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寄七つ星ドッグラン等指定管理者募集要項 

 

 

 松田町寄ふれあい農林体験施設の設置及び管理に関する条例（平成３年３月２２日

条例第１１号）（以下、「条例」という。）第３条の規定に基づき、寄七つ星ドッグラ

ン等注１指定管理者を次のとおり募集します。 

 

注１…寄七つ星ドッグラン等とは条例第４条に規定する施設のうち、ドッグラン場、

体験実習館（体験施設を除く）及び駐車場のことをいいます。（別添「指定管理区域

図」参照） 

 

 

１ 施設の経営・管理方針 

 町では、昨年度より YHV事業注２に取り組み、ドッグランの整備や体験実習館（食事

施設）をカフェとして活用できるよう施設の改修を実施し、寄七つ星ドッグラン・寄

七つ星カフェとしてリニューアルオープンしました。これらの施設の経営・管理に指

定管理者制度を導入することにより、民間活力を取り入れ、多様化するニーズに対し

効果的・効率的に対応し、サービスのさらなる向上による収入増や業務の効率化によ

る経費削減を図るのみならず、YHV 事業の業務目的である「やどりき癒しの里～

Yadoriki Healing Village～」の創出を目指すことが本施設の経営・管理方針です。 

 この方針を具現化するため、指定管理者のノウハウや経験を最大限に発揮した積極

的な事業展開を期待します。 

 

 

注２…YHV 事業とは、寄地域の都心に近い（穴場的）立地的優位性や、昔から手付か

ずの豊富な自然環境を活かし、既存の資源であるドッグランやこれに付帯する地域資

源などをリノベーションし、県と連携推進する「未病対策」の概念も踏まえた「癒し

（心身の健康）」をテーマにして、寄地区における賑わいの創出、新たなビジネスチ

ャンス構築及び定住・移住化の促進を目指した「やどりき癒しの里～Yadoriki Healing 

Village～」を創出するものです。 

 

２ 施設の概要 

（１）名  称 寄七つ星ドッグラン等 

（２）所 在 地 神奈川県足柄上郡松田町寄字８１番内  
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（３）施設内容 

総 面 積 11,000㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

施設別概要 

ドッグラン場  

愛称 寄七つ星ドッグラン 

敷地面積    8,500㎡ 

ドッグランエリア（３面） 

アジリティーエリア 

全天候型エリア 

ドッグプール 

ビギナーエリア 

シャワー＆ブロワー室 

管理施設 A・B 

トイレ 

足洗い場 

体験実習館（体験施設を除く）  

愛称 寄七つ星カフェ 

敷地面積     800㎡ 

テーブル席  28席（テーブル 6台） 

屋外テラス席 16席（テーブル 4台） 

駐車場  

敷地面積    1,700㎡ 

駐車台数   57台 

※その他、付帯する工作物については、施設内容に含むものとする。 

 

３ 業務の範囲及び具体的内容 

（１）寄七つ星ドッグラン等における指定管理者の業務は、松田町寄ふれあい農林体

験施設の設置及び管理に関する条例第３条第２項により、次に掲げる業務となり

ます。 

① 寄七つ星ドッグラン等の施設及び設備の維持管理に関する業務 

② 利用の許可に関する業務 

③ 利用料金の収受に関する業務 

④ 農産物等の加工、販売及び展示に関する業務 

⑤ 料理及び飲食その他のサービスの提供に関する業務 

⑥ その他設置目的達成のために必要な業務 

⑦ その他町長が定める業務 
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（２）再委託の取り扱い 

① 全部委託の禁止 

   指定管理者は、受託業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはで

きない。 

  ② 部分委託の取り扱い 

   施設の経営・管理を効率的・効果的に行う上で必要と判断される業務は、町の

事前承認を受けた上で、業務の一部を第三者に委託することができる。ただし、

設備の保守点検、警備、清掃、廃棄物処分等、施設の管理に際して一般的に専門

業者へ委託することが想定される業務は、承認を省略することができる。 

 ③ 町内事業者・諸団体優先の原則 

   前項に定める業務の一部の委託を行う場合は、合理的な理由がある場合を除き、

町内に存する事業者・諸団体を優先的に活用すること。 

 

４ 管理の基準 

（１）業務の履行に当たっては、関係法令及び例規等の内容を理解の上、遵守するこ

と。 

① 地方自治法、地方自治法施行令ほか行政関連法規 

② 松田町寄ふれあい農林体験施設の設置及び管理に関する条例 

③ 松田町寄ふれあい農林体験施設条例施行規則 

④ 松田町の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例 

⑤ 松田町の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則 

⑥ 個人情報保護法ほか個人情報関連法規 

⑦ 労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関連法規 

⑧ 消防法ほか消防関連法規 

⑨ 食品衛生法ほか食品衛生関連法規 

⑩ その他指定管理業務を行うに当たり遵守すべき法規 

（２）指定管理者は、ドッグラン及びドッグカフェ（駐車場を含む）の経営を行うこ

と。 

（３）指定管理者は、本施設の経営に当たり必要となる人員は、町内在住者から雇用

するよう努めること。 

（４）施設の利用料金は、指定管理者の収入として収受することができる。 

（５）施設の利用料金については、条例別表に定める額を上限とした範囲内において

指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。ただし、指定管理

者は、特別の理由があると認めたときは、町長の承認を得て、利用料金を減額し、

又は免除することができる。 
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（６）指定管理者は、自主事業を実施する場合は、あらかじめ、その内容を町と協議、

承認を得なければならない。 

（７）自主事業による収入は、指定管理者の収入とする。 

（８）個人情報の取り扱い 

   指定管理者が指定管理業務及び自主事業を行うに当たり、個人情報を取り扱う

場合は、松田町個人情報保護条例に基づき、その取り扱いに十分留意し、個人情

報の目的外使用、漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の適切な管理に努

め、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。これは、指

定期間が終了した後も同様とする。 

（９）守秘義務 

   指定管理者が指定管理業務及び自主事業を行うに当たり、業務上知り得た内容

を第三者に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。これは、指定

期間が終了した後も同様とする。 

 

５ 指定管理業務に必要な経費等 

（１）指定管理者は、指定管理業務に必要な経費を、ドッグラン利用料金、ドッグラ

ン及びドッグカフェの売り上げ、駐車場利用料金、自主事業の収入、指定管理委

託料並びに自らの財源によって賄うものとする。 

（２）指定管理委託料は、下記に掲げる額の範囲内とする。 

   平成２９年度（平成３０年１月～平成３０年３月） 

    １，５００千円 以内 

   平成３０年度（平成３０年４月～平成３１年３月） 

    １，０００千円 以内 

平成３１年度（平成３１年４月～平成３２年３月） 

        ０ 円 

（３）平成３１年度からは、指定管理委託料を０円とする独立採算による自立営業へ

と移行する。 

（４）平成２９年度及び平成３０年度に町から支出する指定管理委託料は、独立採算

に向けた経営基盤強化への活用を主な用途とする。 

（５）指定管理委託料の額及び支払いの方法は、指定管理者が提出する事業計画書及

び収支計画書に基づき、年度ごとの予算の範囲内で町と指定管理者が協議し、双

方で締結する年度別協定において定めるものとする。 
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（６）施設用地借地料については、下記に掲げる額を指定管理者が１２月上旬までに

町に納入するものとする。 

   平成２９年度（平成３０年１月～平成３０年３月） 

        ０ 円  

   平成３０年度（平成３０年４月～平成３１年３月） 

      ７８３千円  

平成３１年度（平成３１年４月～平成３２年３月） 

    １，３０５千円 

（７）指定管理業務に関する経費及び収入は、本業務にかかる専用口座で管理し、会

計経理は他の業務にかかるものと区分するものとする。 

（８）指定管理業務に関する会計年度は、毎年４月１日より翌年の３月３１日までの

期間とする。ただし、平成２９年度は平成３０年１月１日から３月３１日までの

期間とする。 

（９）天災その他特別の事由が生じたときは、指定管理者又は町は指定管理委託料の

変更を申し出ることができるものとし、変更の額等については双方協議して定め

るものとする。 

 

６ 指定期間 

 平成３０年１月１日から平成３２年３月３１日までの２年３か月間とする。 

 ただし、町は、寄七つ星ドッグラン等の管理の適正を期するために行った指示に指

定管理者が従わないとき、その他指定管理者による管理を継続することが適当でない

と認めたときは、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停

止を命ずることができることとする。 

 

７ 募集要項等の配布 

（１）配布期間 

  平成２９年１０月１３日（金）から１１月９日（木）まで 

（２）配布場所 

松田町役場観光経済課観光推進係 

（３）配布方法 

  配布場所に来所、又は松田町ホームページからダウンロードしてください。 

郵送での配布は行いません。 

（４）その他資料 

  その他、配布を希望する資料がある場合は、別途ご相談ください。 
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８ 現地説明会 

（１）開催日時等 

  日  時：（１回目）平成２９年１０月２３日（月） 

       （２回目）平成２９年１０月３０日（月） 

時  間：１４時から１６時まで 

  場  所：寄七つ星ドッグラン等 

  内  容：現地施設の案内 

集合時間：１３時５０分 

集合場所：ドッグラン駐車場 

（２）説明会申込方法 

   参加を希望する場合は、説明会参加申込書に必要事項を記入して頂き、担当者

に電話連絡の上、松田町役場観光経済課観光推進係へ持参、郵送、ファクシミリ

又は電子メールにより送付してください。 

（３）説明会申込期限 

  （１回目）平成２９年１０月２０日（金）まで 

  （２回目）平成２９年１０月２７日（金）まで 

 

９ 質問の提出 

（１）提出方法 

   質問票に必要事項を記入して頂き、担当者に電話連絡の上、松田町役場観光経

済課観光推進係へ持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより送付してくだ

さい。 

（２）質問の受付期間 

   平成２９年１０月２３日（月）から１０月３１日（火）まで 

（３）回答方法 

   松田町ホームページで回答を公開するとともに、全ての現地説明会参加団体に

対し電子メールにて回答を送付します。ただし、指定管理者の審査・選定に関す

る質問や本業務の実施に必要ないと判断される質問は受け付けません。 

（４）回答予定日 

   平成２９年１１月６日（月） 

 

１０ 申込書類及び提出方法 

 申込に当たっては、次に掲げる書類を提出してください。町長が必要と認める場合

は、追加資料の提出をお願いする場合があります。また、申込に係る費用は申込者の

負担とします。なお、官公庁が発行する書類は、３か月以内に発行された原本に限り

ます。 
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（１）申込書類 

  ① 指定管理者申込書 

  ② 事業計画書 

      事業計画書には、次に示す項目（内容）を記載してください。また、各項目

が事業計画書のどこに記載されているか、分かりやすいよう工夫してください。 

    また、提案趣旨やアピールしたいポイントなどを明瞭かつ具体的に記載し、

専門的知識を有しない者においても分かりやすい内容としてください。（その

他、ＰＲ及び独自提案がある場合には、当該説明資料の添付を可能とします。） 

ア 経営に係る基本方針 

   イ 指定予定期間内の年度ごとの業務の実施計画書 

   ウ 指定予定期間内の年度ごと及び合計の収支計画書 

   エ 経営管理体制（組織・人員の体制・雇用計画等） 

   オ 周辺地域（地元）への経済効果 

   カ 寄七つ星ドッグラン等指定管理者選定評価基準に記載のある審査の視点

に対応する内容 

③ 団体の定款、規約その他これらに相当する書類 

  ④ 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書又は登記簿謄本 

  ⑤ 前事業年度における貸借対照表及び損益計算書、収支決算書その他団体の財

務状況を明らかにする書類 

  ⑥ 前事業年度における事業報告書その他団体の業務の内容を明らかにする書

類 

  ⑦ 納税証明書（法人税、法人県民税、法人事業税、法人住民税、消費税及び地

方消費税）（直近３年度分） 

  ⑧ 役員全員の氏名、読み仮名、性別、生年月日、住所を記載した書類 

   ※松田町暴力団排除条例第９条では、町の公の施設の管理を、暴力団又は暴力

団経営支配人等に行わせてはならないと定めており、町は応募者が暴力団等

でないことを確認するため、これらの情報を収集するもので、収集した情報

については、神奈川県警察本部へ照会します。 

  ⑨ その他町長が必要と認めた書類 

（２）提出部数 

  正本１部、副本１０部（副本は写しで可） 

（３）提出方法 

   持参または郵送で提出してください。（持参の場合は土日を除く午前８時３０

分から午後５時まで、郵送の場合は書留郵便又は宅急便など配達完了の確認がで

きる方法とし、期日までに必着とします。） 
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（４）提出期間 

  平成２９年１１月７日（火）から平成２９年１１月９日（木）まで 

（５）提出先 

  松田町役場観光経済課観光推進係 

〒２５８－８５８５ 

神奈川県足柄上郡松田町松田惣領２０３７番地 

電話 ０４６５－８３－１２２８  

FAX  ０４６５－８３－５０３１ 

 

１１ 申込の資格 

  松田町の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第 3条に基づ

き、申込資格は次のとおりとします。 

（１）法人等の団体であること。(法人格の有無は問わない。) 

（２）法人等又はその代表者が、次に該当しないこと。 

  ① 法律行為を行う能力を有しない団体等 

  ② 破産者で復権を得ない団体等 

  ③ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項（同項を準用する場合を含む。)の

規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者 

  ④ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取り消しを受けた

ことがある団体等 

  ⑤ 地方自治法第９２条の２、第１４２条（同条を準用する場合を含む。）又は

第１８０条の５第６項の規定に抵触することとなる団体等 

  ⑥ 松田町における指定管理者の手続において、その公正な手続を妨げた者又は

公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

  ⑦ 国税及び地方税を滞納している団体等 

（３）法人等の団体の人員、資産の額その他の経営の規模及び能力があること。 

（４）事務所の所在地に関する事項。（県内に拠点を置いている又は置こうとする法

人その他の団体であること。） 

（５）当該施設の管理に当たっての資格、免許等を有すること。 

 

１２ 指定管理者候補者の審査・選定等 

（１）指定管理者選定委員会の設置 

   指定管理者の選定に当たっては公平かつ適正に行うため、松田町指定管理者選

定委員会（以下、「選定委員会」という。）を設置します。 

（２）選定方法 

   指定管理候補者の選定は、公募型プロポーザル方式によるものとします。申込
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者は、選定委員会において、事業計画についてのプレゼンテーション（ヒアリン

グ含む）を行い、選定委員会は申込者からの提案内容等を総合的に審査し、最も

優れた者を、指定管理候補者として選定します。 

   また、申込者が多数の場合は、提出された申込書等により事前審査を行い、プ

レゼンテーション（ヒアリング含む）に参加する申込者を選定することがありま

す。この場合、事前審査結果は、申込者に対し書面により通知します。なお、事

前審査結果に関する一切の事項についての質問、説明請求、異議申立て等は受け

付けないものとします。 

   また、プレゼンテーション（ヒアリング含む）に応じない場合には、辞退した

ものとみなします。 

① 実施日時 平成２９年１１月中旬（予定） 

 

② 実施場所 松田町役場（予定） 

神奈川県足柄上郡松田町松田惣領２０３７番地 

③ 実施時間 １申込者５０分（予定） 

※ プレゼンテーション３０分、ヒアリング２０分 

④ 出 席 者 １申込者につき３名までとし、代表者及び統括責任者となる予定の

方は原則出席してください。なお、これによりがたい場合は、事前

に事務局へ申し出た上で、指示を受けてください。 

⑤ そ の 他 ア プレゼンテーション（ヒアリング含む）は、提出した申込書等

を基に行うものとし、選定委員会が認める場合を除き、追加提

案や追加資料の配布は認めません。ただし、これらを踏まえた

上で、パソコン等による説明は許可します。 

イ パソコン、プロジェクター、スクリーンは事務局で準備します

が、使用する場合は、事前に届け出てください。 

ウ プレゼンテーション（ヒアリング含む）の順番は、申込書等の

受付順とし、個別に行います。 

エ プレゼンテーション（ヒアリング含む）の詳細については、別

途通知します。 

(３) 選定評価基準 

選定委員会において、各申込者の申込書等、プレゼンテーション（ヒアリング

含む）内容について、総合的に評価するものとし、審査する際の評価項目、審査

の視点は別添「寄七つ星ドッグラン等指定管理者選定評価基準」のとおりとしま

す。 

(４) 指定管理者の候補者の選定 

各委員の採点の合計点（以下、「得点」という。）が最も高い申込者を指定管理
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者の候補者として選定します。なお、得点が同点であった場合は、選定委員会で

協議の上、委員長が決定することとします。 

(５) 審査結果 

① 審査結果は、全ての提案者に書面により通知します。 

② 審査結果に関する一切の事項についての質問、説明請求、異議申立て等は受 

け付けないものとします。 

 

１３ 留意事項 

(１) 申込者が次のいずれかに該当する場合は失格とします。 

① 提出書類に虚偽の記載があった場合 

② 募集要項に違反した場合 

③ 申込書等に不備、錯誤等があり、再提出を指示したにもかかわらず、期限内 

に提出されなかった場合 

(２) 本件に係る費用は、全て申込者の負担とします。 

(３) 提出された書類等は、必要な範囲において複製を作成することがあります。 

(４) 本プロポーザルは指定管理者の候補者の特定を目的に実施するものであり、協

定内容は必ずしも提案内容に沿うものではありません。 

(５) プロポーザル実施のために作成された資料及び町より提供した資料は、申込書

作成以外に使用しないでください。また、町より提供した資料のうち別途指示す

るものについては申込書提出時に返却してください。 

(６) 本募集要項に定めるもののほか、必要な事項については、協議により決定する

ものとします。 

 

１４ 指定管理者との協定の締結 

 町は、町議会における所要の手続き終了後、指定管理者として指定された法人等と

業務を実施する上で必要となる詳細事項について協議を行い、これに基づいて協定を

締結します。 

 なお、協定書は、指定期間全体に関する「基本協定」を定めることとし、これによ

り難い詳細事項については、「年度協定」を締結します。 
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１５ 公募に関するスケジュール 

（１）募集要項の配布      平成２９年１０月１３日～１１月９日 

（２）現地説明会   （１回目）平成２９年１０月２３日 

           （２回目）平成２９年１０月３０日 

（３）公募に関する質問受付   平成２９年１０月２３日～１０月３１日 

（４）質問に対する回答     平成２９年１１月６日 

（５）申込書類の受付      平成２９年１１月７日～１１月９日 

（６）選定委員会        平成２９年１１月中旬 

（７）選定結果の通知      平成２９年１１月中旬 

（８）協定の締結        平成２９年１２月下旬 

 

１６ 問い合わせ先 

松田町役場観光経済課観光推進係 

〒２５８－８５８５ 

神奈川県足柄上郡松田町松田惣領２０３７番地 

電話   ０４６５－８３－１２２８  

FAX    ０４６５－８３－５０３１ 

メール kankou@town.matsuda.kanagawa.jp 


