理者に対して臨機の措置をとることを請求することができ、

その場合は、適切に対応してください。 

⑩ 施設内の火気管理を徹底するとともに、防火責任者の選任、消防計画の策定、消

防設備の点検等消防法上必要な措置をとり、平素から所轄消防署等と連絡を密に

して防火管理の適正を期してください。 

⑪ 管理運営業務の実施にあたっては、「泉ヶ丘駅前活性化ビジョン」における「子ど

もコア」趣旨を踏まえた対応を行ってください。また、適宜市の関係課等と連絡

調整又は協議を行うとともに、市の要請に応じて府市等連携協議会など関連機関

との会議等に出席してください。 

⑫ 本施設の目的外使用許可は指定管理者の業務の範囲外であるため、市が堺市行政

財産の目的外使用許可に関する条例に基づき許可を行い、その使用料は市の収入

となります。 

⑬ 保険加入 

指定管理者は、管理業務におけるリスク分担に備えて、市と指定管理者を被保険

者とする施設賠償責任保険に加入してください。なお、保険金額はてん補限度額

1人 1億円以上・1事故 10億円以上（昇降機危険担保）に加入してください。 

なお、建物総合損害共済（建物火災保険）及び展示収蔵品については、市の負担

で加入します。 

⑭ 災害等により本施設が災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）に基づく指定避

難所又は指定緊急避難所に指定されている施設及び武力攻撃事態等における国

民の保護のための措置に関する法律（平成 16年法律第 112号）に基づく避難施設

に指定されている施設（以下「避難所等」という。）として開設される場合は、使

用許可の取消し等必要な措置を行うとともに、市が行う避難所等の開設及び管理

運営に関し必要な協力を行ってください。 

⑮ イベント情報等、本施設の管理運営に関する各種照会へは、期限内に回答できる

よう速やかに対応してください。 

⑯ 管理業務の実施に際して、仕様書に規定のない事項等や疑義が生じた場合は、適

宜、市と協議を行ってください。 

 

(2) 各施設に共通する業務 

① 業務内容 

(ア) 業務の引継ぎ 

        指定管理業務を行うにあたり、円滑に業務を開始できるよう、大阪府の現
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指定管理者と十分に協議・引継ぎ等を行ってください。 

(イ) 市との連絡調整体制づくり 

指定管理業務を行うにあたり、市と円滑な連絡調整が行える体制を整え

てください。 

(ウ) 事業計画の策定 

管理運営業務の実施体制、実施内容、実施スケジュール等を記載した「事

業計画書」を市に提出し、承認を受けてください。 

(エ) 事業報告書の提出 

        会計年度終了後、2か月以内に年度事業報告書を堺市に提出してください。

あわせて、定期報告書を毎月終了後翌月末までに堺市に提出してください。 

(オ) 施設の運営のための組織体制づくり 

事業計画に沿って円滑に運営業務が実施できるよう、本施設の運営に必

要な従業員の採用、配置等を行ってください。人員配置にあたっては、少な

くとも 1名（グループ応募の場合は代表団体から 1名）は、ノウハウと責任

をもった正社員を本施設に常駐させてください。なお、正社員とは、本施設

配置のために臨時に雇用された有期雇用の者ではなく、代表団体及び構成

団体企業において期間の定めのない労働契約で雇用されている者とします。

また、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」（昭和 23年厚生省令第

63号）に規定する児童の遊びを指導する者を配置してください。 

職員の配置人数は、本仕様書で特に定める場合を除き提案事項ですが、事

業の履行に支障をきたさないよう人員を配置してください。 

運営マニュアルや危機管理マニュアルなどを作成・整備し、従業員に対し

本施設の設置目的や設備、業務内容等に関する研修を行ってください。 

(カ) 施設の維持管理業務の準備 

指定管理者は、施設の維持管理業務に必要な規則・マニュアルを、適宜市

と協議を行って作成し、事前に市の承認を得てください。 

また、再委託業者の決定や公共料金関係をはじめとするインフラ関係の

契約手続き、有資格者の選任や許可・届出の手続きなど、施設の維持管理業

務を行うにあたり必要な準備を行ってください。 

警備業務など機器の設置が必要な業務について、市と協議のうえ、行って

ください。 
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(3) 利用料金等の設定・収受に関する業務 

① 本施設は「利用料金制」を採用しています。指定管理者は、使用者が支払う本施

設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を自らの収入とすることができ

ます。 

② 本条例第 3条、第 4条で定める利用料金は、本条例別表第 1及び第 2に定める額

の範囲内で、指定管理者が提案し、市長の承認を得て定めてください。変更する

場合も同様です。 

③ 利用料金は、前納とします。ただし、大型車等以外の駐車料金は、自動車を出場

させる際に徴収するものとします。徴収方法については、指定管理者が市長の承

認を得て定めるものとしますが、利用者の利便性向上のため、積極的に電子マネ

ー決済の導入に努めてください。 

④ 収受した全ての利用料金、参加費等に関し必要な帳簿は、指定管理者が作成し、

収納管理に必要な業務を行ってください。 

⑤ 利用料金の減額又は免除並びに還付 

(ア) 指定管理者は、利用料金の減額又は免除並びに還付（以下「減免等」という。）

を行うときは、市長が定める基準（別紙 1）をもとに指定管理者が決定した

内容により行うことができます。なお、減免等にあたっては、差別的な取扱

いがないようにしてください。この基準については、指定管理者からの提案

があれば、協議の上、可能な範囲で変更することとします。 

(イ) 利用料金の減免等について、必要な書類を作成してください。 

 

(4) 総合受付・案内等に関する業務 

来館者に対して、下記の業務を行ってください。 

① 受付・案内業務 

館内の案内、来館者（一般・団体）の応対、予約受付、外部からの問い合わせ、

視察等の対応、来館者数や利用者満足度等の把握、ポスター・チラシ等の掲示な

ど 

※可能な限り、多言語対応に努めてください。 

② 入館券の発行・もぎり業務 

入館券の発行・もぎりなど入館券を購入しようとする者等への対応など 

③ 利用料金の減額及び免除並びに還付業務 

入館料、駐車料金の減額及び免除並びに還付への対応など 

④ その他 

要望や苦情、トラブル等への迅速かつ適切な対応、その内容及び処理状況の市

への報告、その他受付・案内等に関し必要な業務など 
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(5) 駐車場・駐輪場の管理運営業務 

本施設及び来訪者サービス施設利用者の利便性を確保し、駐車場・駐輪場施設の安全

に努め、施設の円満な運営を行ってください。主な業務は下記のとおりです。 

① 駐車場・駐輪場機器の設置 

駐車料金の徴収は料金精算機によるものとします（ただし、予約により大型車

等の利用料金を前納する場合はこの限りではありません）。 

指定管理者は、駐車場出入口におけるゲート機器、料金精算機等の駐車場機器

等の管理運営を行ってください。 

駐車場・駐輪場を管理運営するにあたって必要な機器等のリース費用、修繕及

び維持管理費用、各種申請等に関する費用は指定管理者の負担とします。 

② 駐車場の管理運営 

駐車料金の精算、減免（無料措置のための認証機等の設置を含む）、精算機等の

トラブル対応、大型車等の予約利用の受付、その他付随業務 

③ 駐輪場の管理運営 

駐輪場の清掃・維持管理、自転車の盗難・不法投棄等のトラブル対応、その他

付随業務 

④ 交通誘導員の臨時配置及び臨時駐車場の運営 

土日祝休日や近隣での大型集客イベントの開催時など駐車場の混雑が予想さ

れるときは、交通誘導員を臨時に配置し、場内・場外における安全かつ効率的な

車両案内・誘導、待機車の整理を行ってください。また、駐車場の混雑を緩和す

るため、臨時駐車場を運営してください。 

⑤ その他の業務 

事業報告書（時間帯別、日別、月別、年間等）の作成、関係機関との連絡調整

業務、指定期間終了時の引継業務、その他付随業務 

 

(6) 館内展示、イベント及び屋外活動等の企画運営業務 

施設構成、ビッグバンの展示ストーリーなどビッグバン設置目的を踏まえ、事業者が

有するノウハウ・企画力を活かし本施設の新たな魅力を創出することで、集客力の向上、

施設の利用促進並びにサービス向上につながる事業を行ってください。 

なお、業務の実施水準については、現在の大阪府での実施水準と同等以上としてくだ

さい。ビッグバンの展示ストーリーや大阪府での業務の実施内容は、大阪府立大型児童

館ビッグバン指定管理者募集要項（別紙 2）を参考にしてください。ただし、濁池を活

用した事業を実施する場合は水利組合との調整が必要となりますのでご注意ください。 

また、指定管理者は、入館者等からの入館料以外に参加費等を徴収し、自らの収入と

することができますが、参加費等の額は実費相当額程度もしくは市場価格等を参考に、

利用者にとって大きな負担にならないよう配慮してください。 
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① 青少年健全育成事業 

館内施設や屋外施設の特性を活かし、子どもの夢や創造性、感性を豊かに育むた

めの事業を実施してください。 

    （実施例） 

・全館事業…体験型展示など 

・工房事業…ものづくり体験など 

・子ども劇場事業…子ども育成のための各種公演など 

・ちょっとバン事業…屋外での子どもたちの自然を取り入れた活動など 

                               

② 交流促進事業 

文化活動等の体験を提供し、子どもたち相互間及び地域住民との交流を図る事業

を実施してください。 

（実施例） 

 ・移動ミュージアム事業…交流広場を活用した各種公演など 

 ・交流広場事業…子どもたち相互間及び地域住民との交流活動など 

 

(7) 子育て支援業務 

ビッグバンの設置目的や「泉ヶ丘駅前活性化ビジョン」における「子どもコア」の

将来像を踏まえ、行政や大学、地域住民等との連携を図る等し、事業者が有するノウ

ハウ・企画力を活かして子どもの健全育成に関わる子育て支援事業を行ってください。 

なお、業務の実施水準については、現在の大阪府での実施水準と同等以上としてく

ださい。大阪府での業務の実施内容は、大阪府立大型児童館ビッグバン指定管理者募

集要項（別紙 2）を参考にしてください。 

（実施例） 

 ・子育て支援事業…子育て講座、親子のふれあいをテーマにした事業など 

  

(8) 集客及び広報・プロモーション業務 

事業者が有するノウハウ・企画力を活かし、本施設の新たな魅力を創出し、集客力

を向上させる広報・プロモーションを実施してください。なお、広報・プロモーショ

ンの実施にあたっては、市と協議のうえ行ってください。 

① 電子媒体による広報・プロモーション活動 

ホームページ等（LINE、facebook・Twitter 等の SNS 含む）を作成し、運用し

てください。 

② 紙媒体による広報・プロモーション活動 

広報さかい、PR 冊子・チラシ・ポスター・広告・パネル等を用いた広報・プロ
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モーション活動を行ってください。 

③ パブリシティ活動等による広報・プロモーション活動 

堺市と連携しプレスリリース、取材対応などを積極的に行い、効果的かつ効率

的な広報・プロモーション活動を行ってください。 

④ その他の広報・プロモーション活動 

利用者のターゲットを意識し、学校園、鉄道・バス会社、福利厚生団体等への

広報・プロモーション活動を行ってください。 

⑤ 市の広報業務への協力 

市民サービスの一環として、市の発行するパンフレット、刊行物の配架、配布、

ポスターの掲示を行うなど、市の広報業務に協力してください。 
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4. 施設及び設備の維持管理に関する業務 

 

(1) 施設及び設備の保守点検等業務 

施設及び設備の保守点検業務等は、関係法令を遵守し常に利用者の安全確保に万全

を期すとともに、善良な管理者の注意をもって安全で快適な環境を維持してください。 

下記業務について、それぞれ別紙を参照し、業務を実施してください。 

・建築物保守管理業務  仕様書別紙 3 

・建築設備保守点検業務  仕様書別紙 4 

・展示設備維持管理業務  仕様書別紙 5 

・執務環境等測定業務  仕様書別紙 6 

・外構・植栽管理業務  仕様書別紙 7 

・警備業務   仕様書別紙 8 

・知的障がい者等の就労支援を 仕様書別紙 9 

目的とした清掃等業務 

 

(2) 施設、設備、器具備品の維持管理 

本施設に設置している器具備品については、市が指定管理者に無償で貸与します。

その他維持管理業務に必要な器具備品及び消耗品は指定管理者が購入し、設置してく

ださい。 

また、市は必要に応じて施設、設備、器具備品の維持管理について現地調査を行う

ことができるものとします 

・貸与備品一覧   仕様書別紙 10 
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5. 自主事業 

指定管理者は、本条例及び協定書、仕様書、事業計画書に定める業務（指定管理業務）に

支障を来すことがなく、かつ施設の設置目的の範囲内で、施設の利用促進又はサービスの向

上等を考慮した事業等を、あらかじめ市に提案し、承認を得たうえで実施することができま

す。 

自主事業は、指定管理者が企画提案し自己の責任と費用により実施するものであり、当該

事業の実施に伴う一切の責任と収入は指定管理者に帰属し、指定管理料を充当することは

できません。ただし、自主事業の実施内容についても、指定管理業務と同様に、市に報告書

の提出が必要です。 

(1) 自主事業実施における注意事項 

① 従業員が指定管理業務と自主事業の両方に携わる場合は、従事する時間等で按分  

し、人件費を指定管理業務と自主事業にそれぞれ区別し経費計上してください。 

② 自主事業の実施主体は指定管理者となります。自主事業を包括的に委託し、利用

料及び参加料の一部のみを受託者から徴収することはできません。 

(2) 自主事業（実施は任意） 

① 自動販売機等の設置 

地方自治法第 238条の 4第 2項第 4号の規定に基づき、市が指定管理者に対し

公有財産の一部を賃貸借契約により貸し付ける方法とします。 

(ア) 貸付期間 

契約締結日から令和 6年 3月 31日まで 

ただし、自動販売機の設置・撤去に要する期間を含むものとし、指定管理

者の指定取消等となった場合は、本契約についても解除するものとします。 

(イ) 設置場所・台数 

具体的な設置場所・台数は指定管理者が提案するものとします。 

(ウ) 手続き 

指定管理者が市の承認を得て、自動販売機等の設置をすることになった

場合は、速やかに次の書類を市に提出してください。 

(i) 自動販売機及び回収ボックス等の設置図面 

(ii) 自動販売機及び回収ボックス等の外寸図 

(iii) 空き缶等のリサイクル方法 

・自社処理、委託の別（委託の場合は委託業者記載の契約関係書類の写しを

添付してください。） 

・リサイクル工程（収集運搬、処分方法のわかるもの。） 

(エ) 取扱可能品目、最低貸付料等 

貸付料（年額）は、次頁の最低貸付料以上で企画提案書において提案され

た金額にとします。 
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貸付料（年額）については、市の発行する納入通知書により、指定する期

限までに納入してください。 

ただし、市においてやむを得ない特別な理由があると認めたときは、別に

指定する期日までに納入、または分割して納入することができます。 

 

設 置 面 積 

最低貸付料（ 1 年につき 1 台） 取扱可能品目 

屋 外 屋 内  

面積 0.75㎡未満のもの 8,000円 9,000円 
清涼飲料水 

（密閉式） 

面積 0.75㎡以上 1.25

㎡以下のもの 
16,000円 18,000円 

清涼飲料水 

（密閉式） 

面積 1.25㎡を超えるも

の 

16,000円に面積 1.25

㎡を超える部分につ

いて 0.1㎡までごと

に 1,600円を加算し

た額 

18,000円に面積 1.25

㎡を超える部分につ

いて 0.1㎡までごと

に 1,800円を加算し

た額 

清涼飲料水 

（密閉式） 

※取扱可能品目は、酒類及びアルコールテイスト飲料（ノンアルコールビー

ル等）を除く清涼飲料水のみとします。 

※設置面積には、使用済み容器回収ボックス、放熱スペースを含みます。 

※密閉式とは缶、ビン、ペットボトルまたは紙パックで密閉された容器とし

ます。 

※自動販売機の機種は、環境に配慮したものとしてください。また、災害時

に対応できる機種の選定に努めてください。 

(オ) 経費負担 

自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用、貸付部分の清掃、消毒

等の衛生管理、ごみ処理等、貸付部分の維持管理に伴う経費、その他運営に

係る一切の費用は指定管理業務とは別に計上し、指定管理者の負担としま

す。 

(カ) 維持管理責任 

(i) 自動販売機の設置管理、故障時の対応、商品の補充、金銭管理など自動販売

機の維持管理については、指定管理者が責任を持って行ってください。 

設置にあたっては、故障時の連絡先を自動販売機の見やすい位置に明記

してください。また、設置後は商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・

補充管理を適切に行ってください。 

(ii) 自動販売機には容器の回収ボックスを併設し、指定管理者において適切に

回収、処理してください。また、回収した容器については、リサイクルに
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努めてください。 

(iii) 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとと

もに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続きを行

ってください。 

(iv) 自動販売機等の設置については、転倒防止措置を講ずるとともに、利用者

の安全確保のため、常に設置状況を点検し安全の確認を行ってください。 

(v) 自動販売機等に異常があった場合は、自動販売機等の撤去など利用者の安

全確保を重視して、適切かつ迅速に対応してください。 

(vi) 事故防止を徹底し、万一事故が発生した場合には、すべて自主事業を行う

指定管理者の責任と負担において対処するとともに、直ちに市に報告して

ください。 

(キ) 原状回復 

指定期間が満了したとき、または指定が取り消されたときは、自らの費用

で、市の指定する期日までに速やかに施設の原状回復を行ってください。 

(ク) 損害賠償 

自主事業を行う指定管理者が、その責に帰すべき理由により、使用物件の

全部または一部を滅失、または棄損したときは、当該滅失または棄損による

使用物件の損害額に相当する金額を損害賠償として支払っていただきます。 

ただし、使用物件を原状に回復した場合は、この限りではありません。 

また、基本協定書等に定める義務を履行しないために市に損害を与えた

ときは、その損害額に相当する金額を損害賠償として支払っていただきま

す。 

② 軽食喫茶コーナー・売店の運営 

地方自治法第 238条の 4第 2項第 4号の規定に基づき、市が指定管理者に対し

公有財産の一部を賃貸借契約により貸し付ける方法とします。 

(ア) 業務内容 

本施設を利用する者の利便性を向上させるとともに、ビッグバンの魅力

発信や子育て支援・子どもの健全育成の支援とするため、軽食喫茶コーナー

における飲食物の提供や売店でのグッズの販売を行うことができます。 

(イ) 実施場所 

具体的な設置場所は、屋内施設１階の軽食喫茶コーナーとし、売店につい

てはコスモポート内で指定管理者が提案するものとします。 

(ウ) 最低貸付料 

貸付料（年額）は、最低貸付料（1 ㎡あたり¥21,512 円、平成 31 年 3 月

現在）以上で企画提案書において提案された金額とします。 

貸付料（年額）については、市の発行する納入通知書により、指定する期
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限までに納入してください。 

ただし、市においてやむを得ない特別な理由があると認めたときは、別に

指定する期日までに納入、または分割して納入することができます。 

なお、最低貸付料は賃貸借契約締結時に確定することとなるため、変動す

る可能性があります。提案する貸付料が賃貸借契約締結時に確定する最低

貸付料を下回る場合は、確定した最低貸付料を納付していただくことにな

ります。 

(エ) 販売品目・販売価格 

本施設を利用する者の利便性を向上させるとともに、ビッグバンの魅力

発信や子どもの健全育成、子育て支援等ビッグバン設置目的に沿った内容

で提案してください。具体的な販売品目・価格については、指定管理者選定

後に市と協議して決定するものとします。 

(オ) 経費負担 

(i) 光熱水費 

軽食喫茶コーナーの光熱水費は、指定管理者の負担とします。 

光熱水費は、指定管理者が本施設の光熱水費とあわせて支払い、実費とし

て子メーター等にて計測した使用量により計算した額を市の指定する期限

までに全額納入してください。 

なお、子メーターの設置及び維持管理に係る一切の費用も指定管理者の

負担とします。 

(ii) 設置・管理運営経費 

軽食喫茶コーナー・売店の設置、維持管理及び撤去に係る費用、貸付部分

の清掃、消毒等の衛生管理、ごみ処理等貸付部分の維持管理に伴う経費、そ

の他運営に係る一切の費用は指定管理業務とは別に計上し、指定管理者の

負担とします。 

(カ) 維持管理責任 

(i) 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとと

もに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続きを行

ってください。 

(ii) 軽食喫茶コーナー、売店の運営にあたっては、食品衛生法など関係法令に

基づき、必要な許可の取得や届出を行ってください。 

(iii) 軽食喫茶コーナー・売店の設置管理、什器の故障時の対応、商品の補充な

どの維持管理については、指定管理者が責任を持って行ってください。 

(iv) 事故防止を徹底し、万一事故が発生した場合には、すべて自主事業を行う

指定管理者の責任と負担において対処するとともに、直ちに市に報告して

ください。 
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(キ) 原状回復 

指定期間が満了したとき、または指定が取り消されたときは、自らの費用

で、市の指定する期日までに速やかに施設の原状回復を行ってください。た

だし、引き続き同じ者が指定管理者となった場合、市や次期指定管理者が原

状回復を望まない場合等は、この限りではありません。 

(ク) 損害賠償 

自主事業を行う指定管理者が、その責に帰すべき理由により、使用物件の

全部または一部を滅失、または棄損したときは、当該滅失または棄損による

使用物件の損害額に相当する金額を損害賠償として支払っていただきます。 

ただし、使用物件を原状に回復した場合は、この限りではありません。 

また、基本協定書等に定める義務を履行しないために市に損害を与えた

ときは、その損害額に相当する金額を損害賠償として支払っていただきま

す。 

 

③ その他施設の利用促進又はサービスの向上につながる自主事業 

本施設の設置目的に合致し、施設の利用促進又はサービスの向上につながる事

業で上記に挙げた事業以外のものを独自に行う場合にも、事業計画書（企画提案

書）において提案してください。 
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6. 市として求める目標・水準等 

 

  区分 項目 目標・水準等 

① 適正な管理運営の確保に

関する目標 

・入館者の数 

 

 

 

 

 

 

 

・学校園など利用者ターゲ

ットに対する広報・プロ

モーション結果 

・年間入館者目標 25万人 

・ただし、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、

入館者数の減少が想定さ

れるため、各年度の評価

においては、前年度の実

績を踏まえ総合的に評価

します。 

・年間入館者の内、団体入館

者の割合が 25％以上 

② 利用者サービス向上への

取組に関する目標 

・入館者満足度 ・アンケートによる入館者満

足度を（全体のうち満足が

占める割合）が 80％以上 

③ 収支に関する目標 ・指定管理業務の収支 ・黒字 

 

 


