
指定管理者の候補者の選定結果概要 

 

施設名称 

①湖北まちづくりセンター 

②湖北文化ホール 

③山本山運動広場運動場 

④山本山運動広場体育館 

⑤湖北体育館 

施設所管課 

①市民協働部市民活躍課 

②市民協働部生涯学習文化課 

③～⑤市民協働部スポーツ振興課 

施設概要 

①湖北まちづくりセンター、②湖北文化ホール 

所 在 地：滋賀県長浜市湖北町速水 2745番地 

構造・面積：鉄筋コンクリート造２階建て 

      敷地面積 5,471.00㎡ 

  建築面積 2,660.00㎡ 

      延床面積  3,054.00㎡ 

開設年度：平成 12年 

施設内容：湖北文化ホール、小会議室、厨房、楽房、クラブボックス

１、クラブボックス２、クラブボックス３、和室、工房 

③山本山運動広場運動場 

所 在 地：滋賀県長浜市湖北町山本 2868番地 

構造・面積：敷地面積 26,643.52㎡ 

開設年度：昭和 55年 

施設内容：運動場、駐車場（体育館と共用） 

④山本山運動広場体育館 

所 在 地：滋賀県長浜市湖北町山本 2868番地 

構造・面積：鉄筋コンクリート造平屋建て 

      建築面積 1,792.52㎡ 

      延床面積  1,815.21㎡ 

開設年度：昭和 55年 

施設内容：アリーナ、フィットネスルーム、和室、会議室、駐車場（運

動場と共用） 

⑤湖北体育館 

所 在 地：滋賀県長浜市湖北町速水 1210番地 

構造・面積：鉄筋コンクリート造２階建て 

      敷地面積 4,612.63㎡ 

  建築面積 1,791.14㎡ 

      延床面積  2,041.93㎡ 

開設年度：昭和 54年 

施設内容：アリーナ、卓球室、会議室、駐車場 

募
集
概
要 

募集方法 公募 

募集要項配付期間 平成 29年 11月１日～平成 29年 12月１日 

申請書類受付期間 平成 29年 11月 24日～平成 29年 12月１日 

募
集
内
容 

指定期間 平成 30年４月１日～平成 35年３月 31日（５年間） 

指定管理 

業務内容 

①長浜市市民まちづくりセンター条例（平成 28年長浜市条例第 34号）

第３条各号に掲げる事業の実施に関する業務 

 一 市民主体の住みよく特色あるまちづくりを進めていくために必

要となる市民活動の支援及び推進に関すること。 

 二 市民と行政による協働の取組の推進に関すること。 

 三 生涯学習事業の推進に関すること。 

四 地域課題に対する住民の学習及び活動の支援に関すること。 

五 地域の情報発信及び地域の人材を活用した学習の拠点づくりに



関すること。 

六 一～五のほか、設置の目的を達成するために必要な事業 

②長浜市市民文化ホール条例（平成 18年長浜市条例第 192号）第３条

各号に掲げる事業の実施に関する業務 

一 市民の生活文化の向上若しくは社会福祉の増進のため行う教

育、学術、文化、産業、慈善等に関する講演会、講習会、鑑賞会、

展示会等 

二 公益団体、社会教育関係団体及び労働団体がその目的のため行

う集会 

三 市民の文化意識の高揚を図るための音楽、演劇等の公演会 

 四 その他市長が湖北文化ホールの管理上支障がないと認めたもの 

③長浜市民スポーツ施設条例（平成 18年長浜市条例第 204号）第３条

各号に掲げる事業の実施に関する業務 

 一 体育、スポーツの普及振興を図るための各種の行事の実施 

 二 競技場、会議室その他の施設及び設備器具の提供 

 三 その他市長が必要と認める業務 

④管理施設の維持管理に関する業務 

⑤管理施設の使用許可に関する業務 

⑥管理施設の使用に係る利用料金の徴収に関する業務 

⑦その他市長が必要と認める業務 

指定管理料 

限度額 

平成 30年度  22,793,000円  平成 33年度  22,793,000円 

平成 31年度  22,793,000円  平成 34年度  22,793,000円 

平成 32年度  22,793,000円 

※この額は、現行の消費税率（８％）に基づき積算しています。協定の

締結及び支払いにおける指定管理料の額は、その時期に応じた消費税

率で計算し直したものとします。 

応募状況 

申請者（合計２者） 共同申請の 

場合の構成 所在地 名称 

申請者Ａ 
長浜市湖北町海

老江 276番地 

特定非営利活動法人 

学びの里湖北 
 

申請者Ｂ 
長浜市余呉町八

戸 574番地１ 
株式会社 ロハス長浜  

審
査
の
概
要
及
び
結
果 

審査方式 

長浜市指定管理者選定委員会第１委員会において、指定管理者指定

申請書の審査や申請者へのヒアリング等を実施し、審査基準に基づき

申請内容を総合的に判断し、指定管理者の候補者としての妥当性を審

査します。 

選定委員会委員 

（敬称略、順不同） 

大橋 松行 （元公立大学法人滋賀県立大学人間文化学部教授） 

小森 康子 （手づくり工房「木之本塾」代表） 

北川 賀寿男（長浜市市民協働部長） 

藤居 敏  （長浜市健康福祉部長） 

山田 昌宏 （長浜市北部振興局長） 

吉川 誠  （公募委員） 

審査経過 

第６回選定委員会（平成 29年 10月 11日開催） 

 施設所管課から指定管理者の募集概要の説明を受け、募集要項、仕様

書等を審査し、募集方法及び審査基準を決定した。 

第７回選定委員会（平成 29年 12月 19日開催） 

 申請者の申請書の審査及びヒアリング等を実施し、審査基準ごとに

採点を行い、その採点結果を判断基準として指定管理者の候補者の適

否を判断した。 

審査基準 
１ 事業計画書による公の施設の運営が住民の平等な利用を確保でき

るものであること。 



２ 事業計画書の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮するもの

であること。 

３ 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図

られるものであること。 

４ 事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営

の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。 

５ その他市長が当該公の施設の性質又は目的に応じて定める基準。 

審
査
結
果 

指定管理者の

候補者 
特定非営利活動法人 学びの里湖北 

審査結果及 

び理由 

【審査基準に基づく採点結果】 

審査基準 配点 
申請者の点数 

申請者Ａ 申請者Ｂ 

審査基準１ 150 87 70 

審査基準２ 630 371 309 

審査基準３ 120 72 70 

審査基準４ 240 160 148 

審査基準５ 60 37 34 

合計 1,200 727 631 

(参考)100点換算割合 100 60.58 52.58 
 

 

【指定管理料の提示額】 

申請者 提示額 

申請者Ａ 22,700,000円/年 

申請者Ｂ 22,793,000円/年 
 

 

【理由】 

 特定非営利活動法人学びの里湖北は、これまでから湖北まちづくり

センター及び湖北文化ホールの指定管理者として、地域の各種団体と

連携し利用者ニーズに対応した施設の管理運営を行ってきた実績があ

る。また、地域の実情を熟知しており、引き続き地域連携を念頭におき

積極的に事業に取り組む姿勢が評価できることから指定管理者候補者

として適当であると判断した。 

市が選定する指定管理

者の候補者 

特定非営利活動法人 学びの里湖北 

【理由】 

長浜市指定管理者選定委員会第１委員会の審査結果をふまえ、長浜

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４条の各号の

いずれにも適合し、最も適切に管理を行うことができると認められる

ため、上記の団体を湖北まちづくりセンター等の指定管理者の候補者

に選定した。 

 


