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はじめに
「藤沢市藤沢駅前広場」は，藤沢・湘南の玄関口でもある藤沢駅街区を，市民
等の憩い，賑わい，交流の場とすることにより，藤沢駅周辺及び本市の魅力を発
信し，付加価値を高めるために，藤沢市藤沢駅前広場条例（令和２年藤沢市条例
第１５号。以下「広場条例」という。）に基づき設置するものです。
藤沢市藤沢駅前広場の管理業務を効果的かつ効率的に行うため，地方自治法
（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び広場条例第１２条の規定
に基づき，市が指定した指定管理者が本施設の管理に関する業務を行うため，指
定管理者を募集します。
応募にあたっては，別紙の「藤沢市藤沢駅前広場管理運営仕様書」（以下「仕
様書」という。）及び関係書類をもとに，公の施設の管理運営を担う責務及び施
設の設置目的等を理解したうえで，施設の利用促進を図りつつ，地域振興や駅周
辺の賑わいの創出及び活性化に寄与することができる事業提案を望みます。
Ⅰ 指定管理対象施設
１．施設の概要
名称

位置

サンパール広場

藤沢市藤沢５５２番６

サンパレット広場

藤沢市藤沢４６０番５

２．施設所管課（事務局）
担当部署

藤沢市 都市整備部 藤沢駅周辺地区整備担当

担当者

野原・眞野

所在地

〒２５１－８６０１ 藤沢市朝日町１－１

連絡先

電 話 ０４６６－５０－３５５２
ＦＡＸ ０４６６－５０－８４２１

Ｅメール

fj5-fujisawa-eki@city.fujisawa.lg.jp

３．利用日及び利用時間
利用日
１月１日から１２月３１日ま
で

利用時間
午前８時から午後１０時まで
（準備，後片付け含む）

※広場は，使用を許可した場合及び管理上必要がある場合を除き，広く一般に
開放するものとします。
※ただし，指定管理者は，必要があると認めたときは，あらかじめ市長の承認
を得て，利用時間を変更することができるものとします。
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４．使用許可を受けた場合の利用料金
使用
場所
単位
区分
サンパール広場

金額
平日

休日等

全面

１日

全面

１日

１６,０００円

３６,０００円

半面

１日

８,０００円

１８,０００円

ガーデンテラス

全面

１日

１２,０００円

２７,０００円

待ち合わせ広場

全面

１日

１２,０００円

２７,０００円

１㎡

８０円
（非営利の利用
にあっては４０
円）

１８０円
（非営利の利用
にあっては９０
円）

ガーデンパーク

上記以外の部分
サンパレット広場

全面

１９６,８００円 ４４２,８００円

１日

４９,６００円 １１１,６００円

※利用料金の額は，表の定める金額を超えない範囲内において，あらかじめ市長
の承認を得て，指定管理者が定めることができます。
Ⅱ 基本的事項
１．指定管理者が行う業務
広場条例第１条に規定する広場設置の目的に寄与する，広場において実施
する事業に関する業務
広場の維持管理に関する業務
広場の使用許可及びその取消しに関する業務
※業務の詳細は，仕様書に示します。
２．指定期間（予定）
２０２１年(令和３年)４月１日 から２０２４年(令和６年)３月３１日まで
３．管理運営経費等
利用料金
利用料金は，指定管理者の収入とします。
指定管理料
指定管理料は，年度毎に指定管理者から提出される収支計画書等の内容及び
本市の予算編成方針等を踏まえ協議を行い，指定管理者が行う業務に要する経費
を支払い時期や方法等を含めて年度協定書で定め，年度毎の予算の範囲内におい
て支払うものとします。ただし，別に定めるリスク分担表の内容により変更が生
じた場合等には，協議により変更することができるものとします。また，広場に
おいて実施する事業として市が支払う指定管理料の金額に満たなかった場合は，
年度末に余剰金を精算することとします。
2

なお，指定管理業務を市が示した基準どおり確実に実施する中で，経費の削
減等，指定管理者の経営努力により生み出された余剰金については，原則とし
て市に返納する必要はありません。また，指定管理者の運営に起因した不足額
が生じた場合は，原則として補填は行いません。また，２年目以降については
初年度の実績を踏まえ，協議の上，年度協定の中で定めるものとします。
※ 消費税率の変更があった場合には，その時点で，指定管理料の修正（税率
変更分の反映）を行います。
※ 藤沢市は, 提案された指定管理料に基づき，予算調整を行います。その
後，藤沢市議会における予算の議決を経て，年度協定において確定しま
す。そのため提案額が必ずしも保証されるものではありません。
また, 藤沢市議会における予算の議決がなされないときは，年度協定は成
立しません。
会計の区分等
指定管理者としての業務にかかる経理については，指定管理者が行う別事業
に係る経理と区分して管理するものとし，口座についても同様に区分して管理
するものとします。
各経費間の流用
各経費間においての流用が必要となった場合は，あらかじめ市と協議するこ
ととします。
交付時期
指定管理に関わる，支払額及び時期については，別途協定書に定めるものと
します。
４．管理業務に関する留意事項
（１） 関係法令等の遵守
指定管理者は，次に揚げる関係法令等を遵守し，藤沢市藤沢駅前広場の目
的に基づき，適正な管理運営を行うものとします。
ア 地方自治法及び同法施行令
イ 藤沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例及び施行規則
ウ 藤沢市藤沢駅前広場条例及び施行規則
エ 藤沢市情報公開条例及び施行規則
オ 藤沢市個人情報保護に関する条例及び施行規則
カ その他の関係法令等
（２） 藤沢市の施策を理解した管理運営
指定管理者は，藤沢市市政運営の総合指針２０２０や藤沢駅周辺地区再整
備構想・基本計画等の藤沢市の施策を十分に理解し，施設の管理運営を行
ってください。また，同計画等に基づく藤沢市の事業については，協力し
てください。
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（３） 業務の再委託の制限
指定管理者は，管理運営業務の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わ
せないでください。ただし，書面によりあらかじめ藤沢市の承諾を得た場合
は，この限りではありません。
（４） 秘密保護の義務
指定管理者の従業員又は管理運営業務の全部若しくは一部の業務に従事する
者は，業務の実施によって知り得た秘密及び藤沢市の行政事務等で一般に公開
されていない事項を外部へ漏らし，又は他の目的に使用してはなりません。指
定期間の終了後，又は指定の取消し後においても同様とします。
（５） 個人情報保護及び情報公開の取り扱い
個人情報の取り扱いについては，「藤沢市個人情報の保護に関する条例」
（平成１５年藤沢市条例第７号）の定めるところに従い，全ての職員に徹底し
てください。また，情報公開については，「藤沢市情報公開条例」（平成１３
年藤沢市条例第３号）の定めるところに従い業務を行っていただきます。
文書の管理
指定管理者は，管理運営業務の執行上作成し，又は取得した文書，図面，写
真及び電磁的記録（以下「管理文書」という。）について，藤沢市公文書等の
管理に関する条例及び同条例施行規則のほか，藤沢市行政文書取扱規程の定め
るところに従い，これにより，適正に管理・保存することとし，指定期間の終
了後，又は指定の取消し後に藤沢市の指示に従って引き渡すものとします。
情報の公開
指定管理者は，管理文書について公開の請求があったときは，藤沢市情報公
開条例（平成１３年藤沢市条例第３号）の定めるところに従いその事務手続を
行っていただきます。
藤沢市行政手続条例の遵守
指定管理者は，管理運営業務の実施に際して，藤沢市行政手続条例（平成８
年藤沢市条例第１５号）第２条第４号に規定される市長等として，同条例の規
定を遵守してください。
藤沢市における法令の遵守に関する条例の遵守
指定管理者の従業員及び管理運営業務に従事する者は，管理運営業務の実施
に際して，藤沢市における法令の遵守に関する条例（平成２４年藤沢市条例第
６号）第２条第２号に規定される職員等として，同条例の規定を遵守してくだ
さい。
藤沢市暴力団排除条例の遵守
指定管理者は，藤沢市暴力団排除条例（平成２３年藤沢市条例第１８号）
の規定を遵守してください。
4

藤沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の遵守
指定管理者は，電子申請等により施設の使用申請等を受付け，又は使用許
可等の行政処分を行う場合は，藤沢市行政手続等における情報通信の技術の
利用に関する条例（平成１７年藤沢市条例第５号）の規定に従い，その事務
手続を行ってください。
人権の尊重
指定管理者は，管理運営業務の従事者が，藤沢市人権施策推進指針の趣旨
に則り人権に対する基本的理念や施策の方向性に対する認識を持ち，利用者
等の人権を尊重して業務を遂行するよう，意識啓発等必要な措置を講じてく
ださい。
障がいを理由とする差別の解消の推進
指定管理者は，障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成
２５年法律第６５号）に定めるもののほか，藤沢市における障がいを理由と
する差別の解消の推進に関する対応要領第４条及び第５条の趣旨並びに藤沢
市職員サポートブックの内容を踏まえ，障がい者に対する適切な対応を行う
ものとします。
環境への配慮
指定管理者は，管理運営業務を実施するにあたって，藤沢市地球温暖化対
策実行計画の各項目に配慮するものとします。
緊急時の対応，防災対策等
ア 指定管理開始後は速やかに，本業務の実施に関して事故，災害等の緊急
事態が発生した場合の危機管理マニュアルを藤沢市と協議の上で作成し
てください。事故，災害等発生の際には，同マニュアルに基づき，指定
管理者の判断・責任において直ちに必要な措置を講じるとともに，市を
はじめ，消防，警察，保健所その他の関係する行政機関に速やかに通報
するものとします。ただし，市からの指示があった場合は，それに従っ
てください。
イ 指定管理対象施設は，不特定多数が利用する公共施設であるため，公衆
衛生にも配慮してください。
Ⅲ 応募方法
１．応募資格
（１）安全円滑に対象施設を管理運営できる法人，その他の団体であること。
（個人での応募はできません）
（２） 団体又は代表者が，次のいずれかに該当する場合は，申請することが
できません。
ア 地方自治法施行令１６７条の４の規定に該当する者
イ

本市からの指名保留，指名停止措置を受けている者
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ウ
エ
オ
カ
キ

会社更生法，民事再生法に基づき更生又は再生手続きをしている者
地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定管理者の指定の取
り消しを受けたことがある者
市税，県税，国税，労働保険料を滞納している者
２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けており，必要な措置の実施
について労働基準監督署に報告が終わっていない者
代表者が禁固以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行を
受けることがなくなるまでの者

ク

代表者が本市において懲戒免職の処分を受け，当該処分の日から２年を経
過しない者
ケ 藤沢市暴力団排除条例（平成２３年藤沢市条例第１８号）第２条第２号か
ら第５号に規定する暴力団，暴力団員，暴力団員等，暴力団経営支配法人
等及びそれらと密接な関係を有すると認められる者（法人にあっては，そ
の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者をい
う。）が暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。）
Ⅳ スケジュール及び手続の概要
１．スケジュールの概要
内容

期日等

募集要項等の配布

２０２０年（令和２年）８月２８日（金）～９月４日
（金）

質問書の受付

２０２０年（令和２年）８月２８日（金）～９月４日
（金）

質問の回答

２０２０年（令和２年）９月１１日（金）

申請

２０２０年（令和２年）８月２８日（金）～９月１８日
（金）

プレゼンテーショ

２０２０年（令和２年）１０月１５日（木）

ン及びヒアリング
選定結果の通知及
び公表

２０２０年（令和２年）１０月下旬

市議会への指定議
案の提出

２０２０年（令和２年）１２月中旬

指定の告示

２０２１年（令和３年）１月中旬

基本協定締結

２０２１年（令和３年）４月１日（木）

指定管理開始

２０２１年（令和３年）４月１日（木）

２．募集要項等の配布
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配布期間

２０２０年（令和２年）８月２８日（金）から９月４日（金）

３．質問書の受付
本件に関する質問を次のとおり，受け付けます。
提出期間

２０２０年（令和２年）８月２８日（金）から９月４日（金）

提出時間

午前８時３０分～午後５時

提出方法

Ｅメール（不着防止のため，質問書を送信した後（土日祝日の
場合は，翌開庁日），提出先へ電話連絡をして下さい）

提出先

藤沢市 都市整備部 藤沢駅周辺地区整備担当
担当 野原・眞野
Ｅメール：fj5-fujisawa-eki@city.fujisawa.lg.jp
電話番号：０４６６－５０－３５５２（直通）

書式

書式は任意様式です。タイトルを「指定管理者等質問書」とし
て下さい。
質問内容は簡潔明瞭に記載するとともに，その質問が生ずる資
料等の名称，該当ページを記載してください。
メールアドレスに間違いがないよう留意してください。

留意事項

メールの件名の頭には，必ず「【藤沢市藤沢駅前広場指定管理
者質問】」と記載してください。
電話や来訪による口頭での質問及び当該期間以外の質問は一切
受付しません。

４．質問の回答
回答日

２０２０年（令和２年）９月１１日（金）

回答方法

藤沢市のホームページに掲載しますので，ダウンロードしてく
ださい。
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/fujisawa-eki/
【組織案内】→【藤沢駅周辺地区整備担当】

５．申請
提出期間

２０２０年（令和２年）８月２８日（金）から９月１８日
（金）
ただし，提出期間中の土日祝日は除きます。

提出時間

午前８時３０分～午後５時（正午～午後１時を除く）

提出方法

書式は指定の様式及び任意の書式を使用し，事前にご連絡の
上，提出先へ持参してください。郵送，ＦＡＸ，Ｅメール等に
よる提出はできません。
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提出先

藤沢市 都市整備部 藤沢駅周辺地区整備担当
担当 野原・眞野
Ｅメール：fj5-fujisawa-eki@city.fujisawa.lg.jp
電話番号：０４６６－５０－３５５２（直通）
申請にあたっては，次の書類等を提出してください。
提出書類は，全てＡ４縦とし，次の書類をそろえ，正本１部及
び副本２０部を提出してください。
【指定の書式】
（１）指定管理者指定申請書（第１号様式）
（２）申請資格等に関する確認書（第２号様式）
（３）団体概要説明書（第３号様式）
次の事項等がわかる書類(任意の書式）を添付してくださ
い。
ア 団体概要書
イ 定款，寄付行為，規約その他これらに類する書類及び法
人にあっては法人登記簿謄本
ウ 事業計画書及び収支予算書（令和３年度）
エ

提出書類

直近３か年間の事業報告書及び財務諸表（賃借対照表，
損益計算書，財産目録）
オ 直近２か年度分の国税（法人税，消費税及び地方消費
税），県税（法人県民税・事業税），市税（法人市民税，
固定資産税）の納税証明書
（４）事業計画に関する書類
ア 事業計画書（任意の書式）
審査評価基準表を参照し，審査評価基準表の全ての評価項
目ごとに作成してください。その際，タイトルは審査評価
基準表の項目に合わせてください。
イ 収支計画書
上記を基本に，必要事項を盛り込み，指定期間３年間分を
作成してください。
（５）再委託業務一覧表（第４号様式）
一部業務を再委託する場合は提出してください。
（６）指定管理者の指定申請に関する誓約書（第５号様式）

留意事項

提出後は，提案書類の内容を変更することはできません。ま
た，提出した書類については，返却できません。市が必要と認
める場合には，追加書類の提出を求める場合があります。
申請書類に虚偽の記載があった場合は，その申請を無効とし
8

ます。申請に関する費用は，すべて申請団体の負担とします。
申請団体が提出した書類に著作物が含まれる場合は，その著
作権は申請団体に帰属します。ただし，審査選定及び手続きの
ために必要な場合は，本市は当該著作物の複製使用ができるも
のとします。また，市民等から公開を求められた場合について
は，藤沢市情報公開条例における「行政文書」として同条例に
基づく開示請求の対象となります。
６．審査選定方法等
「藤沢市藤沢駅前広場指定管理者審査選定委員会の設置に関する規程」に基
づいて設置する「藤沢市藤沢駅前広場指定管理者審査選定委員会」（以下「審
査選定委員会」という。）において，
「藤沢市公の施設の指定管理者の指定の手
続等に関する条例」第３条に規定する基準を前提とし，応募書類の審査，プレ
ゼンテーション及びヒアリングを行い，資料５の審査基準により総合的に判断
して選定します。
プレゼンテーション及びヒアリング
実施日時

２０２０年（令和２年）１０月１５日（木）

実施場所

藤沢市役所 本庁舎８－１会議室

１．所要時間
事前準備５分
プレゼンテーション３０分以内
ヒアリング２０分程度
片付５分
所要時間等 ２．機材
プロジェクター及びスクリーンは市が準備しますが，パソコン
その他必要とする機材については，参加事業者が用意すること
とします。ただし，会場内の電源使用は可とします。
※プレゼンテーション及びヒアリング終了後に指定管理候補者
等を選考します。
出席者

留意事項

出席者は７名以内とします。
説明するポイントを簡潔に提示するなど，審査用に資料を別途
準備することは構いませんが，提出書類に記載のない内容が盛
り込まれているなど，提出書類とのかい離がある場合は，評価
の対象としません。
プレゼンテーションは公開とします。
審査結果に基づき，指定管理者候補者を決定します。
結果については，１０月下旬頃に事業者に連絡します。
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審査評価基準表
区分 審査の基準

評価項目

Ⅰ
団
体
の
基
本

(1) 指定管理者 指定管理者制度の目的
制度への理解
や趣旨をよく理解して
いるか

５

(2) 管理運営の 施設の設置目的や基本
基本方針
理念をよく理解し，管
理運営の基本方針を確

５

的
要
件

１．指定管
理者である
ための基本
的理解

評 価 の 視 点

配点 係数

立しているか
２．管理運
営能力

(1) 団体の適性 団体の種別，経営理
念・方針，組織基盤・
体制は，当該施設の指

５

定管理者としてふさわ
しいものか

Ⅱ
事
業
計
画
書

１．施設の
効用の発揮

(2) 財務面の健 管理運営を安定的に行
全性・安定性
うための経営基盤を有
しているか

５

(3) 管理運営実 同種又は類似の施設の
績
管理運営実績はあるか

５

(1) 施設利用の 施設の利用を促進させ
促進
る具体的な提案がされ
ているか，また，その
内容は適切か

５

(2) サービスの 新たなサービスの具体
向上
的な提案がされている
か，また，その内容は

５

適切か
(3) 平等な利用 市民等の平等な利用の
の確保
確保のための考え方・
方策は適切か

５

(4) 利用者意見 利用者の意見，要望，
等の把握
苦情等の受付及びこれ
らに対応する体制は確
立しているか

５
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２．施設の
管理

(1)施設・設備
の維持管理

施設や設備の維持管理
計画は適切か

５

３．危機管
理体制

(1) 防犯・防災 防犯や防災への取り組
対策
みは確立されているか

５

(2) 緊急時の対 事故，災害その他の緊
応
急事態が発生した場合
の体制は確立されてい
るか

５

(1) 人員体制

５

４．人員体
制・経費

労働法令への遵守や雇
用・労働条件への適切
な配慮がされており，
当該業務の執行体制，
人員配置，勤務割振
り，研修計画等は適切
か

(2) 収支予算書 管理運営経費は適正に
算定されているか，ま

５

た，収支予算書の内容
は適切か
(3) 効率的な運 管理運営経費の縮減を
営
図る具体的な提案がさ
れているか

５

指定管理期間３か年の
事業費の縮減が提案さ
れているか

５

５．市の施

(1) 情報の管理 情報公開・個人情報保

５

策への理解

体制

(4)事業費の縮
減

護への取組は確立され
ているか

(2) 環境への配 環境に配慮した取組は
慮
確立されているか

５

(3) 人権施策へ 人権を守るための取組
の理解
は確立されているか

５

(4) 暴力団排除 暴力団排除への取組は
への対応
確立されているか

５

６．特記項

(1) 藤沢駅周辺 藤沢駅周辺地区再整備

５

目

地区再整備構

構想・基本計画や広場
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想・基本計画
に基づいた事
業の実施

の設置目的等を理解し
たうえで，事業計画の
提案がなされているか

(2) 地域住民・
行政・関係事
業者等との協
働・連携

地域住民，行政，関係
事業者等との協働・連
携が図られる提案がさ
れているか

５

(3) 優れた企画 広場条例第１条の目的

５

力・効果的な
周知・発信力

を達成するための優れ
た企画力や様々な媒体
を利用した効果的な周
知・発信の提案がなさ
れているか

(4) 新たな生活
様式を踏まえ
た事業提案

新たな生活様式を踏ま
えた事業計画の提案が
なされているか。

５

(5) 継続的な広 継続した広場活用の実

５

場活用の取組

Ⅲ
そ
の
他

１．提案の
整合性

現に向けてイベントの
担い手とのネットワー
クを構築する等の提案
がなされているか

(1) 業務要求水 管理区域，業務範囲，
準との適合性
その他市の提示する条
件等について漏れなく
適確な把握をされた提
案となっているか

５

(2) 特色ある提 各項目の提案を通じ
案
て，団体の特色を生か
した，創意工夫がある
提案となっているか

５

各項目の提案に矛盾が
なく，着実で安定的
な，実現可能性のある
提案となっているか

５

(3)提案の実現
性

※

収支予算書の作成にあたっては，費目に応じてその積算が明確になるよ
う，できるだけ数量・単価等を明示してください。
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選定審査対象除外（失格）
次の要件に該当する場合は，選定審査の対象から除外します。
ア 提出書類に虚偽の記載があったとき。
イ この要項に違反し，又は著しく逸脱したとき。
ウ 記載すべき内容の全部又は一部が記載されなかったとき。
エ 提出期限までに必要な書類が提出されなかったとき。
オ 審査選定委員会，本市職員及びその他関係者に対して，審査にあたり公
平性を損なうような接触をしたことが認められたとき。
カ その他不正行為があったとき。
７．選定結果の通知及び公表
選定の結果は，応募された法人等に２０２０年（令和２年）１０月下旬に文書
を通知するとともにホームページにて公表します。
８．協定の締結
基本協定
原則申請時の内容をそのまま実施することとしますが，審査選定委員会で
意見が付された事項等については，改めて市と指定管理者との間で協議した
後，指定期間における施設の管理運営に関して必要な事項を定める基本協定
を締結します。
年度協定
基本協定に基づき，市と指定管理者との間で，当該年度の事業や市が支払
う指定管理料に関する事項等について定める年度協定を締結します。
協定が締結できない場合
指定管理者が，協定の締結までに次に揚げる事項のいずれかに該当する
ときは，その指定を取消し，協定を締結しません。
ア 正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。
イ 財務状況の悪化等により，管理業務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行為等により，指定管理者としてふさわしく
ないと認められるとき。
９．管理運営開始後の留意事項
協定に定めのない事項が生じた場合の措置
市と指定管理者は誠意をもって協議することとします。
指定管理者の責に帰すべき理由により事業の継続が困難となった場合の
措置
指定管理者の責に帰すべき理由により事業の継続が困難となった場合，
又はその恐れが生じた場合は，市は指定管理者に対して改善勧告等の指示
を行い，期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができるものと
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します。この場合，指定管理者がその期間内に改善することができなかっ
た場合には，市は指定管理者の指定を取り消し，又は業務の全部又は一部
の停止を命じることができるものとします。また，この場合に市に生じた
損害は指定管理者が賠償するものとします。
その他の事由により事業の継続が困難となった場合
災害その他の不可抗力等，市及び指定管理者の双方の責めに帰すことがで
きない事由により，事業の継続が困難となった場合は，市と指定管理者は事
業の継続の可否について協議するものとし，その結果，継続が困難であると
判断した場合は，市は指定管理者の指定を取り消し，又は業務の全部又は一
部の停止を命じることができるものとします。
市の指示に従わないとき
市は，指定管理者が市の指示に従わないときは，市は指定管理者の指定を
取消し，又は業務の全部又は一部の停止を命ずることができるものとしま
す。

以

上

《問い合わせ先》
〒２５１－８６０１ 藤沢市朝日町１番地の１
藤沢市 都市整備部 藤沢駅周辺地区整備担当
（分庁舎６階）
担 当 野原・眞野
電 話 ０４６６－５０－３５５２（直通）
ＦＡＸ ０４６６－５０－８４２１
E-mail fj5-fujisawa-eki@city.fujisawa.lg.jp
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