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川崎市ふれあい館・川崎市桜本こども文化センター指定管理者募集要項 

１ 募集の目的 

ふれあい館は、日本人と韓国・朝鮮人を主とする在日外国人が、市民として相互のふれあいを推進し、

互いの歴史、文化等を理解し、基本的人権尊重の精神に基づいた、ともに生きる地域社会の創造に寄与す

ることを目的として、川崎市ふれあい館条例第１条に基づき設置された施設である。 

こども文化センターは、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進するとともに、情操を豊かにする

ことを目的として、児童福祉法第４０条に基づき設置された、児童厚生施設である。 

川崎市ふれあい館・川崎市桜本こども文化センターは、民間の能力を活用して質の高いサービスを提供

することを目的に、平成１８年度から指定管理者制度を導入しているが、平成３１年３月の指定期間の満

了に伴い、平成３１年４月以降も指定管理者制度による運営を継続するため、次のとおり指定管理者を募

集する。 

２ 施設の概要 

（１）名称    川崎市ふれあい館・川崎市桜本こども文化センター 

（２）所在地   川崎市川崎区桜本１－５－６ 

（３）施設規模  鉄筋コンクリート造 ２階建て 

（４）敷地面積  ８６９.５２㎡ 

（５）延床面積  ６１０.００㎡ 

（６）諸室の状況  

   学習室・遊戯室・ホール・図書室・文化交流室・会議室・事務室等 

（７）わくわくプラザの概況 

   さくら小学校わくわくプラザ  ２２０.３６㎡ 

大島小学校わくわくプラザ   ２２７.０６㎡ 

東大島小学校わくわくプラザ  ２３５.１６㎡ 

※ 施設の形状については、改修等により変更する場合がある。 

３ 施設の利用時間等及び休館日 

（１）ふれあい館・桜本こども文化センター 

利用時間 午前９時３０分から午後９時まで（日曜日・祝日は午後６時まで） 

休館日 １２月２９日から翌年の１月３日まで 
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（２）わくわくプラザ 

開設時間 授業終了時から午後６時まで（学校課業日） 

午前８時３０分から午後６時まで（土曜日） 

午前８時から午後６時まで（長期休業日等）（※） 

休業日 日曜日・祝日、１２月２９日から翌年の１月３日まで 

（※）川崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（昭和３５年川崎市教育委員会規則第５号）第

３条第１項第３号から第７号まで、同条第３項及び第４条に規定する学校の休業日のうち、土曜日、

日曜日、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。）及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日（休日を除く。）を除く日（以下「長期休業日

等」という。） 

５ 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年間とする。ただし、特別な事情により管理を

継続することが適当でないと市が認める場合や施設の規模や機能等に大きな変更があった場合には、指定

管理者の指定を取り消すことがある。 

６ 指定管理者が行う業務 

  指定管理者は、次の業務（以下「指定管理業務」という。）を行うものとする。 

  なお、本項以降の各項の詳細については、「川崎市ふれあい館・川崎市桜本こども文化センター指定管理

仕様書（以下「仕様書」という。）」等も参照すること。 

（１）ふれあい館に関する業務 

  ア 日本人と在日外国人の相互理解を深めるための講座、講演会等に関する業務 

  イ 文化交流活動に関する業務 

  ウ 歴史、文化等に関する資料の収集、展示等に関する業務 

（２）こども文化センターに関する業務 

（３）わくわくプラザ事業に関する業務 

※わくわくプラザ事業は、小学校施設等を活用し、児童の放課後の居場所を確保するため、すべての市

立小学校内において実施されている事業である。 

（４）事業の充実に向けた取組に関する業務（多世代交流をはじめとした地域交流の促進等） 

（５）施設の維持管理に関する業務 

（６）その他施設等の管理運営のために必要な業務 

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に委託してはならない。ただし、業務の一部（清掃業務、警

備業務等）を第三者に委託することは可能とする。この場合は、「川崎市中小企業活性化のための成長戦

略に関する条例（平成２７年川崎市条例第８４号）」の主旨を踏まえ、市内業者（川崎市内に本社を有す

る業者）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こと。 
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７ 指定管理業務に係る経費 

（１）指定管理料（基本委託料） 

指定管理料の上限額は、年額１３０,０１９千円（当該事業は第二種社会福祉事業に該当するため、消

費税及び地方消費税は非課税）とし、指定予定期間５年間の経費見積書の提案に基づき、５年間の各年

度の指定管理料を年度協定書で定め、会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに支払うこと

とする。 

なお、指定管理料は、提案した経費見積額をもって確定するのではなく、指定後に見積書を精査した

上で確定とする。 

（２）指定管理料（追加委託料） 

次の経費については、前段の指定管理料とは別に、実績に応じて指定管理料（追加委託料）を支払う

ものとし、詳細については、別途年度協定に定めることとする。 

ア 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長が定めた「放課後児童健全育成事業実施要綱」別添９に規定す

る「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業」に係る経費の一部 

イ 特別な配慮を要する利用者を受入れた場合の職員配置に係る経費 

（３）指定管理料の精算 

   指定管理業務を市が示した基準どおりに実施する中で、コストの削減等、指定管理者の経営努力によ

り生み出された剰余金は、原則として精算による返還を求めない。 

   また、事業所税等が課税されないことを目的として剰余金を精算することも行わない。他方、指定管

理料に不足が生じた場合の補填は行わない。 

ただし、原材料費の高騰や災害等による大規模な損害等赤字の原因が指定管理者にない場合は、別途

協議により精算可能とする。他方、協定時に見込まれていない特段の事情の変更が生じた場合等、当初

の協定金額どおり支払うことが合理的でない場合については、精算による返還を求める場合がある。 

（４）作業報酬の支払いに関すること 

   本業務は、川崎市契約条例に規定された「特定契約制度」の対象であり、川崎市と指定管理者が締結

する協定書に作業報酬下限額の遵守等に関する規定を設ける。 
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（５）その他の経費 

ア 公租公課について 

   指定管理者は、会社等の法人に係る市民税、事業者が行う事業に係る事業所税等の市税については、

課税の対象となり納税義務者となる場合がある。不明な点は、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確認すること。 

  イ 業務の準備及び引継ぎに要する費用 

   次期に管理運営を行う指定管理者（以下「次期指定管理者」という。）は、円滑に業務が開始できるよ

う、指定期間開始までに、事務引継、利用者説明会等の開催及び各業務の習得等を自らの負担において

行うこと。 

   また、現に管理運営を行っている指定管理者は、指定期間終了又は指定の取消に伴い、次期指定管理

者に対して業務の引継ぎを行うこと。 

業務の引継ぎにあたっては、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こと。 

なお、業務の準備及び引継ぎに要する資料作成や説明等に係る費用は、現に管理運営を行っている指

定管理者の負担とする。 

  ウ 修繕等に関する費用 

   指定管理者は、修繕等について見積もりを行い、１件あたり３０万円未満の修繕等については、原則

として自らの負担において必要な修繕等を行うこと。なお、１件あたり３０万円以上のものであって、

本施設の管理運営上、修繕等の緊急性が高いものについては、市と協議するものとする。 

８ 応募資格 

（１）法人その他の団体であること（個人ではないこと）。 

（２）団体又はその代表者が契約を締結する能力を有する者。ただし、破産者については、復権を得ていな

い者を除く。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により本市における一般

競争入札の参加を制限されていない者 

（４）本市から指名停止措置を受けていない者 

（５）団体又はその代表者が都道府県税、市町村税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立てをしていない者。又は、

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てをしていない者 

（７）本市と神奈川県警察との間で締結する「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、次に掲げる排除措置の対象者とされていない者 

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、暴力団員又は暴力団員でなくな

った日から５年を経過していない者（以下「暴力団員等」という。）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 
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（８）応募団体は、川崎市こども未来局指定管理者選定評価委員会（※）（以下「選定評価委員会」という。）

での審議に反映できるよう、応募団体に発生したコンプライアンスに関する事実を報告すること。 

  （※川崎市こども未来局所管の公の施設への指定管理者制度の導入や指定管理予定者の審査等を行う附

属機関） 

（９）複数の団体が共同事業体を結成してグループで応募する場合には、グループの構成員全員が上記（１）

から（８）までの要件を満たしていること。 

９ 募集の手続き 

（１） 募集及び選定のスケジュール 

募集の告示 平成３０年８月６日（月） 

募集要項等の配布 平成３０年８月６日（月） 

募集に関する説明会及び現地見学会の参加申込 平成３０年８月１３日（月）午後４時まで 

募集に関する説明会及び現地見学会 平成３０年８月中旬 

募集要項等に関する質問の受付期間 平成３０年８月２０日（月）から 

２４日（金）午後４時まで 

募集要項等に関する質問への回答 平成３０年８月２７日（月） 

応募書類の提出の締め切り 平成３０年９月１４日（金）午後４時まで 

応募事業者の施設運営状況視察 平成３０年９月中旬から下旬 

応募事業者による提案説明 平成３０年１０月上旬から中旬 

選定評価委員会による審査 平成３０年１０月上旬から中旬 

選定結果の通知 平成３０年１０月中旬から下旬 

指定管理者の指定 平成３０年１２月中旬 

協定の締結 平成３１年４月１日（月） 

過去２年間に次のような事由があった場合にコンプライアンスに関する報告書を提出す

ること。なお、該当事由がない場合も、その旨を記載して提出すること。 

①川崎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) 

②法人・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置く法律（食品衛

生法、警備業法等（いわゆる「業法」））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場合。 

③法人・団体の役員又はその使用人による次の事由があった場合 

業務上の贈賄、横領、窃取、詐取、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来す行為又はその恐れがある行為があった場合。 

※選定結果に関する通知が到達するまでの間は、本件提案に係る提出書類の提出後であって

も、上記①～③の事由が生じた場合は、速やかに本市に書面にて報告すること。事由によ

っては、再審査を行う場合がある。 
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（２） 応募書類 

ア 指定申請書（様式１） 

イ 誓約書（様式２） 

ウ 団体概要書（様式３） 

  次の書類を添付して提出すること。 

（ア）団体の役員名簿及び履歴書 

（イ）履歴事項全部証明書（登記簿謄本の写し） 

（ウ）定款又は寄附行為その他規約類（就業規則、給与規程、経理規程等の諸規程） 

（エ）類似施設の運営実績を記載した書類（児童館、放課後児童クラブ及び放課後子ども教室等） 

エ 指定管理に係る事業計画書（様式４） 

 次の書類を添付して提出すること。 

（ア）職員の勤務体制表 

  （イ）職員の研修計画 

  （ウ）個人情報保護に関する規定 

  （エ）安全・衛生マニュアル、危機管理マニュアル等 

  オ 指定期間における収支予算書 

（ア）経費見積書【５年間分】（様式５－１） 

  （イ）経費見積書【年度別】（様式５－２） 

  （ウ）経費見積書【年度別・箇所別】（様式５－３） 

  （エ）経費見積書に係る人件費の積算内訳書（様式５－４） 

  （オ）職員配置状況（様式５－５） 

カ 指定管理者制度における暴力団排除に係る合意書に基づく個人情報の外部提供同意書（様式６） 

キ コンプライアンス（法令遵守）に関する申告書（様式７） 

ク 応募団体の申請日の属する期の事業計画書及び収支予算書等 

ケ 直近３期分の財務関係書類（収支計算書、貸借対照表、財産目録等）。 

ただし、申請日の属する事業年度に設立された応募団体にあっては、直近までの実績での試算表に

よるものとする。 

コ 直近３年分の納税証明書（任意団体にあっては代表者に係るもの） 

サ 申請日前１か月以内の預金残高証明書 

シ 債務状況等自己申告書（様式８） 

ス 共同事業体にあっては、共同事業体協定書兼委任状（様式９）及び共同事業体構成団体連絡先一覧

（様式１０）及び組織や運営に関する事項を記載した書類 

セ 指定管理者指定申請辞退届（様式１１） 

ソ 指定管理者申請に係る質問書（様式１２） 

※ 前各号に掲げるもののほか、市が必要と認める書類の提出を求めることがある。 

（３） 応募書類等の配布方法 

応募書類等は、市の管理する公式ホームページにて配布する。 
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（４） 募集要項等に関する質問の受付・回答 

 質問がある場合には、平成３０年８月２０日（月）から平成３０年８月２４日（金）午後４時までに、

指定管理者申請に係る質問書（様式１２）を電子メールで送付すること（送付先アドレス：

45sien@city.kawasaki.jp）。電話や来訪による質問は受け付けないこととする。 

 また、電子メール送信の際には、件名を「ふれあい館指定管理者募集質問事項」とし、開封確認等で

受信を確認すること。質問に対する回答は、内容を市の管理する公式ホームページに随時掲載し、すべ

ての回答について、平成３０年８月２７日（月）までに市の管理する公式ホームページに掲載する。 

（５） 募集に関する説明会及び現地見学会 

  ア 募集に関する説明会 

    開催予定期間：平成３０年８月上旬から中旬（予定） 

    場所：旭町こども文化センター（予定） 

  イ 現地見学会 

    開催予定期間：アと同日 

時間：募集に関する説明会終了後 

場所：旭町小学校わくわくプラザ（予定）及びふれあい館 

  ウ その他 

    募集に関する説明会及び現地見学会に参加希望の団体は、平成３０年８月１３日（月）午後４時ま

でに、団体名、参加予定者(原則として１団体につき２名まで)全員の氏名、及び連絡先電子メールア

ドレスを、電子メールで送付すること（送付先アドレス：45sien@city.kawasaki.jp）。電話や来訪に

よる申込は受け付けないこととする。また、電子メール送信の際には、件名を「ふれあい館指定管理

者募集説明会申込」とし、開封確認等で受信を確認すること。募集に関する説明会及び現地見学会の

日時等は、連絡先電子メールアドレス宛てに通知する。 

（６） 応募書類の提出方法 

 応募者は、別添「応募書類一覧表」を参考に、必要な資料・部数を取り揃え、次のとおり応募書類を

提出すること。 

  ア 受付期間 

日時：平成３０年９月１２日（水）～ 平成３０年９月１４日（金） 

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 

   川崎市川崎区東田町５番地４ 川崎市役所第３庁舎１３階 

   川崎市こども未来局青少年支援室施設指導・調整担当（電話番号 ０４４－２００－３０８３） 



 8

  ウ 提出方法 

    電話で日時を予約の上、直接持参すること。その他の方法（郵送、メール、ＦＡＸ等）による提出

は受け付けないこととする。なお、すべての書類はＡ４判（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を振った上、フラットファイル（Ａ４－Ｓ）綴じ等にして、インデックス

を貼付し、正本１部、写し（コピー）９部の計１０部提出することとする。また応募書類の電子デー

タも併せて、ＣＤ－ＲＯＭ等の媒体（ＵＳＢメモリは不可）に格納して提出すること。 

１０ 応募に係る留意事項 

（１）募集要項等の承諾 

応募書類等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す。 

（２）選定評価委員会との接触の禁止 

指定管理者の審査に係る選定評価委員会の委員に対して、本件募集についての接触を禁止する。接触

の事実が認められたときは、失格となる場合がある。 

（３）重複提案の禁止 

応募１団体（グループ）につき、事業計画書の提出は１組とし、複数の提案はできないものとする。 

（４）応募書類の変更等の禁止 

提出期間終了後の応募書類の再提出及び差替えは原則として認められない。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、必要に応じ追加資料の提出を求められる場合はこの限りで

はない。 

（５）虚偽の記載をした場合の失格 

応募書類に虚偽の記載をした場合は、失格とする。 

（６）応募書類の取扱い 

   応募書類は、原則として返却しない。なお、応募書類は川崎市情報公開条例（平成１３年川崎市条例

第１号）の対象となる。また、選定された法人等の提案内容は市が公表できるものとする。 

（７）応募の辞退 

応募書類を提出した後に辞退する場合には、指定管理者指定申請辞退届（様式１１）を提出すること。 

（８）応募に関する費用負担 

応募に関して必要となる費用は応募者の負担とする。 
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１１ 指定管理予定者の選定に関する事項 

（１）選定の方法 

   指定管理予定者は、学識経験者及び公認会計士等からなる川崎市こども未来局指定管理者選定評価委

員会において、応募者から提出された事業計画書等を踏まえた提案に基づき審査を行い、その審査結果

を参考に、市長が最終決定する。その後、議会の議決を経て、市が指定管理者として指定する。なお、

議会の議決を経るまでの間に、指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたと

きは、指定管理者に指定しない場合がある。 

（２）選定基準 

選定基準の主な項目と配点割合は次のとおりとする。 

  ア 事業目的の達成とサービス向上への取組について（配点割合…６０％程度） 

 地域包括ケアシステム推進ビジョンに関すること。 

 ふれあい館の運営に対する考え方。 

 こども文化センターの運営に対する考え方。 

 多世代交流をはじめとした地域交流の促進に関すること。 

 わくわくプラザ事業の運営に対する考え方。 

 わくわくプラザ事業の充実に関すること。 

 利用者意見等の把握に関すること。 

 特別な配慮を必要とする利用者への対応に関すること。 

 学校・地域の団体等との連携・協力に関すること。 

 広報に関すること。 

 職員の配置に関すること。 

 職員の研修体制に関すること。 

 個人情報保護に関すること。 

 苦情対応に関すること。 

 施設の維持管理に関すること。 

 利用者の安全確保に関すること。 

  イ 事業経営計画と管理経費縮減等への取組について（配点割合…１０％程度） 

 収支計画に関すること。 

 管理経費の縮減に関すること。 

  ウ 事業の安定性・継続性の確保への取組について（配点割合…１５％程度） 

 業務の継続性に関すること。 

 職員の確保に関すること。 

 主体的なモニタリング及び業務改善に関すること。 

  エ 応募団体自身について（配点割合…１５％程度） 

 経営方針に関すること。 

 経営状況に関すること。 

 同種事業の運営実績に関すること。 

 諸規定の整備状況とコンプライアンスに関すること。 
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（３）現地視察の実施（運営状況の視察） 

申請者が現在運営している施設がある場合は、平成３０年９月中旬から９月下旬までに運営状況の視

察を行うことがある。日程等については、応募書類の提出後、別途調整の上で通知する。 

（４）プレゼンテーションの実施 

平成３０年１０月に開催する「指定管理者選定評価委員会」の中で、提案内容のプレゼンテーション

を実施すること。日程等については、応募書類の提出後、別途調整の上で通知する。 

（５）選定結果の通知及び公表 

ア 選定結果については、書面にて通知する。 

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

する。（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る。） 

（６）指定管理予定者について 

  ア 選定の結果、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は、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ち切る旨の通知を行うとともに、第２順位の者と調整

する。 

  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り消されたときは、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う。 

（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るとき。 

１２ 協定に関する事項 

（１）協定の基本的な考え方 

    市は、市議会での議決を経た後に指定管理者を指定し、告示する。その後、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を締結する。 

なお、協定書は原則として仕様書に基づいて作成するが、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こととする。また、各年度の実施事項を定める年度協定

を締結する。 

指定管理者がグループである場合には、全ての構成員と調印を行うので、その際は代表者が全ての構

成員を取りまとめて手続きを行うこととする。 

（２）協定締結前における指定等の取消し 

指定管理予定者又は指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、指定管理予

定者としての選定、又は指定管理者の指定を取り消すことがある。 

その場合、本市はその旨を指定管理予定者又は指定管理者に通知し、選定時における第２順位の法人

を指定管理予定者として協定の締結に向けた協議を行うこととする。 

ア 川崎市議会において、指定の議案が否決されたとき 

イ 指定管理者として不適当と認められる事情が生じたとき 

ウ 協定の締結に向けた協議が整わないと認められるとき 

エ 正当な理由なく協定の締結に応じないとき 

オ 財務状況の悪化等により、管理業務等の履行が確実でないと認められるとき 
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１３ 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基本的な考え方は仕様書「８ 市と指定管理者のリスク分担」を参照

すること。詳細については、協定締結時に定めることとする。 

１４ モニタリング・評価等の実施 

（１）モニタリングの実施 

指定管理者は、セルフモニタリングを実施すること。また、指定管理者は、市が実施する実地調査や

ヒアリング等のモニタリングを受けること。 

（２）事業報告書等の提出 

   指定管理者は、事業報告書等を作成し、本市に提出すること。 

（３）実績の評価等 

指定管理者が提供した業務の実施内容及びその水準について、市が確認した結果は、実績評価の評価

結果として市ホームページで公表することとする。 

（４）業務の基準を満たしていない場合の措置 

評価の結果、仕様等を満たしていないと市が判断した場合、市の指導に基づき、改善すること。 

   不具合が解消されない又は改善の見込みがない場合には、市は業務の一部又は全部の停止や指定管理

料の減額、指定取消等の措置を講じることができる。 

（５）実績評価の反映 

   指定管理業務の毎年度の評価結果は、次期選定時の評価に反映することとする。 

１５ 業務の引継ぎに関すること 

（１）引継ぎ 

    次期指定管理者が、現に管理運営を行っている指定管理者でない場合は、円滑かつ支障なく指定管

理業務を遂行できるよう次のとおり引継ぎを行うこと。 

ア 引継ぎ期間 

平成３１年１月４日(金)から平成３１年３月３１日(日)までの間での必要な期間 

   イ 引継ぎ内容 

     こども文化センター及びわくわくプラザの利用者に与える影響を十分配慮し、こども文化センタ

ーにあっては利用者説明会の開催及び運営協議会への説明、わくわくプラザにあっては保護者説明

会を開催するなど、利用者や保護者からの疑問や要望に対して誠意をもって対応・回答を行い、十

分な理解を得るよう努めることとし、地域の団体、学校等とも十分に協議等を行うこと。 

また、施設の状況や利用者の様子の把握に努めるため実習を行う等、現在の指定管理者と十分な

引継ぎを行うこと。 

引継ぎに要する時間等詳細については、指定後、市と協議の上、決定する。 

  ウ 費用 

     「７（５） イ 業務の準備及び引継ぎに要する費用」を参照のこと。 

（２）預り金等の取扱い 

当該事業期間外に、前納で行事等の参加費、保険代、おやつ代等の事業に係る実費を徴収した場合

は、次期指定管理者等に次期間分の費用等を引き渡すこと。 
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１６ 指定管理者制度に関する留意事項 

（１）関係法令の遵守 

   指定管理者は、維持管理・運営業務の内容に応じて、関連する関係法令、条例、規則等を遵守する

こと。法令等に改正があった場合は、改正後の内容によるものとする。 

  【主な関係法令】 

   ア 児童福祉法 

   イ 川崎市こども文化センター条例・施行規則 

   ウ 川崎市ふれあい館条例・施行規則 

   エ 川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例 

   オ 川崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例 

 （２）行政手続きの準用 

    指定管理者は、行政手続法（平成５年法律第８８号）及び川崎市行政手続条例（平成７年川崎市条

例第３号）の「行政庁」として法令の規定に基づいた運営を行うこと。また、指定管理者が施設利用

者等への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、適切に行うこと。 

 （３）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（平成１３年川崎市条例第１号）に基づき、適正な情報公開に努

めること。 

 （４）個人情報の保護 

指定管理者は、川崎市個人情報保護条例（昭和６０年川崎市条例第２６号）に基づき、業務を行う

にあたって個人情報を取り扱う場合は、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じること。 

（５）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ない。なお、指定管理期間終了後も同様とする。 

 （６）苦情の処理 

    指定管理者は、当該業務における苦情を処理するため、相談窓口の連絡先等をホームページや利用

申込書等に記載し、利用者に周知するとともに、相談窓口の連絡先、苦情処理の体制及び手順等を施

設に掲示すること。 

    また、苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録し、市に提出すること。 

（７）業務の継続性の確保 

    地震、風水害、新型インフルエンザ等の感染症の流行その他の災害等が発生し、又は発生する恐れ

がある場合に、市の業務の継続性を確保するために市が定める地域防災計画を踏まえ、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努めること。 

 （８）災害時等の施設利用 

    災害時において、市が緊急に市民の生命・身体・財産を保護するために、本施設を使用する必要の

あるときは、市の指示により管理を行うこと。 
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 （９）暴力団排除 

    指定管理者は、神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号）及び川崎市暴力団排

除条例（平成２４年川崎市条例第５号）に基づき、指定管理業務を行うこと。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、これを遵守すること。 

 （１０）ヘイトスピーチ解消に向けた適切な対応 

    指定管理者は、利用許可に関する業務に際し、関係法令や「本邦外出身者に対する不当な差別的言

動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく「公の施設」利用許可に関するガイドライン」等

に基づき、適切に対応すること。 

 （１１）コンプライアンス（法令遵守）に関すること 

    指定管理者は、次のような事由が生じたときは、市に「コンプライアンス（法令遵守）に関する報

告書」を遅滞なく報告すること。 

   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置く法律（食品衛生法、

警備業務法等（いわゆる「業法」））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る次の事由があった場合 

     業務上の贈賄、横領、窃取、搾取、器物破損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。 

１７ 問い合わせ先 

（１）住 所 〒２１０－８５７７ 

        川崎市川崎区東田町５番地４ 川崎市役所第３庁舎１３階 

 （２）担当課 川崎市こども未来局青少年支援室施設指導・調整担当 

 （３）ＴＥＬ ０４４－２００－３０８３ 

 （４）ＦＡＸ ０４４－２００－３９３１ 

 （５）電子メール 45sien@city.kawasaki.jp


