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佐賀市市民活動プラザ指定管理者募集要項 

 

佐賀市では、多様な市民活動を支援するとともに、市民活動の推進を図るための拠点施

設として佐賀市市民活動プラザを設置しており、この施設の効果的で効率的な運営管理を

行うため、「佐賀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「佐賀市市民

活動プラザ条例」に基づき、以下の内容で指定管理者を募集します。 

 

用語の定義 「市民活動」  ※佐賀市市民活動プラザ条例第３条に規定する定義に準じます。 

この要項において、「市民活動」とは、営利を目的とせず、自主的に行う、不特定かつ多数のものの

利益の増進に寄与することを目的とする活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。 

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動 

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動 

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和 25 年法律第 100 号)第 3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の 

候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、 

又はこれらに反対することを目的とする活動 

(4) 公益を害するおそれのあるものの活動 

 

 

第１ 施設の概要     

１ 施設の名称及び所在地等  

（１）名称及び所在地 

名 称 佐賀市市民活動プラザ 

所在地 佐賀市白山二丁目１番１２号 佐賀商工ビル７階及び４階の一部 

（２）関係条例等 

  佐賀市まちづくり自治基本条例 

佐賀市市民活動プラザ条例 

佐賀市市民活動プラザ条例施行規則  等 

２ 施設の内容  

（１）活動スペース 

施設 面積（㎡） 

事務スペース、活動スペース等 429 

親子交流サロン 25 

ワーキングルーム 27 

   ※倉庫（7 階）を利用できます。（面積：約 20 ㎡） 
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（２）貸室等内容 

 室 名 面 積（㎡） 収容人員 

４階 
4-G 71 36 

4-A 25 12 

７階 

7-B 27 12 

7-C 25 12 

7-D 37 18 

7-E 37 18 

7-F 36 18 

 

第２ 施設の運営管理に関する事項    

 

１ 施設の設置目的 

多様な市民活動を支援するとともに、市民活動の推進を図るための拠点施設として、

佐賀市市民活動プラザ（以下、「市民活動プラザ」という。）を設置しています。 

 

２ 施設の運営管理に関する基本的な考え方 

  市民活動プラザは、市民活動の推進を図るため、市民活動団体の活動を支援するとと

もに、市民活動団体・行政・企業等の連携の場とするための拠点施設として活用します。 

 

３ 管理の基準 

  指定管理者が行う市民活動プラザの管理の基準は次のとおりです。 

（１）法令等の遵守 

運営管理を実施するにあたっては、地方自治法、労働関係法令、建築基準法等の施

設維持、設備保守点検等に関する法令、佐賀市市民活動プラザ条例、同施行規則、佐

賀市個人情報保護条例をはじめ、関連する法令、条例及び規則を遵守し適正に実施す

るものとします。 

（２）開館日及び開館時間 

ア 開館日は、次に掲げる日を除き、原則無休とします。 

①年末・年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 

②佐賀市が開館を困難と判断した日 

イ 開館時間 

午前９時から午後１０時まで 

ただし、開館に伴う業務時間は午前８時３０分から午後１０時１５分まで 
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（３）個人情報保護に関しての留意事項 

指定管理者は、佐賀市個人情報保護条例第１２条の規定に基づき、別途締結する協

定書において「個人情報保護の取扱い」として市が明示する措置を実施していただく

とともに、個人情報取扱事務に従事している者又は従事していた者は、退職後にあっ

ても、当該事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用し

てはなりません。 

（４）平等利用の確保 

市民活動プラザの運営にあたっては、特定の個人や団体に有利又は不利な取扱いが

ないよう、施設の平等利用を確保してください。 

（５）その他 

市民活動プラザの運営管理にあたっての留意事項については、この募集要項に定め

るもののほか、運営管理に関する業務仕様書や、指定管理者指定後に締結する協定書

などで定めることになります。 

 

４ 指定管理者の指定の期間 

  指定期間は令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間を予定しています

が、指定管理者の指定及び指定期間は、市議会の議決を経た上で決定します。 

  なお、市長が管理を継続することが適当でないと認める場合には、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若しくは一部の停止を命ずる場合があります。 

 

５ 指定管理者が行う業務の範囲 

（１）組織体制の整備 

（２）市民活動事業に関する業務 

  ①情報の収集及び提供に関する業務 

  ②相談支援に関する業務 

  ③調査及び研究に関する業務 

  ④研修及び講座に関する業務 

  ⑤交流連携に関する業務 

  ⑥市民参加の機運醸成に関する業務 

（３）施設の運営に関する業務 

①施設利用促進に関する業務 

②市民及び市民活動のための施設の提供に関する業務 

③その他施設の運営に必要な業務 

 

 

 



  
 4 

 

  

（４）施設の管理に関する業務 

①危機管理及び安全対策に関する業務 

②環境維持管理（日常清掃）に関する業務 

③施設、設備、備品の維持管理、軽微な修繕業務 

④その他施設の管理に必要な業務 

（５）その他の業務 

①施設の総務・経理業務 

②事務経費の執行業務 

③事業計画書の作成・提出 

④月次報告書等の作成・提出 

⑤年次事業報告の作成・提出 

⑥定期協議の実施 

⑦勤務交代時の業務引継ぎの実施 

⑧指定管理者自己評価（運営評価）の実施 

⑨指定期間終了にあたっての引継ぎ業務 

⑩佐賀市が行う市民活動に関する施策への協力 

⑪保険への加入 

⑫その他施設の運営管理に必要な業務 

（６）自主事業 

施設の設置目的に合致し、かつ前各号の業務の実施を妨げない範囲において、指定

管理者の責任と費用により、自主事業を実施することができます。 

自主事業については次のことに留意してください。 

  ①費用は，指定管理者の負担となります。 

②利用者から参加料など一定の料金を徴収することができます。 

  ③毎年度事業計画及び収支予算（決算）書を策定し、市の承認を得る必要があります。 

  ④自主事業の収支管理は、前各号の業務とは別に収支管理を行います。 

なお、指定管理者の選定に際し、自主事業の内容は審査の対象としません。 

ただし、「自主事業」については、佐賀市と指定管理者が締結する協定に規定しま

すので、確実な実施が見込まれることが必要です。 

  ⑤様式は、任意です。事業内容と収支計画書を提出してください。 

 

６ 第三者への委託禁止 

  指定管理者が行う業務を包括的に第三者に委託し、請け負わせることはできません。

ただし、業務の一部については、市の承諾を受けて委託し、請け負わせることができま

す。 
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７ 運営管理に要する経費 

  市民活動プラザの運営管理に要するすべての費用は、原則として市からの指定管理料

（委託料）及び市民活動プラザの利用料金等をもって充てることとします。 

（１）佐賀市が支払う経費（委託料） 

   市からの委託料は、指定管理者が事業計画に基づいて運営管理業務を行うにあたっ

て市が適正であると認める金額の範囲内とし、具体的な金額や支払い方法は年度ごと

に締結する市民活動プラザの運営管理に関する協定書において定めるものとします。 

   なお、運営管理のために佐賀市が支払うことができる委託料の上限額（単年度）は、

１９，１００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む）とします。 

（２）利用料金制の採用 

地方自治法第２４４条の２の規定に基づく「利用料金制」を採用し、利用料金は指

定管理者の収入とします。利用料金は、佐賀市市民活動プラザ条例に定める額の範囲

内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとします。 

 

第３ 応募に関する事項 

１ 応募者の資格 

佐賀県内に事務所を置き市民活動の活性化等に資する活動を行っている法人 

※特定非営利活動法人等の法人格を有することが必要です。 

 

２ 応募者の制限 

  以下の各項に掲げる団体は、応募者となることはできません。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する者 

（２）佐賀市の指名停止を受けている期間中の者 

（３）指定管理者の指定申請の受付期間において、会社更生法に基づく更正手続開始の申

立て及び民事再生法に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者 

（４）最近１年間の法人税、消費税及び地方消費税のほか義務付けられている税を滞納し

ている者 

（５）佐賀市が佐賀警察署と平成２１年１２月１６日に締結した佐賀市が行う行政事務か

らの暴力団排除合意書第２条第８号に規定する暴力団等に該当する者 

 

３ 応募に関する留意事項 

（１）応募に関する費用負担 

   応募に際して必要な費用は、応募者負担とします。 

（２）他の応募者の構成員となることの禁止 

   既に応募している者もしくは応募者の構成員となっている者は、他の応募者の構成

員になることはできません。 
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４ 募集要項等の入手 

  佐賀市のホームページから「佐賀市市民活動プラザ指定管理者募集要項」等の関係書

類をダウンロードしていただくか、佐賀市 協働推進課の窓口において入手してくださ

い。 

  佐賀市ホームページ  URL「https://www.city.saga.lg.jp/」 

  佐賀市 協働推進課 

 〒840－0826 佐賀市白山２丁目１番１２号 佐賀商工ビル７階 

            TEL：0952-40-7078 

            FAX：0952-40-7385 

            Mail：kyodo＠city.saga.lg.jp 

 

第４ 公募及び申請の手続き 

１ 公募及び選定のスケジュール 

（１）募集要項の配布 

   令和 3 年 8 月 18 日（水）8 時 30 分から 

   令和 3 年 9 月 1 日（水）17 時まで 

（２）募集説明会 

   令和 3年 8月 18 日（水）14 時から 佐賀商工ビル４階市民活動プラザＡ・Ｇ会議室 

（３）参加表明書（様式第１号）の受付締め切り 

   令和 3 年 9 月 1 日（水）17 時まで 

  ※提出が１者以内の場合、期限を延長する場合があります。 

（４）指定申請書、事業計画書等の提出締め切り  ※参加表明書の提出必須 

   令和 3 年 9 月 21 日（火）17 時まで 

  ※提出が１者以内の場合、期限を延長する場合があります。 

（５）審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

   令和 3 年 10 月中旬頃を予定 

（６）審査結果通知 

   令和 3 年 11 月上旬頃を予定 

 

２ 参加表明書の提出 

  指定管理者の指定を受けようとする団体は、必ず参加表明書を提出してください。 

（１）参加表明書の提出締め切り 

   令和 3 年 9 月 1 日（水）17 時まで 
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（２）提出方法〔持参又は郵送〕 

 参加表明書（様式第１号）は、佐賀市 協働推進課へ直接持参（平日の 9 時～17 時）

するか、もしくは一般書留、簡易書留による郵送（期限必着）のいずれかで受け付けま

す。 

【送付先】 

      佐賀市 協働推進課  

〒840－0826 佐賀市白山２丁目１番１２号 佐賀商工ビル７階 

            TEL：0952-40-7078 

（３）受領確認通知の送付 

参加表明書を受領した際は、佐賀市から受領確認通知を郵送又は電子メールで送付し

ます。 

期限までに参加表明書を提出したにも関わらず、受領確認通知が届かない場合は佐賀

市 協働推進課へご連絡ください。 

 

３ 質問及び回答 

  事業計画書等の作成に関する質問は、以下により受付し回答します。 

（１）質問 

 ア 内  容 募集要項の内容等に関する事項 

イ 受付期間 令和 3 年 8 月 18 日（水）から 9 月 10 日（金）17 時必着 

ウ 受付方法  

所定の様式（質問書（様式第 10 号））に質問事項を記入し、以下の問い合わせ先ま

で、電子メールで送付するか、FAX で送信してください。 

また、メールで送付する場合は、件名を「【質問】市民活動プラザ指定管理者公募に

ついて  団体名○○○○ 」としてください。  ※○○○○には団体名を記載 

エ 注意事項 

①質問書（様式第 10 号）を送付された場合は、必ず以下の問い合わせ先に電話をして、

送付（着信）を確認してください。 

②電話や口頭での質問は受け付けません。 ※募集説明会での質疑応答は除く 

③市が公平性を損なうおそれがあると判断する質問にはお答えできません。 

【問い合わせ先】 

      佐賀市 協働推進課 

            TEL：0952-40-7078 

            FAX：0952-40-7385 

            Mail：kyodo＠city.saga.lg.jp 
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（２）回答方法 

質問書の内容及び質問への回答は、佐賀市ホームページに掲載します。（団体名は掲

載しません。）また、質問書を提出した団体に対しては、佐賀市ホームページに掲載し

たことを電話又は電子メールでお知らせします。 

公開期限   9 月 21 日（火）17 時まで 

なお、質問の内容によっては、ホームページに掲載せず、質問書を提出した団体の

みに回答する場合があります。 

 

４ 申請書類の提出  

（１）指定管理者指定申請書（様式第２号）   原本１部、コピー10 部 

（２）事業計画書（様式第３号）        原本１部、コピー10 部 

（３）応募者に関する書類           原本１部、コピー10 部 

①団体調書（様式４号） 

②定款、寄付行為若しくは規約又はこれらに類する書類 

③直近３ヶ年分の事業報告書、貸借対照表、収支計算書(損益計算書)、及び財産目録 

④法人登記簿の謄本（申請日前３ヶ月以内に発行されたもの） 

⑤直近１年分の納税証明書（法人税、消費税、地方消費税、県税及び市町村税） 

※納税証明書は、申請日前１ヶ月以内に発行されたもの 

※納税義務がない場合は、申立書 （様式第５号） 

⑥役員名簿 （様式第６号） 

⑦代理人を選出する場合は委任状 （様式第７号） 

⑧誓約書 （様式第８号） 

（４）提出方法 

 ア 提出期間 

   令和 3 年 9 月 21 日（火）17 時まで 

 ※参加表明書（様式第１号）の提出がない場合は申請できません。 

イ 提出場所及び提出方法 

佐賀市 協働推進課へ直接持参（祝日を除く平日の 9 時～17 時）するか、もしくは

一般書留、簡易書留による郵送（期限必着）のいずれかで受け付けます。 

【送付先】 

      佐賀市 協働推進課  

〒840－0826 佐賀市白山２丁目１番１２号 佐賀商工ビル７階 

            TEL：0952-40-7078 
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５ 書類作成及び提出上の注意事項 

（１）作成時の留意事項 

ア 提出書類の規格 

申請に係る書類及び参考資料等は、日本工業規格 A 列４番の規格を使用するものと

します。 

 イ 言語、通貨、単位等 

事業計画書に用いる言語、通貨、単位は日本語、日本円、日本の標準時及び計量法

（平成４年法律第５１条）に定める単位に限ります。 

 ウ 使用用紙などの制限 

事業計画書等の用紙には、事業者を特定できる名称、ロゴ等の入っていない用紙を

使用してください。 

（２）事業計画書の作成にあたっての留意事項 

ア 運営管理方針 

市民活動プラザの指定管理期間（５年間）を通じた運営管理業務の基本方針につい

て記載してください。 

イ 成果目標 

指定管理期間（５年間）の各年度の成果目標を設定し、記載してください。 

ウ 組織体制 

 施設の運営管理を行う組織体制を具体的に図解してください。 

また、配置予定職員（採用予定者及び確保できている者等）の活動実績、経歴等（市

民活動歴を含む経歴など）及び担当予定業務を記載してください。 

配置予定職員の勤務計画について、①勤務体制（基本形）、②週間の勤務計画、ロー

テーション勤務がある場合は、③月間の勤務計画について記載してください。 

   ※労働関係法令に反しない勤務計画を策定してください。 

   ※勤務計画は単年度で策定してください。 

エ 職員の研修計画 

  指定管理期間（５年間）で実施する職員向けの研修を記載してください。 

  ※他都市の市民活動支援施設の視察研修等を計画する場合も記載してください。 

オ 施設の運営管理 

市民活動プラザの運営管理として、市民活動事業に関する業務、施設の運営に関する

業務、施設の管理に関する業務、その他の業務についての具体的な計画を作成してくだ

さい。 

※仕様書に定める「必須業務」も踏まえた運営管理計画を策定してください。 

カ 収支計画 

指定管理期間（５年間）の収支計画の見込みについて単年度毎に記載してください。 
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（３）提出時の留意事項 

ア 複数申請の禁止 

応募は、１団体につき１申請のみとします。複数の申請はできません。 

イ 応募書類の取扱い 

応募書類については一切返却をいたしません。 

ウ 書類の再提出等 

提出期限後の書類の再提出及び差し替えは原則として認めません。 

エ 記載事項の変更 

指定申請書等の記載事項に変更がある場合は、指定申請書等記載事項変更届（様式

第９号）により、変更内容を証明できる書類を添えて届け出てください。 

ただし、提出期限を過ぎた書類の変更は原則として認めません。 

 

第５ 指定管理者の選定 

１ 選定方法 

指定管理者の選定にあたっては、応募者の提案内容について、選定委員会による審査

（プレゼンテーション及びヒアリング）を行い、最も優れた提案者を選定します。 

ただし、提案者多数の場合は、「指定管理者指定申請書」等の応募書類による１次審査

を行い、プレゼンテーションを要請する応募者を選定します。 

 

２ 選定委員会における審査の実施（プレゼンテーション及びヒアリング） 

（１）日程 

   令和３年１０月中旬頃を予定しています。なお、開催通知は、後日、文書で行いま

す。 

（２）方法 

  ①審査は３名以内での出席を求めて実施します。 

②審査内容は、指定管理者指定申請書等の応募書類の説明、事業計画書の表現を補足

する追加説明及び審査委員会からの質疑とします。なお、資料の配布は認めません。 

  ③説明の時間は１応募団体あたり３０分程度を予定しています。 

 ④説明に際しては、プロジェクター等の装置を用いて行うことができます。 

ただし、あくまでも事業計画書の表現を補足するために使用するもので、提出した

事業計画書の内容についての追加や変更を行うことはできません。 

 

３ 事業計画書の評価基準 

  選定審査委員会における審査の項目は別添のとおりです。 
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４ 失格 

  次の事項のいずれかに該当する場合は、失格となることがあります。 

（１）応募書類に関するもの 

① 提出方法を遵守せずに提出されたもの 

② 作成様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しないもの 

③ 記載すべき内容の全部又は一部が記載されていないもの 

④ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

⑤ 虚偽の内容が記載されているもの 

（２）関係者との接触に関するもの 

審査委員、本市職員並びに関係者に対して、事業計画書等の審査にあたって公平性

を損なうような接触をしたことが認められた場合 

 

第６ 指定管理者の指定 

１ 指定管理者の指定 

  今回の応募者のうち最優秀提案者と選定された指定管理者の候補者については、議会

の議決を経て指定管理者として指定されます。 

 

２ 協定書の締結 

指定管理者の指定後に、市と指定管理者は、指定管理業務内容の詳細等について協議

の上、指定期間における基本的事項を定めた「基本協定」及び年度（４月１日から翌年

３月３１日）ごとに「年度ごとの協定」を締結します。 

 

第７ その他の留意事項 

１ 施設において発生した事故への対応に関して特に留意すべき事項 

  指定管理者は、市民活動プラザにおいて発生した事故への損害賠償の対応に関して次

のとおり義務を負うこととします。 

（１）指定管理者の責に帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えた場合には、指

定管理者においてその損害を賠償しなければなりません。 

（２）市民活動プラザにおいて事故が発生した場合に備えて、指定管理者はあらかじめ安

全管理マニュアルを定めるとともに、事故発生時には直ちにその旨を市へ報告しな

ければなりません。 

（３）損害賠償責任保険に加入しなければなりません。なお、その費用については、必要

経費として計上することができます。 

 

２ 指定の取消し 

市長は、指定管理者が法令違反等により管理を継続することが適当でないと認めると



  
 12 

 

  

きは、指定管理者の指定を取り消すことがあります。 

その場合、指定管理者の損害に対して、佐賀市は賠償を行いません。また、取消しに

伴う佐賀市の損害について、指定管理者に対し損害賠償請求を行うことがあります。 

 

３ 指定管理者の情報公開 

指定管理者における情報公開については、佐賀市情報公開条例（ 平成１７年佐賀市条

例第１９号） 第２７条において「指定管理者は、この条例の趣旨にのっとり、その管理

する公の施設の管理に関する業務に係る情報の公開に努めなければならない」と規定し

ており、指定管理者が業務を行うにあたって作成し、又は取得した文書等（ 図面、写真、

電磁的記録なども含む）で、指定管理者が保存、管理しているものの公開については、

指定管理者が別途情報公開の規定を定め、情報の公開に努める必要があります。 
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４ リスク分担の考え方 

  佐賀市と指定管理者の責任分担は、以下のとおりとします。 

項目 内容 

負担者 

佐賀市 
指定 

管理者 

運営準備 運営上必要な初期投資、資金の確保  ○ 

需要の変動 利用者の減少による収入減  ○ 

物価の変動 
人件費、物品費、光熱水費の変動に

伴う経費の増加 
 ○ 

税制度の変更 

施設管理、運営に影響を及ぼす税制

変更 
協議 

一般的な税制変更  ○ 

事業の中止、延期 指定管理者の事業放棄、破綻  ○ 

利用者、市民等の対応 管理に対する要望、苦情等の対応  ○ 

施設運営の変更 

（開館日数の減少、施設

の一部使用停止等） 

施設等の管理上の瑕疵によるもの  ○ 

施設の一部改修、修繕、保守点検等

によるもの 

（長期間の変更は協議による） 

 ○ 

自然災害等、指定管理者の責に帰さ

ないもの 
協議 

第三者への損害 

施設等の管理上の瑕疵により、周辺

住民、施設利用者等に損害を与えた

場合 

 ○ 

自然災害等、指定管理者の責に帰さ

ないもの 
○  

施設・設備の損傷 

施設等の管理上の瑕疵によるもの  ○ 

自然災害等、指定管理者の責に帰さ

ないもの 
○  

包括的管理責任 管理上の瑕疵を除く ○  
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５ 引継業務 

指定管理者は、指定時、指定期間途中での指定管理者の交代時及び指定期間終了時に

次期指定管理者が円滑に、かつ、支障なく市民活動プラザの管理運業務を遂行できるよ

う市及び次期指定管理候補者に対して協力するとともに、業務に関する調整や必要な書

類、データの提供等を行っていただきます。 

また、今回の募集に係る業務の引き継ぎについては、新たな指定管理者は、令和４年

４月１日から円滑に業務が実施できるよう現在の指定管理者から令和４年１月から３月

の期間に業務の引継ぎを受けてください。 

 

６ 運営管理状況の把握に関する事項 

  市は、施設の適正な運営管理の確保等に努めるため、指定管理者に対して定期的に業

務の実施状況や施設利用・収支状況等の報告を求めるとともに、実地調査を行うなど施

設の運営管理状況の十分な把握に努めることとします。 

  また、指定管理者は、住民サービスの向上に資するために、意見箱の設置等により利

用者の満足度や意見・苦情等を把握し、その結果を業務改善の反映に積極的に取り入れ

ていただくこととします。 

 

７ 指定管理者制度に関する情報公開 

  指定管理者の選考や決定に関連して市が作成した書類、また応募団体が提出した書類、

資料等のすべてが公文書として、情報公開請求の対象となるとともに、公開請求がなさ

れれば、原則として公開することとなります。ただし、佐賀市情報公開条例の規定に基

づく非公開情報は除きます。 

 

８ 審査結果等の公表 

（１）審査結果の公表 

審査結果は、少なくとも次に掲げる事項について、市自ら公表(佐賀市ホームページ等)

するものとします。 

 

【公表する項目、時期等】  

公表する項目 公表の時期等 

応募団体の数 

選定組織における審査結果 

○選定された団体の名称 

 ○総合得点 

  ・選定されなかった団体については特定できないよ

うな配慮(A 社、B 社との表記)をします。 

指定管理者の候補者の内定

後 
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（２）選定組織の会議 

選定組織の会議（審査）については、応募団体に関する情報であって、公表すること

により、当該応募団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるも

のが含まれる可能性が排除できないこと、また、率直な意見交換が損なわれるおそれが

あることなどから原則として非公表とします。 

 

９ 運営管理業務に対する監査等 

プラザの指定運営管理業務について、市の監査委員等による監査・検査が行われるこ

とがあります。この場合、指定管理者は監査・検査に協力するものとします。 


