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１ 指定管理者募集の目的

川崎市産業振興会館は、経済の国際化、高度情報化、技術革新等による産業構造の変化に

対応するため、企業間における情報交流、企業の技術開発、販路開拓事業の推進等を図り、

もって本市産業の発展と地域経済の活性化に寄与することを目的に設立された会館です。 

 この設立目的をより効果的・効率的に達成されることと合わせて、民間事業者のノウハウ

などを活用したサービス向上が図られることを期待して、川崎市産業振興会館を指定管理

者制度により運営することとし、次のとおり指定管理者を募集します。 

２ 施設の目的

経済の国際化、高度情報化、技術革新等による産業構造の変化に対応するため、企業間に

おける情報交流、企業の技術開発、販路開拓事業の推進等を図り、もって本市産業の発展と

地域経済の活性化に寄与するため、川崎市産業振興会館（以下「本施設」という。）を設置

します。（川崎市産業振興会館条例（以下「条例」という。）第１条） 

３ 施設の概要

（１） 名 称  川崎市産業振興会館 

（２） 所 在 地  川崎市幸区堀川町 66番地 20 

（３） 規模構造  地 下 １ 階 ～ ３ 階：鉄筋コンクリート造 

４階～12 階、屋上：鉄骨造 

（４） 敷地面積  1,460.23 ㎡ 

（５） 建築面積  1,267 ㎡ 

（６） 延床面積  10,094.90 ㎡ 

（７） 施設内容  会議室７、研修室３、ホール１、企画展示場１（３分割可）、事務室等 

４ 指定期間

平成 31 年４月１日から平成 36年３月 31日までの５年間を予定しています。ただし、管

理を継続することが適当でないと市が認める場合には、指定管理者の指定を取消すことが

あります。 

５ 開館時間及び休館日

開館時間 午前９時から午後９時まで 

休 館 日 12 月 29 日から翌年の１月３日までの日 

※ ホールにあっては、設備点検日として、原則毎月第１・第３月曜日も休館日とします。 

※ その他、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は

臨時に開館し、若しくは休館することができます。 
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６ 指定管理業務開始までの主なスケジュール

募集の告示 平成 30 年８月 ３日（金） 

募集要項等の配布 
平成 30 年８月 ３日（金）から 

平成 30 年９月 ３日（月）まで 

募集に関する現地説明・見学会への参加申込 
平成 30 年８月 ３日（金）から 

平成 30 年８月 ９日（木）まで 

募集に関する現地説明会・見学会の開催 
平成 30 年８月 13 日（月）から 

平成 30 年８月 15 日（水）まで 

募集要項等に関する質問の受付 
平成 30 年８月 ３日（金）から 

平成 30 年８月 17 日（金）まで 

募集要項等に関する質問に対する回答期限 平成 30 年８月 24 日（金） 

申請書類の提出 
平成 30 年８月 ３日（金）から 

平成 30 年９月 ３日（月）まで 

申請者が管理する施設への現地視察等の実施 
平成 30 年９月 ４日（火）から 

平成 30 年９月 10 日（月）まで 

経済労働局指定管理者選定評価委員会による審査 平成 30 年９月中旬予定 

市長による最終決定 平成 30 年９月下旬予定 

選定結果の通知 平成 30 年 10 月上旬予定 

市議会による議決（指定管理者の指定） 
平成 30 年 12 月中予定 

（平成 30年第４回定例会）

協定書の締結 平成 30 年度中 

指定管理業務の引継 指定管理者の指定後、平成 31年３月末まで

指定管理業務の開始 平成 31 年４月１日（月） 
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７ 指定管理者が行うべき業務の内容

指定管理者は次の業務（以下、「指定管理者業務」という。）を行うものとします。 

なお、業務の詳細については「川崎市産業振興会館指定管理業務仕様書」（以下「仕様書」

という。）等において定めます。 

（１） 産業振興に関する業務

ア. 企業間の情報交流の促進並びに産業情報の収集及び提供に関する業務

イ. 情報の高度化に対応する企業の技術振興及び人材育成に関する業務

ウ. 市内企業の製品の展示及び販路開拓の相談に関する業務

エ. 産業経済の調査研究に関する業務

オ. 飲食・展示スペースの運営に関する業務

カ. 施設利用者に対するサービスの提供に関する業務

キ. 施設の有効活用に関する業務

ク. その他本施設の設置目的を達成するために必要な事業に関する業務

（２） 施設の維持管理に関する業務

ア. 施設等の利用申請等に関する業務

イ. サービス向上に関する業務

ウ. 施設等の維持管理に関する業務

エ. 災害時等における帰宅困難者一時滞在施設に関する業務

オ. その他施設等の維持管理のために必要な業務

（３） その他施設等の管理運営のために必要な業務

ア. 総務・経理に関する業務

イ. 施設利用者の意見等の把握に関する業務

ウ. 事業計画書の提出に関する業務

エ. 事業報告書の提出に関する業務

オ. セルフモニタリングに関する業務

カ. その他施設等の管理運営のために必要な業務

８ 提案事業と自主事業

指定管理者は、仕様書に掲げた業務のほか、あらかじめその内容を市に提案し、市が施設

の設置目的内であると判断し、基本協定書及び年度協定書（以下、「協定書」という。）に記

載した事業については、提案事業として事業を実施することができます。なお、提案事業は

指定管理業務となります。 

また、上記に該当しない場合においても、市が公共の福祉に反しないと判断した事業につ

いては、指定管理者の自主事業として実施することができますが、自主事業は、指定管理者

が費用等を全て負担して実施するものとし、料金を徴収する場合は、自己の収入とすること

ができます。なお、料金設定については市と協議の上、指定管理者が決定するものとします。 
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【指定管理業務と自主事業の分類表】 

協定書記載の業務 

＝指定管理業務 

市が仕様書に掲げた業務 

提案業務（指定管理者が企画した業務） 

協定書記載以外の業務 

＝自主事業 

設置目的内 ⇒ 施設の使用許可による事業 

※市と協議を行い協定書に記載した場合は、指定管理業務となります。 

設置目的外 ⇒ 施設の目的外使用許可による事業 

９ 業務の一括委託の禁止

指定管理者は、本業務を一括して第三者へ委託することはできません。ただし、業務の一

部（清掃業務、警備業務、飲食業務等）を第三者へ委託することができます。 

この場合、指定管理者は、川崎市中小企業活性化のための成長戦略に関する条例の主旨を

踏まえ、市内業者（川崎市内に本社を有する事業者）の育成及び市内経済の活性化を図るた

め、可能な限り市内業者の活用に努めるものとします。 

10 指定管理業務に係る経費
（１） 指定管理者の収入について 

ア. 指定管理料 

指定管理料は、会計年度（４月１日から３月 31 日まで）ごとに支払うものとし、

支払方法や金額については、協定で定めるものとしますが、指定管理料の上限額は、

５年間の合計で 792,100 千円（税込額）とします。 

なお、この上限額は消費税率８％を基に算定しておりますが、消費税率の引上げ

が決定された場合、改めて新税率を適用した算定を行い、確定することとします。 

また、指定管理業務について、川崎市が示した基準に従って実施する中で、利用

料金収入の増加、コストの削減等、指定管理者の努力により生み出された余剰金は、

原則として精算による返還を求めません。一方、仕様書に定められた実施回数を下

回った場合や、当初見込まれていなかった特段の事情変更が生じた場合等、当初の

協定金額を支払うことが合理的でない場合には、精算による返還を求めることが

あります。 

ただし、想定の範囲を超える物価の高騰や、災害等による大規模な損害が発生し

た場合等は、市と協議の上、対応を決定するものとします。 

イ. 指定管理料以外の収入 

 指定管理者は、施設利用者が支払う利用料金、自動販売機の設置等の附帯事業に

伴う収入、自主事業に伴う収入について、自らの収入とすることができます。ただ

し、利用料金の金額については、条例別表に定める金額の範囲内において、市長の

承認を受けた上で、指定管理者が定めるものとします。なお、指定管理期間の利用

料金収入の見込みについては、現行指定期間における利用率実績や収入実績を参
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考に算出してください。 

（現行指定期間における利用実績） 

年度 
施設 

多目的ホール 企画展示場 研修室 会議室 全体 

平成 26 年度 76.2％ 64.1％ 66.8％ 52.8％ 59.8％

平成 27 年度 76.8％ 67.5％ 68.7％ 57.9％ 63.6％

平成 28 年度 76.4％ 68.2％ 69.3％ 58.0％ 63.9％

平成 29 年度 85.7％ 72.2％ 75.0％ 64.1％ 69.7％

（２） 指定管理者の支出について 

 指定管理業務及び自主事業（以下「指定管理業務等」という。）に要する一切の経

費は、指定管理者の負担としますが、市が実施する修繕にかかる費用等は除きます。 

そのため、申請者は、指定管理業務等を行うために必要な一切の経費について、

あらかじめ見込んだ上で、申請時に提出していただく収支予算書を作成するものと

します。 

（３） 事業の収益性向上と収益の還元について 

 指定管理者は、施設等の稼働率の向上等により収益性を向上させるとともに、施

設の設置目的を十分に達成した上で、なお、余剰金が発生した場合には、産業振興

に資するサービスの提供、本施設の改修工事等による施設利用者へのサービス向上

等、収益の還元についても積極的に提案してください。 

（４） その他の経費について 

ア. 公租公課の取り扱い 

 本施設は、利用料金制を採用しているため、指定管理者に対して、法人に係る市

民税等が課税される場合があります。国税については、税務署、県税については、

県税事務所、市税については、川崎市財政局税務部市民税管理課に御確認ください。 

イ. 業務の準備及び引継に要する費用 

 指定管理者は、指定管理の始期（平成 31年４月１日を予定）から、円滑に業務

を実施できるように、物品の持込み等の必要な準備を、自らの負担において行うも

のとします。 

 また、指定管理者は、指定期間終了又は指定の取消しに伴い、次期指定管理者に

対して業務の引継ぎを行うものとしますが、指定期間終了前に、文書及び実務担当

者による現場説明を十分に行うものとします。また、この場合の資料作成、説明等

に必要な経費は指定管理者の負担とします。 

ウ. 修繕に関する費用 

 指定管理者は、１件当たり 100 万円未満の会館（目的外使用許可及び使用承認

等部分を含む。）の修繕費については、原則として自らの負担において必要な修繕

を行うものとします。なお、指定管理者が負担する年間累計限度額の標準額は、200
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万円としますが、市と協議の上、確定額を年度協定にて定めるものとします。 

 なお、利用者の責めに帰すべき理由がある場合は、利用者の負担において修繕を

行うこととし、その費用の請求等は、指定管理者が行うものとします。 

 また、指定管理者の責に帰すべき理由により、修繕が必要となった場合は、１件

あたり 100 万円以上のものであっても、指定管理者の負担とし、年間累計限度額

の算定においても同様とします。 

 ただし、１件あたり 100 万円以上のものや、年間累計限度額の標準額を超える

ものであっても、本施設の管理運営上、緊急性の高い修繕については、市と指定管

理者の協議事項とします。 

エ. 光熱水費 

 本施設全体の光熱水費について、指定管理者が立替払いにより行うものとしま

す。ただし、行政財産の目的外使用許可により本施設を利用しているもの（以下「目

的外使用者」という。）による光熱水費については、各目的外使用者が負担するも

のとします。なお、詳細については仕様書を参照してください。 

11 市と指定管理者のリスク分担
市と指定管理者のリスク分担の考え方は概ね次のとおりとしますが、詳細は基本協定書

締結時に定めるものとします。 

種  類 内  容
負  担

指定管理者 市

サービスリスク サービスの質の変動に関するリスク ○

利用者リスク 利用者数の変動に関するリスク ○

利用料金リスク 利用料金の変動に関するリスク ○

維持管理リスク 良好な施設状態の維持に関するリスク ○

施設所有者リスク
事業期間中に必要な大規模改修等を実施することに関

するリスク
○

不可抗力リスク 地震等の自然災害やテロリズム等人災の発生のリスク 協議事項

法令変更リスク 法令（税制を含む。）の変更に関するリスク 協議事項

物価変動リスク

物価・金利の変動に伴う経費や収入の増加又は減少 ○

予測不可能な物価・金利の変動により事業者の業務継

続が困難となり、利用者へのサービスを中断せざるを

得ない場合

協議事項

※ 施設修繕に関するリスクについては、「10（４）ウ.修繕に関する費用」のとおりです。 
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12 申請資格等
（１） 申請資格 

 指定管理者の募集にあたっては、次のアからカまでの条件を満たす法人その他の

団体（以下「団体」という。）が申請することができます。なお、法人格の有無は、

問いませんが、個人での申請はできません。 

 また、複数の団体が共同事業体を結成又は特定目的会社（以下「ＳＰＣ」という。）

等（以下「グループ」という。）の設立を予定して申請することも可能ですが、グル

ープの構成員全てが次のアからカまでを満たす必要があります。 

 なお、同一団体又は同一グループによる複数の申請はできません。 

ア. 団体又はその代表者が契約を締結する能力を有するものであること。ただし、破産

者については、復権を得ていない者を除く。 

イ. 地方自治法施行令第 167 条の４第２項の規定により市における一般競争入札の参

加を制限されていない者であること。 

ウ. 市から川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に定める指名停止措置を受けて

いない者であること。 

エ. 団体又はその代表者が地方税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者

であること。 

オ. 会社更生法に基づく更生手続開始の申立をしていないか、若しくは申立がされて

いない者、又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立をしていないか、若しくは

申立がされていない者であること。 

カ. 市と神奈川県警察との間で締結している「指定管理者制度における暴力団排除に

関する合意書」において、次の排除措置の対象とされていない者であること。 

(ア) 法人等の役員等経営に関与する者（以下「役員等」という。）に暴力団員等が含

まれている場合 

(イ) 法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等を使用している場合 

(ウ) 法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上

の利益を供与している場合 

(エ) 法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な交際をしている場合 

(オ) 法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等が実質的に支配している法人、その

他の団体を利用している場合 

（２） グループの構成員に関する条件 

ア. 構成員の中から、代表者となる団体を決めるものとします。 

イ. 申請書類の提出後、指定管理者に指定された場合は、当該指定管理者の本業務に係

る債務の履行終了まで、指定管理者とならなかった場合は、選定結果の通知を得る

まで、グループの代表者及び構成員の変更は原則として認めません。ただし、事前

に市の承認を得た場合は、この限りではありません。 
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ウ. 指定管理者に指定された場合、グループの構成員は、指定管理者としての業務の遂

行及び業務の遂行に伴う債務の履行に関し、連帯して責任を負います。 

エ. グループの構成員となった団体は、その団体単独又は異なるグループの構成員と

して申請を行うことはできません。 

（３） 留意事項 

ア. 申請書類の提出をもって募集要項及び仕様書等の記載内容を承諾したものとみな

します。 

イ. 提出期間終了後の申請書類の再提出及び差替えは、原則として認められません。た

だし、市から書類の不足、不備の補完、内容不明点の回答のほか、必要に応じて追

加資料の提出を求められた場合は、この限りではありません。 

ウ. 申請書類に虚偽の記載をした場合は失格とします。 

エ. 申請１団体又は１グループにつき、事業計画書の提出は１組とし、複数の提出は、

認められません。 

オ. 申請書類は原則として返却しません。また、申請書類は川崎市情報公開条例の対象

となります。 

カ. 申請に関して必要となる費用は、申請者の負担とします。 

キ. 申請書類を提出した後に辞退する場合には、辞退届（様式９）を提出してください。 

ク. 申請者の審査を行う上で、団体及びグループの構成員の運営する施設に対して、管

理運営状況の調査、ヒアリング及び現地視察等を行う場合があります。 

ケ. 指定管理者の審査に係る経済労働局指定管理者選定評価委員会1（以下「評価委員

会」という。）の委員に対する、本件提案についての接触を禁止します。接触の事

実が認められたときは、失格となる場合があります。 

コ. 選定結果については、指定管理予定者として選定された団体又はグループの概要

及び提案内容等のほか、申請を行った全ての団体及びグループについて、団体名、

主な提案内容及び審査結果（選定基準ごとの得点）等を、市ホームページ等で公表

します。 

13 募集要項等の配布方法
（１） 募集要項等の配布場所 

 募集要項等については、原則、市ホームページ上での配布のみとします。ただし、

施設図面については、市ホームページには掲載せず、「24 問合せ先」の担当課宛て、

電話で日時を予約の上、窓口にてＣＤ－Ｒ（ＰＤＦ形式）での配布とします。なお、

ＣＤ－Ｒは１団体又はグループに対して配布は 1枚のみとします。 

1 川崎市経済労働局が所管する公の施設への指定管理者制度の導入や指定管理業務申請者

の審査等を行う機関
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ア. 施設図面の配布窓口 

川崎市川崎区駅前本町 11-２ 川崎フロンティアビル 10階 

川崎市経済労働局産業振興部工業振興課 

（２） 配布期間 

平成 30 年８月３日（金）から平成 30 年９月３日（月）まで 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

14 説明会の開催及び質問方法
（１） 指定管理者の募集に関する説明会 

 申請を希望する団体及びグループに対して、次のとおり説明会を開催します。申

請を希望する団体及びグループはできる限り参加してください。 

ア. 開催予定期間 

平成 30 年８月 13 日（月）から平成 30年８月 15日（水）まで 

イ. 会場（予定） 

川崎市産業振興会館 11階第６会議室（川崎市幸区堀川町 66番地 20） 

ウ. 参加申込 

説明会に参加を希望される団体及びグループは、平成 30 年８月９日（木）まで

に、「24 問合せ先」の担当課宛て、電子メールに「指定管理者募集説明会参加申

込書（様式７）」を添付して申し込みください。なお、参加は１団体（グループ）

につき１回までとします。 

エ. 申込方法 

電子メール送付の際には、件名を「指定管理者募集説明会申込」とし、開封確認

等で着信を確認してください。希望される日時の中から市が調整を行い、指定日時

を電子メールで返信いたしますが、調整が整わない場合は、別途連絡いたします。

なお、市の電子メールソフトでは、次の拡張子における添付ファイルでの送受信が

禁止されておりますので、添付の際には御注意ください。 

【送受信を禁止する添付ファイルの拡張子】 

lzh 、sit 、tar 、tgz 、cab 、rar 、iso 、拡張子なし  

オ. その他 

当日、説明会場で募集要項・仕様書等の資料は配布しませんので、市ホームペー

ジから資料を印刷の上、持参してください。なお、参加人数については、事前に調

整させていただく場合がございますので、あらかじめ御承知おきください。 

（２） 質問事項 

質問がある場合には、平成 30年８月３日（金）から平成 30年８月 17日（金）午

後３時までに、「24 問合せ先」の担当課宛て、質問書（様式８）を電子メールで送

付してください。電話、来訪等による質問は受け付けません。また、電子メール送
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付の際には、件名を「指定管理者募集質問事項」とし、開封確認等で着信を確認し

てください。なお、送受信禁止ファイルは「14（１）エ 申込方法」と同様です。 

質問に対する回答は、内容を市ホームページ上に随時掲示し、全ての回答を平成

30 年８月 24 日（金）までに行う予定です。 

15 申請方法
（１） 申請書類の提出 

申請者は、別添「申請書類一覧表」を参考に、必要な資料・部数を取り揃え、次

のとおり申請書類を提出してください。 

ア. 受付時間 

日時：平成 30年８月３日（金）から平成 30年９月３日（月）まで 

   午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

イ. 提出場所 

川崎市川崎区駅前本町 11-２ 川崎フロンティアビル 10階 

川崎市経済労働局産業振興部工業振興課 

ウ. 提出方法 

「24 問合せ先」の担当課宛て、電話で日時を予約の上、直接持参してください。

それ以外の郵送や電子メール、ＦＡＸ等の方法では一切受付けません。 

（２） 申請に必要な書類 

 申請しようとする団体及びグループは、次に掲げる書類を正１部、副 12部（副は

複写可）の合計 13 部提出してください。グループによる申請の場合、「様式３」か

ら「様式４－３」までの書類については、代表団体のほか各構成団体も提出してく

ださい。 

 また、全ての書類はＡ４版（両面印刷可）で作成し、２ページ以上になるものに

ついては、ページ番号を付した上、フラットファイル（Ａ４）綴じ等にして、様式

番号等を記入したインデックスを貼付してください。なお、申請書類のうち様式類

に関しては電子データ（拡張子変更は行わないでください）を併せて提出してくだ

さい。申請書類に不備がある場合は受付けません。 

ア. 指定申請書（様式１） 

イ. グループによる申請の場合は、次の書類も提出してください。 

(ア) グループ（共同事業体・ＳＰＣ等）構成団体届出書（様式２－１） 

(イ) 指定管理者指定グループ申請委任状（様式２－２） 

ウ. 団体の概要（様式３） 

次の書類を添付して提出してください。 

(ア) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

※法人以外の団体あっては、これらに相当する書類 
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(イ) 役員名簿及び履歴書 

(ウ) 組織及び運営に関する事項を記載した組織図等の書類 

(エ) 申請書提出時の常勤役員数、従業員数、非常勤従業員数等の人員表 

(オ) 現に行っている事業概要を記載したパンフレット等の書類 

(カ) 平成 29 年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は

収支計算書 

※ただし、平成 30年度に設立された法人にあっては設立時点の財産目録 

(キ) 平成 30年度及び平成 31 年度における法人等の事業計画書及び収支予算書 

(ク) 法人にあっては、法人税、消費税及び地方消費税の未納税額がないことの証明

書、市内に事業所を有する場合は、川崎市税の平成 28年度及び平成 29 年度分の

納税証明書 

エ. 宣誓書（様式４－１）（申請資格及び提出書類に偽りがないことの確認用） 

オ. 指定管理者制度における暴力団排除に関する合意書に基づく個人情報の外部提供

同意書（様式４－２） 

カ. コンプライアンス（法令遵守）に関する申告書（様式４－３） 

※詳細は「22 留意事項」の「（１）コンプライアンス（法令遵守）」を参照 

キ. 指定管理に係る事業計画書（様式５、様式５－１から様式５－16 まで） 

ク. 指定期間における収支予算書及び内訳書（様式６－１から様式６－４まで） 

16 指定管理予定者選定の基準等
（１） 選定方針 

 審査は、公募提案方式により行います。 

 学識経験者等からなる評価委員会において、申請書類の提案審査を行います。審

査に際しては、申請者による提案内容のプレゼンテーションを実施します。プレゼ

ンテーションについては、「事業計画書」（15（２）申請に必要な書類）を中心に行

うものとし、補足資料等（提出した申請書類と齟齬の無い資料とするものとし、「事

業計画書」に記載がない内容が含まれている場合は、提案があったものとみなしま

す。）を作成してプレゼンテーションを行うこともできます。 

 申請が１団体（グループ）であっても、評価委員会で審査し、指定管理者として

の適否を判断します。評価委員会は、９月中旬の開催を予定しておりますが、詳細

については、後日、申請者に通知します。 

 審査結果を踏まえ、市長が指定管理予定者を決定し、その後、市議会の議決を経

て、市が指定管理者を指定します。 

（２） 審査の視点 

 審査については、次の審査の視点を踏まえ、申請者の施設運営能力を多面的に把

握して行います。 
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【審査の視点】 

ア 明確性：適切な用語・表現を用いて、分かりやすく論理的に説明されていること。 

イ 魅力度：提案内容が魅力的又は妥当なものであること。 

ウ 具体性：抽象的ではなく具体的・客観的な提案となっていること。 

エ 実現性：提案内容を確実に実施できることが論証されていること。 

オ 独自性：他の申請者と差別化できる内容となっていること。 

カ 一貫性：提案内容全体が統一されていること。 

（３） 審査基準 

審査基準、審査の観点及び配点ウェイトは、次のとおりとします。 

配点：合計 100 点、基準点：配点合計の 60％とし、基準点未満の場合、失格としま

す。 

選定基準 
配点 

対応 

様式評価項目 評価のポイント 

全体運営方針について 10.0 点 

基本方針について 

・ 施設の設置目的を踏まえて、より魅力的

な提案となっているか 

・ 公の施設であることを踏まえ、施設利用

者に対して公平かつ適切なサービスの提

供の提案となっているか 

5.0 点 ５‐１ 

収支計画について 

・ 施設設置目的の達成を図りつつ、経費の

縮減を図る等、収支計画及びその見込み

は適切なものであるか 

・ 指定管理料や利用料金収入の見込みは

適切なものであるか 

・ 上記の見込みが、実現可能で具体的な見

込みとなっているか 

5.0 点 

６－１ 

６－２ 

６－３ 

６－４ 

産業振興に関する業務の実施について 30.0 点 

情報交流、産業情報に関

する取組について 

・ 川崎市の産業施策や市内外の企業動向、

課題を把握して「産業情報かわさき」を

作成しているか

・ 必要な支援策について、実現可能で具体

的な提案となっているか

・ 関係各機関や先進事例を持つ中小企業に

ついて、十分なネットワークを有してい

るか

・ 情報発信について、「産業情報かわさき」

6.0 点 ５－２ 
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の配布先・方法、産業情報コーナーの活

用方法やインターネット情報発信業務は

効果的なものとなっているか

技術振興、人材育成に関

する取組について 

・ 中小企業の技術力強化等の支援や人材育

成のための研究会等の開催について、目

的に沿った効果が見込める、具体的な提

案を行っているか 

・ 人材育成の推進を行うにあたり、産業の

グローバル化、高度情報化に対応した活

動の提案があるか 

・ 産業技術振興業務において、関連技術の

高度化・若手技術者の技術レベルの向上

を図るための取組や対象者の抽出方法が

具体的であるか 

・ 産業技術振興業務におけるイベントを行

うにあたり、実績や実現可能な体制を有

し、適切な人材が確保できるか 

6.0 点 ５－３ 

製品の展示及び販路開拓

に関する取組について 

・ 市内中小企業の主要製品、技術等情報等

のデータベース作成について、具体的な

提案があるか 

・ 企業間マッチングを促進するのに十分な

ネットワークや実績を有しているか 

・ 受発注の機会につながる取組について、

具体的な提案がなされているか 

6.0 点 ５－４ 

産業経済の調査研究に関

する取組について 

・ 市内企業の動向を把握するための調査を

実施するにあたり、調査方法や対象、調

査時期などの実施方法について、具体的

な提案となっているか 

・ 元気企業発掘として様々な取組を行って

いる中小企業や、連携事例について、情

報収集と選定方法が具体的に提案されて

いるか 

6.0 点 ５－５ 

飲食・展示スペースの運

営に関する取組について 

・ 提供するメニューや営業時間、店舗イメ

ージ等の具体的かつ魅力的な提案がある

か 

2.0 点 
５－６ 

６－４ 
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施設の有効活用に関する

取組について 

・ 産業振興に資することを目的とし、施設

機能を活用した魅力的な取組が提案され

ているか 

4.0 点 ５－７ 

施設の維持管理業務の実施について 30.0 点 

施設利用者の安全性、利

便性の確保等に関する取

組について 

・ 利用率と収支バランスを考慮して、利用

料金が定められているか 

・ 施設利用者の利便性を考慮した柔軟な施

設維持管理の提案があるか 

・ 金銭管理や備品等の管理、セキュリティ

の確保、緊急時の対応を含めた具体的な

提案があるか 

・ 施設利用者が快適に利用できるサービス

を提供する提案となっているか 

・ 長寿命化に向けた取組等、施設や物品を

長期間使用するための提案があるか 

20.0 点 ５－８ 

環境配慮等の取組につい

て 

・ 本施設の維持管理・運営にあたり、節電

対策や省エネに対する取組等、環境配慮

のための取組の提案があるか 

5.0 点 ５－８ 

災害時等の対応に関する

取組について 

・ 帰宅困難者の一時滞在施設を開設した時

の対応や、必要な体制が具体的に提案さ

れているか 

・ 災害等の発生時に、関係機関と連携して

柔軟な対応が行える提案となっているか 

・ 会館利用時間外の対応について、実現可

能で具体的な提案があるか 

5.0 点 ５－９ 

事業の安定性・継続性の確保への取組 15.0 点 

管理運営組織・人員配置

について 

・ 事業を安定的かつ継続的に実施するため

に、適切かつ十分な管理運営体制を構築

し、必要な人員を配置するとともに、事

務室についても具体的に提案しているか 

5.0 点 ５－10 

業務改善に向けた取組に

ついて 

・ 今後５年間運営を行っていく上で、施設

利用者のニーズを踏まえつつ、本施設の

設置目的の達成に向けた業務改善につい

て、PDCA サイクルの具体的な手法の提案

があるか 

2.0 点 ５－11 
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コンプライアンスにおけ

る取組について 

・ 法令を遵守するとともに、関係法令に準

じて、施設利用者の個人情報の適切な保

護・管理、利用許可等の処分を行う際の

手続を整備する等のコンプライアンス確

保の取組について、現在どのように取組

んでいるか 

2.0 点 ５－12 

類似施設の運営実績につ

いて 

・ 類似施設での運営実績があるなど、事業

や施設等の管理を安定して実施するため

のノウハウや知見を有するか 

4.0 点 ５－13 

業務の準備及び引継につ

いて 

・ 指定管理業務を受託するにあたり、円滑

に準備し、また、前期指定管理者から引

継ぐための具体的な提案があるか 

2.0 点 ５－14 

その他 15.0 点 

市の政策との整合性等に

ついて 

・ 本施設の設置目的との整合性のほか、再

委託における市内企業の積極的な活用、

市政への積極的な貢献等、市の政策に整

合する取組が具体的に提案されているか 

5.0 点 
５－１ 

５－16 

収益性向上及び管理経費

縮減の取組について 

・ 利用率の向上をはじめとした、収益向上

のための取組について、実現可能性や具

体性、工夫ある提案がされているか 

・ 管理経費の縮減のための取組について、

実現可能性や具体性、工夫ある提案がさ

れているか 

5.0 点 ５－15 

 その他仕様書を上回る提

案について 

・ 上記審査項目で評価できない、仕様書に

ない部分について魅力的な提案があるか 
5.0 点 ５－16 

合   計 100.0 点 

（４） 選定結果 

ア. 選定結果については、書面にて通知します。 

イ. 公平性、透明性等を図るため、選定結果及び審査内容の概要については、市ホーム

ページ上に公表します。ただし、川崎市情報公開条例に基づき、一部非公開とする

場合があります。 

（５） 指定管理予定者 

ア. 選考の結果、第１順位の指定管理予定者が理由なく調整に応じない場合、市は調整

を打ち切ることとし、第１順位の指定管理予定者に調整を打切る旨の通知を行う

とともに、第２順位の者と調整に入ります。 
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イ. 第１順位の者が次のいずれかに該当し、指定管理予定者としての資格を取消され

た時は、第２順位の者を指定管理予定者とし、基本協定書の締結に向けた協議を行

います。 

(ア) 指定管理者に指定することが不適当と認められる事情が生じたとき 

(イ) 基本協定書の締結に向けた協議が整わないと認められたとき 

17 協定書の締結について
（１） 協定書の基本的な考え方 

 市は、市議会での議決を経た後に指定管理者を指定し、告示した後、市は、指定

管理者と細目について協議を行い、協議成立後、指定期間中の包括的な事項を定め

る基本協定書を締結します。なお、基本協定書は、原則として仕様書に基づいて作

成しますが、やむを得ない事情があり、かつ双方が合意した場合は、仕様書の内容

を見直すことができるものとします。 

また、毎年度、基本協定書に基づき、各年度の実施事項を定める年度協定を締結

します。 

 指定管理者がグループである場合、市は全ての構成員と調印を行いますので、そ

の際は代表者が全ての構成員をとりまとめて手続を行うものとします。 

（２） 主な協定書の内容 

ア. 協定書の有効期間に関する事項 

イ. 業務内容に関する事項 

ウ. 管理者の配置、原状変更、事故等に関する事項 

エ. 施設・設備の利用許可に関する事項 

オ. 施設・設備・物品の管理等に関する事項 

カ. 管理に要する費用に関する事項 

キ. 施設・設備・物品等の利用料金に関する事項 

ク. 指定管理料に関する事項 

ケ. 減免の取扱いに関する事項 

コ. リスク分担に関する事項 

サ. 個人情報保護及び情報公開に関する事項 

シ. 事業計画及び事業報告に関する事項 

ス. モニタリング・評価に関する事項 

セ. 業務の継続性の確保に関する事項 

ソ. 業務の継続が困難となった場合の措置に関する事項 

タ. 業務上知り得た事柄に対する守秘義務に関する事項 

チ. 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

ツ. 行政手続の準用に関する事項 
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テ. コンプライアンスに関する事項 

ト. 作業報酬の支払に関する事項 

ナ. 損害賠償に関する事項 

ニ. 引継ぎに関する事項 

ヌ. その他市が必要と認める事項 

18 備品の貸与等について
市が本施設に備え付ける備品については、資料２「貸与備品一覧」のとおり予定しており、

仕様書で示す業務全般を行う上で他に必要となる物品がある場合は、指定管理者が持込む

ものとします。 

また、市が備付けている備品については、市より指定管理者へ貸与の上、指定管理者が川

崎市物品会計規則第６条及び第 11 条の規定に基づき適切に管理するものとします。なお、

指定管理者が持ち込む物品についても、これに準じて管理するものとします。 

19 業務の引継ぎ及び前受金の取扱い
指定管理者は、指定期間終了又は指定の取消しに伴い、次期指定管理者等に対して業務の

引継ぎを行うものとしますが、指定期間終了前に文書及び実務担当者による現場説明を十

分に行うものとします。なお、この場合の資料作成、説明等、必要な費用は指定管理者の負

担とします。 

また、当該指定期間外の施設利用許可等に基づき、前納で利用料金等を受領した場合には、

当該指定期間の利用料金等の収入とすることはできず、次期指定管理者等に次期期間分の

前受金として引渡すものとします。 

20 セルフモニタリングについて
市では、仕様書に定められた業務の確実な履行を、指定管理者が自ら確認するために、適

切に業務記録を作成し、分析・自己評価するセルフモニタリングを義務付けています。 

21 モニタリング及び事業評価に関すること
市は、指定管理者に対してモニタリング及び事業評価を実施します。指定管理業務につい

ての基準を満たしていないときは、改善措置を講ずる等の指導を行います。 

また、市が行う指定管理業務の毎年度の評価結果を次期選定時の評価に反映させます。詳

細は、仕様書を確認してください。 

22 指定管理業務の継続が困難になった場合の措置
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になった場合において、施設

利用者へのサービスの提供の継続を必要とするときは、新たな指定管理者を指定するまで
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の間、指定管理者は、市の監督の下で業務を継続する義務があります。 

23 留意事項
（１） コンプライアンス（法令遵守） 

過去２年間に次のような事由があった場合、市に報告する必要があります。 

ア. 市からの指名停止に該当する事由があった場合（川崎市競争入札参加資格者指名

停止等要綱に規定する措置要件への該当の有無で判断すること。） 

イ. 団体に次の事由があった場合 

労働基準法、不正競争防止法、特定の業種の営業について、特別の定めをおく法律

その他の法令の違反により、公訴を提起され、又は、行政庁による監督処分がなさ

れたとき。 

ウ. 団体の役員又はその使用人により次の事由があった場合 

業務上の贈賄、横領、窃取、搾取、器物損壊その他の指定管理者としての業務の健

全かつ適切な運営に重大な支障をきたす行為又はその恐れがある行為があったと

き。 

※ 選定結果に関する通知が到着するまでの間は、本件提案に係る申請書類の提出後

であっても上記アからウまでの事由が生じた場合は、速やかに市に書面で報告し

てください。事由によっては、再審査を行う場合があります。 

（２） 業務の継続性の確保 

 災害等が発生し、又は発生する恐れがある場合における市の業務の継続性を確保

するために、市が定める応急措置に関する計画を踏まえ、指定管理者が管理する本

施設又は運営する事業について、業務の継続性を確保するように努めるものとしま

す。 

（３） 災害時等における帰宅困難者一時滞在施設の指定 

 本施設は、災害時等における一時滞在施設に指定されています。詳細については、

仕様書を参照してください。 

（４） 個人演説会の会場の指定 

本施設は、公職選挙法における個人演説会の会場として使用できる施設に、指定

されております。 

（５） 作業報酬の支払についての規定 

 本業務は、川崎市契約条例に規定された「特定契約制度」の対象となることから、

市と指定管理者が締結する協定書には、作業報酬に関する規定を設けるものとしま

す。なお、作業報酬下限額の改定に伴う支払賃金の増減のリスクは、指定管理者が

負うものとします。 

（６） 個人情報の保護 

 指定管理者は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、業務を行うにあたって
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個人情報を取扱う場合は、その取扱いに十分留意し、情報の漏えい、滅失及び毀損

の防止、その他の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

措置を講ずるものとします。 

 なお、個人情報を漏らす等の行為を行った場合には、川崎市個人情報保護条例に

基づく罰則が適用されます。 

（７） 情報公開 

 指定管理者は、業務を行うにあたって作成し、又は取得した文書等で、指定管理

者が管理しているものについては、川崎市情報公開条例に基づき、適正な情報公開

に努めることとします。 

（８） 守秘義務 

 指定管理者は、業務を行うにあたって知り得た内容を第三者に漏えいし、又は業

務以外の目的のために使用することはできません。なお、指定期間終了後も同様と

します。 

（９） 暴力団排除 

 指定管理者は、神奈川県暴力団排除条例及び川崎市暴力団排除条例に基づき、指

定管理業務を行うものとします。特に、川崎市暴力団排除条例第９条に規定する「公

の施設の管理における暴力団排除」については、これを遵守するものとします。 

（１０） 行政手続の準用 

 指定管理者は、行政手続法及び川崎市行政手続条例の「行政庁」として法令の規

定に基づいた運営を行うものとします。また、指定管理者が施設利用者に指導を行

う場合には、市の機関に準ずるものとして同条例第４条（行政指導）の趣旨に則り

適切に行うものとします。 

（１１） その他 

その他留意事項については、仕様書を参照してください。 

24 問合せ先
（１） 住 所 〒210-0007 

川崎市川崎区駅前本町 11-2 川崎フロンティアビル 10階 

（２） 担 当 課 川崎市経済労働局産業振興部工業振興課 

（３） Ｔ Ｅ Ｌ 044-200-2326 

（４） Ｆ Ａ Ｘ 044-200-3920 

（５） 電子メール 28kogyo＠city.kawasaki.jp 


