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１ 対象障害者支援施設の概要 

（１）名 称 湯沢雄勝広域市町村圏組合やまばと園 

（２）所 在 地 秋田県湯沢市三梨町字飯田二ツ森４３番地 

（３）設置目的 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17

年法律第 123 号）（以下「障害者総合支援法」という。）の規定に基づき、

利用者の意向を尊重し、多様な福祉サービスが総合的に提供されるよう工

夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地

域社会において営むことができるようにする。 

（４）建物概要 敷地面積 ２２，１２８．０㎡ 

        ・本館 面積  ３，１７０．１㎡ 

         （構造   鉄筋コンクリート一部鉄骨造平屋建） 

        ・体育館 面積   ３４１．４㎡ 

         （構造   鉄骨造平屋建） 

        ・車庫 面積   ９７．０㎡ 

         （構造   鉄骨造平屋建） 

        ・倉庫 面積   ７９．０㎡ 

         （構造   鉄骨造平屋建） 

（５）入所定員 ６０名 

（６）建物仕様 居室  ２人部屋（１８㎡）×２９室 

            １人部屋（１３㎡）× ５室 

        医務室、静養室、相談室、作業室、家庭室、多目的ホール、 

        体育館ほか 

（７）竣工時期 平成１５年３月１９日 

 

２ 関係法令等の遵守 

管理運営にあたっては、次の関係法令等を遵守するものとする。 

地方自治法および施行令、障害者総合支援法、湯沢雄勝広域市町村圏組合（以下「組合」

という。）障害者支援施設設置条例 

 

３ 指定管理者が行う業務及び管理の基準 

（１）組合障害者支援施設設置条例第５条に関すること。 

（２）組合やまばと園管理運営規則第７条に関すること。 

（３）指定管理者としての業務は、一括して第三者に再委託できない。ただし、指定管理業

務の一部について、あらかじめ組合と協議して組合が承認した場合は委託することが

できる。 

 

４ 指定期間 

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで（５年間） 

 

５ 利用料金 

施設の利用に係る料金は、当該指定管理者の収入として収受するものとする。 

利用料金の額は、法第２９条第３項の規定により算定する額とする。 

 

 



 2

６ 指定管理料 

利用料金制度により指定管理料は支払わない。詳細は、指定後に締結する協定書で定め

る。 

 

７ 応募資格（次の条件を満たす団体に限る。） 

（１）県内に主たる事務所を有する社会福祉法人であり、次のいずれかの社会福祉事業の実

績があること。 

  ア 障害者支援施設を経営する事業 

  イ 障害福祉サービス（ただし、生活介護、短期入所、施設入所支援、就労継続支援に

限る。）を経営する事業 

   ※上記事業を地方公共団体から委託されて実施している場合も含む。 

（２）団体又はその代表者が次の項目に該当しないこと。 

ア 法律行為を行う能力を有しない者 

イ 破産者で復権を得ない者 

ウ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第２項（同項を準用す

る場合を含む。）の規定により組合における一般競争入札の参加を制限されている者 

エ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）第 244 条の２第 11 項

の規定による指定の取消しを受けたことがある者 

オ 国税及び地方税を納税する義務がある者にあっては、その全部又は一部を納付して

いない者 

カ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しを受けたことがあ

る者 

キ 会社更生法、民事再生法等の規定により更生または再生の手続きをしている者 

ク 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 

（３）組合やまばと園の管理運営を行う上で人的および物的管理能力がある団体 

 

８ 申請書類の受付期間等 

平成３０年１０月１日（月）～１０月３１日（水） 

午前８時３０分～午後５時（土日祝祭日を除く） 

組合事業管理課までに持参、郵便（10/31 消印有効）のいずれかで提出してください。 

 

９ 募集要項に対する質問受付期間等 

  平成３０年１０月２日（火）～１０月２４日（水）午後５時まで 

  質問書（様式第３号）を記入の上、メール、ＦＡＸで提出してください。 

  ※質問の回答は、組合ホームページにて公表します。 

 

１０ 選定スケジュール 

（１）選定委員会による審査 

  平成３０年１１月中旬 

  ・書類審査及びヒアリング 

   ※評価基準の評価内容による書類審査 

 



 3

（２）指定管理者の候補者の選定及び公表 

  平成３０年１２月上旬 

（３）指定管理者の指定 

  平成３０年１２月下旬 

（４）指定管理者との協定書の締結 

  平成３１年３月 

 

１１ 施設案内 

 事前に、組合事業管理課まで申し込みが必要。 

 

１２ 選定について 

湯沢雄勝広域市町村圏組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第

４条に基づき、組合管理者が候補者を選定し、議会の議決を経て指定する。 

 

１３ 協定書の締結について 

組合議会での議決後、指定期間内に指定管理者が行う業務の範囲等について協議を行

い、協定書を締結する。 

 

１４ 選考結果の通知について 

選考可否にかかわらず、全員に結果を通知する。（平成３０年１２月中旬） 

 

１５ 申請の手続 

（１）指定管理者の指定を受けようとする団体は、次の書類を提出すること。（正本１部、

副本１部） 

ア 管理者指定申請書（様式第１号） 

イ 申請資格を有していることを証する書類 

（ア）当該法人の登記事項証明書 

（イ）定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類 

（ウ）申請資格に関する申立書（別記様式） 

ウ 管理を行う公の施設の事業計画 

（ア）やまばと園の管理に係る事業計画書（様式第２－１号）及び 

平成３１年度～平成３５年度までの各年度の収支計画書（様式第２－２号） 

エ 経営状況を説明する書類 

（ア）平成２９年度の収支計算書又はこれらに相当する書類 

（イ）平成２９年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類 

（ただし、平成３０年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目

録とする。） 

（ウ）平成３０年度の収支予算書及び事業計画書 

（エ）平成２９年度の事業報告書（作成している場合。） 

（オ）役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類 

オ 国税及び地方税を納付していることを証する書類 

（ア）国税及び地方税の納税証明書 
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１６ その他 

（１）この施設に対して複数の申請を行うことはできない。 

（２）申請に係る費用は、すべて応募者の負担とする。 

（３）申請書類の著作権は応募者に帰属しますが、組合が必要と判断する場合は、組合は申

請書類の全部または一部を無償で使用できるものとする。 

（４）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者の提案があり、

これらを用いる結果生じる事象に係る責任は、すべて応募者が負うものとする。 

（５）申請書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

 

１７ 申請書類の提出先及び問合せ先 

湯沢雄勝広域市町村圏組合 事業管理課事業管理班 担当：高橋 

〒０１２－００３７ 秋田県湯沢市字沖鶴６９番地５ 

電話 ０１８３－７３－９６９０ ＦＡＸ ０１８３－７２－３８２１ 

e-mail:taka204@yutopia.or.jp 
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評価基準（評価のポイント） 

1 指定管理者としての適性 

1-1 施設の管理

運営（指定管理業

務）に対する理念、

基本方針 

配点（10点） 

基準点（6点） 

① 応募団体が、施設の設置目的や性格等を十分に理解した上で、それらに適合した

管理運営（指定管理業務）に対する理念や基本方針を持っているか。 

1-2 安定的な人

的基盤や財政基盤 
配点（15点） 

基準点（9点） 

① 長期間安定的な管理運営（指定管理業務）を行っていくだけの人的基盤や財政基

盤等を有しており、又は確保できる見込みがあるか。 

1-3 実績や経験

など 

配点（15点） 

基準点（9点） 

① 応募団体が同様、類似の業務の実績を有しており、成果を上げているか。 

② 応募団体が施設の管理運営（指定管理業務）に関する専門的知識や資格、経験を

十分に有しており、熱意や意欲を持っているか。 

2 管理運営計画の適確性 

2-1 施設の設置

目的の達成に向け

た取組み 

配点（10点） 

基準点（6点） 

① 施設の管理運営（指定管理業務）に係る事業計画の内容が、施設の効用を最大限

に発揮し、施設の設置目的に沿った成果が得られるものであるか。 

② 施設の利用者の増加や利便性を高めるための実施可能な提案があるか。 

③ 施設の設置目的に応じた営業・広報活動に関する効果的な提案があるか。 

④ 利用者の障害特性等に応じた適正なサービス提供計画（個人計画）の作成等につ

いての提案があるか。 

⑤ 利用者の家族支援（障害者を介護する保護者等）についての基本的な考え方や具

体的な取り組み等の提案があるか。 

2-2 利用者の満

足度 

配点（10点） 

基準点（6点） 

① 利用者の満足が得られるよう十分に考えられているか。 

② 利用者の意見を把握し、それらを反映させる仕組みを構築しているか。 

③ 利用者からの苦情に対する対策が十分に考えられているか。 

④ 利用者への情報提供が図られるよう十分に考えられているか。 

⑤ 利用者のニーズ等に沿った取り組み（社会参加や生きがいづくりなど）が考えら

れているか。 

⑥ その他サービスの質を維持・向上するための具体的な提案がなされているか。 

2-3 指定管理料

及び収入 

配点（10点） 

基準点（6点） 

① 収入が最大限確保される提案であるか。 

2-4 収支計画の

妥当性及び実現可

能性 

配点（10点） 

基準点（6点） 

① 収支計画が妥当かつ、実現可能な提案であるか。 

② 経費の配分は適切であるか。 

③ 積算根拠は明確であるか。 

2-5 管理運営体制

など 

配点（10点） 

基準点（6点） 

① 施設の管理責任者、管理体制が明確に示されているか。 

② 施設の管理運営（指定管理業務）にあたる人員の配置が合理的であるか。 

③ 施設の管理運営（指定管理業務）にあたる人員が必要な資格、経験などを有してい

るか。 

④ 職員の資質・能力向上を図るよう考えられているか。 

⑤ 地域の住民や関係団体等との連携や協働による事業展開が図られるものであるか。 

 

別紙１ 
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2-6 平等利用、安

全対策、危機管理体

制など 

配点（10点） 

基準点（6点） 

① 施設の利用者の個人情報を保護するための対策が十分に考えられているか 

② 施設の利用者に対する人権が尊重され、また、身体拘束及び虐待等の防止策が十分

に考えられているか。 

③ 利用者の選定が公平で適切に行われるよう配慮されているか。 

④ 日常の事故防止などの安全対策や事故発生時の対応などが十分に考えられている

か。 

⑤ 衛生管理及び感染症防止への対応策が十分に考えられているか。 

⑥ 防犯、防災対策や非常災害時の危機管理体制などが十分考えられているか。 

※配点 100 点、基準点 60 点 

 

 


