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第１章. 施設概要

１. 施設の設置目的

中野区産業振興センター（以下「産業振興センター」という。）は、産業振興センター条例（平

成 25年中野区条例第 16 号)（以下「条例」という。）第１条の規定に基づき、中小企業者の事業

活動に必要な支援を行うことにより、中小企業者の事業活動の活性化、創業及び新たな産業の

創出の促進並びに勤労者の福祉の向上を図り、あわせて、区民に対する就労の支援を推進し、も

って区内産業の振興を図ることを目的としています。

２. 施設の運営方針

産業振興センターは、区内産業の振興のために、経営者や創業者を育成し、商業サポート機能

を有するとともに、区内の産業界や大学などとの連携を図ります。また、区内事業者の人材確保

と区民の就労を支援します。

このために、事業を企画立案し、効果的かつ効率的に実施すること、施設を最大限有効に活用

することが運営の基本です。

あわせて、施設の目的の範囲内であり、かつ条例第３条に規定する指定管理事業に支障のない

限りにおいて、自主事業を行うことによって、さらに施設の効用が向上することを目指します。

なお、当該施設の目的に合致する事業について、別途、指定管理者へ業務委託し、一体的に業

務展開を図ることで、施設の効用及び効率性を高めるものとします（第３章指定管理の特別条

件）。

２.⑴. 指定管理事業者のマネージメントによる効率的で効果的な産業振興事業の展開

指定管理事業者が民間ノウハウ等を活かし、最少の経費で最大の効果をあげるための工夫改善

を行って、効率的かつ効果的な産業振興事業を展開する。

２.⑵. 安定した管理業務の確保

危機管理対応も含め、産業振興センターの管理業務が安定的に運営される体制を構築する。

２.⑶. 適切な施設維持管理

施設設備の維持管理（１件につき１３０万円（消費税を含む）を超えるものを除く）、施設設備

の法定保守点検、建物警備、清掃業務などをきめ細かく実施する。

３. 施設の概要

施設名：中野区産業振興センター

所在地：中野区中野２－１３－１４

開館日：１９８４年（昭和５９年）５月

規模：敷地面積：４，４８０．３２㎡

建築面積：５５３㎡

延床面積：３，７７８．４５㎡

構造：鉄筋コンクリート造３階建・地上３階地下１階
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※公の施設として、産業振興センター条例に定める利用者の一般利用が原則です。

ただし、指定管理事業及び委託事業（第３章指定管理の特別条件）で必要かつ妥当な範囲であれば、指定

管理者は優先して使用ができます。

第２章. 管理・運営

１. 指定期間

２０２２年４月１日から２０２５年３月３１日まで(予定)

２. 管理の基準

開館時間及び休館日は、条例第８条及び第９条に規定するとおりとします。

２.⑴. 開館時間

開館時間は、午前９時から午後９時３０分までです。

２.⑵. 休館日

毎月の第３月曜日（その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、そ

の直後の休日でない日）と年末年始（１月１日～同月３日、１２月２９日～同月３１日）で

す。

階 名称 定員 貸出施設 主な用途等

地下１階 多目的ホール １５０ ● ダンス・コーラス等

１階 特別会議室 １６ ● 会議、商談、懇談

イベントコーナー ― ● 展示、ギャラリー等

保育室 ２０ ● 一時保育

※会議室等や体育施設を使用

する者が一時保育を必要とす

る場合に限り使用可能。

体育室 ― ● バドミントン、卓球等

小体育室 ― ● 卓球

飲食スペース ―

２階 相談室１ ―

相談室２ ―

情報交換・交流スペース １０

３階 大会議室 ９６ ● 会議、商談、懇談

会議室１ ２４ ● 会議、商談、懇談

会議室２ ２４ ● 会議、商談、懇談

和室 ２４ ● 茶道・日舞・会議

創作室 ２４ ● 手工芸・会議

調理室 ― ● 調理

※和室・創作室と併用
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休館日（年末年始を除く）には、全館清掃や保守点検・修繕等を行います。

また、指定管理業務及び第３章指定管理の特別条件で示している委託業務は、休館日（年末

年始を除く）でも通常通り行っていただきます。

３. 業務の分類

指定管理者が行う業務は、性質上、以下の表のとおり分類します。指定管理者は自主事業を実施

することができるものとしますが、自主事業を実施する場合には、選定後、協定締結までに、具

体的な事業内容を事業計画書により協議の上、区の承認を得るものとします。

４. 業務の範囲

指定管理者が行う業務の範囲は、条例第７条各号に定めるものとし、その詳細は別紙「中野区産

業振興センター業務要求水準書（以下「業務要求水準書」という。）」及び下記のとおりとします。

４.⑴. 管理・運営に関する業務

①. 事業計画書及び収支予算書を作成する。（区の承認を得ること）

②. 事業報告書を作成する。（区の承認を得ること）

③. 自己評価を実施する。（区の承認を得ること）

④. 中野区との連絡調整を行う。

⑤. 中野区の指示により各種調査やアンケートなどへの回答及び関連資料の提出を行う。

⑥. 会議室等施設受付業務

条例第３条第 1項各号に定める施設（以下「会議室等」という）の承認等に係る手続、

施設使用者との連絡調整業務

⑦. 施設案内等業務

⑧. 清掃業務

⑨. 環境衛生管理業務

⑩. 設備運転保守管理業務

性質別分類
設置目的の範

囲内か否か
業務内容

指定事業

指定管理者が、施設の利用者から徴収する

利用料金や、事業の利用者から徴収する参

加費、入場料等の料金、その他指定管理業

務に伴い見込まれる収入及び指定管理料

を基に、区が定めた業務の範囲内で行う事

業

○

①区が実施を義務付ける業務

○

②指定管理者が企画・提案し

た業務

自主事業

指定管理者が、自己の費用と責任により、

指定事業の実施を妨げない範囲において、

施設の設置目的の効果的な達成のため行

う事業

○

③施設の設置目的内の事業

×

④行政財産の目的外使用許可

による事業
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⑪. その他の維持・管理業務

ア. 夜間警備管理業務

イ. エレベーター保守点検業務

ウ. 自家用電気工作物保安管理業務

エ. 消防設備保守点検業務

オ. 機械設備保守点検業務

カ. 自動扉保守点検業務

キ. 電気時計設備保守点検業務

ク. 簡易専用水道検査業務

ケ. 施設内消毒業務

コ. 敷地内樹木剪定・消毒等業務

サ. 廃棄物収集運搬業務

４.⑵. 指定事業

指定事業とは、産業振興センターの施設の設置目的実現のため、指定管理者が企画立案し実

施する産業振興事業です。指定事業の企画にあたっては、「中野区基本計画」に留意し、そ

の実現に資する内容としてください。

指定事業の企画については、別添「業務要求水準書」を参考にする他、これに限らず、次の

①～⑦の項目について、事業メニューを具体的に提案してください。

①. 経営支援に関すること

②. 区内中小事業者との伴走型支援

③. 創業及び新たな産業創出に関すること

④. 勤労者の福利厚生及び健康増進に関すること

⑤. 就労支援に関すること

⑥. 産業及び雇用に関する情報の収集及び提供に関すること

⑦. ①～⑥を有効・円滑に進めるための区内外の産業関係団体や大学などの教育研究機関、

行政、地域団体、金融機関との連携に関すること

事業メニューの提案にあたっては、事業名、事業内容、事業のねらい、開催時期、開

催時間・回数、定員、会場、想定する連携団体等を記載してください。

なお、指定事業の実施に必要な場合は、センターの各施設を優先的に無償で使用でき

ます。ただし、公の施設として一般利用とのバランスを取る必要があります。

※指定事業については、参加料等を徴収することができます。この場合、指定管理料に

は影響しません。参加料に係る見込み額を差し引いた参考基準価格を示してあります。

従って、参加料等と指定管理料を合算した規模の事業を行っていただくものです。

４.⑶. 自主事業

自主事業とは、指定管理者が、施設の目的に沿って、自主的に、企画・実施する事業です。

自主事業の企画・実施にあたっては、施設及び付帯設備を有効活用した様々な提案を期待し

ています。※自主事業についても参加料等を徴収することができます。この場合も、指定管

理料には影響しません。
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５. 業務の分担

産業振興センターの管理・運営業務のうち、次の各号の業務は区が実施します。

①. 産業振興センターに係る基本方針、基本計画の策定及び改定

②. 産業振興センターの改築改修に係る業務（１件につき１３０万円（消費税を含む）を超える

もの）

③. 法令上、地方公共団体の首長に専属的に付与されている権限に基づく行政処分

④. 産業振興センターの目的外使用に関する許可

⑤. 中野区の行政組織及び他の機関、団体等との連絡調整のうち、指定管理者に専属する権能を

超えるもの

⑥. 指定管理者が独自に利用者から徴収する自主事業の料金の承認

６. 責任の分担

指定管理者と中野区の責任分担の詳細については、別途協定で定めますが、区の基本方針は別表

１「リスク分担表」のとおりとします。ただし、別表に定める事項に疑義のある場合、又は定め

のない事項については、指定管理者と中野区が協議して決めることとします。なお、リスク分担

表は区の指定した業務範囲において適用されることとし、指定管理者が自らの責で行う自主事

業については、全て指定管理者の責任及び費用負担とします。

別表１「リスク分担表」

リスク種別 リスク内容

費用負担者

区
指定

管理者

管理運営内容の変更 区の政策判断による変更 ○

管理運営の中断
区に帰責事由があるもの ○

指定管理者に帰責事由があるもの ○

施設の損傷
指定管理者に帰責事由がある損傷 ○

経年劣化・特定不能な第三者による損傷 ○※１

備品の毀損・滅失

指定管理者帰属の備品が毀損・滅失 ○

区帰属の備品が、指定管理者の責により毀損・滅失 ○

区帰属の備品が、経年劣化・特定不能な第三者の

責により毀損・滅失
○※１

施設の原状回復 指定管理者の変更時における施設の原状回復 ○
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※１ 指定管理料にて対応する修繕、原状回復を含む。

※２ 大規模な自然災害等により、区が指定事業を制限した場合や施設を避難所として運営し

た場合等については、その間の逸失利益及び指定管理料は区の負担とする。ただし、補償すべき

額は、制限された規模に見合った利用料金収入額や管理運営にかかった経費等に限ることとし、

具体的な金額は区と指定管理者の協議により定める。

７. その他

７.⑴. 自動販売機(1.44 ㎡)

当施設内には、自動販売機設置のため、１階体育室前の廊下に 1.44 ㎡の区有財産の貸付を

行っています。自動販売機には電気の使用量を計る子メーターを設置しており、電気料金

については、指定管理者が事業者から使用料分を徴収の上、供給元に支払ってください。

７.⑵. 区内経済団体の事務室（185.45 ㎡）

産業振興センター２階の一部を、区内経済団体の事務室利用として行政財産使用許可し

ています。

ア. 東京商工会議所中野支部（116.76 ㎡）

イ. 中野工業産業協会（34.32 ㎡）

ウ. 中野区商店街連合会（34.37 ㎡）

７.⑶. 勤労者サービスセンター（64.4 ㎡）

中野区勤労者サービスセンター事務局業務委託の遂行にあたって、中野区勤労者サービス

センターからの行政財産使用許可申請に基づき 64.4 ㎡分を許可しています。

第３章. 指定管理の特別条件

指定管理者となった場合は、次の１、2及び 3の委託業務を受託していただき、指定管理業務と一

体的に事業を展開・遂行していくことが条件です。区は、指定管理者と別途、業務委託契約を締結し

ます。

当該委託業務に必要な事務スペースは、指定管理業務用の事務スペースと一体的に無償で使用で

きるものとします。また、委託業務に必要かつ妥当な範囲で産業振興センターの各施設を優先的に無

償で使用できるものとします。

これらの委託業務に係る光熱水費は、指定管理料の中で積算してください。

それぞれの委託業務に係る企画提案は不要ですが、第２章管理・運営との一体的遂行を前提とし

て、効率的な経費の見積を参考として提示してください。

なお、見積価格は指定管理者の評価対象とはしません。

需要の変動
大規模な外的事由(自然災害による利用制限等)に

起因しない需要変動※２
○

募集要項等の不備 募集要項等の不備・瑕疵による不利益 ○
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１. 中野区産業経済融資あっ旋等業務の委託

委託業務の詳細については、別添「（特別条件）中野区産業経済融資あっ旋等業務内容説明書」

を参照してください。

２. 産業振興センター会議室等の目的外使用に伴う収納業務等の委託

委託業務の詳細については、別添「（特別条件）中野区産業振興センター会議室等目的外使用料

収納業務内容説明書」を参照してください。指定管理業務と一体的に業務を行うことを前提と

しています。

３. 中野区勤労者サービスセンター事務局業務の委託

この業務は、中野区勤労者サービスセンターからの委託業務です。詳細については、別添「（特

別条件）中野区勤労者サービスセンター事務局業務内容説明書」を参照してください。

第４章. 利用料金（使用料）・指定管理料等

１. 利用料金（使用料）

指定管理者の収入となるものの一つに、施設利用に係る料金「利用料金」があります。この利

用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例第１２条の定めるところにより、指

定管理者が定めるものとします。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金に

ついて、区の承認を受けなければなりません。（地方自治法第 244 条の 2第 9項）

なお、利用料金の収入年度は、収納の日の属する年度とします。

※貸出施設の利用料金については条例にて限度額が定まっています。また、2024 年 6 月 30 日

までは「体育室」「小体育室」の限度額について約半額とする特別な取り扱いがなされているこ

とから、応募の際は中野区産業振興センター条例の別表第 1(第 12 条、第 19条関係)及び附則を

ご確認ください。

２. 事業収入（利用料金を除く）

次の各号に掲げる料金については、区民及び利用者等から徴収し収受できるものとします。

この場合、当該料金は、予め区の承認を得るものとします。

２.⑴. 産業振興センターの目的内の施設・附帯設備の利用料金

２.⑵. 指定管理者が実施する指定事業の参加費、資料代金

２.⑶. 自主事業に係る参加費、資料代金

２.⑷. その他、区と指定管理者との協議により徴収することができるとした料金

３. その他、指定管理業務に伴い見込まれる収入

区と指定管理者との協議により定めるものとします。
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４. 指定管理料の積算

指定管理者の収入として、上記「利用料金」「事業収入」等の他に、区が支払う「指定管理料」

があります。指定管理料は、施設の管理運営に必要と見込まれる経費の総額から、利用料金収入

見込額、事業収入見込額、指定管理業務に伴い見込まれる収入の総額を減じた額とします。この

時、指定管理者の自主事業に係る経費や収入は、指定管理料の積算には含めないものとします。

指定管理料の見積りは、募集要項及び業務要求水準書を十分に理解した上で、本件業務要求水

準書に掲げる各業務に関する指定期間分の「収支計画書」（様式８－１、様式８－２）で提案し

てください。特に留意すべき点は次のとおりです。

＜留意点＞

４.⑴. 指定期間３年分（２０２２～２０２４年度）各々について積算してください。各年度と

も消費税率は１０％として積算してください。

４.⑵. 指定管理料は、指定事業に係る人件費、事務費、資料費、システム費、施設費等、指定

管理者が行う産業振興センターの業務の実施に直接的・間接的に必要と見込まれる総費用

を基本とします。ただし、このことは、指定管理者に剰余金（利益）を生じさせないことを

意味するものではありません。指定管理料の額は、施設の管理運営に必要と見込まれる経

費の総額から、指定事業収入見込額、指定管理業務に伴い見込まれる収入の総額を減じた

額とします。この時、指定管理者の自主事業に係る経費や収入は、指定管理料の積算には含

めないでください。

４.⑶. 施設費のうち維持管理費及び光熱水費（電気料金、水道料金、ガス料金）は、別紙「産

業振興センター運営経費」を参考にしてください。

４.⑷. 施設費のうち修繕費は、各年度とも２，６８３，０００円(消費税込み)以内で計上して

ください。

４.⑸. 前指定管理者がリース契約により設置している備品等は、リース契約期間中においては、

前指定管理者が契約している仕様書及び金額で、当該リース業者と契約を締結するものと

します。備品等は、別紙「産業振興センター運営経費」を参考にしてください。

４.⑹. 「第３章指定管理者の特別条件」の各業務に係る光熱水費は、指定管理料で積算してく

ださい。なお、他の行政財産使用許可している自動販売機及び区内経済団体の使用に係る

光熱水費は、指定管理者が当該事業者に請求し、支払ってください。

指定管理料の参考価格（上限額）は、６９，９５９，２７０円（消費税率を１０％で算

定）とし、上限額を超えた見積額の提案は失格とします。

なお、指定管理料の額は、応募時の事業計画書、収支計画書の内容を勘案し、会計年度

（４月１日から翌年３月３１日まで）ごと、区の予算の範囲内において、区と指定管理者

で協議の上、別途、年度協定で定めます。

５. 指定管理料の精算

５.⑴. 精算の対象とする経費

経費の節減など、指定管理者の経営努力により生じた余剰金については、原則として、区は

精算による返還を求めないものとします。ただし、次に掲げる経費の余剰金については、精

算の対象とし、これを区に返還するものとします。
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＜精算の対象とする経費＞

①. 施設維持修繕費

②. その他、区と指定管理者との協定により精算の対象とした経費

なお、これら経費の額(予算額)は、指定管理者が提案した業務計画・収支計画に基づ

き設定します。この業務計画・収支計画は、予め区の承認を得るものとします。

５.⑵. 計画を上回った指定事業収入等の取扱い

指定管理者が指定管理業務の実施にあたり得られる収入のうち、指定管理料を除く収

入について、指定管理者の経営努力により、指定管理者が年度協定締結時に定めた収支計

画における収入見込み額を、実収入額が超える場合、計画を上回った収入の扱いについて

は、指定管理者に対するインセンティブとして区に還元しないこととします。なお、これ

らの収入が、収入見込み額に達しなかった場合は、その差額を区は補填しないこととしま

す。

また、２年目以降のこれらの収入見込みについては、前年度の実績等を勘案の上、指定

管理者が提案した業務計画・収支計画に基づき設定します。この業務計画・収支計画は、

予め区の承認を得るものとします。

６. 会計の独立

指定管理者は、業務の全てについて、法人自身の会計とは別に会計を設けてください。その際、

指定事業と自主事業とを明確に分けてください。

第５章. 募集・選定・指定

１. 募集・選定・指定スケジュール

次表のとおり実施します。

※日程は、あくまでも予定であり、事情により変更する場合があります。

項目 時期

募集要項の発表 ２０２１年６月１１日(金)午前９時

募集説明会 ６月２５日(金)午後２時から３時

施設見学会 ７月２日(金)午前１０時から

質問の受付期間
２０２１年７月２日(金)午前９時から

７月１２日(月)午後５時まで

質問に対する回答
随時。最終回答期限は７月１６日(金)午

後５時まで

申請受付期間
７月１９日(月)午前９時から８月６日

(金)午後５時まで(必着)

第一次審査（書類審査） ８月中旬

第一次審査結果の通知 ８月下旬

第二次審査（書類審査、面接審査：ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

及び質疑）
９月上旬

指定管理者候補者決定（第二次審査結果）の通知 １０月上旬
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２. 申請資格

産業振興に理解と熱意を持ち、募集要項及び業務要求水準書に掲げる、中小企業者の経営支

援事業、雇用就労支援事業、及び、勤労者の福祉増進事業を確実に行うとともに、施設の効率的

かつ安定した運営を行うことができる法人その他の団体（以下「団体」という。）とします。

＜申請資格要件＞

申請できる団体は、団体又はその代表者が次のいずれにも該当しないこと。

①. 法律行為を行う能力を有しない者

②. 破産者で復権を得ない者

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項の規定により区に

おける一般競争入札等に参加させないこととされている者

④. 法第２４４条の２第１１項の規定により指定の取消しを受けた日から２４か月を経過

しない者

⑤. 法第２４４条の２第１１項の規定により管理の業務の停止を命ぜられ、その停止の期

間が経過しない者

⑥. 指定管理者による施設の管理を法第９２条の２、第１４２条及び第１８０条の５第６

項に規定する区に対する請負とみなした場合において、当該各条のいずれかに規定す

る兼業禁止の規定の適用を受けることとなる者

⑦. 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第２条第２号に掲げる暴力団及びその

利益となる活動を行う者

⑧. 法人税、消費税、地方消費税、法人住民税、法人事業税、事業所税等を滞納している

者

⑨. 経営不振の状態にある団体（会社更生法に基づき更正手続開始の申立てを行い、裁判

所が再生計画を認可していない場合、民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行

い、裁判所が再生計画を認可していない場合等を「経営不振の状態」とする。）

⑩. 宗教活動又は政治活動を主たる活動とする団体

⑪. 共同事業体による申請の場合には、構成するすべての団体が上記各号のいずれにも該

当しないこと。また、共同事業体を構成する団体は、別の共同事業体の構成団体とな

り申請すること、又は単独で申請することはできない。

中野区議会への報告(予定) １０月中旬

中野区議会による指定の議決と指定（予定） １２月上旬

基本協定締結に向けての協議開始 １２月上旬

基本協定の締結 １２月上旬

業務引継ぎ・研修等 ２０２２年１月上旬から３月下旬まで

年度協定の締結 ３月下旬

指定管理者による運営開始 ４月１日
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３. 申請手続

３.⑴. 申請手続

①. 募集要項の配布

ア. 【配布期間】２０２１年６月１１日(金)午前９時から８月６日(金)午後５時まで

イ. 【配布方法】中野区ホームページ（https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/）か

らダウンロードしてください。

②. 募集説明会

ア. 【日時】２０２１年６月２５日(金)午後２時から３時まで

イ. 【場所】産業振興センター地下１階多目的ホール(東京都中野区中野 2-13-14)

ウ. 【申込方法】「募集説明会参加申込書」（様式１－１）に記入の上、電子メール

（宛先は次項(5)のとおり）にて申込みください。

エ. 【申込期限】２０２１年６月１８日（金）午後５時まで

※参加人数は、１団体あたり３名まで（共同事業体の場合は４名まで）とします。共

同事業体での参加の場合は、必ず代表団体の方が参加してください。

③. 施設見学会

ア. 【日時】２０２１年７月２日(金)午前１０時から

イ. 【場所】産業振興センター３階大会議室（東京都中野区中野２-１３-１４）

ウ. 【申込方法】「施設見学申込書」（様式１－２）に記入の上、電子メール（宛先は

次項(5)のとおり）にて申込みください。

エ. 【申込期限】２０２１年６月３０日（水）午後５時まで

※施設見学会への参加は任意となります

④. 応募に関する質問の提出

ア. 【受付期間】２０２１年７月２日(金)午前９時から７月１２日(月)午後５時まで

イ. 【提出方法】「質問票」（様式２）に記入の上、電子メール（宛先は次項(5)のと

おり）にて提出ください

⑤. 質問に対する回答

ご質問を随時取りまとめて回答し、最終回答期限は、２０２１年７月１６日(金)午後

５時までに、すべての申請者に電子メールにて回答します。

⑥. 申請書類の受付

ア. 【受付期間】２０２１年７月１９日(月)午前９時～８月６日(金)午後５時まで

（必着）

イ. 【提出方法】持参または郵送

a. 持参：午前９時から午後５時まで（土日を除く）

b. 郵送：８月６日(金)午後５時まで（必着）

３.⑵. 提出書類

①. 「指定管理者指定申請書」（様式３）

②. 「誓約書」（様式４）

③. 「事業者申告書」（様式５）
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④. 「業務実績一覧表」（様式６）

⑤. 団体の定款又は寄付行為の写し及び法人登記簿謄本（法人以外の団体にあっては会則

等）

⑥. 団体の組織、役員構成、事業内容（産業振興等業務を受託している場合は、受託場

所、受託期間、業務処理体制、従事者数を記載すること）を記載した書類及び団体が

発行しているパンフレット等※共同事業体を構成して応募する場合は、業務分担を明

記した構成表も提出すること。

⑦. 団体の事業報告書、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

（直近３年分）

⑧. 納税証明書（法人税、消費税、地方消費税、法人住民税、法人事業税、事業所税の未

納がないことを証明する書類）

⑨. 団体が指定管理者として業務を行う場合の担当部門とその体制がわかる書類

⑩. 企画提案書（様式７）

⑪. 自主事業提案書

⑫. 本件業務要求水準書に掲げる各業務に関する指定期間分の「収支計画書」（様式８－

１、様式８－２）

⑬. ISMS またはプライバシーマークの認証取得を証する書類(証明書又は登録証の写し)

⑭. 営業拠点(共同事業体の場合はいずれかの企業）の区内における本支店の所在が分か

る書類または Web サイト等の写し

⑮. ISO9000 シリーズ及び ISO14000 シリーズ（エコアクション 21 含）の認証取得を証す

る書類(証明書又は登録証の写し)

⑯. 2021 年 6 月 1 日現在における障害者雇用状況報告書

(ハローワークの受理印が押された物)

⑰. 2021 年 6 月 1 日現在における高年齢者雇用状況報告書

(ハローワークの受理印が押された物)

⑱. 参加法人の就業規則のうち、育児休業・介護休業制度に係る箇所の写し

⑲. その他、区が必要と認める書類

※様式の指定がない書類の書式等は自由です。

【共同事業体での応募について】

共同事業体を構成して応募する場合には、幹事となる団体（以下「共同事業体幹事」とい

う。）を定めた上で、共同事業体幹事が「共同事業体協定書兼委任状」（様式９）及び「共同事

業体を構成する団体の書類（団体ごとに上記②～⑧の書類）」をまとめて提出してください。

なお、共同事業体の代表者は、共同事業体幹事に所属する者の中から指定してください。ま

た、共同事業体の所在地は、共同事業体の代表者の所在地としてください。

３.⑶. 提出部数等

①. 提出部数

ア. 提出書類の①、②、⑤、⑥、⑦及び⑧は２部（正本１部、副本１部）

イ. 提出書類の③、④、⑨～⑲は１０部（正本１部、副本９部）
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②. 書類の作成、提出に当たっての注意事項

ア. 提出書類は、日本語を用いるものとし、通貨は日本円とします。

イ. 書類はすべてＡ４サイズとし、原則、両面刷りとします。ただし、折込みの場合

はＡ３サイズも可とします。また、副本はコピーも可とします。

ウ. 上記①イの副本９部については、団体名が分からないように団体名が記載されて

いる部分を塗りつぶして作成してください。

エ. 書類の提出に当たっては、提出書類一式をフラットファイル等に綴り、個別書類

にインデックス等で表示を行ってください。また、原本についてのみ、フラット

ファイル等の表紙・背表紙に団体名等を記入して提出してください。企画提案書

は、本文全体で５０ページ以内に収めてください。

オ. 自主事業提案書は、１０ページ以内に収めてください。

カ. 提出書類の⑩、⑪及び⑫は、10部（正本 1部、副本 9部）の提出に加えて、電子

データ（Word 形式又は Excel 形式）に変換したものをＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒに

記録して提出してください。

キ. 応募に係る一切の費用は団体の負担とします。

ク. 提出された書類は、財務状況の診断のため、外部の専門機関に提示します。

ケ. 提出された書類は返却いたしません。また、本選定以外の目的には使用いたしま

せん。

３.⑷. 申請の辞退

申請後、指定管理者への申請を辞退しようとする団体は、「申請辞退届」（様式１０）

に必要事項を記入の上、速やかに選定委員会事務局まで提出してください。

３.⑸. 申請（提出）先

〒１６４－８５０１ 東京都中野区中野四丁目８番１号

中野区区民部産業振興課産業係（選定委員会事務局）

電話☎：０３－３２２８－８７２９

e-mail✉：sangyosinko@city.tokyo-nakano.lg.jp

※郵送上の事故については、団体等の責任とします。

４. 選定手続

選定方法は公募によるプロポーザル方式とし、区に設置する指定管理者選定委員会において審

査の上、指定管理者候補者を選定します。当該委員会は非公開とします。

なお、選定すべき指定管理者候補者がいないときは、再公募する場合があります。

４.⑴. 第一次審査

①. 第一次審査は、応募した団体から提出された書類審査（企画提案内容を除く）により

行います。

②. 審査時期：２０２１年８月上旬（予定）

③. 審査結果は、応募したすべての団体に通知します。なお、審査結果に係る問い合わせ

にはお答えいたしません。
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※応募した団体が６団体以上の場合には、第一次審査の結果により、第二次審査の対

象者を５団体に絞り込みます。

４.⑵. 第二次審査

①. 第一次審査を通過した団体についてのみ、第二次審査を行います。

②. 第二次審査は、第一次審査を通過した団体ごとに、応募した団体から提出された書類

審査（企画提案内容のみ）と面接審査（プレゼンテーション及び質疑）を行います。

③. 審査時期は２０２１年９月上旬（予定。日程は別途連絡します。）

４.⑶. 最終選定

①. 提出された書類、面接の内容、外部の専門家による財務状況の診断結果等を総合的に

判断し、第１位指定管理者候補者、第２位指定管理者候補者を選定します。選定結果

は、第二次審査を受けたすべての団体に文書にて通知します。なお、審査結果に係る

問い合わせにはお答えいたしません。

②. 選定時期：２０２１年９月下旬（予定）

５. 選定基準

５.⑴. 選定基準

別添「中野区産業振興センター指定管理者候補者選定基準表」に基づき総合的に審査

し、指定管理者候補者を選定します。

なお、財務診断（外部の専門家による）の結果、第１位指定管理者候補者が事業の管

理を安定して行う経営基盤を有していると認められない場合は、第２位指定管理者候

補者を第１位指定管理者候補者とします。

また、第２位指定管理者候補者についても、事業の管理を安定して行う経営基盤を有

していると認められない場合には、第３位以下の団体について、事業の管理を安定し

て行う経営基盤を有していると認められる場合は、合計点の高い順にその団体を第１

位指定管理者候補者とします。

５.⑵. 特記事項

①. 選定委員との接触の禁止

応募した団体は、応募要項の公表から指定管理者の選定までの間、選定委員会の委員

との接触はできないこととします。

②. 申請資格の失格

次の各号のいずれかに該当する場合は、失格とします。

ア. 提出書類に虚偽の記載があった場合

イ. 参加資格を満たさなくなった場合

ウ. 審査の透明性・公平性を害する行為があった場合

エ. 提出書類が提出期限を過ぎて提出された場合

オ. 指定管理料の上限額を超えた見積額の提案があった場合

カ. 前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為があった場合
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６. 指定手続

６.⑴. 指定の手続

第１位指定管理者候補者については、地方自治法の規定に基づき、指定管理者として指定

する議案を中野区議会（以下「議会」という。）に提出し、2021 年 12 月開催予定の中野区

議会にて議決後に指定管理者として指定します。

６.⑵. 第２位指定管理者候補者との交渉

区は、協議が整わない等により交渉が成立しない場合、第１位指定管理者候補者を指定管

理者に指定しないことがあります。その場合、第２位の指定管理者候補者を第１交渉権者

に繰り上げます。

６.⑶. 行政不服審査法に基づく不服申立について

①. 指定管理者の指定及び取り消しは、行政不服審査法に規定する「行政庁の処分」にあ

たることから、指定を取り消された者は、当該処分について不服申立てができます。

ただし、申請した者を「指定しない」という行為自体に処分性は認められず、当該行

為について不服申立てはできないこととされています。

②. 行政不服審査法第４条第１項第３号の規定により「議会の議決を経て行われるべきも

のとされている処分」については、審査請求又は異議申立てはできないとされていま

す。従って、指定管理者の候補者として議会に提案された事案が議会で否決されたと

しても、行政不服審査法に基づく不服申立てはできません。

６.⑷. 指定結果の公表

次に掲げる事項を中野区ホームページで公表します。

①. 選定の結果

ア. 件名

イ. 募集概要

ウ. 選定した日

エ. 第１位の候補者名

オ. 応募団体ごとの評価点（指定されなかった団体については、団体名を番号等に置

きかえる。）

カ. 評価の考え方（選定理由、講評に相当するもの）

②. 指定した日

③. 指定した団体名

④. 指定の期間

６.⑸. 指定結果の情報公開

指定管理者の指定結果について、ホームページ等で公表している項目以外の、選定後の

指定前協議の内容などについて情報公開の請求を受けることがあります。公開の可否及び

範囲については、選定結果の情報公開時と同様に、中野区区政情報の公開に関する条例に

則り判断します。
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６.⑹. その他

指定管理者又は指定管理者候補者が指定管理業務の準備等のために支出した費用は、自

らが負担するものとし、区は一切補償しないものとします。

７. 提出書類の公開

区は、提出された書類の情報公開請求があった場合には、「中野区区政情報の公開に関する

条例」に則し、原則、公開します。

第６章. その他

１. 協定の締結

指定管理者として指定後、事業計画書において提案された内容等の詳細について事前協議を

行い、区と協定を締結します。これに当たっては、指定期間に共通する事項について定める

「基本協定」と、年度ごとの事業内容、指定管理料等について定める「年度協定」の２つの協

定を締結します。各協定で定める主な事項は次表のとおりです。

なお、指定管理者候補者が、協定の締結までに、事業の履行が確実でないと認められるとき

又は著しく社会的信用を損なう等により指定管理者としてふさわしくないと認められるとき

は、その指定管理者候補者の決定を取り消し、協定を締結しないことがあります。

協定記載事項 基本協定 年度協定

協定（基本・年度）締結の目的 ○ ○

管理する施設（名称・所在地等） ○

管理の基準 ○

指定期間 ○

年度協定の期間 ○

業務の範囲

（実施を義務づける事業や設備点検、清掃等を具体的に示した仕

様書を添付）

○ ○

業務に係る経費の管理

（経理事務の区分、年度による会計管理、専用口座の開設等）
○

業務計画

（収支計画書は協定締結時に別途提出を求める）
○ ○

事業報告

（提出された事業報告書は機密情報を除いて、公表を前提とす

る）

○

施設状況の把握（第三者評価等の実施） ○

計画を上回った指定事業収入、その他の収入の取扱い ○ ○

指定管理料の積算

（精算を要する経費の総額及び細目を明記）
○ ○
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２. 法令等の遵守

指定管理者は、施設の管理運営にあたっては、次の法令等を遵守しなければなりません。

２.⑴. 地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）

２.⑵. 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）及び

指定管理料の精算 ○ ○

指定管理料の変更 ○ ○

指定管理料の支払い（時期・方法等） ○ ○

法令等の遵守 ○

適切な人員体制 ○

守秘義務 ○

個人情報の取扱 ○

施設情報等の公開 ○

施設賠償責任保険等の加入 ○

第三者への業務の委託 ○

障害者差別解消法への対応 ○

ウェブアクセシビリティ及びユニバーサルデザインへの配慮 ○

大規模災害時の住民の受け入れ、避難所運営等 ○

高齢者及び障害者の雇用促進並びに障害者就労施設等からの物

品等の調達の推進への配慮
○

環境負荷低減の取組 ○

備品の調達・修繕義務者及び帰属

（指定管理料により対応する備品修繕は、区が必要と認めたもの

を対象とするため、実施前に区と協議を行うことを明記）

○

施設の修繕、工事

（指定管理料により対応する施設修繕は、区が必要と認めたもの

を対象とするため、実施前に区と協議を行うことを明記）

○

責任の分担 ○

危機管理 ○

不利益処分（指定の取消・管理業務の停止） ○

指定期間満了時の手続き（業務の引継ぎ、原状回復） ○

協議事項（協定に定めがない事項や疑義発生時等） ○ ○
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最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）

２.⑶. 中野区産業振興センター条例（平成 25 年中野区条例第 16 号）

２.⑷. 中野区産業振興センター条例施行規則（平成 26 年中野区規則第 19 号）

２.⑸. 中野区産業振興センター運営要綱（2014 年中野区要綱第 32号）

２.⑹. 中野区産業振興センター施設等目的外使用運営要綱（2014 年中野区要綱第 47 号）

２.⑺. 中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例（平成 16 年中野区条例第 2

号）及び同施行規則（平成 16 年中野区規則第 39号）

２.⑻. 中野区個人情報の保護に関する条例（平成 2年中野区条例第 2号）及び同施行規則（平

成 2年中野区規則第 48号）

２.⑼. 中野区区政情報の公開に関する条例（昭和 61 年中野区条例第 9号）及び同条例施行規

則（昭和 61 年中野区規則第 30号）

２.⑽. その他関係法令

３. 個人情報資産の取扱い

施設の管理運営にあたっては情報資産の取り扱い及び情報セキュリティに関する法令等を

遵守するとともに、区の定めた手順等(別紙 情報資産を取り扱う業務委託契約事項を参照)

に準じた対応を行い、情報セキュリティインシデントを起こさないように努めることとしま

す。

また、「中野区個人情報の保護に関する条例」等、区の基準に準拠する事に加え、個人情報

保護について従業員に周知徹底し、情報セキュリティに係る役割、責任及び権限を明確にす

ることで、指定管理者が得た個人情報等の情報資産を適切に管理し取り扱うこととします。

申請にあたっては申請団体(共同事業体の場合は個人情報を取り扱う業務を分担法人)はＩ

ＳＭＳまたはプライバシーマークの認証を取得し、個人情報保護について十分な配慮があ

り、必要な措置を講じていることを必要とします。

４. 施設情報等の公開

指指定管理者制度には高い透明性が求められることから、指定管理者は、施設の管理運営

業務に関して保有する情報について、公開するよう努めなければならない。情報の公開にあ

たっては、「中野区区政情報の公開に関する条例」の趣旨に則り、各指定管理者が作成した

「情報公開規程」に基づき情報開示の申し出に対して適切に対応すること。

５. 施設管理運営状況の把握（第三者評価等の実施）

５.⑴. 利用者の声の把握

意見交換会や利用者アンケートにより、少なくとも年度内に１回は利用者の声を把握す

るとともに、指定期間中に１回は第三者（外部専門機関・専門家等）による評価を受ける

こととします。なお、利用者アンケートを実施する場合は、「苦情・要望への対応、接客

態度、施設の使いやすさ」のような項目を入れることとします。

また、区が実施する労働環境モニタリングを通じて事業主として適正な労働環境の整備
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を行っているか評価を受けるものとします。

指定管理者は、利用者の要望及び苦情について速やかに対応し、産業振興センター館内

で情報の共有化を図ることとします。

５.⑵. 指定管理者は、要望及び苦情は区に報告し、問題点の改善を図るとともに、それらを集

計し、指定管理者の自己評価、業務計画及び管理運営に反映させるものとします。

５.⑶. 指定管理者は、利用者アンケート調査を事業ごとに毎年度実施し、その調査結果を指定

管理者の自己評価、業務計画及び管理運営に反映させるものとします。

６. 事業計画書の提出

指定管理者は、業務の円滑な遂行のため、指定管理初年度は事業開始日の１か月前まで

に、事業計画書を区に提出のうえ、その承認を受けるものとします。次年度以降は事業を開

始する前年２月末日まで区に提出のうえ、事業開始日の１か月前までに、その承認を受ける

ものとします。また、当該計画等について、区から指示を受けた場合には、速やかに計画等

の修正、変更を行うものとします。

７. 事業報告書の提出及び公表について

７.⑴. 年次報告書の提出

指定管理者は、毎年度終了後 50 日以内に次の各号に掲げる事項を記載した当該年度

の事業報告書を区に提出するものとします。ただし、当該年度の途中において地方自治

法第 244 条の 2第 11 項の規定により指定を取り消されたときは、当該取消しの日から

起算して 50 日以内に当該取消しの日までの当該年度の事業報告書を提出するものとし

ます。

①. 本業務の実施状況

②. 管理施設の利用状況

③. 自主事業の実施状況

④. 料金収入の実績及び管理経費等の収支状況

⑤. 前各号に掲げるもののほか、区が特に必要と認める事項

７.⑵. 年次報告書の公表

施設運営の透明性の確保及びサービスの更なる向上を図るとともに、利用者に対する

説明責任を果たしていくため、事業報告書は公表することとする。

①. 公表の方法

事業報告書は、指定管理者のホームページに掲載する他、指定管理施設での掲示等、

施設利用者が確認できる方法により公表する。

②. 公表の時期

当該年度の施設運営等に関する事業報告書については、翌年度にホームページ等で公

表する。

７.⑶. 月次報告書の提出

指定管理者は、月ごとに月次報告書を作成し、翌月１５日までに区に提出するものとし
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ます。

８. 備品の調達・修繕義務者及び帰属

区は、中野区物品管理規則第 6条の規定に基づき作成した、別紙「貸与備品一覧」に記載

する備品を無償で指定管理者に貸与します。また、指定管理者が指定管理業務の実施におい

て必要であると自ら判断して備品を調達する場合及び自主事業など指定管理業務の範囲外に

ある事業等で使用するために備品を調達する場合は、指定管理者がその費用を負担するもの

とします。調達した備品の帰属や原状回復への対応義務者、指定期間終了後の備品の取扱い

等については、次表のとおりとします。

種別
費用

負担者
調達手続

備品

の帰属

備品

管理

毀損・滅失の場合

の原状回復者

指定期間終了後

の取扱い

・指定事業を実

施するうえで

必要不可欠で

あると区が判

断した備品

区

区が購入し

て、指定管理

者に貸与する

区
区の規定に

従い行う

【経年劣化や特定不能

な第三者の責により毀

損・滅失し、使用するこ

とができなくなった場

合】

・見積金額に応じて区

又は指定管理料によ

り指定管理者が修繕

を行う

・区が新たな備品を購

入する

指定管理者の指定替

えがあった場合にも、

当該備品は引き続

き、新たな指定管理

者により当該事業の

ために使用される

【指定管理者の責によ

り毀損・滅失した場合】

・原因者である指定管

理者が原状回復に

要する費用を負担す

る

・指定事業の実

施において自

ら判断した備

品

・自主事業等で

使用するため

の備品

指定

管理者

指定管理者

が自らの費

用により購入

する

指定

管理者

指定管理者

に よ る管 理

(区の規定に

従う必要はな

い)

・指定管理者が自らの

判断と費用により原

状回復する

指定管理者の指定替

えがあった場合には、

指定管理者が撤去す

る。なお、指定管理者

からの申し出があれ

ば寄付受領等の対応

を行うことを検討す

る。



21

９. 第三者への業務の委託

指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する業務で、事前に区の承認を受けた場合を除いて、

業務の一部を第三者に委託することはできません。

９.⑴. 管理・運営に関する業務

９.⑵. 指定事業

９.⑶. その他特に区が必要と認めた業務

なお、指定管理者が業務の一部を第三者に実施させる場合には、すべて指定管理者の責任

及び費用負担において行うものとします。また、業務に関して指定管理者が使用する第三

者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び追加費用は、すべて指定管理者の責めに負

うべき事由により生じた損害及び追加費用とみなし、指定管理者が負担するものとしま

す。また、第三者への業務の委託に当たっては、できる限り区内企業の活用に努めてくだ

さい。

１０. 施設賠償責任保険等の加入

指定管理者は、特別区自治体総合賠償責任保険の補償と同等以上の保険に加入するものと

します。なお、火災保険については、区で加入します。指定管理者が別に加入する必要はあ

りません。

※参考：「特別区自治体総合賠償責任保険」の概要

賠償責任保険＝特別区の施設や業務に起因する事故について、特別区が法律上の賠償

責任を負担することによって被る損害をてん補する。

１１. 租税公課

１１.⑴. 事業所税

本施設は事業所税の非課税施設に該当するため課税対象となりません。

１１.⑵. 消費税

課税対象となる「資産の譲渡等」について、「事業として対価を得て行われる資産の譲

渡及び貸付並びに役務の提供をいう」と規定されていることから（消費税法第２条第１項

第８号）、指定管理料は原則として、その全額が消費税の課税対象となります。

１１.⑶. 印紙税

協定の内容が、印紙税法上「委任」に該当する場合は、非課税文書となるため、収入印

紙の貼付は不要です。個別案件ごとに税務署が判断するため、納税義務者である指定管理

者が、必要に応じて管轄の税務署に確認してください。

なお、区が指定管理者に交付する協定書には収入印紙の貼付は不要です。

１２. 障害者差別解消法への対応

事故の種類 保険金額 免責金額

身体障害 １名につき１億円、１事故につき１０億円 なし

財物損壊 １事故につき２，０００万円 なし
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施設の管理運営にあたっては、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の趣

旨を踏まえ、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障

害者の権利利益を侵害しないこととします。また、障害者から現に社会的障壁の除去を必要

としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないとき

は、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の

状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行うものとしま

す。

１３. ウェブアクセシビリティ及びユニバーサルデザインへの配慮

区からの情報発信については、ウェブアクセシビリティやユニバーサルデザインに配慮さ

れたものであることが必須であり、ウェブアクセシビリティ規格やユニバーサルデザインガ

イドラインに基づく情報発信に努めています。そのため、施設のホームページをはじめとし

たウェブコンテンツにおいても、下記の内容を参考に、ウェブアクセシビリティ向上の取組

を進めていくことを協定に定めることとします。

l 総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016 年版)」（JIS X 8341-3:2016 の適

合レベル AA に準拠）

l 中野区情報発信のユニバーサルデザインガイドライン

１４. 高齢者及び障害者の雇用促進並びに障害者就労施設等からの物品等の調達の推進への配慮

区は、高齢者や障害者の雇用促進などに取り組んでいます。施設の管理運営にあたって

は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」、「障害者の雇用の促進等に関する法律」、

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」の趣旨を踏ま

え、高齢者や障害者の雇用の促進並びにシルバー人材センター及び障害者施設、高齢者や障

害者を多数雇用する企業等からの物品やサービスの調達への配慮を行うものとし、協定に定

めることとします。

１５. 中野区における環境方針の理解及び配慮への協力について

中野区は、区役所本庁舎及び庁外施設において、環境を管理する仕組みである「環境マネジ

メントシステム」を導入し、継続的に見直し・改善を行いながら環境に配慮した行動を着実

に実践している。環境マネジメントシステムの運用には、事業者の協力が不可欠であり、本

業務関係者の業務管理などに当たっては、中野区における環境方針の趣旨の理解に努め、地

球環境保全に十分配慮するものとする。

l 紙の使用量削減

l エネルギー使用量削減

l ごみ排出量削減

l グリーン購入の推進

１６. 大規模災害時の住民の受け入れ、避難所運営等
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大規模災害発生時には施設での火災、犯罪等の発生防止に努め、財産の保全を図るとともに

利用者の安全確保に努めるものとします。そのために、地震・火災等の災害の発生及び施設利

用者・入館者等の傷病・事故等の発生に備えて、対応マニュアルを定め、日ごろから訓練を行

うなどの態勢を整えるものとします。

産業振興センターは、現在、地震等の大規模災害発生時における二次避難所（福祉避難所～

高齢者、病弱者）として位置づけられていますが、変更の可能性もあります。大規模災害発生

時の産業振興センターの管理運営にあたっては、中野区の災害対策本部へ積極的に協力し、そ

の業務の円滑かつ機動的な遂行に資するよう、連携して対処してください。

１７. 専用口座の開設

指定管理業務に係る収支を適切に管理し、把握するため、金融機関に専用の口座を開設

し、管理するものとします。

１８. 指定の取消し等

１８.⑴. 指定の取消、管理業務の停止について

指定管理者が法２４４条の２第１０項による区長等の指示(管理業務又は経理に関する報

告、実地調査、その他必要な指示)に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を

継続することが適当でないと認めるとき、区は議会の議決後においてもその指定を取り消

し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。(法２

４４条の２第１１項)

※なお、上記の「その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認める

とき」とは、具体的には以下の事由に相当したときとする。

l 当該施設の設置条例又は協定の規定に違反したとき。

l 当該施設の指定管理者募集要項に定めた資格要件を失ったとき。

l 申込書類の内容に虚偽があることが判明したとき。

l 指定管理者の業務の実施に際し、不正行為があったとき。

l 指定管理者の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困

難になったと区が判断したとき。

l 指定管理者から指定の取消又は管理業務の全部もしくは一部の停止を求める申し出

があったとき。

l 当該施設が、公の施設として廃止されることとなったとき。

l 指定管理者が暴力団等に該当することが判明したとき(中野区暴力団排除条例第７条

第５項)。

l その他、区が当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと判断したと

き。

これらの場合、指定管理者の被った損害に対して、区は賠償責任を負わないものとしま

す。

１８.⑵. 指定管理者の都合により指定管理者の指定を辞退する場合は、区が定める期日まで
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に、書面をもって区に届出るものとします。

１８.⑶. 指定管理者の責に帰すべき事由で管理業務の継続が困難となった場合、区は指定を

取り消すものとします。この場合、区は、取消しにより生じた損害につき指定管理者

に対して、損害賠償請求をすることができるものとします。

１８.⑷. 自然災害等、指定管理者の責によらない事由で管理の業務の継続が困難となった場

合は、業務の継続の可否について、指定管理者と区とが協議を行うものとします。協

議の結果、業務の継続が困難と判断した場合又は一定期間内に協議が整わない場合、

区は指定を取り消すことができるものとします。

１９. 暴力団排除措置

１９.⑴. 指定管理者の指定における暴力団排除

区は、中野区暴力団排除条例及び同条例施行規則に基づき、暴力団排除活動を推進して

います。指定管理者制度による公の施設の管理運営においても暴力団、暴力団関係者及び

暴力団関係者が関与する団体（以下｢暴力団等」という。）を排除するため、指定管理者の

募集・指定や指定管理業務の実施にあたり同条例等に則り適切に対応することとしていま

す。具体的には、暴力団等の排除にあたり次のとおり対応します。

なお、指定管理者が暴力団等に該当するかについては、「中野区暴力団排除条例にかか

る事務処理要領」における対応要領に準拠した警視庁への照会及び協議を経て判断しま

す。

①. 指定管理者の指定前

l 暴力団等に該当する者及び団体を指定管理者の候補者としない（中野区暴力団排

除条例施行規則第５条第５号）。

l 指定管理者の指定を受けようとする団体から自己が暴力団等に該当しない旨の誓

約書を徴する（中野区暴力団排除条例第７条第２項）。

②. 指定管理者の指定後

指定管理者が暴力団等に該当することが判明したときは当該指定を取り消し、又は

期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。

１９.⑵. 暴力団等からの不当要求及び施設利用への対応

指定管理業務の実施に際して、指定管理者は暴力団等による不当な要求に対して

は、「中野区暴力団排除条例にかかる事務処理要領」に基づいて、区に報告の上、適

切に対応するものとします。

また、指定管理者は、指定管理施設の使用又は利用により、暴力団等の活動を助長

し、又は暴力団若しくは暴力団関係者が関与する団体の運営に資することとならない

よう、当該施設の利用申請者から自己が暴力団等に該当しない旨の誓約書を徴するこ

とができます（中野区暴力団排除条例第９条第２項）。

２０. 業務の引継ぎ

２０.⑴. 指定管理期間前に行う引継ぎ等

指定管理者は、業務の開始に先立ち、必要な人材を確保し、区及び区が指定した者との
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間で、区が指定する期間（２０２２年１月上旬から同年３月下旬までを予定）に業務の引

継ぎや必要な研修を行うものとします。なお、業務の引継ぎや研修等に要する経費につい

ては、指定管理者の負担とします。

２０.⑵. 指定管理期間終了時における引継ぎ等

指定管理者は、指定管理期間終了に当たり、区及び区の指定する者との間で、区が指定

する期間に業務の引継を行うものとします。ただし、指定管理者が、引続き産業振興セン

ターの指定管理者となる場合はこの限りではありません。

また、指定管理者は、指定管理期間終了までに、指定管理開始にあたって区が貸与した

設備、備品等を、貸与した時の状態に復元して返還することとします。ただし、設備、備

品等を適切に使用した上で、経年劣化により生じた変化は復元を要しません。また、区と

新たな協定を締結し、引続き指定管理者となる場合は返還を要しません。

２１. 留意事項

２１.⑴. 光熱水費は指定管理者が直接、納めてください。

２１.⑵. 自動販売機は個別メーターが設置されているため、電気料金は設置業者が負担しま

す。なお、回収についても設置業者が行います。

２１.⑶. 中野区産業振興センターは、中野区区有施設整備計画（２０２１年度策定予定）に

おける施設再編の対象となっています。


