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和歌山県民文化会館指定管理者運営管理仕様書

１ 趣 旨

和歌山県民文化会館（以下「県民文化会館」という。）の指定管理者が行う業務の内容及び

範囲は、本仕様書による。指定管理者が業務を行うにあたっては、以下の各項目に留意し、県

民文化会館を円滑かつ効率的に運営する。

なお、和歌山県（以下「県」という。）は、県民文化会館の設置者として必要に応じて指定

管理者に指示を行う。

２ 開館日、開館時間

県民文化会館の開館日及び開館時間は以下のとおりとする。なお、知事が特に必要があると

認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合で、あらかじめ知事の承認を受けた

ときは、臨時に開館、又は休館をし、開館時間を変更することができる。

（１）開館日 以下の休館日を除く毎日

ア 毎月第３火曜日（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

の翌日以降においてその日に最も近い休日でない日）

イ 12 月 28 日から翌年の１月４日までの日（ただし、12 月 28 日及び１月４日は、施設の
一般貸出は行わないが、和歌山県並びに行政財産目的外使用許可を得て入居している団体

が施設を使用する場合は、入館並びに施設及び設備の利用に配慮していただく。）

ウ 上記ア、イにかかわらず駐車場については毎日営業する。

（２）開館時間

ア 会館（展示室、駐車場を除く） 午前９時から午後９時 30分まで
イ 展示室 午前９時から午後５時まで

ウ 駐車場 午前零時から午後 12時まで（24時間営業）

３ 指定管理者が行う業務

（１）管理運営事業

ア 貸館業務

県民文化会館の下記施設の貸出に関する業務で、各施設の利用許可申請の受付及び許可

・不許可、利用料金の徴収、減免及び還付に関する業務等を行っていただきます。

(ア) 貸出施設

施設の名称 施 設 の 概 要

大ホール 扇状形２フロア 座席数 2,000席（車椅子11席含む）

（舞台）間口 21.5m、奥行 17.7ｍ、高さ 8m

大迫り２基、小迫り１基、廻り舞台、花道ｽｯﾎﾟﾝ迫り

１基

反響板、電動式オーケストラピット

（楽屋）大２室、個室８室（うち小ホールとの兼用３室）、特別

室１室
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小ホール 座席数 328席（車椅子4席含む）

（舞台）間口 13.9m、奥行 7.8ｍ、高さ 4.6m

能舞台、反響板

（楽屋）中２室、個室３室（大ホールとの兼用）

リハーサル室 １室 107㎡

展示室 大展示室（344㎡）、中展示室（177㎡）、小展示室（74㎡）

特設展示室（102㎡）

会議室 大会議室（149㎡ 80名）、中会議室（92㎡ 50名）

特設会議室（199㎡ 120名）、特別会議室Ａ（78㎡ 18名）

特別会議室Ｂ（108㎡ 60名）、和室（茶室 96㎡）、

会議室（30人 5室、18人 12室）

駐車場 傾床型自走式７階８層

延床面積 10,589㎡、収容台数 476台

(イ) 業務の基準

和歌山県民文化会館設置及び管理条例（以下「条例」という。）並びに和歌山県民文

化会館管理規則（以下「規則」という。）に基づき、上記施設の利用申請に対し適切に

受付及び許可・不許可の手続きを行い、利用料金を徴収し、必要に応じ還付、減免を行

うこと。

施設の利用及び同申請受付にあたっては、正当な理由がない限り、利用を拒むことは

できないものであり、また、申請許可並びに利用料金の還付・減免等の取扱については、

各利用者間において平等な取扱をしていただく必要がある。

指定管理者が、施設の貸出のため自ら定める規程、様式等については、事前に知事の

承認並びに協議が必要なことに留意すること。

なお、小ホールについて、音響システム更新を２０２０年度に予定しており、２０２

１年１月の１か月間閉鎖予定であることに留意すること。

(ウ) 利用料金

利用料金は、条例において施設毎に定めている金額の範囲内で、指定管理者があらか

じめ知事の承認を受けて定める。同料金は指定管理者の収入とする。

指定管理者は、公益上必要と認められる場合には、あらかじめ知事の承認を受けて指

定管理者が定める基準に基づき減免を行うことができる。本県においては障害者の社会

参加を促進し、福祉の増進に寄与するという観点から、障害者及び障害者団体が、県有

施設を利用する場合の使用料の取扱として、「障害者等に対する県の施設使用料金減免

要領（昭和 59 年制定）」を定めており、県民文化会館においても同要領に準じ、施設の
利用料を減免していただく。なお、指定管理者が行う料金の減免については県から補填

しない。

(エ) 舞台業務の基準

県民文化会館で実施する催事等を円滑に進行し、かつ十分な演出効果が得られるよう、
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主催者等との綿密な事前協議を行い、舞台関係設備の適切な操作及び指示等を行ってい

ただく。また、日頃から充分な機器の整備点検を行い舞台の安全性の確保を図っていた

だく。

イ 施設の維持管理業務

県民文化会館の施設及び設備の機能等を良好に保ち、円滑な運営を行うため、下記に定

める管理基準により、効果的、効率的な施設管理を実施する。

なお、実施に際しては、必要な官公署の免許、許可、認可等を受けるものとし、業務の

一部を委託する場合は、再委託先が必ず同業務の実施に必要な免許等を有している必要が

ある。

(ア) 建物及び設備の保守管理

建物の外観及び内装について、ひび割れ、はがれ等による機能低下を防ぐとともに美

観の維持に努めること。また、法定点検、定期点検を適切に行い、必要な修繕工事を行

うことにより施設や設備の機能維持に努めること。

著しい施設損傷や機能低下を発見した場合は、すぐに和歌山県に報告し、対応の協議

を行うこと。点検及び内容については、別紙１を参照すること。

(イ) ホール等設備の保守管理

ホール等設備の定期点検等を適切に行い性能を維持すること。各ホールの設備及び点

検内容については、別紙１を参照すること。

(ウ) 備品等の保守管理

県から貸与、または指定管理業務遂行上必要なものとして購入した備品の適正な管理、

異動報告を行うとともに、物品管理簿の作成を行うこと。

また、各種消耗品を購入及び保管し、施設運営に支障を来さないようにすること。

(エ) 清掃

敷地内の環境を維持するため、適切な清掃業務を行う。業務の内容については、別紙

１を参照すること。

(オ) 保安警備

敷地内の秩序を維持し、利用者の安全性を確保するため、有人及び機械警備による保

安警備業務を行う。業務の内容については、別紙１を参照すること。

(カ) 受付案内

県民文化会館来館者に対する受付業務や案内業務等を行うこと。

(キ) 危機管理

緊急時における通報連絡体制の確立や対応マニュアルの整備を行い、適格かつ迅速な

対応が図られるよう努めるとともに、定期的な避難訓練、防災訓練を実施することによ

り職員の防災対応能力の向上を図ること。

（２）その他自主事業

指定管理者が自らの責任において、県民文化会館の効率的運用という観点から、指定管

理者が積極的に自主事業を企画・提案する場合は、その内容を示してください。

自主事業の性質が施設の目的外の利用と見られる場合は、別途行政財産の使用許可を県

から得る必要がある。なお、自主事業は本来業務の実施を妨げない範囲において行うこと。
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４ 業務を実施するにあたっての留意事項

業務を実施するにあたっては、次の各項目に留意して円滑に実施してください。

（１）公の施設であることを念頭におき、施設の運営にあたっては、公平な運営を行うこととし、

特定の団体等に有利あるいは不利になる運営をしないこと。

（２）指定管理者が施設の運営管理に係る各種規程、要綱、マニュアル等を作成する場合は、県

と協議すること。

（３）施設の管理業務の遂行にあたっては、関係機関との良好な関係を維持するとともに、必要

に応じ連絡調整を行うこと。

（４）指定管理者は、施設管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために

使用してはならない。

（５）指定管理者は、施設の管理の業務に関して保有する情報の公開について必要な措置を講じ

なければならない。

（６）県と連携を図った運営を行うこと。

（７）損害賠償保険に加入すること。

（８）指定管理者が施設の利用を許可するにあたっては、和歌山県暴力団排除条例（昭和４５年

和歌山県条例第３６号）第１１条に規定する暴力団の利益につながる目的のために施設を供

することがないよう、適切な取り組みを行うこと。

（９）小ホールについては、２０２１年１月の１か月間、音響システム更新のため閉鎖する予定

であるので、留意すること。

５ 物品の管理等

指定管理者が指定管理業務遂行上必要なものとして購入した物品は、県の所有に属し、県か

ら無償貸与を受けたものとみなす。

指定管理者が管理する県の所有物品については、和歌山県財務規則及び和歌山県物品管理等

事務規程並びに関係例規に基づいて管理等を行う。

指定管理者は、県が定める物品管理簿を備えてその保管に係る物品を整理し、購入及び廃棄

等の異動について、県に報告する必要がある。県が事前に用意する備品等は、別途提示する。

６ 施設の利用目的以外の行政財産の使用許可

指定管理者が当該施設において、自動販売機設置等を行う場合は、県からの行政財産の目的

外使用許可（地方自治法第２３８条の４第７項）が必要となり、その使用料は県に納付するこ

と。

７ (社)全国公立文化施設協会及び和歌山県公立文化施設協議会に係る業務の実施

県民文化会館は(社)全国公立文化施設協会の会員であるため、会員としての業務を行うこと。

また、和歌山県公立文化施設協議会の会長館であり、事務局としての業務を行うこと。

８ ２０２１年国民文化祭・全国障害者芸術・文化祭への協力

２０２１年に和歌山県で開催される国民文化祭・全国障害者芸術・文化祭（以下国民文化祭 等

とする）に関して窓口担当者の設置を行うこと。
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また、国民文化祭等の広報活動を積極的に県と協力して行うこと。また、県民文化会館が国民文

化祭等の会場となる場合は大ホール、小ホール及び展示室等の優先的確保につとめること。さらに、

必要に応じて、国民文化祭等の会場となる県内文化施設または関連イベントを主催する文化団体に

対して技術的助言を行うこと。

９ 事業計画書及び収支計画書の提出

指定管理者は、毎年度１１月末までに、次年度の事業計画書及び収支計画書を県と協議、調

整の上で作成し、提出しなければならない。

10 事業報告書等の提出

（１）指定管理者は、毎月１０日までに収支状況や業務報告書を業務毎に作成し、県に提出しな

ければならない。

（２）指定管理者は、各年度終了後、２か月以内に以下の事項を記載した事業報告書を提出しな

ければならない。

ア 業務実績及び利用状況

イ 利用料金収入実績

ウ 経費の収支状況

エ 施設の保全状況

11 職員の配置等

指定管理者が行う業務を実施するため、適正な人員を施設に配置すること。また、責任者を

おき、適切な管理体制を整備すること。

職員の資質向上を図るため、研修を実施し、施設の運営等に関して必要な知識の習得に努め

ること。

ホール利用時には、そのホールごとに、それぞれ舞台専門技術スタッフ４名（舞台運営責任

者１名、舞台技術者１名、音響技術者１名、照明技術者１名）を配置すること。なお、当該経

費は、「施設利用料金」（条例で示している利用料金上限額）に含まれる。

また、利用のない日においても、利用者との打合せを円滑に行うため、大・小各ホールごと

に１名ずつの舞台専門技術スタッフが対応できるようにしておくこと。

12 修繕及び改修工事

（１）修繕

ア １件あたり 250 万円未満の修繕及び簡易な改装（以下「修繕」という。）は、指定管理
者が全て行うものとする。

イ 修繕による更新機器等は県に帰属する。

ウ 年度終了後に修繕に係る最終的な実績を報告すること。

（２）改修工事

ア 建物主要構造部の改築や施設の大規模改装等の改修工事（以下「改修工事」という。）

については県において行う。
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イ 指定管理者が改修工事を必要と考える場合は、県に対し施設の状況及び理由等を付して

その旨を依頼するものとする。この場合、県は当該工事の必要性を検討し、予算措置がさ

れた場合のみ工事を行う。なお、県の決定に対し異議は認めない。

ウ 県が決定した工事の工期、日程、工法等について、異議は認めない。また、指定管理者

は県の行う工事に協力していただく。

ただし、県の負担と責任において実施することとなる修繕や改修工事について、管理業務と

一体として実施することが適当と認められる場合は、県と指定管理者が協議の上、県の負担に

おいて、指定管理者に実施させることができるものとし、詳細については、協定で定める。

13 リスク管理及び責任分担

施設及び設備の維持管理不備により利用者等に損害を与えた場合は、原則として指定管理者

が賠償責任を負うものとする。また、施設及び設備の利用等に当たって指定管理者が故意、又

は過失によって利用者等に損害を与えたときも、指定管理者が賠償責任を負うものとする。

その他の指定期間内における主なリスクについては、別紙２の負担区分を前提とし、これ以

外のリスクに関する対応については、別途協議するものとする。

14 個人情報の保護

指定管理者は、県民文化会館の管理運営を行うに当たって取扱う個人情報の保護のため和歌

山県個人情報保護条例（平成１４年和歌山県条例第６６号）に基づき、その漏えい、滅失又は

き損の防止その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。なお、個人情報の

適正な取扱いの具体的内容については、別途協定で定めることとする。

15 情報公開

指定管理者は、県民文化会館の管理運営に係る業務の公平性及び透明性の向上を図るため、

和歌山県情報公開条例（平成１３年和歌山県条例第２号）の規定に準じ、県民文化会館の管理

に関する情報の公開に関し、具体的な規定を設けること。

16 環境への配慮

指定管理者は、施設の管理運営に当たって、省資源化や廃棄物の発生抑制等、環境に配慮し

た施策を積極的に実施し、人や地域、社会にやさしい業務の実施に努めていただく。

17 指定管理者に対する監督・監査

（１）県は、指定管理者に対して９に示す報告の他、当該業務又は経理の状況に関して随時

報告を求め、実地に検査し、又は必要な指示をすることがある。

（２）県又は監査委員が必要と認めるときは、指定管理者が行う業務に係る事務について監

査を行う場合がある。

（３）県は、指定管理者が本業務に係る法令並びに公募要項、仕様書及び協定に基づく県の

指示に従わない場合や、施設の適正な管理に著しい支障が生じるおそれがある場合は、

指定を取り消す場合がある。



- 7 -

18 事業の継続が困難となった場合の措置

（１）指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の遂行が困難になった場合、又は指定管理

者の財務状況が著しく悪化し、業務の継続が困難と認められる場合、県は、指定管理を取り

消すことができるものとする。この場合、県に生じた損害は、指定管理者が県に賠償するも

のとする。

（２）不可抗力、その他県又は指定管理者双方の責めに帰すことができない事由により事業の継

続が困難になった場合、県と指定管理者は、施設運営の継続の可否について協議を行うもの

とする。なお、その結果事業継続が困難と判断した場合、県は指定管理者の指定を取り消す

ことができるものとする。

19 協定に関する事項

県と指定管理者は、業務を実施する上で必要となる詳細事項について協議を行い、これに基

づき協定を締結する。

20 法令等の遵守

業務を遂行するうえで、次の関連法令等を遵守していただく。

（１）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

（２）和歌山県民文化会館設置及び管理条例（昭和４５年和歌山県条例第３６号）

（３）和歌山県民文化会館管理規則（平成９年和歌山県規則第７２号）

（４）労働基準法（昭和２２年法律第４９号）その他の労働及び社会保険関連法令

（５）和歌山県個人情報保護条例（平成１４年和歌山県条例第６６号）

（６）和歌山県情報公開条例（平成１３年和歌山県条例第２号）

（７）和歌山県暴力団排除条例（平成２３年和歌山県条例第２３号）

（８）その他県民文化会館を運営管理する上で関係のある諸法令

21 資格

指定管理者は、３に定める業務を実施するために必要な官公署の免許、許可、認定等を受け

ていることが必要である。個々の業務について委託を行う場合には、当該業務について当該委

託先がそれぞれ上記の免許、許可、認定等を受けていることが必要である。

22 その他の事項

（１）目的外使用許可

指定管理者が施設内に自動販売機等を設置する場合は、県に行政財産の目的外使用許

可申請を提出し、許可を受ける必要がある。

（２）指定期間以前に要する経費の負担

指定管理者が指定期間の前に業務引継等のため要した費用は、全て指定管理者として選定

された団体が負担するものとする。

（３）業務の引継

ア 指定管理者が指定期間終了もしくは指定取り消しにより、次期指定管理者に業務を引き
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継ぐ際は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要な資料の提供や諸手続きの変更に協力

していただく。

イ 指定管理者は、２０１９年３月３１日以前に申請を受け付けている２０１９年４月１日

以降の貸館事業について、現在の指定管理者から引き継ぎを受ける。２０２２年３月３１

日以前に申請を受け付ける２０２２年４月１日以降の貸館事業については、次期管理者に

遅滞なく引き継ぐものとする。

（６）公租公課

指定管理者は、法人にかかる市町村・県民税、事業を行う者にかかる事業所税等、諸税の

納税義務者となる可能性がある。（詳細は、市町村及び県の課税担当課並びに税務署等に問

い合わせること。）

（７）本業務に係る出納は、団体自体の口座とは別の口座で管理していただく。

（８）この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について定めのない

事項、又は、疑義が生じた場合については、県と協議し決定する。


