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石巻市おしか家族旅行村オートキャンプ場指定管理者募集要項 

 

１ 趣旨 

石巻市おしか家族旅行村オートキャンプ場は、自然の中で健全な観光レクリエーシ

ョンを楽しむ場を確保し、自然との調和を図りつつ健康と福祉の増進併せて観光産業

の振興に資するための施設です。 

この施設の管理運営に当たっては、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に

対応するため、民間事業者の有する能力を活用し経費の節減等を図ることを目的として、

「指定管理者制度」を導入するものです。 

 

２ 指定施設 

（1）名 称   石巻市おしか家族旅行村オートキャンプ場 

（2）所在地   石巻市鮎川浜駒ケ峯１番地１ 

 

３ 指定施設の概要 

（1）設置年月日 平成７年４月２０日 

（2）建物概要 

・管理棟（木造平屋建、２２８．２１㎡） 

・サニタリー棟（木造平屋建、１５４．０２㎡） 

・ケビン棟Ａ-１（木造平屋建、６３．９５㎡） 

・ケビン棟Ａ-２（木造２階建、１０１．８５㎡） 

・ケビン棟Ａ-３（木造２階建、１０１．８５㎡） 

・ケビン棟Ａ-４（木造平屋建、１１８．６１㎡） 

・ケビン棟Ｂ-１（木造平屋建、８５．６㎡） 

・ケビン棟Ｂ-２（木造２階建、１２５．８５㎡） 

（3）施設内容 

・管理棟１棟 

・サニタリー棟１棟（シャワー室、トイレ、ランドリー、ガスコンロ） 

・ケビン棟Ａ４棟 

・ケビン棟Ｂ２棟 

  ・個別サイト－３１箇所（電源サイト５箇所、サイトＡ２３箇所、サイトＢ３箇所） 

・敷地内の外構及び植栽 

・その他施設 

（4）運営に係る事項 

令和元年度 利用件数 

・ケビン棟    ３９２件 

  ・個別サイト １，２２８件 

  令和元年度の運営実績（決算書）は別紙１に記載しています。 
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４ スケジュール 

 指定管理者の募集から管理運営業務開始までの予定は、次のとおりです。 

項   目 日   程 

募集要項等の配布 令和２年７月 ６日（月）～７月１０日（金） 

申請書等の受付 令和２年７月２１日（火）～７月３１日（金） 

説明会及び現地見学会の参加申込受付 令和２年７月 ６日（月）～７月１０日（金） 

説明会及び現地見学会 令和２年７月１４日（火） 

質問の受付 令和２年７月 ６日（月）～７月１０日（金） 

質問に対する回答 令和２年７月１４日（火）～７月１７日（金） 

指定管理者選定委員会の開催 令和２年８月初旬～９月初旬 

指定管理者の指定 令和２年９月中旬～下旬 

 

５ 申請することができる団体の資格 

（1）県内に事務所を有する法人又はその他の団体とし、個人での申請はできません。 

(2) 上記にかかわらず次に該当する場合は、申請できません。 

① 法律行為を行う能力を有しないもの 

② 破産者で復権を得ないもの 

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（同項を準用

する場合を含む。）の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されている

もの 

④ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第１

１項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの 

⑤ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）又は会社更生法（平成１４年法律第１５

４号）により再生手続又は更生手続を開始しているもの 

⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団又は暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）

若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過していない者の統制下にあ

ると認められるもの。 

⑦ 法人においては、国税、都道府県税及び市町村税を滞納しているもの 

⑧ 禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その執行を終えていないもの、又は執行を受けることが

なくなっていないもの 

 

６ 申請方法 

(1) 申請を受け付ける期間 
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  令和２年７月２１日（火）から令和２年７月３１日（金）まで 

  ただし、土曜日、日曜日及び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「国民の祝日」という。）を除く。 

(2) 申請時間 

  午前９時から午後５時まで 

  ただし、最終日は午前９時から正午までとする。 

（3）申請場所 

  〒９８６－２５２３ 

  石巻市鮎川浜鬼形山１番地１３ 

  石巻市牡鹿総合支所地域振興課 

（4）申請方法 

  申請場所へ直接持参する。 

（5）申請書提出部数 

  原本１部、副本７部（副本はコピー可） 

 

７ 申請に必要な書類 

 法人又はその他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理

者指定申請書（様式１）に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に提出してください。 

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定期間内における管理運営に関す

る事業計画書（様式２）、各年度の事業実施計画書（様式３）、収支予算書（様式４） 

(2) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書（その他の団体にあっては会則及び構

成員名簿） 

(3) 前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び財産目録又はこれらに相当する書類 

(4) 当該団体の現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類 

(5) 法人にあっては法人税、消費税・地方消費税、法人事業税、法人都道府県民税及び

法人市町村民税、直近１年間の納税証明書（納税義務のある者のみ。） 

(6) 法人以外の団体の場合は、代表者の身分証明書 

(7) 法人にあっては労働保険料納付済証明書 

(8) 法人にあっては従業員等の確認をするため社会保険加入届の控え又は確認通知書及

び源泉徴収簿又は給与台帳の写し 

  (9) グループ構成員届出書（様式５）（グループ応募者のみ） 

(10）自主事業計画書(様式８)（自主事業を計画している場合） 

    ※１ 証明書類は、証明年月日が申請日前３か月以内のもので、発行官公署において定め

た様式を使用してください。なお、複写機による写しでも差し支えありません。 

  ２ 提出に当たっては、書類一覧表（別紙２）で、提出書類をご確認ください。 

 

８ 公募及び選定の方式 

 指定管理者の選定に当たっては、公募型プロポーザル方式を採用し、石巻市おしか家族
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旅行村オートキャンプ場指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、

申請者のうち申請資格等の要件を満たす者を対象に、提出された事業計画書等についての

書類審査を行い、採点方式により第１順位から第３順位までの候補者を選定します。 

 

９ 選定委員会 

 選定委員会の委員は５人以内とし、学識経験を有する者及び関係団体から選出した者等

で構成します。 

 

１０ 選定基準 

  石巻市おしか家族旅行村オートキャンプ場の指定管理者候補者の選定に当たっては、次

に掲げる事項を基本として総合的に審査し、選定を行います。 

(1) 利用者の平等な利用を確保し、サービスの向上が図られること。 

(2) 事業計画の内容が、施設の効用を最大限に発揮し、効率的な管理の下、管理経費の縮

減が図られるものであること。 

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力、財政的能力、人的能力を有してい

ること。 

(4) 個人情報の取扱いを適正に行う体制が整備されていること。 

(5) 法令（条例等を含む。）の規定を遵守し、適正な管理ができること。 

 

１１ 選定結果 

指定管理者候補者の選定結果は、審査に参加したすべての申請者に文書により通知しま

す。同時に市のホームページで必要な事項を公表します。 

なお、電話等による問い合わせには応じません。 

 

１２ 指定管理者候補者の選定後の手続 

(1) 指定管理者の指定 

 石巻市議会において、指定管理者の指定に関する議決を経て、第１順位の候補者を指 

定管理者として指定します。 

(2) 指定管理者との協議・協定書締結 

 指定管理者と指定管理業務についての細目について協議を行い、協議が整った場合に 

は内容を協定書として締結します。なお、協議が整わない場合には、次順位の候補者と

協議を行います。 

 

１３ 指定期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日までとします。 

 

１４ 指定管理業務に係る経費等 

(1) 指定管理料 
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  指定管理料は、申請者において施設使用料金収入及びその他収入の試算を行い、その

指定管理料の額等を申請者から提案していただくこととします。 

  また、指定管理料の額の提案に当たっては、その算出根拠を明確に記載してください。 

なお、詳細な支払時期や金額等は協定書で定めるものとします。 

(2) 指定管理料等の精算 

  指定管理業務を適切に実施する中で、使用料金収入やその他収入の増加、経費の節減

など、指定管理者の経営努力により生み出された剰余金については、原則として精算に

よる返還を求めません。 

  また、市が負担する経費については、年度協定書で定める指定管理料のみとし、指定

管理者の運営に起因する不足額が生じた場合であっても、原則として不足額の補てんは

しません。 

(3) 使用料金について 

① 利用料金制度の採用 

地方自治法第２４４条の２第８項の規定による利用料金制度を採用し、利用料金（使

用料金）は、指定管理者の収入とします。 

② 使用料金の金額 

使用料金は、石巻市おしか家族旅行村オートキャンプ場条例（平成３１年石巻市条例

第４号。以下「条例」という。）第６条の別表第２に定める額となります。 

【別表第２】 

種類 単位 使用料 備考 

個別サイト 電源付きサイト１泊 6,110円 定員5人 

超過料金は１人500円 サイトＡ １泊 4,070円 

サイトＢ １泊 3,050円 

フリーサイト 日帰り利用大人１人 300円  

日帰り利用小人１人 100円 

テント １張 １泊 3,050円 

毛布 １枚 １泊 300円 日帰り利用も同じ 

テント １張 １泊 2,000円  

ケビン Ａ棟 １泊 

（定員５人） 休憩 

15,270円 

4,070円 

宿泊は午後2時から午前10時まで。

休憩は午前10時から午後2時まで。 

宿泊時の超過料金は１人2,540円。

休憩時の超過料金は１人500円 

Ｂ棟 １泊 

（定員８人） 休憩 

22,400円 

6,110円 

冬季加算 １棟（１泊・休憩） 1,010円  

③ 管理口座・区分経理 

指定管理業務に係る収入及び経費は、指定管理業務の専用口座で適切に管理し、指定 

管理業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理してください。 

④ 使用料金の収入年度 
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使用料金の収入年度は、施設の利用日の属する年度とします。 

 

１５ 指定管理者が行う管理の基準 

 (1) 利用期間及び利用時間 

利用期間及び利用時間は、条例第４条の別表第１に定めるとおりとします。 

【別表第１】 

施設又は設備 利用期間 利用時間 

個別サイト・フリーサイ

ト 

4月1日から11月30日まで 午後2時から利用最終日の午

前10時まで 

ケビン棟 通年 

（12月１日から3月31日の間の

火曜日・水曜日は休業日とす

る。ただし、年末年始及び国民

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

は除く。） 

午後2時から利用最終日の午

前10時まで 

シャワー室 4月1日から11月30日まで 午前7時から午後8時まで 

洗濯機、乾燥機及びガス

コンロ 

4月1日から11月30日まで 午前6時から午後8時まで 

(2) 個人情報の取扱い 

 石巻市個人情報保護条例（平成１７年石巻市条例第１５号）の規定を遵守し、個人情

報が適切に保護されるように配慮するとともに、施設の管理運営上知り得た情報を漏ら

し、又は管理運営以外の目的に使用することはできません。 

(3) 行政手続の取扱い 

  石巻市行政手続条例（平成１７年石巻市条例第１７号）の規定を遵守し、行政運営に

おける公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に努めていただ

きます。 

(4) 情報公開 

 石巻市情報公開条例（平成１７年石巻市条例第１４号）の規定を遵守し、施設の管理

に関して保有する情報の積極的な公開に努めていただきます。 

(5) 関係法令等の遵守 

 条例その他関係法令等を遵守して管理運営を行っていただきます。 

 

１６ 指定管理者が行う業務の範囲 

(1) 施設の利用許可等に関する業務 

(2) 管理施設の使用料金の徴収に関する業務 

(3） 宿直業務 
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(4) 施設等の維持管理に関する業務 

(5) 経理に関する事項 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市又は指定管理者が必要と認める業務 

※具体的な業務内容及び履行方法については基本協定書において定めることとします。 

 

１７ 管理運営を行うに当たっての留意事項 

(1) 事業報告書の作成について 

 石巻市おしか家族旅行村オートキャンプ場の管理運営業務に関する事業報告書を作成

し、毎年度終了後２か月以内に市長に提出することとします。 

 

１８ 市が行う監督業務 

(1) 運営の評価等 

① 必要があると認めるときは、随時、指定管理者に対して管理運営又は経理内容に関

する報告を求め、現場での管理運営業務を検証し、指示を行うものとします。 

    ② 指定管理者から提出される事業報告書をもとに、毎年度の活動内容を評価し、翌年

度以降の効率的、効果的な管理運営業務を遂行していただくよう、指示を行うものと

します。 

(2) 指定の取消し、業務停止等 

   指定管理者が次に掲げる事項に該当するときは、市は、地方自治法第２４４条の２第

１１項の規定に基づき、指定管理者の指定を取消し、又は業務停止等を命ずることとし

ます。 

① 施設の管理に必要な事項について市長と協定を締結しないとき。 

② 当該施設の管理運営業務及び経理状況に関する報告の要求若しくは調査に対して、

これに応じず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げ、又は指示に従わない

とき。 

③ 関係法令又は協定に定める規定に違反したとき。 

④ 申請の際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。 

⑤ 団体の経営状況の悪化等により管理業務を行うことが不可能又は困難になったとき。 

⑥ 指定管理者による組織的な非違行為が行われた場合又は代表者その他の役員の不正

等により社会的信用を失った場合において、当該指定管理者に管理業務を行わせるこ

とが著しく不適当と判断されるとき。 

⑦ 管理運営業務が適正に行われないとき。 

⑧ 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（同項を準用する

場合を含む。）の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されているも

の。 

⑨ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）又は会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）

により再生手続又は更正手続を開始しているもの。 

⑩ 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の 2第 11項の規定による指定の取消
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しを受けたことがあるもの。 

⑪ 国税、都道府県税及び市区町村税を滞納しているもの。 

⑫ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第２条第

２号に規定する暴力団又は暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若

しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過していない者の統制下にある

と認められるもの。 

⑬ その他指定管理者としてふさわしくないと認めるとき。 

１９ 自主事業の提案  

（１）「自主事業」とは、施設の設置目的に則り、指定管理者が独自に企画し、自ら行う事

業です。施設の設置目的に沿い、施設の利用促進や利用者サービス向上に結びつく事

業の提案をしてください。  

（２）自主事業の提案は、提出書類の事業計画書、企画提案書及び自主事業収支計画書に

より市の承認を受けてください。  

（３）提案された自主事業の内容が、施設の設置目的に合致し、指定管理業務に支障をき

たさない場合に承認します。 

（４）事業に要する経費については、指定管理者の自主財源（参加者負担金などを含む。）

で賄うものとし、指定管理業務に係る経費とは明確に区別してください。 

 

２０ 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は、別表１のとおりとします。ただし、同表に定める事項

に疑義のある場合、又は定めのない事項が生じたときは、市と指定管理者が協議のうえ定

めることとします。 

 

２１ 管理運営準備及び引継ぎ 

 指定管理者は、令和３年４月から円滑に管理運営業務が実施できるように、協定締結後

速やかに管理運営の準備を開始し、原則として自らの責任において各業務の習得を行う

ものとします。 

また、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の管理運営業務を

遂行できるよう、適正な引継ぎを行うものとします。 

 

２２ 原状回復義務 

 指定管理者は、指定期間が満了したとき、又は業務の指定を取り消されたときは、速や

かに当該施設及び設備を現状に回復しなければなりません。ただし、市長が認めたときは、

原状回復の義務の全部若しくは一部を免除することができることとします。 

 

２３ 説明会及び現地見学会の開催 

 申請方法、申請書類等についての説明会及び石巻市おしか家族旅行村オートキャンプ場
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の現地見学会を下記日程で開催します。参加人数は、１団体につき２人までとし、参加を

希望する団体は、説明会及び現地見学会参加申込書（様式６）を下記の要領で提出してく

ださい。※当日は、申請書類を持参ください。 

(1) 開催日時  

令和２年７月１４日（火） 午前１０時から 

(2) 開催場所  

石巻市牡鹿総合支所 ２階研修室 

(3) 集合場所・集合時間 

  開催場所へ開催時間の５分前まで集合願います。 

(4) 参加申込受付期間  

令和２年７月６日（月）から令和２年７月１０日（金）まで 

 (5) 参加申込受付時間 

午前９時から午後５時まで 

(6) 参加申込書提出場所 

  〒９８６－２５２３  

石巻市鮎川浜鬼形山１番地１３ 

  石巻市牡鹿総合支所地域振興課 

  ＦＡＸ０２２５－４５－３０７４ E-Mail：oslocpromo@city.ishinomaki.lg.jp 

(7) 参加申込方法 

  直接持参、郵送（７月１０日（金）まで必着とします。）、ファクシミリ又はＥメール

とします。 

 

２４ 募集要項等に関する質問受付及び回答方法 

 募集要項、説明会及び現地見学会等についての質問受付を下記の日程で行います。質問

がある場合には質問書（様式７）を下記の要領で提出してください。 

(1) 質問受付期間  

令和２年７月６日（月）から令和２年７月１０日（金）まで 

 (2) 質問受付時間 

  午前９時から午後５時まで 

(3) 質問書提出場所 

  〒９８６－２５２３  

石巻市鮎川浜鬼形山１番地１３ 

  石巻市牡鹿総合支所地域振興課 

  ＦＡＸ０２２５－４５－３０７４ E-Mail：oslocpromo@city.ishinomaki.lg.jp 

 (4) 質問書提出方法 

  直接持参、郵送（７月１０日（金）まで必着とします。）、ファクシミリ又はＥメール

とします。 

(5) 質問に対する回答 
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  令和２年７月１４日（火）から石巻市ホームページへ掲載します。 

 ※電話等による質問の受付及び回答はいたしません。 

 

２５ 申請に当たっての留意事項 

 (1) 市内産業への配慮 

   指定管理者は、特別な理由がある場合を除き、業務に必要な物品類の発注や調達等は、

市内業者への発注に努め、また、職員等の雇用についても積極的に地元から採用するよ

うに努めるものとします。 

(2) 委託に関する事項 

   管理運営業務を一括して第三者に委託することはできませんが、管理業務の主要部分

ではない施設の維持補修、警備、清掃等の業務を個々に委託することはできるものとし

ます。その場合には、あらかじめ文書により市の承認を得ることとします。 

(3) 接触の禁止 

  審査を公平に行うため、選定委員や行政職員に対して、本件申請についての接触を禁

止します。接触の事実が認められた場合には、失格又は指定管理者の取消しとなる場合

があります。 

(4) グループ応募に当たっての注意事項 

グループ構成員を確認するため、グループ構成員届出書を提出していただくこととします。 

なお、単独で応募した法人又はその他の団体は、グループ応募の構成員となること及び

グループ応募の構成員である団体が他のグループ応募の構成員となることはできません。 

(5) 団体構成の変更の禁止 

   グループ応募をする場合、申請書等の提出後の構成員の変更は原則として認めません。

ただし、構成員の倒産等特別な事情があると認められ、かつ、審査の公平性及び業務遂

行上の支障がないと市が判断した場合、変更を認めるものとします。 

(6) 提案内容の変更の禁止 

   一度提出された申請書等の内容は、変更することはできません。ただし、内容の明ら

かな間違いと認められる場合は、この限りではありません。 

(7) 虚偽の記載をした場合の取扱い 

  申請書等に虚偽又は不正の記載があった場合には、失格又は指定管理者の取消しとな

る場合があります。 

(8) 申請等の取扱い 

  提出された申請書等は、返却しません。また、当該書類は石巻市情報公開条例の対象

となります。 

(9) 事業計画書等の著作権 

事業計画書等の著作権は申請者に帰属します。ただし、選定結果の公表をする場合、

その他市が必要と認めるときは、その内容を使用できるものとします。 

(10) 申請書等の様式 

指定管理者指定申請書や事業計画書等の様式については市で配布する様式を使用す
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ることとし、新たな項目の追加や変更は認めません。ただし、書類作成の都合上、枠内

に収まらない等の理由により書式を変更する場合は、この限りではありません。 

(11) 費用負担 

申請に関して必要となる費用は、申請者の負担とします。 
 

２６ 募集要項等の配布 

(1) 配布期間 

 令和２年７月６日（月）から令和２年７月１０日（金）まで 

 (2) 配布時間 

  午前９時から午後５時まで 

(3) 配布方法 

 ① 窓口配布 

石巻市鮎川浜鬼形山１番地１３ 

  石巻市牡鹿総合支所地域振興課 
 

２７ 問い合わせ 

石巻市鮎川浜鬼形山１番地１３ 

  石巻市牡鹿総合支所地域振興課 

電 話 ０２２５－４５－２１１４ 

 ＦＡＸ ０２２５－４５－３０７４ 

E-Mail：oslocpromo@city.ishinomaki.lg.jp 

 

申請される方は、必ず、この募集要項をご覧いただき、詳細をご確認いただきますよう

お願いいたします。 


