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おだわら市民交流センター指定管理者募集要項 
 

本市では、施設の管理運営業務を効果的かつ効率的に行うため、地方自治法（昭和 22年法

律第 67号）第 244条の 2第 3項及び小田原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する

条例（平成 17年小田原市条例第 26号）に基づき、おだわら市民交流センターの指定管理者

（管理運営を実施する団体）を募集します。 

 

１ 対象施設の概要 

(1) 名  称：おだわら市民交流センター 

(2) 所 在 地：小田原市栄町一丁目 1番 27号 

(3) 設置目的：市民の多様な活動を支援し、交流を促進することにより、市民の福祉の

増進を図るため 

(4) 休 館 日：ア 毎月第 1月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律

第 178号）に規定する休日（以下「休日」という。）に当たるとき

は、その翌日以後最初の休日以外の日） 

イ 1月 1日から同月 3日まで及び 12月 29日から同月 31日までの日 

(5) 開館時間：午前 9時から午後 9時 30分まで（会議室及び活動エリアを使用すること

ができる時間は、午前 9時から午後 9時まで） 

(6) 構造面積：鉄骨造 5階建て（延べ床面積 12,389.87㎡）のうち 1階部分 1,489.2㎡ 

(7) 施設内容： 

区分 部屋名等 面積 区分 部屋名等 面積 

会議室 会議室１ 66㎡  交流施設 市民活動プラザ 406㎡  

会議室２ 75㎡   多目的コーナー 43㎡  

会議室３ 63㎡   印刷室 18㎡  

会議室４ 80㎡   便益施設 トイレ 69㎡  

会議室５ 41㎡   湯沸室・授乳室 16㎡  

会議室６ 41㎡   事務室 

収納 

事務室・バックヤード 69㎡  

会議室７ 69㎡   備品倉庫 43㎡  

会議室８ 22㎡   会議室収納 30㎡  

会議室９ 22㎡   その他 通路等 316㎡  

合 計 1,489㎡  

 

２ 指定管理者が行う管理の基準 

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。 

(2) 施設設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。 

(3) 業務に関連して取得した利用者等の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。 

(4) 業務に関連した情報の公開について適切に対応すること。 

(5) 電気、燃料等のエネルギー使用量の削減など環境への配慮を行うこと。 

※ 管理の基準に関する細目事項は、協議の上、協定で定めます。 
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３ 指定管理者の業務等 

(1) おだわら市民交流センター条例（平成 27年小田原市条例第 13号）第 4条に規定す

る事業の実施に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 使用の許可及びその取り消し、その他おだわら市民交流センターの利用に関するこ

と。 

(3) 利用料金の徴収、減免及び還付に関すること。 

(4) おだわら市民交流センターの施設及び付属設備の維持管理に関すること。 

(5) 施設の設置目的を達する範囲かつ指定業務の実施を妨げない範囲における、指定管

理者による自主的な事業に関すること。 

(6) その他おだわら市民交流センターの管理運営に必要な業務。 

(7) 具体的な業務内容及び履行方法については仕様書等による。 

 

４ 指定の期間 

平成 31年 4月 1日から平成 36年 3月 31日までとします。 

ただし、管理を継続することが適当でないと市が認めるときは指定を取り消すことがあ

ります。 

 

５ 応募資格 

次の要件を満たす法人その他の団体であること。なお、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。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しないこと。 

(2) 小田原市内に本社、本店又はこれに類するものを有していること。 

(3) 小田原市工事等入札参加資格者の指名停止等措置要領に基づく指名停止処分を受け

ていないこと。 

(4) 市税並びに県税及び国税を滞納していないこと。 

(5) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17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てがなされた場合は、

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。 

(6) 暴力団（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

暴力団をいう。以下同じ。）に該当しないこと。 

(7) 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若しくは

参考：おだわら市民交流センター条例（抜粋） 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第４条 指定管理者が行うセンターの管理の業務の範囲は、次のとおりとする。 

(1) 市民の多様な活動の支援及び交流の促進に資する情報の収集及び提供、相談並び

に連絡調整に関すること。 

(2) センターの使用の許可に関すること。 

(3) センターの維持管理に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 
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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の下にある団体等に

該当しないこと。 

(8) 暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5年を経過しない者を

役員に含む団体等に該当しないこと。 

(9) 複数の法人等が共同事業体等を構成して応募する場合は、包括的な責任を負う代表

の法人等を決めるとともに、重複して他の共同事業体の構成員もしくは単独として

応募しないこと。 

(10) 指定期間中、おだわら市民交流センターの管理運営を円滑かつ安定して実施できる

こと。 

(11) 労働者災害補償保険に加入していること。※法人その他の団体及び被雇用者すべて

必須 

 

６ 申請条件 

申請に当たっては、現地説明会への参加を条件とします。 

 

７ 提出書類 

申請に当たっては、以下の書類を市に提出していただきます。なお、市が必要と認める

場合は追加資料の提出を求めることがあります。 

(1) 指定管理者指定申請書（様式第 1号） 

(2) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の、指定期間内における管理運営に関

する各年度の事業計画書（添付様式 1）及び収支予算書（添付様式 2） 

(3) 当該団体の定款又は寄附行為の写し及び登記簿の謄本（法人以外の団体にあっては

会則等） 

(4) 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 

(5) 当該団体の前事業年度の事業報告書、その他業務内容を明らかにする書類 

(6) 納税証明書 

ア 市税、県税、法人税、消費税及び地方消費税について未納がないことの証明書 

イ 法人市民税（法人でない団体にあっては代表者の個人市民税）及び固定資産税

について直近 2年度分の納税証明書 

(7) 労働者災害補償保険料納付済証明書 

(8) 身分証明書（法人にあっては代表取締役、法人以外の団体にあっては代表者） 

(9) 役員全員の氏名、読み仮名、性別、生年月日、住所を記載した書類 

※小田原市暴力団排除条例（平成 24年 4月施行）第 9条では、市は公の施設の管理

を、暴力団又は暴力団経営支配法人等（以下、「暴力団等」という）に行わせては

ならないと定めており、市は応募者が暴力団等でないことを確認するためこれらの

情報を収集するもので、収集した情報については、神奈川県警察本部へ照会します。 

(10) その他市長が必要と認める書類 
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※複数の法人等が共同事業体等を構成して応募する場合は、次の事項がわかる書類を

添付してください。 

①共同事業体等の構成員 

②共同事業体等の構成員間の役割分担 

③共同事業体等による指定申請に当たっての誓約書 

※1 申請者において添付様式 1 及び添付様式 2 の要件を満たす書類を作成した場合は、

これをもって当該様式に代えることができます。 

※2 証明書類は、証明年月日が申請書類提出時の 3 箇月以内のもので、それぞれの発行

官公署において定めた様式によるものを使用すること。なお、複写機による写しで

も差し支えない。 

 

８ 事業規模 

おだわら市民交流センターの管理事業に係る経費については、次のとおりとしますので、

参考金額以内で申請の際の事業計画及び収支予算を作成してください。なお、実際の指定

管理料は、予算の範囲内で決定されます。 

(1) 経費の支払い 

指定管理者の事業計画書において提示された金額を参考に、年度毎に市の予算額

の範囲内で、市と指定管理者との間で締結する年度協定書に定める指定管理料を支

払うものとする。 

（参考金額） 48,600,000円 

(2) 指定管理料の算出方法 

年度協定書が目的とする期間中に見込まれる利用料金収入を施設の維持管理経

費から差し引き、その残額を当該年度の指定管理料とする。 

(3) 利用料金の取り扱い 

利用料金制を採用するため、センターの利用料金は指定管理者の収入とする。な

お、利用料金は、おだわら市民交流センター条例に定める額（付帯設備の利用料金

にあっては、規則で定める額）を上限として、市の承認を得て指定管理者が定める

ものとする。 

(4) 指定管理料等の管理 

指定管理業務に係る経費は専用口座を設ける等、他の経費とは別に管理を行うも

のとする。 

 

９ 質問事項の受付・回答 

募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付け、回答します。 

(1) 受付期間：平成 30年 7月 20日（金）から平成 30年 7月 31日（火）まで 

(2) 受付方法：質問票に記入し、郵送、ファックス、電子メールで提出してください。 

(3) 回答方法：平成 30年 8月 10日（金）に質問及び回答をホームページに掲出します。 
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１０ 現地説明会の実施 

現地説明会を、次により開催します。現地説明会に参加することが申請条件になってい

ますので、申請を予定される場合は、平成 30年 7月 31日（火）午後 5時 15分までに、現

地説明会参加申込書に必要事項を記載のうえ FAXまたは電子メールにてご連絡ください。 

(1) 開催日時：平成 30年 8月 6日（月）午後 2時から 2時間程度 

(2) 開催場所：おだわら市民交流センター（ＵＭＥＣＯ） 

(3) 連 絡 先：小田原市市民部地域政策課（TEL 0465-33-1458 FAX 0465-33-3822） 

        電子メールアドレス shimin-k@city.odawara.kanagawa.jp 

※現地説明会参加申込書の送付の際には、未到着を防止するため、必ず電話にて到着の

確認をしてください。 

 

１１ 申請書提出方法及び提出期間 

(1) 提 出 先：〒250-8555 小田原市荻窪 300番地 

小田原市市民部地域政策課（小田原市役所 5階） 

TEL 0465-33-1458 

(2) 提出方法：提出場所へ直接持参又は郵送（一般書留又は簡易書留）によるものとす

る。ただし、郵送による場合は締切日必着とし、不慮の事故による紛失

又は遅配については考慮しない。電子メール、ファックスでの提出は認

めない。 

(3) 提出期間：平成 30年 8月 13日（月）から平成 30年 8月 27日（月）まで 

※ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

(4) 受付時間：持参 → 午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 

郵送 → 最終日の午後 5時 15分までに必着 

※申請書を提出場所へ直接持参する場合は、事前にその日時を連絡する

こと（必要に応じ、時間を調整させていただくことがあります）。 

(5) 提出部数：正本 1部 副本 10部（副本は複写可。ただし、カラー表示がある場合は

カラー複写とする。） 

※申請書類については、1部ごとにファイルに綴ること。 

 

１２ 選定方法 

選定は、指定候補者選定委員会を平成 30年 10月 12日（金）（予定）に開催し、書類審

査及び面接審査により行います。 

(1) 申請者である法人その他団体の代表者又は代理の方のプレゼンテーションをお願い

します。時間、場所等の詳細については、後日連絡します。 

(2) 提出いただいた申請書等とプレゼンテーションの内容を踏まえ、「13 選定の基準」

に基づき審査します。 

(3) 申請者多数の場合は、提出いただいた申請書等により事前審査を行い、プレゼンテ

ーションに進む申請者を選定することがありますので、あらかじめご了承ください。 
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１３ 選定の基準 

(1) 本市の市民活動推進の基本的な考え方と合致し、市民活動の活性化に寄与するもの

か。 

(2) 施設等の維持管理や利用者に対する配慮が適切なものか。 

(3) 提供するサービスの向上が図られるか。 

(4) 管理運営経費の縮減が図られるか。 

(5) 安定した管理運営を行うための人員及び財政基盤を有しているか。 

(6) その他、公の施設の設置目的を達成するために必要と認める事項 

 

１４ 申請に要する経費 

申請に要する経費等はすべて申請者の負担とします。 

 

１５ 無効又は失格 

次の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがあります。 

(1) 申請書の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかったとき。 

(2) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

(3) 申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

(4) 虚偽の内容が記載されているもの 

(5) その他、指定候補者選定委員会で協議の結果、審査を行うに当たって不適当と認め

られるもの 

 

１６ 選定結果 

選定結果については、各申請者に文書で通知します。 

 

１７ 指定管理者の決定及び管理業務に係る経費 

(1) 指定管理者は平成 30年 12月小田原市議会の議決を経て決定（指定）されます。 

(2) 議決後に市と指定管理者との間で協定を締結しますが、この協定の管理業務に係る

指定管理料は、各年度の予算額以内となりますので、申請時に提出のあった管理業

務に係る提案価格を下回る場合があります。 

 

１８ その他 

(1) 提出書類はお返しできません。 

(2) 提出された書類は必要に応じ複写します。ただし、使用は市及び指定候補者選定委

員会における検討に限ります。 

(3) 提出された書類は、情報公開の請求により開示することがあります。 

 

１９ 申請書の配布及び問い合わせ先 

小田原市市民部地域政策課（小田原市役所 5階） 
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〒250-8555 小田原市荻窪 300番地 

TEL 0465-33-1458 
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おだわら市民交流センター管理運営仕様書 

 

１ 指定の目的 

本業務は、おだわら市民交流センター（以下「センター」という。）の適切かつ効率的な

管理運営を図るとともに、市民の多様な活動を支援し、交流を促進することにより、市民

の福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

２ 指定期間 

平成 31年 4月 1日から平成 36年 3月 31日まで 

 

３ 施設の概要 

(1) 所在地 小田原市栄町一丁目 1番 27号 

(2) 設置目的 

市民の多様な活動を支援し、交流を促進することにより、市民の福祉の増進を図る。 

(3) 休 館 日 

ア 毎月第 1月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）

に規定する休日（以下この号において「休日」という。）に当たるときは、その

翌日以後最初の休日以外の日） 

イ 1月 1日から同月 3日まで及び 12月 29日から同月 31日までの日 

(4) 開館時間 

午前 9時から午後 9時 30分まで 

（会議室及び活動エリアの使用時間は、午前 9時から午後 9時まで） 

(5) 構造面積 

鉄骨造 5階建て（延べ床面積 12,389.87㎡）のうち 1階部分 1,489.2㎡ 

(6) 施設内容 

区分 部屋名等 面積 区分 部屋名等 面積 

会議室 会議室１ 66㎡  交流施設 市民活動プラザ 406㎡  

会議室２ 75㎡   多目的コーナー 43㎡  

会議室３ 63㎡   印刷室 18㎡  

会議室４ 80㎡   便益施設 トイレ 69㎡  

会議室５ 41㎡   湯沸室・授乳室 16㎡  

会議室６ 41㎡   事務室 

収納 

事務室・バックヤード 69㎡  

会議室７ 69㎡   備品倉庫 43㎡  

会議室８ 22㎡   会議室収納 30㎡  

会議室９ 22㎡   その他 通路等 316㎡  

合 計 1,489㎡  

(7) 平面図 別紙 1のとおり 
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４ 管理運営の方針 

  センターの管理運営に当たっては、適正かつ高品位の管理水準を維持するとともに、セ

ンターの基本コンセプト「つながる」を尊重し、次の項目を方針としてサービス提供を行

うこと。 

(1) つながりを生み出すきっかけの場 

これまで市民活動に興味のなかった人々にも、地域や社会の課題への興味関心を広

げるとともに、より身近で参加しやすい社会貢献活動の環境を整備する。 

(2) それぞれの思いがつながる行動の場 

市民活動団体だけでなく、事業者や地域活動団体、教育機関、外国籍住民等の様々

な立場や分野でまちに関わる多様な主体の交流を促進し、新たな連携関係を生み出す。 

(3) 行動を社会貢献につなげる実現の場 

個々の活動をより社会貢献度の高い活動として広げるとともに、必要な資金や人材、

ネットワーク等をつなぎ、安定して持続可能な事業へと成長するよう支援する。 

 

５ 運営体制 

(1) 事業実施体制 

ア 事業を円滑に実施するために、職場内における事業実施のしくみを整えること。 

イ 多様な主体と協力をして事業を実施する体制を構築するよう努めること。 

(2) 職員体制 

適正な施設管理を実施するため、必要な職員数及び有資格者等を配置するものとす

る。 

(3) 人材育成 

事業の実施に必要な専門性を向上させるとともに、多様な主体との関係性を構築で

きるよう職員の育成を図ること。 

(4) 人事管理等 

ア 使用許可、機械設備の保守管理、施設内外の清掃及び自主事業の企画・運営等、

各種業務における責任体制を確立すること。 

イ 職員の勤務体制は、施設の管理運営に支障がないように配慮するとともに、利用

者の要望に応えられるものとすること。 

ウ 職員の資質を高めるため研修を実施するとともに、施設の管理運営に必要な知識

と技術の習得に努めること。 

エ 職員は言葉遣いに留意し、利用者に懇切丁寧な対応を心掛けるとともに、機敏か

つ機転の利いた行動をすること。 

オ 指定管理者に指定後は、指定期間開始から円滑な管理運営が遂行できるよう自己

の責任及び負担において研修会の開催等を行うこと。なお、施設内への立入りが

必要な場合等は、事前に市に申し出るものとする。 

カ 指定管理に係る施設の管理を引き継ぐ場合は、新たな管理者が円滑な管理運営が

遂行できるよう、書面をもって業務内容の詳細を引き継ぐこと。 
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６ 業務内容 

(1) 市民の多様な活動の支援及び交流の促進に資する情報の収集及び提供、相談並びに

連絡調整に関すること。 

ア 拠点機能に関する事業 

(ｱ) 日常的な打ち合わせ、イベント準備、活動内容の発表等の各種活動の場を提

供すること。 

(ｲ) 活動分野や活動する地域等を超えた交流の場を提供すること。 

(ｳ) 多様な市民活動や事業者による社会貢献活動等の企画展示を行うこと。 

(ｴ) 施設利用者が電子的な情報にアクセスする環境を提供すること。 

イ 相談・支援機能に対応する事業 

(ｱ) ボランティアを始めたい方への相談対応や団体運営についてのアドバイス

など、社会貢献活動に関する幅広い相談受付 

(ｲ) 活動目的に適した組織体への移行等の専門性の高い相談機会の提供 

(ｳ) 外国籍住民への行政情報その他生活に必要な情報の提供及び支援活動 

(ｴ) 市民活動を行うものが実施する事業への資金面の支援 

※小田原市市民活動応援補助金制度と同等以上のものとする。 

※財源は、市民及び事業者等からの寄付金並びに市負担金とする。なお、市

負担金については別途協議する。 

※審査は、小田原市市民活動推進委員会委員が参加するものとし、詳細につ

いては別途協議する。 

(ｵ) その他の相談があった場合の連絡調整及びその他団体の資金確保等に関す

る支援 

ウ 協働支援機能に関する事業 

(ｱ) 多様な活動と行政や事業者、地域活動団体等との連携を支援すること。 

(ｲ) 施設内にとどまらず、市民や団体等に直接働きかけ、新たな協働を生み出す

こと。 

エ 学習・体験機能に関する事業 

(ｱ) 事業計画の立て方や集客力を向上させる講座等、活動を発展させるための学

習プログラムの策定 

(ｲ) 若い世代から高齢者まで誰でも参加できるボランティア体験機会の提供 

オ 交流・コーディネート機能に関する事業 

(ｱ) 同じ分野で活動する団体間や分野・業種・国籍を超えた多様な主体の交流機

会を提供する事業 

(ｲ) 様々な活動主体（市民、市民活動団体、自治会、行政、事業者等）と情報・

人・場所といった地域資源を結び付けるコーディネート 

(ｳ) 市民活動を広く周知する催事の実施 

カ 情報集約発信機能に関する事業 

(ｱ) 様々な活動主体（市民、市民活動団体、自治会、行政、事業者等）の情報集

約 
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(ｲ) 多様な市民活動の情報発信及び集客の支援 

(ｳ) 新たな交流や参加のきっかけにつながる情報誌の発行 

(ｴ) ホームページの管理運営、簡易な修正、更新 

(ｵ) 掲示板の管理運営（各団体のチラシ、ポスター等の掲示受付、管理） 

(ｶ) 市民活動に関する図書等の閲覧環境を提供すること。 

 

(2) センターの使用の許可に関すること。 

ア 会議室の使用許可等に関すること。 

(ｱ) 予約受付及び使用の許可に関すること。 

※小田原市公共施設予約システムによる。 

(ｲ) 利用料金の徴収に関すること。 

(ｳ) 利用料金の減免に関すること。 

(ｴ) 利用料金の還付に関すること。 

(ｵ) 使用許可の取消しに関すること。 

イ 市民活動プラザの使用許可等に関すること。 

(ｱ) 市民活動プラザ（活動エリア）の予約受付及び使用の許可に関すること。 

※小田原市公共施設予約システムによる。 

(ｲ) 市民活動プラザ（交流エリア）の使用受付に関すること。 

(ｳ) 団体の登録及び更新に関すること。 

(ｴ) ロッカーの使用許可及び利用料金の徴収に関すること。 

 

(3) センターの維持管理に関すること。 

ア 印刷機器の維持管理 

(ｱ) 市民の利用に供するため、次の印刷機器の賃貸借及び維持管理に関すること。 

a コピー機又は複合機 

b コピー機又は複合機用コインキット 

c 印刷機 

d 印刷機用コインキット 

e その他の機器 

(ｲ) 利用料金の設定および収受に関すること。 

イ 清掃業務 

(ｱ) 日常点検 

利用後の会議室やトイレ等の共用部分における職員による点検及び簡易な

清掃 

(ｲ) 日常清掃 

会議室、トイレ、共用部分等の清掃について専門業者による清掃（毎開館日） 

(ｳ) 特別清掃 

床のワックス塗布、ガラス面にかかる大規模な清掃（年 3回程度） 

ウ 建築設備の保守管理業務 



- 12 - 

指定管理者は、建築設備（自動扉、給排水施設、電気設備、放送設備、空気調

和設備等）の日常点検、法定点検、定期点検等を行い、現状の性能を維持するよ

う努めるものとする。 

エ 備品等保守管理業務 

(ｱ) 消耗品の維持管理に関すること。 

(ｲ) 備品等の維持管理及び保守点検に関すること。 

(ｳ) 修繕及び破損不具合が生じた際の取扱い等の細目事項は、別途協定で定める。 

 

(4) 事業計画・報告等に関する業務 

ア 事業計画書及び収支予算書等の作成及び提出 

次年度の事業計画書及び収支予算書、年間作業実施計画書は、市と内容調整の

上、協定で定める期日までに作成し市に提出すること。 

イ 事業報告書の作成及び提出 

前年度の以下の内容につき記載した事業報告書を毎年 4 月末までに市に提出す

ること。 

(ｱ) 施設利用実績（利用者数、料金収入、利用目的等） 

(ｲ) 収支決算書等 

(ｳ) 事業の実施状況 

(ｴ) その他、必要な資料 

 

(5) 事業評価に関する業務 

施設の管理運営状況について適切な自己評価を行うとともに、利用者意見の収集及

び市への実施報告等を行うこと。なお、実施時期等の細目事項については、別途協定

で定める。 

ア 履行状況の報告 

一日の業務内容（施設運営、点検、清掃、修繕、警備保安、その他維持管理業

務等）の履行状況を報告すること。 

イ 利用者の意見、要望の収集 

実施事業の感想や施設の利用方法等に関する利用者の意見や要望を収集するこ

と。 

ウ 利用者会議の実施 

センターの事業計画の策定に当たっては、登録団体や施設利用者と協力して実

施する事業があるため、事前に利用者との意見交換の場を持って事業計画に反映

させること。 

エ 市との定例会議の開催 

担当課との情報共有の場を設け、事業の検証や今後の管理運営について協議す

ること。 

 

(6) 施設利用者の安全確保及び危機管理 
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ア 施設利用者が安全、快適に施設を利用できるよう、定期的に施設及び備品類の安

全点検を実施し、安全管理を徹底しなければならない。 

イ 施設内にＡＥＤを設置し、利用者の応急救命に備えること。 

ウ 危機管理体制を築くとともに危機管理マニュアルを作成し、発災時の対応につい

て随時訓練を行わなければならない。 

エ 自然災害、人為災害、事故及び自らが原因者・発生源になった場合等のあらゆる

緊急事態、非常事態、不測の事態には、遅滞なく適切な措置を講じた上、市をは

じめ関係機関に速やかに通報しなければならない。 

オ 地震等の災害が発生した時に、避難者・帰宅困難者等の受入要請、物資ターミナ

ルとしての場所の提供要請等があった場合は、最大限の協力を行うこと。 

 

(7) 市主催事業等への協力 

ア 指定管理者は、市が主催又は実施する事業に対して協力の依頼があった場合は、

業務に支障のない範囲で対応するものとする。 

イ 指定管理者は、センターの開館日に、小田原駅東口駐車場内で実施するレンタサ

イクル事業の受付場所を施設内に提供し、運営団体と協力及び連携をすること。 

 

(8) 自主事業 

指定管理者は、センターの設置目的の範囲内で、積極的に自主事業を企画し実施す

ること。なお、事業の実施に当たっては、次の事項に留意すること。 

ア 事業の企画に当たっては、市民の多様な活動を支援し、交流の促進が図られる内

容とすること。 

イ 事業の実施により、通常利用者及び団体の利用機会を妨げることがないよう留意

すること。 

ウ 事業の実施に当たっては、事業計画書等を作成し、事前に市と協議を行い、承認

を得ること。 

エ 事業の実施にかかる経費は指定管理者が負担し、事業実施により収益が発生した

場合は指定管理者の収入とする。 

オ 自主事業は、一括して第三者に委託してはならない。ただし、専門的知識、技術

等を要する場合は、事前に市と協議を行い、承認を得ること。 

 

７ 管理運営に係る経費 

(1) 経費の支払い 

指定管理者の事業計画書において提示された金額を参考に、年度毎に市の予算額の

範囲内で、市と指定管理者との間で締結する年度協定書に定める指定管理料を支払う

ものとする。 

(2) 指定管理料の算出方法 

年度協定書が目的とする期間中に見込まれる利用料金収入を施設の維持管理経費か

ら差し引き、その残額を当該年度の指定管理料とする。 



- 14 - 

(3) 利用料金の取り扱い 

利用料金制を採用するため、センターの利用料金は指定管理者の収入とする。なお、

利用料金は、おだわら市民交流センター条例に定める額（付帯設備の利用料金にあっ

ては、おだわら市民交流センター条例施行規則で定める額）を上限として、市の承認

を得て指定管理者が定めるものとする。 

(4) 指定管理料等の管理 

指定管理業務に係る経費は専用口座を設ける等、他の経費とは別に管理を行うもの

とする。 

 

８ 法令の遵守等 

(1) 法令の遵守 

指定管理者は、次に掲げる法令及び例規の内容を理解の上、施設の管理運営業務を

行うに当たって遵守しなければならない。 

ア 地方自治法、地方自治法施行令ほか行政関連法規 

イ 小田原市公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例 

ウ 個人情報保護法のほか個人情報保護に関する法規等 

エ 労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規 

オ その他指定管理業務の遂行に当たり関連する法規等 

(2) 個人情報の取扱い 

小田原市個人情報保護条例に基づき、個人情報の取扱いに十分留意し、目的外使用、

漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の適切な管理に努め、個人情報を保護す

るために必要な措置を講じなければならない。これは、指定管理期間が終了した後も

同様とする。 

(3) 守秘義務 

指定管理者は、当施設の管理運営を行うに当たり業務上知り得た内容を第三者に漏

らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 

これは、指定管理期間が終了した後も同様とする。 

 

９ 留意事項 

(1) 情報の公開 

業務上取り扱う情報全般は、透明で開かれた姿勢を推進するため、小田原市情報公

開条例に基づき、業務上作成し、又は取得した文書等について、適切な情報公開が行

えるよう必要な措置を講じることとする。 

(2) 賠償責任と保険の加入 

ア 賠償責任 

指定管理者の行う行為により故意又は過失によって他人に損害を与えた時は、

国家賠償法により市が賠償責任を負うものとする。 

ただし、市が負った賠償について指定管理者に請求することができるものとす

る。 
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イ 保険の加入 

指定管理者は施設損害賠償責任保険等、施設管理上及び事業実施上必要な保険

に加入すること。 

(3) 指定管理業務の一括再委託の禁止 

指定管理者は、本仕様書に定める業務を一括して第三者に委託してはならない。 

ただし、指定管理者が業務上必要な場合で市が認めたときは、個々の業務について

第三者に委託できるものとする。 

(4) 業務内容の変更 

市は必要があるときは、管理業務の内容を変更できるものとする。 

なお、このことにより著しく経費の増加が見込まれる場合は、市と指定管理者が協

議の上、対応を決定するものとする。 

(5) 指定管理者に対する監督 

市は適正な業務遂行を確認するため、指定管理者に対し業務内容の報告、実地調査

等を行い、改善が必要と認められた場合は必要な指示をすることができるものとする。 

(6) 指定の取消等 

ア 指定管理者が市の指示に従わない時、その他管理の継続が適当でないと認める時

は、指定管理者としての指定の取消、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停

止を命ずることができるものとする。 

イ 指定を取消したときは、指定管理者は指定管理料の全部、若しくは一部を市に返

還しなければならない。 

ウ 指定の取消、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたことにより、

市に損害が生じたときは、指定管理者が賠償するものとする。なお、このことに

より指定管理者に損害が生じても市はその責めを負わないものとする。 

(7)  文書の保管・引継ぎ 

指定管理者は、文書の収受、整理、保存等については「小田原市文書管理規程」に

より適切に行わなければならない。 

また、指定管理期間中に作成した文書については、期間満了後速やかに市に引き継

がなければならない。 

(8) 不当要求等に対する対応 

暴力団をはじめとする行政対象暴力に対しては、市の「不当要求行為等対策要綱」

及び「不当要求行為等対応マニュアル」に沿った対応を行うこと。 

(9) 原状回復義務等 

ア 指定管理者は、その指定期間が終了したときは、直ちに関係書類・帳簿等各種用

品及び市が貸与した物品を市に返還すること。 

イ 指定管理者は、その指定期間が満了したとき（当該期間の満了後引き続き指定管

理者の指定を受けたときを除く。）、又は地方自治法第２４４条の２第１１項の規

定によりその指定を取り消されたときは、速やかにその管理しなくなった指定施

設及びその設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長等が特に認めた

ときは、この限りではない。 
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(10) 本書に定めのない事項 

その他、本書に定めのない事項については、双方の協議により定めるものとする。 
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市と指定管理者のリスク分担 

 

種   類 内          容 
負担者 

指定管理者 市 

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増 ○  

金利変動 金利の変動に伴う経費の増 ○  

周辺地域･住民

及び施設利用

者への対応 

地域との協調 ○  

施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者から

の反対・訴訟・要望への対応 
○  

上記以外  ○ 

法令の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更  ○ 

指定管理者に影響を及ぼす法令変更 ○  

税制度の改正 
施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更  ○ 

一般的な税制変更 ○  

行政的理由に

よる事業変更 

行政的理由から施設管理及び運営業務の継続に支障が生じ

た場合又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及

びその後の維持管理経費における当該事情による増加経費

負担 

 ○ 

不可抗力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、失火を除く火

災、争乱、暴動その他通常の管理義務を尽くしてもその発

生を回避できず、かつ市及び指定管理者のいずれの責めに

も帰すことができない自然的又は人為的な現象。ただし自

然摩耗によるものを含めない。）に伴う施設及び設備の修復

による経費の増加及び事業履行不能 

 ○ 

書類の誤り 
仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるもの  ○ 

事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りによるもの ○  

資金調達 

経費の支払い遅延(市→指定管理者)によって生じたもの  ○ 

指定管理者の請求遅延又は指定管理者からの経費の支払い

遅延によって生じたもの 
○  

施設・設備等の 

損傷 

指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの ○  

上記以外（経年劣化等） 協議により定める 

資料等の損傷 管理者としての注意義務を怠ったことによるもの ○  

第三者への賠償  
管理者としての注意義務を怠ったことにより損害を与えた

場合 
○  

セキュリティ 
警備不備又は過失による情報の漏洩、犯罪発生（物品の盗

難又は施設の損壊） 
○  

事業終了時の費

用 

指定管理業務の期間が終了した場合又は期間中途に業務を

廃止した場合における事業者の撤収費用及び引継ぎに要す

る費用 

○  
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おだわら市民交流センター指定管理者申請者 審査基準 
 

NO 審査項目 内   容 評価点 配点 

1 

本市の市民活動推進の

基本的な考え方と合致

し、市民活動の活性化に

寄与するものか 

市民活動の現状と課題の認識がよくなされて

いるか 

5段階 

15 
 

評価点 

×3 

本市の市民活動推進の基本的な考え方と合致

しているか 

本市の市民活動の活性化に寄与するか 

本市の市民活動施策との連携が行われるか 

2 

施設等の維持管理や利

用者に対する配慮が適

切なものか 

住民が平等に利用できるか 

5段階 

10 
 

評価点 

×2 

要支援者等へ配慮されるか 

個人情報の保護が適切に保たれるか 

利用者の安全確保は適切か 

施設や設備等の維持管理が適切に行われるか 

維持管理が効率的に行われるか 

3 
提供するサービスの向

上が図られるか 

事業計画が施設の設置目的に合致しているか 

5段階 

15 
 

評価点 

×3 

利用拡大の取組内容は適切か 

サービスの向上のための取組内容は適切か 

自主事業の提案は市が意図した企画となって

いるか 

市民や利用者の声をサービスに反映できるか 

地域や市民団体、関係機関等との連携が適切に

行なわれるか 

事業計画等の内容は実現可能か 

施設の機能を十分活用しているか 

4 
管理運営経費の縮減が

図られるか 

市の基準価格を下回っているか 

5段階 

10 
 

評価点 

×2 

費用対効果の高い縮減方策か 

収入及び支出の積算と事業計画の整合が図ら

れているか 

収支計画の内容は実現可能か 

5 

安定した管理運営を行

うための人員及び財政

基盤を有しているか 

職員の体制及び確保の方策は適切か 

5段階 

10 
 

評価点 

×2 

職員の指導育成及び研修体制は十分か 

団体の財務状況は健全か 

金融機関や出資者等の支援体制は十分か 

 

※評価点：5点（優れている）、4点（やや優れている）、3点（普通）、2点（やや劣っている）、

1点（劣っている） 

※各委員の合計得点が、満点の 60%以上であることを選定の要件とする。 
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様式第 1号（第 2条関係） 

平成  年  月  日 

 

 

指 定 管 理 者 指 定 申 請 書 

 

小田原市長 様 

 

           申請者 主たる事務所の所在地 

               団体等の名称 

               代表者の氏名                ○印  

               連絡先（電話） 

 

 次の公の施設について、指定管理者の指定を受けたいので申請します。 

 

公の施設の名称： おだわら市民交流センター 

 

 

（添付書類）  

1 事業計画書（添付様式 1）及び収支予算書（添付様式 2） 

2 定款又は寄附行為の写し及び登記簿の謄本（法人以外の団体にあっては会則等） 

3 平成 29 年度（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 

4 平成 29 年度（前事業年度）の事業報告書その他業務内容を明らかにする書類 

5 納税証明書 

ア 市税、県税、法人税、消費税及び地方消費税について未納税額がないことの証

明書 

イ 法人市民税（法人でない団体にあっては代表者の個人市民税）及び固定資産税

について直近 2年度分の納税証明書 

6 労働者災害補償保険料納付済証明書 

7 身分証明書（法人にあっては代表取締役、法人以外の団体にあっては代表者） 

8 役員全員の氏名、読み仮名、性別、生年月日、住所を記載した書類 

9 その他市長が必要と認める書類  

※複数の法人等が共同事業体等を構成して応募する場合は、次の事項がわかる書類 

①共同事業体等の構成員 

②共同事業体等の構成員間の役割分担 

③共同事業体等による指定申請に当たっての誓約書 
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添付様式 1 

平成  年  月  日 

 

 

おだわら市民交流センターの管理運営に関する事業計画書 
 

団体名  

代表者名  設立年月日 年  月  日 

団体所在地  

電話番号  FAX 番号  

E-mail  

 

 

現在管理運営している 

類似施設 
所在地 主な業務内容 管理運営期間 

   
自   年 月 日 

至   年 月 日 

   
自   年 月 日 

至   年 月 日 

   
自   年 月 日 

至   年 月 日 
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－  内  容  － 
 

※ 必要に応じて枠を広げて記入してください。また、別紙でも可とします。 

※ 頁番号を付してください。 

 

1. 基本方針 

(1) 施設の設置目的を踏まえた総合的な運営方針 

 

 

(2) 当該施設の管理に向けた参加意欲及び抱負等 

 

 

 

2. 施設運営について 

(1) 年間の事業実施計画 

（別紙による） 

 

(2) 自主事業企画案 

 

 

(3) 施設の具体的な運用方策 

 

 

(4) サービス向上のための方策 

 

 

(5) 利用者等の要望の把握及び実現策 

 

 

(6) 利用者とのトラブルの未然防止と対処方法 

 

 

(7) その他（地域との連携、他施設との連携等） 

 

 

 

3. 施設管理について 

(1) 業務の安全成績 
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(2) 安全面に関する方策 

 

 

(3) 福祉政策に関する取組状況（障がい者の雇用の有無等） 

 

 

(4) 維持管理計画 

 

 

(5) 個人情報の保護の措置について 

 

 

 

4. 緊急時対策について 

(1) 防犯、防災の対応 

 

 

(2) その他、緊急時の対応 

 

 

 

5. 運営基盤について 

(1) 職員配置（指揮命令系統が分かる組織図、勤務ローテーションを含む。） 

 

 

(2) 職員の研修計画 

 

 

(3) 管理運営費の削減策 

 

 

 

6. その他（特記すべき事項があれば記入してください） 
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－ 事業実施計画（平成○○年度）－  
 

事業名 目的・内容等 時期・回数 
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添付様式 2 

平成  年  月  日 

 

 

おだわら市民交流センターの管理運営に関する 

収支予算書（平成○○年度） 
 

項 目 金額（単位：千円） 内   訳 備 考 

委託料 

（指定管理） 
   

利用料金    

その他    

収入合計（①）    

人件費    

事務費    

事業費    

管理費    

その他    

支出合計（②）     

収支（①－②）    

 

※1 1年間（12ヶ月）の収支を記入してください。  

2 年度ごとに作成してください。 
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－ 事業実施予算書（平成○○年度） － 
 

団体名                    

 

（単位：千円） 

事 業 名 

募集人員 

収 支 

収   入 支    出 

参加費 

（1人） 
委託料 参加費 その他 

講師 

謝礼 

消耗品 

材料費 
その他 

 

 

       

 

 
 

       
 

 
 

       
 

 
 

       
 

 
 

       
 

 
 

       
 

 

 

       

 

 

 

       

 

 
 

       
 

合 計         
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第４号様式 

 

共同事業体等による指定申請に当たっての誓約書 

 

おだわら市民交流センターの指定管理者の募集に対し、共同事業体等により指定申請するに当

たり、共同事業体等の各構成員は、次のことを誓約します。 

 

１ 各構成員は、おだわら市民交流センターの指定管理業務の履行について、連帯して責任を負

うことを誓約します。 

 

２ 各構成員は、小田原市及び他のすべての構成員の承認がなければ、管理運営業務の履行を完

了する日までは共同事業体等を脱退しないことを誓約します。 

 

３ 構成員のうち管理運営業務の履行を完了する日前において、小田原市及び他のすべての構成

員の承認を得て脱退をする者が生じた場合は、残存構成員が連帯して管理運営業務を履行する

ことを誓約します。 

 

４ 構成員のうちいずれかが管理運営業務の履行を完了する前に解散した場合は、残存構成員が

連帯して管理運営業務を履行することを誓約します。 

 

平成  年  月  日 

 

共同事業体等名 

 

（共同事業体等代表者） 

所在地 

名 称 

代表者               ㊞ 

 

                     （共同事業体等構成員） 

所在地 

名 称 

代表者               ㊞ 

 

                     （共同事業体等構成員） 

所在地 

名 称 

代表者               ㊞ 
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第５号様式 

平成  年  月  日 

 

 

質  問  票 

 

 

団体等の名称 

所在地 

担当者所属氏名 

電話番号・FAX 

 

質 問 項 目 質    問    内    容 

(募集要項等の該当頁及

び項目を記入してくだ

さい。) 
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第６号様式 

平成  年  月  日 

 

 

現地説明会参加申込書 

 

 

団体等の名称 

 

代表者の氏名 

 

 

おだわら市民交流センターの指定管理者の公募・現地説明会への参加を、次のとおり申し

込みます。 

 

 

団体等の名称  

所 在 地  

担当者所属氏名  

電話番号・FAX 
 

電子メールアドレス 
 

参加者氏名 

 

 

 

備   考  
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参考１ 小田原市市民活動推進条例 

わたくしたちのまち小田原においては、城下町としての長い歴史的環境の中で、古くから地域に

おける組織的な活動がまちづくりの一翼を担ってきた。しかし、21世紀を迎えた今日、市民の生活

やニーズが著しく多様化かつ複雑化し、新たなまちづくりの活動の枠組みが求められている。 

一方、我が市では、市民の意思と責任でまちをつくることのできる市民参加の都市を目指し、一

人ひとりの人権と主体性を尊重した平和な地域社会を築くとともに、多様な市民参加の道が開かれ

たまちをつくることが重要な課題となっている。 

このような状況において欠くことができないのは、市民一人ひとりが社会のために何をすること

ができるかを真剣に考え、共に心と力を合わせて行動を起こすことである。そうした多くのボラン

ティアなどに支えられた市民活動が、その特性である先駆性や創造性、柔軟性を発揮するとともに、

市民活動を行うものや、市民、事業者、市が互いに対等なパートナーとして協働の姿を生み出すこ

とで、市民参加によるまちづくりが進展し、住んでいることを誇りに思える小田原のまちが創造さ

れるものと確信する。 

ここに、市民が主役のまちを実現し、市民活動を推進することにより、未来に生きる子や孫たち

へ向けて、魅力と活力にあふれる小田原のまちを築くことを誓い、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、市民活動を推進するための基本理念を定め、並びに市の責務並びに市民活動

を行うもの、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市民活動の推進に関する施策の基

本となる事項を定めることにより、本市における市民活動の活性化を図り、もって協働による真

に豊かで魅力と活力にあふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「市民活動」とは、市民が自主的かつ自立的に行う営利を目的としない

活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし、

次に掲げる活動を除く。 

(１) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活

動 

(２) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動 

(３) 特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条に規定する公職をいう。以下同

じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推

薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動 

２ この条例において「協働」とは、市民活動を行うもの、市民、事業者及び市が対等の立場で互

いの特性を生かし、協力し合うことをいう。 

３ この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を行う個人及び法人をいう。 

（基本理念） 

第３条 市、市民活動を行うもの、市民及び事業者は、市民活動が真に豊かな地域社会の実現に重

要な役割を担うことを認識し、相互の理解と信頼を基礎に協働して市民活動の推進に努めるもの

とする。 

２ 市及び市民活動を行うものは、積極的に市民活動に関する情報を公開するとともに、当該情報

の共有に努めるものとする。 

３ 市は、市民活動を行うものの自主性及び自立性を尊重しなければならない。 

４ 市は、市民活動を行うものに対する支援を公正に行わなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、市民活動が活発

に行われるよう市民活動の推進に資する施策を策定し、及び実施するものとする。 

（市民活動を行うものの役割） 
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第５条 市民活動を行うものは、基本理念にのっとり、市民活動の持つ社会的意義とその活動に対

する責任を自覚するとともに、市民活動の目的、内容、方法、成果等について、広く市民に周知

をし、理解されるよう努めるものとする。 

（市民の役割） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、市民活動に関する理解を深めるとともに、それぞれの自由

な意思によって市民活動の発展に協力し、及びその促進に努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第７条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の活性化と健全な発展を担う一員であることを

認識し、市民活動に関する理解を深めるとともに、市民活動の発展に協力し、及びその促進に努

めるものとする。 

（市の施策） 

第８条 第４条の規定に基づく施策には、市民活動の推進に関する次に掲げる事項を定めるものと

する。 

(１) 活動の場の提供に関すること。 

(２) 財政的支援及びその仕組みづくりに関すること。 

(３) 情報の収集及び提供に関すること。 

(４) 市民活動を行うもの、市民、事業者及び市の連携並びにこれらの交流の推進に関すること。 

(５) 社会体験活動の機会の提供に関すること。 

(６) 潜在的な人材の発掘及びその育成に関すること。 

(７) 市民活動をたたえ合う社会の形成に関すること。 

(８) 前各号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項 

（市が行う業務への参入の機会の提供） 

第９条 市長は、市民サービスの向上と市民活動の活性化を図る目的から、市民活動を行う次条第

３項に規定する登録団体に対し、市が行う業務のうち当該団体の専門性、地域性等の特性を生か

すことができる業務について、参入の機会を積極的に提供するよう努めるものとする。 

（登録） 

第10条 市が行う業務に参入する機会を得ようとする団体は、３人以上の役員を有し、かつ、申請

書に次に掲げる書類を添えて市長に登録を申請しなければならない。 

(１) 規約、会則又は定款（以下「規約等」という。） 

(２) 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿をいう。） 

(３) 会員名簿 

２ 規約等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(１) 目的 

(２) 名称 

(３) 市民活動の内容（その活動に係る事業の内容を含む。） 

(４) 事務所若しくは事業所又は活動の拠点の所在地 

(５) 役員及び会員に関する事項 

(６) 会計に関する事項 

(７) 前各号に掲げるもののほか、当該団体の運営に関する事項 

３ 第１項の規定により登録を受けた団体（以下「登録団体」という。）は、その登録の内容に変

更があったとき又は解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。 

４ 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 

(１) 登録団体に該当しなくなったと認めるとき。 

(２) 偽りその他不正な手段により登録を行ったとき。 

(３) 前項の規定による届出に係る書類の提出をしなかったとき。 
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（書類等の公開） 

第11条 市長は、前条第１項及び第３項の規定に基づいて提出された書類又はその写し（以下「書

類等」という。）を公開するものとする。ただし、書類等を公開することにより、登録団体その

他のものに著しい不利益を生ずるおそれがあると認められるときは、その一部を公開しないこと

ができる。 

（表彰） 

第12条 市長は、市民活動に対する市民の意識の高揚を図るため必要があると認めるときは、市民

活動の推進に貢献したものを表彰することができる。 

（市民活動推進委員会） 

第13条 市民活動の推進に関する制度の改善その他の重要事項につき、市長の諮問に応じて、調査

審議し、その結果を報告し、並びに市民活動全般及び制度に関し必要と認める事項について意見

を具申するため、小田原市市民活動推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 委員会は、毎年度、市民活動の実情及び施策の改善を必要とする事項等について調査するとと

もに、報告書を作成し、市長に提出するものとする。 

３ 委員会は、委員12人以内をもって組織する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(１) 公募市民 

(２) 市民活動に関する知識、経験等を有する者 

(３) 事業者 

(４) 学識経験者 

(５) 市の職員 

(６) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

６ 委員は、再任されることができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

（意見等への対応） 

第14条 市長は、市民活動に関する施策等について、市民、市民活動を行うもの、事業者その他の

ものから意見等の提出があった場合は、前条の委員会に報告し、又は諮問するとともに、速やか

に適切な対応を行うものとする。 

（委任） 

第15条 この条例に定めるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成15年７月１日から施行する。 

（おだわら市民活動サポートセンター条例の一部改正） 

２ おだわら市民活動サポートセンター条例（平成12年小田原市条例第55号）の一部を次のように

改正する。 

第２条中「市民の自主的で営利を目的としない、社会に貢献する活動」を「市民活動（小田原

市市民活動推進条例（平成15年小田原市条例第１号）第２条第１項に規定する市民活動をいう。）」

に改める。 

第３条第３項第５号中「儀式行為」を「儀式行事」に、「又はその信者」を「及び信者」に改

め、同項第７号中「特定の公職の候補者、」を「特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100

号）第３条に規定する公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）

若しくは」に、「支持し、又はこれに」を「推薦し、支持し、又はこれらに」に改める。 
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参考２ おだわら市民交流センター条例 

平成27年３月27日条例第13号 

改正 平成30年３月26日条例第19号 

おだわら市民交流センター条例 

（設置） 

第１条 市民の多様な活動を支援し、交流を促進することにより、市民の福祉の増進を図る

ため、おだわら市民交流センター（以下「センター」という。）を小田原市栄町一丁目１

番27号に設置する。 

（施設） 

第２条 センターに、会議室、市民活動プラザ（活動エリア及び交流エリアをいう。）その

他の施設を設置する。 

（指定管理者による管理） 

第３条 センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管

理者」という。）に行わせるものとする。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第４条 指定管理者が行うセンターの管理の業務の範囲は、次のとおりとする。 

(１) 市民の多様な活動の支援及び交流の促進に資する情報の収集及び提供、相談並びに

連絡調整に関すること。 

(２) センターの使用の許可に関すること。 

(３) センターの維持管理に関すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

（開館時間等） 

第５条 センターの開館時間は、午前９時から午後９時30分までとする。ただし、会議室及

び活動エリアを使用することができる時間（次項において「使用時間」という。）は、午

前９時から午後９時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認

を得て臨時に開館時間又は使用時間を変更することができる。 

（休館日） 

第６条 センターの休館日は、次のとおりとする。 

(１) 毎月第１月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定

する休日（以下この号において「休日」という。）に当たるときは、その翌日以後最初

の休日以外の日） 

(２) １月１日から同月３日まで及び12月29日から同月31日までの日 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認

を得て臨時に休館し、又は開館することができる。 

（施設等の使用の許可） 

第７条 別表第１に掲げる施設及び活動エリアを使用しようとする者は、指定管理者の許可

を受けなければならない。 

２ 別表第２に掲げる設備を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、センター

を利用する団体の登録をした上で指定管理者の許可を受けなければならない。 
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３ 指定管理者は、前２項の許可をするに当たり、管理上必要があると認めるときは、その

使用について条件を付することができる。 

４ 指定管理者は、第１項又は第２項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る

使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないことができ

る。 

(１) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。 

(２) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。 

（利用料金） 

第８条 前条第１項又は第２項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、指定管理

者に施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を支払わなければならない。 

２ 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、こ

の限りでない。 

３ 利用料金の額は、別表第１及び別表第２に定める額（付帯設備の利用料金にあっては、

規則で定める額）の範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定める。 

４ 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金を定めたときは、速やかに、これを告

示するものとする。 

５ 利用料金は、指定管理者に当該指定管理者の収入として収受させるものとする。 

（利用料金の減免） 

第９条 指定管理者は、市長の定める基準に従い必要があると認めるときは、利用料金を減

額し、又は免除することができる。 

（利用料金の不還付） 

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、

その全部又は一部を還付することができる。 

(１) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。 

(２) 使用の日の10日前までに使用の変更又は取消しを申し出て、指定管理者が許可した

とき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。 

（使用許可の取消し等） 

第11条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第７条第１項又は

第２項の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。 

(１) 偽りその他不正な手段により第７条第１項又は第２項の許可を受けたとき。 

(２) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は第７条第３項の条件に違反したとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。 

（目的外使用等の禁止） 

第12条 使用者は、許可を受けた使用目的以外の目的で施設又は設備を使用し、又はその権

利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（特別の設備） 

第13条 使用者は、使用する施設に特別の設備をしようとするときは、指定管理者の承認を

受けなければならない。 
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（原状回復） 

第14条 使用者は、施設又は設備の使用を終わったときは、直ちに原状に復さなければなら

ない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。 

（入館の制限） 

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者には、センターへの入館を拒み、

又は退館を命ずることができる。 

(１) 公の秩序若しくは善良の風俗を乱し、又はそのおそれがあると認められる者 

(２) センターの施設若しくは設備を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると

認められる者 

(３) 前２号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる者 

（委任） 

第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理等に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。ただし、次項、附則第４項及び附則第６項の規定は、平成27年４月１日から施

行する。（平成27年規則第50号で、同27年11月28日から施行） 

（準備行為） 

２ この条例の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前におい

ても行うことができる。 

（おだわら市民活動サポートセンター条例の廃止） 

３ おだわら市民活動サポートセンター条例（平成12年小田原市条例第55号）は、廃止する。 

（小田原市附属機関設置条例の一部改正） 

４ 小田原市附属機関設置条例（昭和54年小田原市条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

（次のよう略） 

５ 小田原市附属機関設置条例の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正） 

６ 小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例（昭和44年小田原市条例第54号）の

一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

７ 小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成30年３月26日条例第19号） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前にされた使用の許可の申請に係る同日以後の施設の使用について

は、改正後の第５条及び別表第１の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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別表第１（第７条、第８条関係） 

区分 単位 
金額 

午前９時～午後５時 午後５時～午後９時 

会議室１ 

１時間 

円 

800 

円 

900 

会議室２ 900 1,100 

会議室３ 700 800 

会議室４ 900 1,100 

会議室５ 500 600 

会議室６ 500 600 

会議室７ 800 1,000 

会議室８ 300 300 

会議室９ 300 300 

備考 入場料その他これに類する料金（その金額の最高額が１人当たり1,000円を超える場合

に限る。）を徴収する場合又は物品の販売をする場合における利用料金は、規定料金に２

を乗じて得た額とする。 

別表第２（第７条、第８条関係） 

区分 単位 金額 

ロッカー（大） 

１個１月 

円 

400 

ロッカー（中） 300 

ロッカー（小） 200 

備考 使用期間が１月に満たない場合又はその期間に１月未満の端数がある場合は、１月と

して計算する。 
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参考３ おだわら市民交流センター条例施行規則 

平成27年９月15日規則第52号 

改正 平成28年３月31日規則第９号 

平成29年３月31日規則第29号 

おだわら市民交流センター条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、おだわら市民交流センター条例（平成27年小田原市条例第13号。以下

「条例」という。）第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

（使用許可） 

第３条 条例第７条第１項の許可を受けようとする者は、おだわら市民交流センター使用許

可・利用料金減額（免除）申請書（様式第１号）により指定管理者に申請しなければなら

ない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。 

２ 条例第７条第２項の許可を受けようとする者は、おだわら市民交流センターロッカー使

用許可申請書（様式第２号）により指定管理者に申請しなければならない。 

３ 前２項の規定による申請は、次の表の左欄に掲げる施設又は設備の区分に応じ、それぞ

れ同表の右欄に定める期間内に受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に認めた

ときは、この限りでない。 

施設又は設備の区分 申請期間 

会議室１、会議室２、会議

室３、会議室４、会議室５、

会議室６、会議室７、会議

室８及び会議室９ 

使用しようとする日の属する月の６月前の月の初日から当該使用

しようとする日までの期間 

活動エリア 使用しようとする日（第６条第２項の登録団体にあっては、使用し

ようとする日の属する月の３月前の月の初日から当該使用しよう

とする日までの期間） 

ロッカー 指定管理者が定める期間 

４ 指定管理者は、第１項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、申請した

者におだわら市民交流センター使用許可・利用料金減額（免除）決定通知書（様式第３号）

を交付するものとする。 

５ 指定管理者は、第２項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、申請した

者におだわら市民交流センターロッカー使用許可書（様式第４号）を交付するものとする。 

（抽選） 

第４条 前条第２項の規定による申請があった場合において、条例第７条第２項の許可を受

けるべき者の数が使用させるべきロッカーの数を超えるときは、抽選により当該許可を受

ける者を決定するものとする。 

２ 前項の規定による決定により条例第７条第２項の許可を受けた者がロッカーの使用を中

止したとき又はロッカーを使用しないときは、前項の抽選により選外となった者について
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定めた補欠順位に従い、当該許可を受ける者を決定するものとする。 

（ロッカーの使用許可の期間） 

第５条 条例第７条第２項の許可の期間は、７月１日から翌年の６月30日までの期間におい

て、１年以内とする。 

（団体登録） 

第６条 条例第７条第２項の登録（以下「登録」という。）をしようとする者は、おだわら

市民交流センター団体登録票（様式第５号）に次に掲げる書類（設立の日から起算して１

年を超えない団体にあっては、第２号及び第３号に掲げる書類）を添えて指定管理者に提

出しなければならない。 

(１) 登録しようとする団体の活動実績を確認することができる書類 

(２) 登録しようとする団体の事業計画書 

(３) 前２号に掲げるもののほか、指定管理者が別に定める書類 

２ 登録をした団体（以下「登録団体」という。）は、その登録の内容に変更があったとき

又は解散したときは、おだわら市民交流センター団体登録票により遅滞なく指定管理者に

届け出なければならない。 

３ 登録の期間は、登録をした日から同日の属する年度の翌年度の６月30日までとする。 

４ 登録団体は、登録の更新をしようとするときは、指定管理者が定める期間内におだわら

市民交流センター団体登録票に第１項各号に掲げる書類を添えて指定管理者に提出しなけ

ればならない。 

５ 第３項の規定は、前項の規定による登録の更新について準用する。 

（使用の制限） 

第７条 条例第７条第４項第３号に規定するセンターの管理上支障があるときは、次に掲げ

るときとする。 

(１) 会議室を１月に７日以上使用しようとするとき。 

(２) 活動エリアを１日に４時間を超え、又は１月に６日以上使用しようとするとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると指定管理者が認めると

き。 

（付帯設備の利用料金の限度額） 

第８条 条例第８条第３項の規則で定める額は、別表のとおりとする。 

（使用の変更又は取消し） 

第９条 条例第７条第１項又は第２項の使用許可（以下「使用許可」という。）を受けた者

（以下「使用者」という。）は、使用の変更又は取消しを申請しようとするときは、おだ

わら市民交流センター使用変更・取消許可申請書（様式第６号）に第３条第４項又は第５

項の規定により交付された許可書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。ただ

し、市長が特に認めた場合は、この限りでない。 

２ 指定管理者は、前項の規定による使用の変更の申請があったときは、他の使用者の使用

に支障が生じない場合に限り、許可することができる。 

３ 指定管理者は、使用の変更又は取消しを許可したときは、申請した者におだわら市民交

流センター使用変更・取消許可書（様式第７号）を交付するものとする。 

（利用料金の差額の徴収） 
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第10条 前条第３項の使用変更許可に係る施設及び設備の利用料金（以下「変更後の利用料

金」という。）の額が既に支払われた利用料金（以下「既納の利用料金」という。）の額

より大きいときは、当該許可を受けた者は、変更後の利用料金の額から既納の利用料金の

額を差し引いて得た額（次項において「差額」という。）を支払わなければならない。 

２ 差額は、使用変更の許可の際に徴収する。 

（利用料金の減免） 

第11条 条例第９条の規定により利用料金を減額し、又は免除する基準は、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

(１) 市が公用のため使用する場合 免除 

(２) 前号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が定め

る額の減額又は免除 

２ 条例第９条の規定による利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可の申

請をする際に申請しなければならない。 

３ 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、申請した者

に通知するものとする。 

（利用料金の還付基準） 

第12条 条例第10条ただし書の規定により利用料金を還付する基準は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

(１) 使用者の責めに帰すことができない理由により、許可を受けた施設又は設備の全部

を使用できなかったとき 既納の利用料金の全額 

(２) 使用者の責めに帰すことができない理由により、許可を受けた施設の一部を使用で

きなかったとき 指定管理者が定める額 

(３) 使用者が使用の日の10日前までに使用の変更を申請し、指定管理者の許可を受けた

場合であって、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額を超えるとき 既納の利用

料金の額から変更後の利用料金の額を差し引いて得た額 

(４) 使用者が使用の日の１月前までに使用の取消しを申請し、指定管理者の許可を受け

たとき 既納の利用料金の額の100分の50に相当する額 

(５) 使用者が使用の日の10日前までに使用の取消しを申請し、指定管理者の許可を受け

たとき 既納の利用料金の額の100分の30に相当する額 

（使用許可の取消し等） 

第13条 指定管理者は、条例第11条の規定により使用許可を取り消し、又は使用を中止させ

るときは、おだわら市民交流センター使用許可取消・中止通知書（様式第８号）を使用者

に交付するものとする。 

（入館者の遵守事項） 

第14条 何人も、センター内において次に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 喫煙 

(２) 会議室以外での飲酒。ただし、指定管理者が適当と認める場合は、この限りでない。 

(３) 火気の使用。ただし、指定管理者が適当と認める場合は、この限りでない。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要と認めて、施設内に掲示した

行為 
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（損害の届出） 

第15条 使用者は、センターの建物、施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、速やか

に、理由を付して指定管理者に届け出なければならない。 

（実施細目） 

第16条 この規則に定めるもののほか、センターの管理等に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、条例の施行の日（平成27年11月28日）から施行する。 

（おだわら市民活動サポートセンター条例施行規則の廃止） 

２ おだわら市民活動サポートセンター条例施行規則（平成13年小田原市規則第４号）は、

廃止する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の日から平成28年６月30日までの間において登録を行う場合における第

６条第１項の規定の適用については、同項中「おだわら市民交流センター団体登録票（様

式第５号）に次に掲げる書類（設立の日から起算して１年を超えない団体にあっては、第

２号及び第３号に掲げる書類）を添えて」とあるのは「おだわら市民交流センター団体登

録票（様式第５号）を」とする。 

附 則（平成28年３月31日規則第９号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月31日規則第29号） 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

別表（第８条関係） 

名称 区分 単位 利用料金 

備付けプロジェクター等投影設備（会議室１） ４時間 １式 
円 

2,400 

備付けマイク等音響設備（会議室１） ４時間 １式 2,400 

備付けプロジェクター等投影設備（会議室４） ４時間 １式 1,600 

備付けマイク等音響設備（会議室４） ４時間 １式 1,600 

プロジェクター ４時間 １台 1,000 

スクリーン ４時間 １台 600 

テレビ・ブルーレイディスクプレーヤーセット ４時間 １式 1,200 

ポータブルスピーカー・マイクセット ４時間 １式 1,600 

平台 ４時間 １台 600 

演台 ４時間 １台 500 

花台 ４時間 １台 300 

司会者台 ４時間 １台 400 

金びょうぶ ４時間 １双 1,000 

伸縮式固定棒 ４時間 １組 200 



- 41 - 

両面ホワイトボード（追加用） ４時間 １台 300 

ＣＤデッキ ４時間 １台 100 

姿見 ４時間 １台 100 

移動式展示パネル １日 １枚 200 

コンセント（２キロワットまで） ４時間 １口 100 

（様式略） 
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