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三重県立ゆめドームうえの指定管理者指定申請要項 

 
三重県立ゆめドームうえの（以下「ゆめドーム」という。）の管理運営業務を効果的かつ

効率的に実施するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号、以下「地方自治法」とい

う。）第２４４条の２第３項、三重県立ゆめドームうえの条例（平成９年三重県条例第５７

号、以下「条例」という。）第５条及び条例施行規則（平成９年三重県規則第１４４号、以

下「規則」という。）第２条の規定に基づく指定管理者の指定の申請を行うにあたっては、

次の規定に従ってください。 
 
１ 指定管理者導入の方針 

（１） 指定管理者制度導入の目的 

平成１５年の地方自治法の改正では、公の施設の管理について、住民サービスの向

上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的として、これまでの管理委託制度

を廃止し、指定管理者制度が導入されました。これにより、現に管理委託している公

の施設については、法施行後３年以内（平成１８年９月１日まで）に指定管理者制度

に移行することが義務付けられています。 
また、指定管理者制度は、従来の管理委託制度と異なり、議会の議決を経て指定管

理者となることで、利用許可の権限など大幅な施設管理の権限を有することができ、

事業者の創意工夫が大きく活かされる制度です。 
このため、現在伊賀市に管理を委託しているゆめドームについては、今後、多様化

する住民ニーズにより効果的、効率的に対応していくために、県直営によらず、指定

管理者制度を導入することとしました。 
なお、ゆめドームは、ゆめぽりす伊賀（上野新都市）の核を形成する施設として、

県と市との相互協力（伊賀市の経費負担を含む。）を前提として設置、開設した施設

であり、隣接する市営施設と相互補完的に活用してきた施設です。県と市が共同事業

の形で伊賀市及び広域住民にサービスを提供しているわけであり、伊賀市以外では施

設の設置目的の達成や適切な運営の確保ができないことから、公募を行わないことと

します。 
（２） 施設の設置目的（役割） 

ゆめドームは、条例で規定しているとおり、「県民の心身の健全な発達及び体育・ス

ポーツの普及振興を図るとともに文化の向上等に資する」ことを目的として設置した

施設です。 
また、県総合計画「県民しあわせプラン」の施策「地域振興プロジェクトの推進」

の中で位置付けた上野新都市（ゆめぽりす伊賀）における交流拠点施設として、各種

のスポーツ・レクリエーション、集会、イベント、興業等の場を提供し、魅力あるグ
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レードの高い新市街地の形成に寄与することを期待しています。 
（３） 施設運営の基本的な方向性（運営方針） 

ア 上野新都市（ゆめぽりす伊賀）の市街化を支援する。 
イ 県民が利用しやすく、事業内容の向上・充実などサービスの向上を図り、県民

に愛される施設とする。 
ウ 施設の効率的な運営などにより、経費削減を進める。 
エ 施設の安全管理に努める。 

 
２ 施設の概要 

（１） 名称      

三重県立ゆめドームうえの 
（２） 所在地 

伊賀市ゆめが丘一丁目１番地の３ 
（３） 施設の構造・規模等 

・ 敷地面積  １５，０００㎡ 

・ 管理棟 
（構造）鉄筋コンクリート造 
（延床面積）１，３７３㎡ 
（施設内容）エントランスロビー、事務室、幼児室、保健室 等 

・ 第一競技場 
（構造）鉄筋コンクリート造 
（延べ床面積）４，６８１㎡ 
（施設内容）競技部分（１，７５０㎡）、２階固定観客席（１，１００席）、１

階壁面収納可動席（５００席）、ステージ、会議室（４室）、更衣

室（４室）等 
・ 第二競技場 

（構造）鉄筋コンクリート造 
（延べ床面積）２，０２６㎡ 
（施設内容）競技部分（７１４㎡）、２階固定観客席（３００席）、軽運動室、

トレーニング室、更衣室（２室）、放送室 等 
 
３ 指定管理者が行う管理の基準 

（１） 県が目指す諸施策の実現への寄与 

三重県では、県民と行政が協働して「みえけん愛を育む“しあわせ創造県”」を築

くため、おおむね１０年先を見据えた本県の方向を示す総合計画「県民しあわせプラ

ン」を策定しました。県は、この「県民しあわせプラン」に基づき、地域振興プロジ
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ェクトの推進、人権尊重社会の実現、男女共同参画社会の実現、持続可能な循環型社

会の創造など様々な施策を推進しています。これら施策を十分理解するとともに、県

に協力し、施策実現に寄与してください。  
（２） 開館時間 

午前９時から午後１０時まで 
なお、指定管理者が特に必要があると認めるときは、知事の承認を受けて、変更す

ることができます。 
（３） 開館時間 

１２月２９日から翌年の１月３日まで 
なお、指定管理者が特に必要があると認めるときは、知事の承認を受けて、別に閉

館日を定め、又は、閉館日に開館することができます。 
（４） 利用制限の要件 

指定管理者は、次のいずれかに該当すると認められるときは、許可した事項を変更

し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じることができます。 
   ア 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。 
   イ 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。 
   ウ 利用者が偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。 
   エ 暴力団の利益になると認められるとき。 
   オ 天災その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。 
   カ 公益上必要があると認められるとき。 
   キ その他ゆめドームの管理上特に必要があると認められるとき。 
（５） 利用許可等の行政手続き 

指定管理者は、三重県行政手続条例（平成８年三重県条例第１号）第２条第１項

第３号の「行政庁」に該当するため、ゆめドームの利用許可等の手続きについては、

同条例の規定に基づいて行ってください。 
例えば、利用申込みや許可の手続きの方法をあらかじめ明示することや、利用許

可の取消し等不利益処分を行うことが該当します。 
（６） 管理運営を通じて取得した個人情報の取扱い 

指定管理者は、三重県個人情報保護条例（平成１４年三重県条例第１号）第１３条

第４項で準用する同条第１項から第３項までの規定を遵守し、個人情報を適切に保護

するとともに、ゆめドームの管理に関して知り得た情報を漏らし、又は不当な目的に

使用してはなりません。 
（７） 管理運営に関する情報の公開 

指定管理者は、三重県情報公開条例（平成１１年三重県条例第４２号、以下「情報

公開条例」という。）の趣旨にのっとり、ゆめドームの管理に関して保有する情報に

ついて、公開に関する規程を整備する等、情報公開に対応してください。 
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（８） 利用料金制度の採用 

ゆめドームの管理運営にあたっては、地方自治法第２４４条の２第８項及び条例第 

１８条の規定に基づく「利用料金制度」を採用するため、ゆめドームの利用に係る料

金は指定管理者の収入となります。 
よって、ゆめドームの管理運営に係る収支について、一定の責任を負うことになり、

センターの利用を促進し、収入の確保を図る必要があります。 
（９） 関係法令等の遵守 

指定管理者が、ゆめドームの管理運営業務を行うにあたっては、次の関係法令等を

遵守する必要があります。 
○ 地方自治法 
○ 個人情報の保護に関する法律 
○ 三重県立ゆめドームうえの条例 
○ 三重県立ゆめドームうえの施行規則 
○ 三重県行政手続条例 
○ 三重県情報公開条例 
○ 三重県個人情報保護条例 
○ 県民しあわせプラン・同戦略計画 
○ その他ゆめドームを管理運営するための業務に関連する全ての法令等 

 
４ 指定管理者が行う業務の範囲及び基準 

  指定管理者が行うゆめドームの業務の範囲（条例第４条各号に規定する業務）及び基

準は、次のとおりです。 

（１） ゆめドームの設置目的を達成するために必要な事業の実施に関する業務 

  ア 貸館事業 

（ア） 利用者、来館者の多様なニーズに応じられるようにし、常にサービスの向上

に努めること。 
（イ） ゆめドームの機能、特性を最大限発揮すること。 
（ウ） 施設の利用促進を図るため、他の団体又は地域と連携し、各種のイベントや

協議会の誘致活動を積極的に展開すること。 
（エ） 平日（昼間）の施設稼働率の向上に努めること。 
（オ） 利用者、来館者から寄せられた意見、要望については、調査や分析のうえ管

理の業務に反映させるとともに、苦情については速やかに対応すること。 
イ 自主事業 

（ア） スポーツ、文化、国際交流、集客交流など、設置目的を達成するために有益

な自主事業を積極的に実施すること。 
（イ） 自主事業の実施にあたっては、県民の意見を反映させること。 
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（２） ゆめドームの施設等の利用の許可等に関する業務 

（ア） 利用の申込みから利用の許可までの手続きをあらかじめ利用者に明示すること。 
（イ） 利用の申込みから利用の許可までの手続きをなるべく簡便なものとすること。 

（３） ゆめドームの利用料金の収受等に関する業務 

（ア） 利用料金の額は、条例に定める額の範囲内で、知事の承認を受けて、指定管理者

が定めること。 
（イ） 利用料金の収受、後納、減免、返還等に関する規定について整備すること。 

（４） ゆめドームの施設等の維持管理及び修繕に関する業務 

ア 維持管理関係 

（ア） 関連する法令等を遵守し、施設等を良好に維持管理すること。 
（イ） 現在の維持管理の水準（別紙）を満たすこと。 

なお、現在の維持管理の水準と異なる基準で施設等の維持管理を実施する場合に

は、その方法を事業計画書に明記すること。 
（ウ） 施設を常時衛生的に維持し、利用者が清潔に利用できるように清掃を行うこと。 
（エ） 資格、免許が必要な業務にあっては、直営、委託の形態は問わないが、当該資格、

免許を有する職員を確保すること。 
（オ） 省エネルギー対策を実施すること。 
イ 修繕関係 

（ア） 大規模修繕（１件５０万円を超え、県が修繕料を負担する修繕）の実施にあたっ

ては、見積書その他必要な書類を作成し、県と別途協議すること。 
（イ） 維持管理及び修繕を実施するにあたり、利用者、来館者の妨げにならないよう配

慮すること。 
ウ 危機管理関係 

（ア） 災害及び事故等の不測の事態（以下「緊急事態等」という。）を想定した危機管理

体制の整備及び危機管理マニュアルを作成すること。なお、危機管理マニュアル

は、三重県に提出すること。 
（イ） 消防署等関係機関からの助言や指導があった場合は、直ちに改善すること。 
（ウ） 危険及び破損個所の早期発見に努め、発見した場合は迅速に適切な措置をするこ

と。 
（エ） 緊急事態等が発生又は発生の恐れが生じた場合は、危機管理マニュアルに従って

速やかに適切な措置をするとともに、県をはじめ関係機関に連絡通報すること。 
（５） その他ゆめドームの施設等の管理上必要と認める業務 

  ア 人員配置・組織に関する事項 

（ア） 管理の業務が適切であるかについてチェック体制を確立すること。 
（イ） 施設の管理に支障がでない職員の勤務体制とすること。 
（ウ） サービスの向上を図るため、配置する職員全員が業務全般を理解し、対応できる
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よう、職員の研修を行うこと。 
（エ） 公の施設の管理者として必要な人権研修等を行うこと。 
（オ） 企業（団体）倫理、コンプライアンスの確立に向けた取組みを行うこと。 
イ 三重県との連絡調整及び事業報告等に関する業務 

（ア） 事業終了後又は指定を取り消された日から１ヶ月以内に事業報告書（管理の業務

の実施状況及び利用状況、利用料金の収入の実績、施設の管理に関する収支状況

等）を提出してください。また、県が必要と認めた場合は、臨時に報告を求める

ことがあります。 

（イ） 業務を円滑に遂行するため、また、業務の進捗状況の把握等のため、県と指定管

理者は、必要に応じて、随時連絡調整を行うこととします。 
ウ その他 

（ア） ゆめドームの管理に関し、必要な関係機関への届出や手続きを遺漏なく行うこと。 
（イ）健康増進法に基づき、利用者の受動喫煙の防止に努めること。 
（ウ）施設内で遺失物、拾得物を発見した場合は、適切に対応すること。 
 

 ５ 指定管理者の指定の期間（予定） 

（１） 指定の期間は、平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日までの３年間を予

定しています。 
（２） 指定の期間は、県議会での議決により確定することになりますので、ご留意くだ

さい。 
 
６ 指定管理料 

（１） 県が支払う指定期間における指定管理料の総額は、６０，２００千円を上限額と

し、各年度の指定管理料は、各会計年度の予算の範囲内において別途締結する年度協

定に基づき支払います。 
（２） 収支予算書に記入する指定管理料は、支出見込額から利用料金収入見込額を控除

した額の２分の１以内とし、３年間の指定管理料の合計額が上限額を超える金額であ

った場合は失格とします。 
 
７ 申請資格 

  ゆめドームについては、公募を行わず伊賀市に申請いただきますが、県が指定管理者

として管理を行わせるにあたり、申請の資格を有する者は、一般に次に掲げる全ての要

件を満たす者とします。 
（１） 指定期間中、安全円滑に施設を管理し、かつ施設の設置目的をより効果的・効率的

に達成することのできる法人その他の団体（以下「法人等」という。）であること。 
（２） 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により本県又は他の地方自治体から指定
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を取り消され、当該処分の日から起算して２年を経過しない法人等でないこと。 
（３） 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

法人等であること。 
（４） 申請書類提出時において、三重県の一般競争入札の参加停止、又は指名競争入札の

指名停止等の措置を受けていない法人等であること。 
（５） 三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない

法人等であること。 
（６） 次のアからエまでのいずれかに該当する法人等でないこと。 

ア 商法（明治３２年法律第４８号）に基づく会社整理の申立て又は通告がなされた

法人等及びその開始命令がされている法人等 
イ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れた法人等及びその開始決定がされている法人等 
ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなら

れた法人等及びその開始決定がされている法人等（同法附則第２条の規定によりな

お従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。） 
エ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始申立てがなされた法人

等及びその開始決定がされている法人等（同法附則第３条第１項の規定によりなお

従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む。） 
（７） 法人等又はその役員等（法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは

営業所等（常時業務等の契約を締結する事務所をいう。）を代表する者を、法人以外

の団体である場合にはその団体の代表者又は役員をいう。以下同じ。）が次に掲げる

全ての要件を満たすものであること。 
ア 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（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又はその利益となる活動を

行う法人等でないこと。 
イ 暴力団又は暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）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（以下「暴力団の構成員等」とい

う。）の統制の下にある法人等でないこと。 
ウ 法人等でその役員等のうちに暴力団の構成員となっている者がいないこと。 
エ 法人等でその役員等のうち暴力団又は暴力団関係者を経営に実質的に関与させ、

不正に財産上の利益を得るために利用し、又は暴力団関係者に対して金銭、物品、

その他の財産上の利益を不当に与えている者がいないこと。 
  オ 法人等でその役員等のうちに暴力団又は暴力団関係者が開催するパーティ等その

他の会合（以下「会合等」という。）に出席し、若しくは自らが開催する会合等に暴

力団関係者を招待したりするような関係、又は暴力団関係者と会食、遊戯、旅行、

スポーツ等を共にするような交友関係などを有している者がいないこと。 
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（８） 三重県議会の議員、知事、副知事、出納長並びに地方自治法第１８０条の５第１項

及び第２項に規定する委員会の委員又は委員が、無限責任社員、取締役、執行約若

しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人（以下「無限責任社員等」

という。）に就任していない法人等であること。 
ただし、三重県議会の議員以外の者について、県が資本金、基本金その他これらに

準ずるものの２分の１以上を出資している法人等の無限責任社員等に就任している

場合を除きます。 
 
８ 指定の申請の手続き 

  申請に関して必要となる経費は、すべて申請者の負担とします。また、提出された書

類は、指定管理者の選定後において、正本一部を除き、廃棄又は返却します。 
（１） 質問事項の受付及び回答 

この募集要項等に関する質問がある場合には、別紙様式 により持参又は郵送、フ

ァクシミリ、電子メールのいずれかで提出してください。口頭による質問は受け付け

ません。ただし、面談により質問事項の補足説明あるいは回答内容の確認等を行うこ

とは可能ですので、必要があれば申し込んで下さい。 
回答は、電子メールにより質問者に回答をいたします。なお、面談を行った場合で

も、電子メールによる回答を行います。 
（２） 申請書類の受付 

  ア 受付期間 平成１７年８月２２日（月）～９月５日（月） 
  イ 受付時間 午前９時から正午、午後１時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び

祝日を除きます。） 
  ウ 提出書類 
    次に掲げる書類を提出してください。なお、県が必要と認める場合は、追加資料

を求める場合もあります。 
① 指定申請書（規則別記様式） 
② 事業計画書（別紙様式１） 

「事業計画書記載要領」（別添２）を参考にしてください。 
③ 事業計画書の要旨（別紙様式２） 

三重県では、指定管理者の選定にあたり、その選定の過程を明らかにするため、

事業計画書の要旨を公表することにしています。このことを前提に、Ａ４用紙

１～２枚程度にわかりやすくまとめてください。なお、電子ファイル（マイク

ロソフト社ワード、ジャストシステム社一太郎、アドビシステム社ＰＤＦのい

ずれか）で提出してください。 
なお、公表は、申請書類の受付期間終了後において、県ホームページで行い

ます。 
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④ 上記「７ 申請資格」に掲げる全ての要件を満たす旨の宣誓書（別紙様式３） 
⑤ 法人等の概要（別紙様式４） 
⑥ 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類 

※ 県の例：三重県部制条例、三重県行政機関設置条例等 
⑦ 平成１７年度収支予算書 
⑧ 直近３年間の貸借対照表、収支計算（決算）書その他経営状況に関する書類 

※ 県の例：http://www.pref.mie.jp/YOSAN/plan/kaikei/bs/bsindex.htm 
  エ 提出書類の扱い 
    三重県に提出された上記「８（２）ウ」に掲げる提出書類については、三重県情

報公開条例第２条第２項に規定する公文書に該当することになり、情報公開の請求

がされた場合、同条例に従い開示していくことになりますので、予めご承知おきく

ださい。 
  オ 提出方法 
    持参又は郵送にて提出してください。なお、持参の場合は平日の午前８時３０分

から午後５時までとし、郵送の場合は書留郵便により提出期限の平成１７年９月５

日（月）必着とします。 
    ただし、事業計画書の要旨については、電子メールの添付ファイルとして提出し

てください。 
  カ 提出部数 
    正本１部、副本８部を提出してください。 
  
９ 指定管理者の選定 

（１） 申請資格の審査 

指定申請書等の受付後、事務局が応募者の参加資格要件を満たしているかの審査を

行います。 
（２） 申請者名等の公表 

上記（１）に掲げる申請資格の審査を通過したものについては、審査過程の透明性

を確保するため、申請者の名称及び上記「８（２）ウ 提出書類」で提出のあった事

業計画書の要旨を三重県ホームページで公表します。 
（３） 選定委員会の設置及び審査・選定 

   指定管理者の選定については、その選定過程や手続きの透明性・公正性を高めてい

くため、外部の有識者等を含めた「三重県立ゆめドームうえの指定管理者選定委員会」

（以下「選定委員会」という。）を設置し、提出された事業計画書等に関するヒアリン

グを実施のうえ、下記（４）の選定基準等に基づいて総合的な審査を行い、最適と認

められる法人等を指定管理者の候補者として選定します。 
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（４） 選定基準 

ア 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保できるものであること。 
イ 事業計画書の内容が、ゆめドームの施設等の適切な維持管理を図るものであるこ

と。 
ウ 事業計画の内容が、ゆめドームの効用を最大限発揮できるものであり、県民サー

ビスの向上を図るものであること。 
ウ 事業計画書の内容が、ゆめドームの管理に係る経費の縮減を図るものであること。 
エ 指定を受けようとするものが、事業計画に沿った管理を安定して行うために必要

な人員及び財政的基礎を有していること。 
（５） 選定委員会委員によるヒアリングの開催 

指定管理者の選定にあたり、指定の申請をした団体に対しヒアリングを実施します。 
（申請団体のプレゼンテーションを含む。） 

   開催日及び開催場所については、別途連絡します。 
（６） 失格事項 

次の要件に該当した場合は、選定審査の対象から除外します。 
ア 選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合 
イ 提出書類に虚偽又は不正があった場合 
ウ 提出書類等の提出期間を経過してから提出書類等が提出された場合 
エ 複数の申請を行い又は複数の事業計画書を提出した場合 
オ 提出書類提出後に事業計画の内容を大幅に変更した場合 
カ その他不正行為があった場合 

（７） 選定結果の通知 

指定管理者の選定の結果は、申請者に書面で通知します。（平成１７年１０月中旬頃

予定） 
（８） 選定結果等の公表 

指定管理者の申請者名並びに審査の経過や選定の結果については、三重県ホームペ

ージで公表します。 
 
１０ 指定管理者の指定 

指定管理者に選定された法人等については、平成１７年１１月召集予定の三重県議

会定例会における議決を経た後に、指定管理者として指定します。 
ただし、指定申請以降に、「７ 申請資格」に掲げる全ての要件を満たさないことと

なった場合、又は「９（６）失格事項」に掲げる要件に該当することが判明した場合

には、指定をしないことがあります。 
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１１ 指定管理者との協定書の締結 

   県と指定管理者は、協定書を締結します。 
   協定は、指定期間を通じての基本的な事項を定めた「基本協定」と年度ごとの事業

実施に係る事項を定めた「年度別協定」に分けて締結します。 
   協定書の主な内容は、次の項目を予定しています。 
（１） 基本協定 

  ア 指定期間に関する事項 
  イ 施設の利用許可等に関する事項 
  ウ 財産の管理に関する事項 
  エ 県が支払う指定管理料に関する事項 
  オ 利用料金に関する事項 
  カ 事業計画書に関する事項 
  キ 個人情報の保護に関する事項 
  ク 情報公開の推進に関する事項 
  ケ 業務報告及び事業報告に関する事項 
  コ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 
  サ リスク管理、責任分担に関する事項 
  シ その他、各施設の管理において必要と認める事項 
（２） 年度別協定 

  ア 当該年度の業務内容に関する事項 
  イ 当該年度に県が支払う指定管理料に関する事項 
  ウ 当該年度に必要となるリスク管理、責任分担に関する事項 
 
１２ 管理状況の把握と評価・監査 

（１） アンケート等の実施 

指定管理者は、サービスの向上等の観点から、アンケート等でゆめドームを利用す

る者の苦情・ニーズ等を把握するように努め、その後の管理運営に反映させてくださ

い。 
（２） 業務報告書の提出 

（１）のアンケート等の結果及びその対応状況、毎月の利用者数、利用料金の実績

等について、四半期毎にまとめた業務報告書をその翌月１５日までに県に提出してく

ださい。 
（３） 業務の評価 

県は、指定管理者による適正なサービスの提供を確保するため、上記（２）の業務

報告書、条例第１０条の規定による事業報告書等の提出を受けて、下記の管理運営業

務に関する評価等を行うことを予定しています。 
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ア 定期評価 
  県は業務報告書、事業報告書等に記載された内容及び指定管理者によるサービ

スの履行内容が別途締結する協定書に示す管理の基準等を満たしているかについ

ての確認を行います。 
イ 随時評価 
  県は、必要があると認めたときは、原則として指定管理者に事前に通知したう

えで、ゆめドームの維持管理及び経理の状況に関し指定管理者に説明を求め、又

はゆめドームうえの内において維持管理の状況の確認を行うことがあります。 
（４） 監査の実施 

地方自治法第１９９条第７項、第２５２条の３７第４項、第２５２条の４２第１項

に基づき、指定管理者が行うゆめドームの管理の業務に係る出納関連の事務について、

必要に応じて、監査委員、包括外部監査人、個別外部監査人による監査を受けてくだ

さい。 
 

１３ 県と指定管理者との責任の分担 
   県と指定管理者との責任の分担は、原則として次の表のとおりとします。なお、詳

細については、県と指定管理者との間で締結する協定のなかで定めます。 
項目 指定管理者 県 

施設（建物、工作物、機会設備等）の保守点検 ○  
施設の維持管理 ○  
施設の修繕 ○ ○ 
安全衛生管理 ○  
事故・火災等による施設・備品の損傷 ○(1) ○ 
施設利用者の被災に対する責任 ○(2) ○ 
包括的な管理責任  ○ 
(1) 指定管理者の責めに帰すべき場合は指定管理者の責任となります。 
(2) 指定管理者は、施設利用者の被災に対する第一次責任を有し、施設又は施設利用者

に災害があった場合は、被害が最小限となるよう迅速かつ適切な対応を行い、すみ

やかに県に報告しなければなりません。 
 

１４ 事業の継続が困難になった場合における措置 

（１） 県への報告 

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はその恐れが生じた場合には、速

やかに県に報告しなければなりません。 
（２） 指定管理者に対する実地調査等 

指定管理者の責めに帰すべき事由により管理が困難となった場合、又はその恐れが

生じた場合には、県は、地方自治法第２４４条の２第１０項及び条例第１０条の規定

により、指定管理者に対して管理業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地につい
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て調査し、又は必要な指示をすることがあります。 
なお、指定管理者が当該期間内に改善できなかった場合には、県は、指定管理者の

指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じる場

合があります。 
（３） 指定管理者の倒産等 

指定管理者の倒産、若しくは指定管理者の財務状況が著しく悪化するなど指定に基

づく管理の継続が困難と認められる場合、又は著しく社会的信用を損なうなど指定管

理者として相応しくないと認められる場合には、県は、指定管理者の指定を取り消す

ことがあります。 
（４） 県に対する損害賠償 

上記（２）又は（３）により指定管理者の指定を取り消され、県に指定管理者の債

務不履行による損害が生じた場合には、指定管理者は、県に対し賠償の責めを負うこ

ととなります。 
（５） その他不可抗力の場合 

指定管理者の責めに帰すことができない事由により事業の継続が困難となった場合

には、県と指定管理者は、事業継続の可否について協議をするものとします。 
 

１５ その他 

（１） 施設管理開始までにおける指定の取消し 

指定管理者の指定後、施設の管理開始までの間において、次に掲げる事項に該当す

るときは、その指定を取り消すことがあります。 
ア 正当な理由なくして県との協定の締結に応じないとき。 
イ 指定管理者の資金事情の悪化等により、事業の履行が確実でないと認められる

とき。 
ウ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者として相応しくないと認めら

れるとき。 
（２） 業務の再委託 

指定管理者は、業務を一括して他の事業者等に委託することはできません。ただし、

業務の一部を専門業者等に委託することは可能です。 

（３） 施設等の引継ぎ 

ゆめドームうえのの管理の引継ぎについては、協定締結後、随意行うこととします。 
なお、引継ぎにあたって、必要な経費は、指定管理者の負担とします。 
 

１６ 申請書提出先（問い合わせ先） 

   〒514-8570 三重県津市広明町１３番地（三重県庁２階） 
   三重県地域振興部東紀州活性化・地域特定プロジェクト 
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   担当者 村田 佳紀 
   電話     ０５９－２２４－２４２０ 
   ファクシミリ ０５９－２２４－２４１８ 
   電子メール   chiiki@pref.mie.jp 
 


