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うるま市児童館等及びこどもセンター 

指定管理者募集要項 

 

１．公募の目的 

  うるま市が設置する児童館等及びこどもセンターの管理・運営について、設置の目的

を効果的かつ効率的に達成するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第３項、うるま市児童館条例（平成１８年条例第３２号）（以下「児童館条例」

という。）及びこどもセンター条例（平成２５年条例第３９号）（以下「こどもセンター

条例」という。）の規定に基づき、最適な団体を選定するため公募を実施します。 

 

２．施設の概要 （詳細は別紙） 

 （１）うるま市みどり町児童センター                                   

     所在地 ： うるま市みどり町六丁目９番１号 

     建物構造： 鉄筋コンクリート造１階建（建物面積 417.97 ㎡） 

     施設内容： 事務室、図書室、遊戯室、集会室兼体育館、学童クラブ室 

 （２）うるま市なかきす児童センター 

     所在地 ： うるま市字豊原３４５番地１                        

     建物構造： 鉄筋コンクリート造１階建 （建物面積 495.60 ㎡ ）                      

     施設内容： 事務室、図書室、遊戯室、集会室兼体育館、学童クラブ室  

 （３）うるま市いしかわ児童館（チャレンジ館）                            

     所在地 ： うるま市石川二丁目１２番２２号                      

     建物構造： 鉄筋コンクリート造１階建 （建物面積 348.55 ㎡ ）                       

     施設内容： 事務室、図書室、遊戯室(集会室兼体育館)、学童クラブ室 

 （４）うるま市屋慶名児童館                    

     所在地 ：  うるま市与那城屋慶名９８１番地                         

     建物構造： 鉄筋コンクリート造１階建 （建物面積 496.00 ㎡）                          

     施設内容： 事務室、図書室、遊戯室（体育館）、集会室 、学童クラブ室 

 （５）うるま市きむたかこどもセンター 

     所在地 ：  うるま市勝連平敷屋３６０７番地                        

     建物構造： 鉄筋コンクリート造１階建 （建物面積 374.84.00 ㎡）                          

     施設内容： 事務室、多目的ホール、多目的室、交流広場 

 

３．利用対象者 

（１）１８歳未満のすべての児童とその保護者 

  （ただし乳幼児は、保護者同伴） 

（２）児童会等の児童団体  

 （３）母親クラブ、子ども会その他の児童の健全育成を目的とする団体 
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 （４）その他市長又は指定管理者が適当と認める者 

 （５）きむたかこどもセンターについては、上記に加え伝統芸能及び文化活動の保存・

継承を行う団体も含む 

 

４．開館時間及び休館日 

 （１） 開館時間 ：午前１０時から午後６時まで 

 （２） 休館日   

① 日曜日 

② 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)第２条の国民の休日

(こどもの日を除く) 

     ③ １２月２９日から翌年の１月３日まで 

     ④ ６月２３日(慰霊の日) 

    ただし、市長が必要と認めたときはこれを変更し、臨時に休館することができる。 

 

５．業務内容 

  指定管理者は、設置の目的を踏まえ、対象施設の管理、運営に係る業務及び放課後児

童クラブに関する業務を一体的に行うものとします。 

  また、公共施設としての機能を損なわず、市民の信頼を保つことを前提に自主的な事

業活動を行うことができます。 

なお、業務内容の詳細及び履行方法については、業務仕様書として別に定めます。 

●児童館等及びこどもセンターに関する業務 

（１） 児童の健全育成に関する業務 

（遊びの場の提供・体力増進、レクリエーションに関する指導） 

  （２）施設利用の許可等に関する業務 

  （３）施設等の維持管理に関する業務 

 （４）利用料金の徴収及び還付に関する業務 

 （５）業務報告等に関する業務 

（６）その他市長が必要と認める業務 

 

●放課後児童クラブに関する業務 ※児童クラブの業務に関しては、うるま市学童ク

ラブ条例（平成２７年条例第４２号）第１２条第１項から３項に準じて行う 

（１） 運営に関する業務 

（２） 入所申請、承認に関する業務 

（３） 利用料の徴収に関する業務 

（４） 業務報告等に関する業務 
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６．指定の予定期間 

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日（５年間） 

 

７．応募資格 

応募資格は、次の各号をすべて満たす団体とします。 

（１）うるま市内に本店または主たる事業所を有している法人その他の団体。若しく

は市内で児童福祉に基づく事業を実施している法人その他の団体であること。 

（２）役員に破産者または禁固以上の刑に処せられている者がいないこと。 

（３）会社更生法(昭和２７年法律第１７２号)または民事再生法(平成１１年法律第２

２５号)等による手続きをしている団体でないこと。 

（４） 直近３か年の法人税、消費税及び地方消費税、事業税、事業所税及び法人市民

税等の滞納がないこと。その他の団体の場合は代表者の住民税等に滞納がないこ

と。 

（５）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号に掲げる暴力団またはそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

（６）複数の団体で構成されるグループ応募も可能とするが、その場合は、グループ

の名称を設定し、代表となる団体を選定すること。ただし、同一の法人・団体が

複数のグループにまたがり、重複して応募することはできない。 

 

８．提出書類 

  申請を希望する団体は、児童館条例第９条またはこどもセンター条例第９条に基づき

次の書類を提出してください。なお、申請に際して必要となる費用は全て申請者の負担

とします。提出された書類や資料は理由の如何に問わず返却いたしません。 

書類は原則Ａ４縦型とし、Ａ３の場合は折り込むこと。また、（１）から（７）の順に

整理し、それぞれの書類毎にインデックスを貼付、提出書類（１）から連番で頁を中央

下に記載すること。 

（１）うるま市児童館指定管理者指定申請書【様式第１号】 １５部（正 1 部、副１４部） 

   ①団体概要書【様式１－２】 

（２）定款、規約またはこれに準ずるもの       １５部（正 1 部、副１４部） 

（３）管理運営事業計画書【様式第２号】       １５部（正 1 部、副１４部） 

（４）経費見積書（収支予算書）           １５部（正 1 部、副１４部） 

（５）その他                                    １５部（正 1 部、副１４部） 

    ① 法人等の定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書(法人等以外の団体にあ

っては代表者の住民票の写し)(申請日前３ヶ月以内に取得したもの)又はこれ

らに準ずる書類 

    ② 法人等の決算関係書類。（直近２ヵ年間の事業報告書、収支計算書、正味財産

増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類）  
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    ③ 法人等の予算関係書類。（直近１ヵ年の事業計画書、収支計算書又はこれらに

準ずる書類） 

    ④ 法人等の組織及び運営に関する事項を記載した書類。（法人等の組織図や業務

執行体制がわかるもの及び就業規則又はこれらに準ずる書類）  

  ⑤ 法人税、消費税及び地方消費税、事業税、事業所税及び法人市民税等の完納

証明書。（直近３ヵ年間）その他の団体の場合は代表者の住民税等、完納証明書  

    ⑥ 役員の名簿及び履歴を記載した書類  

（６） グループ応募の場合、グループ応募構成員申出書【様式第３号】及び委任状【様

式第４号】 

（７）その他市長が必要と認める書類 

 

９．募集に関する事項 

（１）募集要項の配布 

     配付期間：平成３０年６月１日（金）～平成３０年６月２９日（金） 

（土・日・祝日を除く） 

     配布時間：午前９時から午後５時まで 

     配布場所：うるま市役所本庁舎 東棟２階 こども未来課（８番窓口） 

          市ホームページより印刷することも可能です。           

（２）公募説明会の開催【様式第５号】 

     開催日時：平成３０年６月１２日(火) 午前１０時～午後１２時 

     開催場所：うるま市役所 東棟 ２階 第１会議室 

 ※ 説明会に参加される場合は、平成３０年６月１１日(月) 

午後５時までに電話連絡の上、説明会参加申込書【様式第５号】に記入し、

メールで申し込みください。 

（３）募集要項に関する質問への受付【様式第６号】 

     受付期間：平成３０年６月１２日(火)～平成３０年６月１８日(月) 午後５時まで 

      受付方法：質問の趣旨を簡潔にまとめ、質問書【様式第６号】に記載し、メー

ルにて提出して下さい。電話や口頭等による質問は、原則回答いたし

ません。  

（４）募集要項に関する質問への回答 

     回答日：平成３０年６月１９日（火)～平成３０年６月２１日（木） 

        質問に関する回答は、質問者及び説明会に参加した全団体へメールにて

回答いたします。 

※ 内容等によっては時間を要する場合があります。 

（５）参加意思表明【様式第７号】 

   申請を希望する団体は、申請書提出前にあらかじめ公募に参加する意思を表

明し、申請資格を有することを誓約すること。参加意思表明【様式第７号】の
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提出がない者については、申請ができないものとする。ただし、特別の理由が

ある場合にはこの限りではありません。 

提出期日：平成３０年６月２５日(月)～平成３０年６月２９日(金）午後５時まで 

     提 出 先：うるま市役所 東棟 ２階 こども未来課（８番窓口） 

    ※ 提出書類に不備がある場合、受付できない場合があります。  

  （６）提出書類の受付期間及び受付時間 

     受付期間：平成３０年６月２５日(月)～平成３０年６月２９日(金）午後５時まで 

                                                                                                                                               

10．選定の方法等                                                               

「うるま市指定管理候補者選定委員会規則」第２条に基づき、指定管理候補者選定委

員会を開催し、書類審査及び面接・プレゼンテーションの結果と審査基準に準じて審議

を行います。ただし、１か所につき４団体以上応募があった場合は、うるま市こども部

内にて書類審査により３団体以内に応募者を絞り、選定委員会に諮るものとする。 

選定された候補者を指定管理者としない事情が生じた場合は、選定委員会において次

点となった団体から順に候補者を決定できるものとします。（選定委員会において基準点

以上を獲得している団体に限る） 

※プレゼンテーションでプロジェクター及びスクリーンの使用を希望する場合は、本

市で準備をおこないますので、事前にご連絡ください。 

※プロジェクターを使用する場合の接続コードはＶＧＡタイプのみとなります。 

    

11．選定結果通知  

応募された団体には、選定委員会終了後、速やかに文書で通知いたします。なお、選

定結果についての問い合わせ、異議申し立ては一切受付いたしません。 

 

12．指定管理者の指定 

  選定委員会において指定管理候補者として選定された団体は、児童館条例第１２条

またはこどもセンター条例第１２条の規定に基づき議会議決を経て指定管理者として

指定いたします。 

    指定管理者として指定された団体は、児童館条例第１３条またはこどもセンター条

例第１５条に基づき、本市と協定を締結するものとします。 

                                   

13．申請にあたっての留意事項 

（１）次の要件に該当する申請は無効とします。 

    ① 申請書類提出後に事業計画の内容を変更した場合（軽微なものについて面接・

プレゼンテーションの際に訂正を認めることがあります。） 

    ② 申請書類に虚偽又は不正があった場合 

    ③ その他不正な行為があった場合 
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 （２）本市が提供する資料等は、申請に係る検討以外の目的で使用することを禁じます。  

また、この検討の目的の範囲内であっても、市の承諾を得ることなく、第三者に対

しこれを使用させ、又は、内容を提示することを禁じます。  

（３）申請書類の提出後辞退を申し出る場合は、辞退届【様式第８号】を提出してくだ

さい。 

 

14．問い合わせ  

    うるま市こども部 こども未来課 （謝名堂・久高 ） 

      〒904-2292  うるま市みどり町１丁目１番１号 

       ＴＥＬ：０９８－９８９－５３１３ 

       ＦＡＸ：０９８－９７９－７０２６  

       E－Mail ：kodomomirai01@city.uruma.lg.jp 
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