
生駒市体育施設　指定管理者募集に係る質問に対する回答一覧表

質問期限：平成26年10月7日（火）　午後5時 担当課：スポーツ振興課
回答：平成26年10月10日（金）　午後5時 質問件数：56件

同じ趣旨の質問については要約しています。

No 質問内容 回答

1
指定管理料の上限額について、各年度の上限額を超過したとしても、５年間の総
額が上限額を超過していなければ問題ないのか。

各年度の上限額を厳守してください。超過の場合は、失格となり、選定の対象外
となります。

2
総管理責任者及び総副管理責任者について、各施設の管理責任者と副管理責任者
を兼務することは可能か。

可能です。

3
滝寺公園及び総合公園について、住み込み若しくは宿直の管理人を配置する理由
を教示いただきたい。また、宿直員の業務仕様を教示いただきたい。機械警備で
の対応は不可か。

滝寺公園及び総合公園については、施設面積が広大であり、機械警備での対応が
困難であることから、宿直人を配置しています。なお、宿直人については、５時
１５分以降の施設の夜間受付業務や日常清掃業務等を実施するとともに、勤務状
況としては、４．５時間/日、週５日間勤務となっています。また、機械警備で
の対応は、警備上不可とします。

4
市及び教育委員会が依頼する物品及び入場券等とはどのようなもの該当するのか
教示いただきたい。

物品及び入場券等については、現時点では該当するものはありませんが、随時市
から依頼することがあります。

5 賠償保険に目安保険額を教示いただきたい。

現指定管理者が加入している賠償保険の内容は下記のとおりとなっています。現
在の加入している保険と同等の保険に加入してください。
　施設賠償責任保険　１名支払限度額　１億円、１事故支払限度額　３億円
　普通傷害保険（スポーツ教室・プール）　ボランティア保険
　支払保険料総額（H25年度）　678,640円

6
賠償保険について、自主事業で加入する傷害保険とは別途、利用者の施設内にお
けるケガを保障する傷害保険に指定管理料の範囲内で加入しなければならないの
か。

指定管理料の範囲内で加入する保険については、施設の瑕疵等による賠償責任に
対する保険に加入することで構いません。加えて、自主事業については、別途指
定管理者の責任と費用で傷害保険に加入してください。

指定管理料について

管理運営業務全体について
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No 質問内容 回答

7
光熱水費は指定管理者の負担となるのか。また過去３ヵ年分の光熱水費を教示い
ただきたい。

光熱水費は指定管理者の負担となります。また、過去３ヵ年の光熱水費の実績は
下記のとおりです。

8
需用費の内訳を教示いただきたい。光熱水費については、施設別の電気、ガス、
水道の使用料を教示いただきたい。

需用費の内訳は下記のとおりですが、電気、ガス、水道の各使用料は教示できま
せん。

9
清掃業務の業務時間について、「甲が指定する施設等については、その指定する
時間帯に実施するものとする。」とあるが、現在実際に運用されている例があれ
ば、教示いただきたい。

イベント開催前等に開催会場の清掃業務を依頼することがありますが、常時指定
している施設、時間帯はありません。

10
定期清掃について、ア・イ各施設の床面、窓面清掃面積及び年間実施回数、ウ各
施設の対象となる網戸の枚数及び年間実施回数、エ各施設の照明器具、アネモ及
びガラリ清掃の清掃対象箇所及び年間業務実施回数を教示いただきたい。

定期清掃については、下記のとおりとなっています。
ア　当初掲載の資料１の延床面積で年２回実施しています。
イ　滝寺283.72㎡、総合141.51㎡、北大和110.4㎡、むかいやま174.82㎡、小平
尾南118.74㎡となっており、年２回実施しています。
ウ　武道館79枚、滝寺２枚、むかいやま13枚、北大和12枚となっており、武道館
を除き職員で実施しています。
エ　現在は施設職員が随時必要に応じて実施していることから、清掃対象箇所及
び年間実施回数は不明です。

11 現在の清掃従事者の勤務状況を教示いただきたい。

滝寺公園については、住み込み宿直員による清掃で４．５時間/日、週５日勤務
となっています。総合公園については、滝寺公園と同様ですが、他に委託業者か
ら日常清掃のため１名従事しています。その他の施設については、職員が実施し
ています。

清掃業務について

H23 H24 H25

総合公園 8,261,424 8,017,888 8,236,658

滝寺公園 12,487,851 11,776,171 12,675,740

イモ山公園 1,134,937 1,001,923 1,117,114

北大和 3,239,232 3,315,582 3,162,023

むかいやま公園 1,980,866 2,135,857 2,185,040

小平尾南 1,156,640 1,121,571 1,406,926

総合公園 滝寺公園 イモ山公園 北大和 むかいやま公園 小平尾南

消耗品費 591,769 990,595 610,451 397,255 260,314 245,541

燃料費 79,299 108,988 0 82,857 41,384 0

食糧費 6,064 26,858 37,421 40,190 19,287 0

印刷製本費 0 0 0 0 0 0

光熱水費 8,236,658 12,675,740 1,117,114 3,162,023 2,185,040 1,406,926

修繕費 450,617 1,497,700 192,957 494,207 60,893 721,675
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No 質問内容 回答

12
清掃作業に必要な機械器具及び諸材料等の一切は乙の負担とするということにつ
いて、トイレットペーパーについては、市の指定する製品を使用することだが、
トイレットペーパーについては、指定管理者が支給しているということか。

お見込みのとおりです。

13 現在、警備業法における警備員を配置されている施設を教示いただきたい。

警備業務の実施にあたり、当該有資格者の配置は必要ありません。現指定管理者
においても、警備業務については、職員で実施されています。ただし、市民体育
大会の開催時や夏季プールの駐車場整理において臨時に警備員を配置されていま
す。

14 H23・24年度の委託業務別実績を教示いただきたい。 H23・24年度の委託業務別実績は教示できません。

15 設備員の現在の勤務状況を教示いただきたい。 現在、常駐の設備員は配置されていません。

16
消防設備の日常点検は職員による目視点検ではなく、専門の設備員による日常点
検を指すのか。

消防設備の日常点検は、職員による点検でも可としますが、消防法を遵守し、保
守点検を実施してください。

17
消防設備の機能管理・点検業務について、各施設別の点検対象機器及び機器数量
を教示いただきたい、若しくは点検報告書の閲覧をお願いしたい。

消防設備の点検報告書をスポーツ振興課窓口において閲覧することができますの
で、閲覧を希望する場合は、スポーツ振興課までご来庁ください。

18
各施設に中央監視設備はないのか。あれば、メーカー、型番を教示いただきた
い。

滝寺公園に監視カメラ３台をモニタリングできる機器はありますが、その他施設
には中央監視設備はありません。

19
プールに設置されているろ過器及び滅菌器のメーカー及び型番を教示いただきた
い。

滝寺公園
　ろ過器　ミウラ化学装置　PA15--215・PA40-204
　滅菌器　日本曹達　ハイクロネーター　N-20型・D-10型
イモ山公園
　ろ過器　トースイ　型番不明
　滅菌器　日本曹達　ハイクロネーター　N-30型

20 設置されている貯水槽及び雑排水槽の容量を教示いただきたい。
総合公園　貯水槽　10t
滝寺公園　貯水槽　6t、受水槽　75t
となっています。なお、雑排水槽はありません。

設備点検保守業務について

警備業務について
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No 質問内容 回答

21 各施設別の浄化槽の容量を教示いただきたい。

滝寺公園
　市民プール　オートン単独　50人槽　2,500 /日
　　　　　　　長・全曝気単独　60人槽　3,000 /日
　体育館　新・長時間曝気方式合併　331人槽　66,200 /日
　グラウンド　分離接触曝気方式　30人槽　1,500 /日
むかいやま公園
　中水処理槽　体育館61人・グラウンド31人　設計汚水量　4.6 

22
害虫駆除業務について、現在実施されている各施設ごとの年間業務実施回数を教
示いただきたい。

総合公園については、清掃業務委託に含まれています。その他の施設について
は、随時業者に委託して実施しています。

23
特殊建築物検査業務について、直近の実施年度を教示いただきたい。また、イモ
山、むかいやま公園、北大和、小平尾南について、該当施設ではないと考える
が、実施している経緯を教示いただきたい。

公共施設の性質上、利用者の安全確保の観点から自主的に実施しており、建築に
ついては、今年度実施予定で、設備については、毎年度実施しています。

24
草刈剪定業務及びグラウンド整備業務に係る概算費用を各施設別で教示いただき
たい。

草刈剪定業務及びグラウンド整備業務に係る概算費用が教示できませんが、両業
務に関する詳細は別紙１を参照してください。

25
草刈剪定業務及びグラウンド整備業務に係る詳細について、教示いただきたい。
また、対象外となる施設を教示いただきたい。

草刈剪定業務及びグラウンド整備業務の詳細については、別紙１を参照してくだ
さい。なお、当初掲載の資料７の業務経費に含まれている施設のうち、今回の両
業務の対象外となる施設は、北部スポーツセンター（生駒北スポーツセン
ター）、井出山体育施設及び北大和体育施設グラウンド・野球場部分となりま
す。

26 夜間照明設備保守点検業務の仕様を教示いただきたい。 夜間照明設備保守点検業務の共通仕様については、別紙２のとおりです。

27

利用者に対するサービス業務として３業務が提示されているが、この業務の取扱
いについて教示いただきたい。また、夜間照明カードの販売とあるが、当初掲載
の資料８に記載の夜間照明収入と理解してよろしいか。また、３業務の収入実績
を過去３ヵ年分教示いただきたい。

本業務の取扱いとしては、夜間照明カードの販売を除きあくまでも自主事業とし
て取り扱うものですが、本業務については、自主事業として審査の対象となりま
すので、留意してください。夜間照明カードの販売の収入実績としては、お見込
みとおりです。また、夜間照明を除く２業務の実績について、過去３ヵ年分の実
績は教示できませんが、平成２５年度実績は、577,590円となっています。

28
販売する屋外用スポーツライン及びラインテープについて、指定があれば、メー
カー、仕様を教示いただきたい。

特に指定はありませんが、屋外用スポーツラインについては、人体に影響が少な
いスポーツ用として用いられているものを、ラインテープについては、一般的に
スポーツ用として利用されているラインテープを使用してください。

29
利用者に対するサービス業務として、コピーサービスの提供義務がありますが、
コピー機は指定管理者が設置するものと理解してよろしいか。設置する場合、設
置対象施設を教示いただきたい。

お見込みのとおりです。なお、コピーサービスについては、事務室内に設置した
コピー機との兼用で、受付において対応することも可です。また、コピーサービ
スの提供については、全施設で実施してください。

利用者に対するサービス業務について
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No 質問内容 回答

30 本４業務の具体的な業務内容と関係協力団体を教示いただきたい。

スポーツ施設無料開放については、指定管理者が開催会場の確保、参加者への貸
出物品の準備や補充・点検、スタッフの日程調整を行い、指定管理者が募集した
スポーツボランティア、市スポーツ推進委員、市体育協会加盟団体と連携を取り
ながら実施します。
市民体育大会については、市・教育委員会・市体育協会の三者主催であり、指定
管理者が総合開会式の準備や開催、会場の日程調整及び確保、大会要項の作成、
賞状やメダルの準備、参加申込書等の取りまとめ等を行い、市体育協会加盟団体
が各競技会（現在は２７競技）の主管団体として、競技会開催に伴う組み合わせ
（抽選会含む）や当日の競技会運営などを行います。
市民体育祭については、指定管理者が大会の主管団体として、総合開会式の準備
や開催、参加申込書の取りまとめ、各競技抽選会の準備、会場の確保、関係団体
（自治会や競技団体等）との大会運営に伴う調整を行い、市体育協会加盟団体が
各競技会の抽選会や、大会の運営及び審判を行います。
なお、市民体育祭の１種目である水泳競技大会については、井出山体育施設にあ
る屋内温水プールきらめきを会場としていることから、きらめきの指定管理者が
協力団体として全面的に大会の運営を行います。
スポーツ教室については、指定管理者が会場の確保や市民への周知、参加者が利
用する物品の準備、教室講師の派遣等の調整を行い、市体育協会加盟団体が運営
団体として実施します。

31
施設の利用調整に関する業務について、指定管理者が行う詳細な業務内容を教示
いただきたい。

市体育施設（井出山体育施設、山麓公園テニスコート、生駒北スポーツセンター
を含む全生駒市体育施設）で、次年度に大会等の開催を予定している団体（市関
係課及び関係団体、市及び県体育協会加盟団体、自治会、市及び県関係団体等の
約60団体）から、希望施設及び希望時間帯を取りまとめ、市主催事業等を含む全
ての予定をデータベースに入力（約2,000～2,500件）しています。
入力後、重複したものについては、市主催事業等を優先の上、同種同規模施設へ
の変更や日程を調整するため、各団体と個別に連絡調整、その後体育施設年間調
整会議（指定管理者が開催）で、全ての重複を解消できるように日程等を調整の
上、重複分をデータベースにて変更、変更後の会場・日程等を各団体に確認を
取った上で、使用予定の料金区分を示した資料を各体育施設へ配布するまでの全
ての作業を指定管理者が行っています。

32
スポーツ教室の各施設別の実施状況を教示いただきたい。また、この事業の取扱
いについて教示いただきたい。

スポーツ教室の各施設別の実施状況は別紙３のとおりです。また、本事業につい
ては、指定管理業務として実施いただくこととなります。

33
スポーツ施設の無料開放については、全ての施設が対象となるのか。また、１回
の無料開放期間につき１施設を開放するということか。

現在は、スポーツ施設無料開放の対象となっているのは、体育館のみです。ま
た、無料開放日に体育館１施設を開放しています。

スポーツの振興及び体育施設の設置目的を達成するための事業について
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No 質問内容 回答

34
自動販売機の現在の設置台数を施設別に教示いただきたい。また、自販機の設置
にあたり、施設の目的外使用料の納付が必要か。必要であれば、金額を教示いた
だきたい。

自動販売機の設置状況は下記のとおりとなっています。自動販売機設置に伴う行
政財産目的外使用料については、設置する自動販売機については、省エネ災害支
援型の自動販売機のみの設置を認めることから、目的外使用料は減免とします。
　総合公園　２台、滝寺公園　２台（うち１台は夏季のみ）、イモ山公園　１
台、むかいやま公園　１台、北大和　１台

35
自動販売機の設置台数については、指定管理者が判断するということでよろしい
か。

お見込みのとおりですが、設置に当たっては、事前に市との協議が必要となりま
す。

36 現指定管理者の自主事業の収入実績・支出実績を教示いただきたい。

自主事業収入については、コピーサービス、物品販売及び自動販売機収入となっ
ています。
平成２５年度実績は、コピーサービス・物品販売　577,590円、自動販売機収入
2,210,373円となっています。

37
本募集の応募要件として、現地説明会への参加が求められていますが、グループ
応募の場合、構成団体のすべての団体が現地説明会に参加していなければならな
いのか。

グループの応募の場合、構成団体のすべての団体の参加は不要です。グループの
うち、いずれかの団体が現地説明会に参加していれば、応募は可とします。

38
本社ではなく、支店で応募する場合、本社からの委任状を提出することで応募は
可能か。

支社での応募の場合、本支店長に代表権を有していることが必要となり、支店長
が代表権を有していない場合は、代表権を有している者で応募してください。

その他

39 各施設の指定管理区域を図面で教示いただきたい。 別紙４のとおりです。

40
滝寺公園体育施設に体育館の記載がないが、生駒市市民体育館ということでよろ
しいか。

お見込みのとおりです。

41
滝寺公園プールについて、平成２７年度に耐震補強工事が実施される可能性があ
るとのことだが、収支の試算については、どのように取り扱うのか。仮に工事が
あった場合、市からの補填はないのか。

耐震補強工事については、滝寺公園プールの開場期間である７月２０日～８月３
１日を除く休場日に実施する予定であることから、原則として収支試算には影響
しません。

42 原材料費とはどのようなものか。 職員による修繕に必要な物品等が該当します。

応募書類について

自主事業について

応募資格について

6 / 8 ページ



No 質問内容 回答

43 役務費とはどのようなものか。 通信運搬費、広告料、手数料、保険料が該当します。

44 体育振興事業費に係る４業務の経費内訳を教示いただきたい。
H25年度の体育振興事業費の実績は、下記のとおりとなっています。
　市民体育大会　3,797,938円、スポーツ教室　3,670,985円
　市民体育祭　2,267,834円、スポーツ施設無料開放　142,999円

45 H22・23年度のプールの使用料実績を教示いただきたい。
プール使用料の実績については、H22年度が5,235,250円、H23年度が1,299,650円
となっています。なお、H23年度については、H23.8月から無料となっています。

46
利用者数・稼働率の成果目標を設定することが求められているが、最大利用可能
コマ数及び稼働率を教示いただきたい。

年間最大利用可能コマ数については、休館・休場日と１日のコマ数から算出する
ことが可能です。なお、稼働率については、下記のとおりです。

47
業務の準備及び引継ぎについて、当該引継ぎに要する経費は、現指定管理者及び
次期指定管理者のどちらの負担になるのか。

管理運営を円滑に進める上で、現指定管理者として引継ぎに要する経費は現指定
管理者の負担となり、次期指定管理者として引継ぎに要する経費は次期指定管理
者の負担となります。

48
リスク分担について、施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更とは、地方自治法
を対象とし、指定管理者に影響を及ぼす法令変更とは税制改正を対象するという
ことか。別途考慮すべき法令等を教示いただきたい。

税制上の変更は、リスク分担表に記載のあるとおりとします。施設管理、運営に
影響を及ぼす法令変更とは、地方自治法に限らず、法令等の変更により、施設運
営に直接影響を及ぼすものと想定しています。指定管理者に影響を及ぼす法令変
更については、会社法等が考えられますが、施設の運営上直接影響のないものと
想定しています。

49 違約金の金額を教示いただきたい。
現指定管理者との協定においては、指定が取り消された日が属する年度の収入見
込み額の５％としていますが、それを超える損害を市に与えた場合は、別途損害
を請求することを妨げないこととしています。

50
資料５について、「２　警備業務」のあとに「５　設備保守管理業務」とある
が、誤記ではないか。

お見込みのとおりです。

51
滝寺公園グラウンド（健民グラウンド）及び小平尾南グラウンドについて、夜間
照明設備があるにもかかわらず、１２月～３月の間、使用時間が午後５時となっ
ている理由を教示いただきたい。

冬季期間中（１２月～３月）の夜間利用について、利用者の利用要望がないた
め、開場していません。ただし、小平尾南については、現在試験的に冬季期間中
も２１時まで開場しています。

52
節電プロジェクトは市の事業として実施されているのか。また、今後の取扱いに
ついて教示いただきたい。

節電プロジェクトは市の事業として実施しているものです。当面は、本プロジェ
クトの一つであるプールの無料開放を継続する予定です。プール無料開放の有料
化を提案することはできません。

平日 休日 平日 休日

　体育館 82.37% 97.88% 　グラウンド 14.71% 82.86%
　グラウンド 35.73% 78.61% 　テニスコート 63.14% 82.86%
　相撲場 0.36% 3.86%
　テニスコート 65.54% 85.37% 　体育館 86.20% 100.00%

　グラウンド 34.23% 87.30%
　体育館 45.29% 82.84% 　テニスコート 47.26% 88.69%
　武道館 45.29% 82.84%
　グラウンド 31.24% 81.75% 　体育館 65.49% 94.64%
　テニスコート 63.33% 98.74%

　体育館 78.73% 87.61%
　グラウンド 50.43% 63.55%

総合公園

滝寺公園

イモ山公園

小平尾南

北大和

むかいやま公園
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53 資料８に記載されている使用料の合計額について、減免額は含まれているのか。 使用料合計額に減免額は含まれていません。

54 植栽管理やグラウンド整備等の散水に井戸水や再生水は利用されているのか。 使用されていません。

55
現在、イモ山公園体育施設の管理事務所はエコパーク21内にあるが、どのような
条件でしているのか。今後も同条件で利用することは可能なのか。

公園体育施設の管理事務所として、無償で貸与しています。今後の取扱いについ
ても、同様とします。

56
滝寺公園には、生駒市体育協会の事務局があるが、指定管理者が変更した場合の
取扱いを教示いただきたい。

指定管理者が変更した場合、指定管理者の総括管理に必要な事務所として貸与し
ていることから、体育協会事務局は退去することとなります。
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