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指定管理者 募集要項
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■ 常滑市温水プール 指定管理者募集要項

１ 指定管理者制度の趣旨

平成１５年６月に地方自治法が一部改正され、「公の施設」の管理について、民間の能力

を活用することにより市民サービスの向上と経費の節減を目指すため、指定管理者制度が

導入されました。

指定管理者制度は、従来の管理委託者制度とは異なり、地方公共団体の出資法人や公共

団体等に限らず、民間事業者も議会の議決を経て「公の施設」の管理を行う指定管理者と

なることができます。

２ 募集の概要

常滑市温水プールの指定管理者の指定にあたり、広く事業者を公募し、管理運営につい

て創意工夫のある提案を募集します。

（１）施設名称 常滑市温水プール

（２）指定期間 令和３年４月１日 ～ 令和６年３月３１日まで

（３）指定管理者の選定の方式

指定管理者の募集及び選定は公募型プロポーザル方式を採用し、書類審査及びヒアリン

グにより指定管理者候補者（以下「候補者」という。）を一団体選定します。選定は、指定

管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置し審査します。

（４）常滑市議会の議決

選定委員会において候補者を選定後、常滑市議会（以下「市議会」といいます。）の議

決を経て、指定管理者として指定します。

（５）協定の締結

常滑市は、市議会の議決後に候補者と細目について協議を行い、基本協定を締結します。

（６）担 当

常滑市教育委員会生涯学習スポーツ課 TEL ０５６９－４３－５１１１

３ 対象施設の概要

（１）名 称 常滑市温水プール

（２）場 所 常滑市大曽町６丁目３番地

（３）施設内容及び規模

①敷地面積 １６５，８８７㎡

②建築構造 鉄筋コンクリート造 一部PＣ造 平屋建

③建築面積 ２，１９２㎡

④延床面積 １，９９２㎡

⑤施設概要 ・プール室（４０．３m×３０m） １，２１２㎡

２５mプール７コース、歩行用プール（一部流水ゾーン付）、

入水用スロ－プ

・管理部門（４６m×１５．５m） ７８０㎡

受付ホール ９７㎡
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講義室 ６７㎡

事務室 ５０㎡

更衣室（シャワー） １８２㎡

身障者用更衣室（シャワー） ２１㎡

採暖室 １９㎡

医務室 １２㎡

その他 監視員控室、器具庫、機械室、トイレ（車イス）

⑥設備概要 ・電気設備

受電設備 ３φ３W ６，６００W

プール室照明設備

メタルハライドランプ １，０００W（７灯）

〃 ４００W（16灯）

ダウンライト １５０W（１灯）

プール室音響設備

プール用スピーカー １５W ６台

その他 テレビ共聴設備、電気時計設備、トイレ呼出設備、自動火

災報知設備

・空気調和設備

空気調和機 １台

空冷ヒートポンプパッケージ １８台

・給水排水設備

受水槽 ２０㎥ １基

給湯ボイラー 500,000kcal/H ２基

貯湯槽 3,500ℓ １基

浄化槽 合併処理４５０人槽４９㎥/日

・プールろ過設備

砂ろ過機 １８０㎥/H １基

緊急飲料水用設備 ２㎥/H １基

⑦供用開始 平成１２年４月１日

（４）利用者及び収入状況

①利用者数の状況 （単位：人）

※水泳教室は、幼児・小学生・シルバー・成人及びアクアビクスの５コース。

※教室人数は参加者の総数で、利用者に含まれる。

項 目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

利用者（人） 68,664 71,264 66,227 59,759

教室ｺｰｽ数※

人数（人）※

5

1,393

５

1,289

5

1,252

５

1,096
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②収入の状況 （単位：円）

※令和元年度より、小学校プール授業受入れに伴い利用料金から使用料制に変更。

（５）支出状況

①支出状況 （単位：円）

※令和元年度より、項目に本部管理費を追加し明確化した。

②委託料内訳 （単位：円）

項 目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

入場料収入 ※ 16,563,900 17,628,780 15,784,220 0

雑入 78,000 78,000 78,000 77,181

水泳教室等収入 8,359,700 7,629,600 7,332,600 4,584,100

指定管理料 45,000,000 45,000,000 45,000,000 75,550,000

計 70,001,600 70,336,380 68,194,820 80,211,281

項 目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

浄化槽・

簡易水道検査
44,360 39,360 39,360 43,750

水質検査 167,400 167,400 167,400 190,710

消防検査 79,920 79,920 79,920 89,500

濾過装置点検 151,200 302,400 151,200 507,100

浄化槽保守点検 764,640 764,640 764,640 929,000

警備料 324,000 326,160 324,000 394,000

ボイラー保守点検 151,200 151,200 151,200 169,500

自動ドア保守点検 97,200 97,200 97,200 109,000

券売機保守点検 388,800 388,800 388,800 216,000

項 目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

人件費 40,665,120 39,136,213 39,289,779 44,884,310

光熱水費 14,253,782 17,424,692 17,588,312 14,375,009

修繕料 2,274,841 2,037,170 2,141,739 2,059,120

通信運搬費 228,374 221,666 202,096 236,391

保険料 106,260 108,750 113,022 106,260

手数料 0 0 0 0

使用料 0 0 0 0

印刷製本費 65,232 69,120 151,092 101,196

消耗品費 938,460 817,687 951,818 965,118

燃料費 0 0 0 0

委託料 3,396,140 3,817,200 3,566,640 5,188,960

本部管理費 ※ 0 0 0 4,224,406

自主事業開催費 6,214,740 5,732,420 5,407,560 4,329,720

計 68,142,949 69,364,918 69,412,058 76,470,490
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４ 指定管理者として行う業務の範囲

（１）施設使用の承認等に関すること。

（２）施設及び設備の維持管理に関すること。

（３）受付及びプール監視に関すること。

（４）施設の使用料の収納に関すること。

（５）自主事業の企画運営に関すること。

（６）その他施設の管理上市長が必要あると認める業務。

※詳細については、別紙「常滑市温水プール業務仕様書」（以下「業務仕様書」と

いう。）を参照のこと。

５ 市及び指定管理者のリスク分担

市及び指定管理者のリスク分担表は別表「リスク分担表」のとおりとします。

６ 指定管理料

指定管理業務に係る経費は、会計年度ごとに年度協定を結び支払います。

単年度の指定管理料は、７７，８８５，０００円（消費税を含む。）以内とし、指定管理

者の提案事項とします。指定管理料には２，０００，０００円の修繕費が含まれます。

なお、指定管理料の上限額に係る消費税は１０％で積算しており、今後、法改正により

消費税率が変更される場合には、指定管理者と協議の上、指定管理料の変更を行うこと

とします。

７ 使用料

指定管理者は、常滑市温水プールの設置及び管理に関する条例に定める使用料により収

納し、金融機関へ納付してください。（常滑市一般会計へ歳入する。）

８ 自主事業の実施

（１）事業内容

自主事業とは、指定管理業務以外で、指定管理者が市の承認を得て施設内において自ら

の責任で自主的に行う事業で、事業運営にあたり、利用者・参加者から料金を徴収するこ

とができます。施設利用者のニーズに応える、創意工夫を凝らした新しいサービスの提案

を求めます。

排煙・換気装置

保守点検
153,900 307,800 307,800 345,100

清掃業務 885,600 712,800 712,800 1,007,000

電気保安業務 187,920 187,920 187,920 208,800

硝子・高所清掃 0 291,600 194,400 0

プールフロアメン

テナンス費
0 0 0 979,500

計 3,396,140 3,817,200 3,566,640 5,188,960
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事業内容については、別紙様式集「様式 自主事業計画書」に記載してください。

（２）収益金

自主事業の収入は、原則、指定管理者に帰属することとします。

（３）その他

指定管理者に選定された場合でも、提案の自主事業の実施には別途市の承認が必要とな

ります。

９ 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、事業収入の増加、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、事業収入の減少など、指定管理者の運営に起因する不足額が生じた場合は、原則

として補てんは行いません。

１０ 申請資格

指定期間中、安全かつ円滑に対象施設を管理運営できる法人その他の団体とし、過去に

公共施設指定管理の受託実績があり、愛知県内に本社（主たる事務所）、支社、支店、営業

所等を設置し、３年以上の営業実績があることを必須条件とし、個人では申請することが

できません。団体の場合は必ずしも法人格を必要としません。また、複数の団体から構成

される共同体による申請も可能ですが、代表団体を１団体定めること、そして構成団体及

び代表者の全てが、次に掲げる欠格事項に該当しない者とします。

なお、申請の後、指定管理者の指定の日までの間に、下記のいずれかに該当することと

なった場合は、申請は取り消されます。

（１）地方自治法施行令第167条の 4の規定に該当する者

（２）常滑市から指名停止措置を受けている者

（３）市税、法人税、消費税及び地方消費税を完納していない者

（４）会社更生法及び民事再生法による手続をしている団体

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に掲げる暴力団及

びそれらの利益となる活動を行う者

１１ 提出書類

（１）指定管理者指定申請書（様式第１）／正１部、写１０部

（２）申請者の概要（様式第１の２。共同体の場合は、様式１の３～１の５）／正１部、

写１０部

（３）事業計画書（様式第２～２の１１）／正１部 写１０部

（４）自主事業計画書（様式３）／正１部 写１０部

（５）指定を受けようとする施設の管理に関する業務の収支予算書（様式第４）【必ず管理

料の見積り額を記入のこと】／正１部 写１０部

（６）主要業務実績（様式第５）／正１部 写１０部

（７）指定管理者の申請に係る誓約書（様式第６）／正１部、写４部

（８）定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類／正１部、写４部
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（９）法人にあっては、当該法人の登記事項証明書、法人以外に団体にあっては代表者の

住民票の写し／正１部、写４部

（10）指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書

並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書／正１部、写４部

（11）法人その他の団体及びその代表者が法人税又は所得税、消費税、地方消費税、市町

村民税及び固定資産税の滞納がないことを証明する書類／正１部、写４部

（12）その他、市が必要と認める書類

１２ 手続・スケジュール一覧（予定）

※上記手続及びスケジュールは変更する場合があります。

１３ 募集要項等の配布

（１）配布場所

下記の常滑市のホームページ内からダウンロードしてください。

http://www.city.tokoname.aichi.jp/

（２）配布期間

令和２年７月２９日（水）から８月７日（金）まで

※体育館で紙配布はしません。

１４ 提出期間・提出場所等

（１）提出期間

令和２年９月１日（火）から令和２年９月４日（金）

各日とも９時から１７時まで（１２時～１３時は除く）

（２）提出場所

常滑市体育館内 教育委員会生涯学習スポーツ課

（３）提出方法等

N0. 手続 期間・期日等

１ 募集要項等の配布 令和２年７月２９日（水）

～８月７日（金）

２ 説明会の参加申込 ８月５日（水）～８月７日（金）

３ 説明会の開催 ８月１４日（金）

４ 質問書の受付 ８月１８日（火）～８月２１日（金）

５ 質問書の回答 ８月２８日（金）

６ 申請書類の受付 ９月１日（火）～９月４日（金）

７ 選定委員会の開催（書類審査） ９月中旬

８ 選定委員会の開催（面接） ９月下旬

９ 候補者の決定 １０月上旬

10 指定管理者の指定（市議会の議決） １２月

11 基本協定の締結 令和３年３月３１日

12 年度協定の締結 ４月１日
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提出書類等について簡単に確認させていただきます。提出にあたっては、前日までに来

庁時刻を予約の上で必ずご持参ください。郵送は不可とします。

１５ 申請者説明会

募集要項及び現地の状況等に関する説明会を開催します。（様式第７により要事前申し込

み）

申請される団体は、当該説明会に参加していただくことを必須とします。

（１）開催日時 令和２年８月１４日（金）午後２時から

（２）開催場所 常滑市体育館

（３）参加申込 参加申込書（様式第７）を令和２年８月７日（金）午後５時１５分ま

でに常滑市教育委員会生涯学習スポーツ課へ提出（メール又はＦＡＸ）

※送信後に必ず送信された旨の電話連絡をお願いします。

（４）その他 説明会の参加者は、１団体２名までとします。当日は募集要項等をご

持参ください。

１６ 質問書の受付及び回答

（１）受付期間 令和２年８月１８日（火）から８月２１日（金）午後５時１５分まで

（２）受付方法 質問書（様式第８）に記入の上、常滑市教育委員会生涯学習スポーツ

課へ提（メール又はＦＡＸ）

※送信後に必ず送信された旨の電話連絡をお願いします。

※電話など口頭による問い合わせ及び回答は一切しませんのでご了承

ください。

（３）回答方法 市ホームページ上で回答します。（８月２８日（金））

※ひぼう中傷など、公募に関係ない質問・意見等については、回答しません。

１７ 候補者の選定方法

選定委員会にて、提出書類を別表「指定管理者選定基準」の基準及び項目ごとに審査及

び面接審査を実施し、総合的に判断して候補者を選定します。

面接審査は９月下旬を予定しており、法人その他の団体の説明者は４名以内とします。

面接日時及び場所については、後日連絡します。

１８ 選定結果の通知

選定結果については、文書で通知します。

１９ 指定の手続

選定委員会にて選定した候補者は、地方自治法の規定により、議会の議決を経て指定管

理者として指定し、関係条例に基づいて告示します。

２０ 協定の締結

選定委員会が決定した候補者と、協定内容について事前協議を行います。市議会の議決
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を経て、候補者を指定管理者として指定した後、市は指定管理者と協定を締結します。

協定は、指定期間２年間の基本的事項を定める「基本協定書」を締結するとともに、年

度毎の指定管理料の支払等については「年度協定書」を締結します。

２１ その他

（１）申請に要する経費は、申請者の負担とします。

（２）市に提出された申請書類は、理由の如何を問わず返却しません。

（３）市は、指定管理者の選定に伴う公表等必要な場合は、申請書類の内容を無償で使用

できるものとします。

２２ 提出先及び問合せ先

常滑市教育委員会生涯学習スポーツ課

〒479－0003 常滑市金山字下砂原78-1（常滑市体育館内）

℡0569－43－5111 FAX0569－43－8011

E-mail syogaisports＠city.tokoname.lg.jp
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別表１

リスク分担表

（※）「市」は常滑市、「管」は指定管理者の意

No. 項目 細目
負担者（※）

市 管

1 施設の運営等 施設の維持管理・運営、施設内整備、備品の維持管理 ○

2 使用許可等 施設の使用許可、許可の取消 ○

3
住民及び利用者対応

等

地域との連携、住民・利用者からの苦情・要望等対応 ○

上記以外 ○

4 施設の修繕

施設・設備の設計や構造に起因するもの ○

指定管理者の故意・過失によるもの ○

その他大規模修繕（第三者行為や経年劣化等、上記以外の理由

により発生した100万円超の修繕）
○

その他小規模修繕（第三者行為や経年劣化等、上記以外の理由

により発生した100万円以下の修繕）
○

5 物価の変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増 ○

6 金利変動 金利の変動に伴う経費の増 ○

7 法令の変更
施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○

指定管理者に影響を及ぼす法令変更 ○

8 税制の変更
施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○

上記以外の税制変更 ○

9 資金の調達

指定管理者の責に帰すことのできない理由により、市からの経

費の支払遅延によって生じた事由
○

上記の場合以外 ○

10
政治、行政上の理由

による事業の変更

政治、行政上の理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が

生じた場合の経費負担
○

11 不可抗力
不可抗力（自然災害、暴動等）に伴う、施設、設備の修復に係

る経費
○

12 書類の誤り

仕様書等、市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○

事業計画書等、指定管理者が提案した書類の内容の誤りによる

もの
○

13 利用者の安全確保 利用者の安全を確保するため、事故を未然に防ぐ措置、対応 ○

14 事業終了時の費用
指定管理業務の期間が終了又は指定期間途中において業務を

廃止した場合における事業者の撤収費用
○

15 その他 上記に定めのない事項または疑義がある場合は、協議の上で定める。
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別表２ 指定管理者選定基準 配点表

【施設名 常滑市温水プール】
選定基準・区分 審査項目 配点

１
．
資
格
審
査

1-1 動機・意欲 申請した動機や意欲 5

1-2 組織能力 組織体制、職員研修、法令順守、個人情報保護 5

1-3 労働条件
職員の労働条件（労働時間、給与、健康管理、労災・

雇用保険の加入）
5

1-4 運営実績 類似施設・業務を運営した実績 5

1-5 財務能力 団体の財務状況の健全性 5

小 計 25

２
．
提
案
審
査

2-1 基本方針 施設管理の基本的な方針 5

2-2
サービス

の向上

利用者ニーズの把握 5

2-3 利用促進、利用拡大の取組内容 10

2-4 サービス向上の取組 5

2-5 地域連携 市民団体・ボランティアとの連携・活用 5

2-6
危機管理

苦情解決の手段・方法等 5

2-7 危機管理、安全管理、緊急時対策、防犯・防災対策 5

2-8 自主事業 施設を活かした自主事業の開催計画・収支計画 20

2-9 経費縮減 市の定める上限額と申請者提案額の比較 15

小 計 75

合 計 100


