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生駒市井出山体育施設指定管理者候補者審査結果報告書

 平成２６年１１月１２日

生駒市体育施設指定管理者候補者選定に係る

生駒市プロポーザル審査委員会

はじめに

  生駒市井出山体育施設については、平成 22年 4月 1日から指定管理者による管理運営を開始
したが、本施設の管理運営に当たっては、市民の社会体育及びレクリエーションのより一層の振

興と管理運営経費の節減等を図るため、引き続き地方自治法に基づく指定管理者による管理運営

を行うこととした。

  指定管理者の募集に当たっては、民間事業者等のノウハウや創意工夫あるアイデアを有効に活

用するため、公募型プロポーザルを実施し、本委員会は、審査過程の透明性・公平性を確保する

とともに、客観的な審査を通じて、実現可能性の高い優れた提案及び指定管理者候補者を選定す

るため、平成 26年 5月 1日に設置された。
  そして、平成 26年 9月 17日から 10月 17日までの募集の結果、5者から応募があったこと
から、この度、当該 5者から提出された事業計画案について、委員会として指定管理者候補者の
審査、選定を行ったので、その結果を下記のとおり報告する。

記

１ 指定管理者に選定した者

(1) 名 称 株式会社東京アスレティッククラブ
(2) 所在地 東京都中野区中野二丁目 14番 16号
(3) 代表者 代表取締役 正村 宏人

２ 応募の状況

(1) 応募者 ５者

(2) 提案内容等の概要
  別紙 1のとおり

３ 選定方法等

 「生駒市井出山体育施設指定管理者募集要項」に定める審査基準に基づき、応募者に審査を実施

した上で、総合的な評価により選定を行った。

(1) 選定の手順
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  ① 応募書類の確認  事務局 

   募集要項に示した応募に必要な提出書類がすべて揃っていることを確認し、書類不備が確認

された場合において、指示する期間内に補正等がなされないときは、失格とする。

  ② 応募資格等の確認

   ア 応募資格

    応募時点において、募集要項に示した応募資格を有しない者は、失格とする。

（応募資格）

 生駒市井出山体育施設の管理運営を行う能力を有する奈良県、大阪府又は京都府内

に拠点となる事業所（本店所在地の場所は不問とします。グループで応募する場合は

グループの構成員のいずれかが該当すること。）を置く法人その他の団体で、次の要件

を満たすもの（個人は不可）

 ① 申請書類提出時において、本市の入札参加停止処分を受けていないこと。

 ② 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しない
こと。

 ③ 国税及び地方税を滞納していないこと。

 ④ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立てをしてい
ないこと、及び民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申
立てをしていないこと。

 ⑤ 破産法（平成 16年法律第 75号）に基づく破産手続開始申立てがなされた法人
等及び開始決定がされている法人等でないこと。

 ⑥ 次に該当する法人等でないこと。

  ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第
77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

  イ 暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）

  ウ 暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経

過しない者の統治下にある法人その他の団体

  エ アからウまでに掲げるもの（以下「暴力団等」という。）の利益となる活動（暴

力団等と取引をし、暴力団等に対し資金を供給し、又は便宜を供与するなど積

極的に暴力団等の維持運営に協力し、又は関与することをいう。）を行う法人そ

の他の団体

  オ 役員等（法人にあっては役員及び経営に事実上参加している者、法人以外の

団体にあっては代表者及び経営に事実上参加している者をいう。以下同じ。）が、

暴力団等の利益となる活動を行う法人その他の団体

  カ 役員等が暴力団等と社会的に不適切な交友関係（相手方が暴力団等であるこ

とを知りながら、会食、遊技、旅行、スポーツ等を共にするような関係をいう。）

を継続的に有している法人その他の団体

 ⑦ 生駒市政治倫理条例（平成 20年 6月生駒市条例第 25号）第 16条に規定する法
人等でないこと。

   イ その他の形式的要件
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A グループを構成して提案を行う場合において、別に単独で提案した場合又は他の複数
のグループの構成員となった場合

B 本件に関し審査委員会委員への接触の事実が認められた場合
C 応募書類に虚偽の記載があった場合

(3) １次審査（書面審査）  審査委員会 
1次審査（書面審査）については、提出された応募書類により書面審査を行う。審査基準につ

いては、後述の審査基準に基づき審査を行う。ただし、応募者が５団体以下の場合は、1次審査
を省略するものとする。

(4) 2次審査  審査委員会 
1次審査通過者を対象に対して、プレゼンテーションによる審査を行う。

  ① プレゼンテーションの方法

   プレゼンテーションは、以下の方法を標準として実施する。

プレゼンテーション時間 1団体当たりの時間は、約 30分とする。
 ・応募者による説明 15分以内
 ・質疑応答     15分

説明内容 提出された応募書類（事業計画書、収支計画書等）に沿っ

た説明を求める。

追加資料 スライドを用いた場合は、その内容をプリントして配布す

ることは可能とするが、それ以外の追加資料は認めない。

参加者 1団体につき 5名以内とする。

  ② 評価項目及び配点

   募集要項に示した下記の「審査基準」によるものとする。

評価項目 配点

管理運営業務に

ついて

組織・人員体制について ５

２５

収支計画について ５

施設利用者を増加させる方法について ５

安全管理及び危機管理について ５

環境配慮への取組について ５

自主事業の取組 創意工夫のある自主事業の取組について ４０ ４０

団体の安定性に

ついて

団体の財政状況・経営状況について ５
１５

類似施設等の管理運営実績について １０

市との配分割合
収入が支出を上回った場合の市と指定管理者

との配分割合
２０ ２０

合 計 １００

  ③ 審査委員会による評価

   審査委員会は、上記「審査基準」に掲げる評価項目ごとに、同審査基準に定める評価の視点
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に基づき、評価を行うものとする。

   （評価の特例）

    ・評価項目「団体の安定性について」の「団体の財政状況・経営状況について」は、専門

知識を有する委員が評価を行うものとする。

(5) 指定管理者候補者（優先交渉権者）の選定
2次審査の得点が最も高い応募者を指定管理者候補者（優先交渉権者）に、次順位の応募者を

次点交渉権者として選定する。

  ただし、総得点が上位である場合であっても、個別の評価項目において著しく低い評価である

と認められる場合は、指定管理者候補者（優先交渉権者）として選定しないことができる。また、

審査委員会が一定の評価に達した団体がないと判断する場合は、適格者なしとすることができる。

(6) 指定管理者候補者（優先交渉権者）の位置付け等
  指定管理者候補者（優先交渉権者）の選定については、契約内容等の交渉の第一優先交渉権者

を付与するものであり、一定期間内に合意に至らなかった場合は、次点交渉権者に交渉権が移行

するものとする。

(7) 審査委員会の会議の公開等
  ① 会議の非公開

   審査委員会の会議は、非公開とする。

   （理由）

    事業計画書の審査は、法人の指定管理者候補者としての妥当性及び適合性を審査するもの

であり、公開した場合、委員間の率直な意見の交換若しくは委員会としての意思決定の中立

性が不当に損なわれるおそれがあるため。

  ② 審査の結果及び経緯

    審査結果、得点（評価項目ごとの得点及び合計得点。）、選定理由及び審査の経緯（会議で

の主な意見、講評等）は、報告書にまとめた上で市のホームページで公開する。

    公開に際しては、指定管理者候補者として選定した団体以外は、名称を公表しない。

４ 選定までの経緯

(1) 募集要項等の配布  平成 26年 9月 17日（水) ～ 10月 17日（金）
(2) 応募の締切日    平成 26年 10月 17日（金）

   － 応募者数 5者
(3) 審査委員会の開催  平成 26年 11月 11日（火）

   － 2次審査（プレゼンテーション）
   － 指定管理者候補者（優先交渉権者）を選定

５ 選定の結果

(1) 形式要件の確認
  応募者について、募集要項に定める応募資格を具備し、申請書類の不備等の失格となる状況が
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見られないことを確認した。

(2) 1次審査の省略及び 2次審査の結果
1次審査については、応募者が 5団体以下であったことから省略し、2次審査を行った。

  本委員会による審査結果は、下記のとおりである。

  なお、指定管理者候補者（優先交渉権者）として、株式会社東京アスレティッククラブを選定

することとする。

(3) 選定理由
  ・施設の現状を踏まえた各施設の有効活用による利用者数及び稼働率の増加が提案されている

こと。

  ・管理責任者１名、副管理責任者２名の計３名を配置するとともに、トレーニングジム及び屋

内温水プールにおいても責任者を配置するなどの施設の管理運営にあたり、充実した人員体

制が図られていること。

  ・現行の利用料金の引き下げ、テニスコートへの防球ネット及び夜間照明設備の整備、スタジ

オ建設等、利用者数の増加・サービス向上につながる多くの取組が提案されていること。

  ・多くの指定管理実績を有するとともに、他の指定管理施設において、総合型地域スポーツク

ラブとの連携実績を有し、市のスポーツ振興基本計画に掲げる目標に合致した取組がなされ

ていること。

  以上の点から、本施設の管理運営についてより積極的な姿勢が見られる点を高く評価し、株式

会社東京アスレティッククラブを指定管理者候補者に選定したものである。

(4) 本委員会からの要望
  今回の選定結果によって、現指定管理者と異なる者が指定管理者候補者となることから、本委

員会としては、既存利用者に対する配慮として以下のことを要望する。

  ・子どものスイミング教室等の各種教室において、現指定管理者が指定している水着や水泳帽

㈱東京アスレティッ
ククラブ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

組織・人員体制 5 4.4 4.2 3 3.6 2.6

収支計画 5 3.6 4 3 3 3

施設利用者を増加
させる方法

5 5 4.2 3.2 3.4 3.8

安全管理及び危機
管理

5 4.4 4.2 3.4 3.2 3.2

環境配慮への取組 5 3.6 4.6 3 2.8 3

自主事業の取
組について

創意工夫ある自主
事業の取組

40 33.8 34.8 28 28.6 30.8

団体の財政状況・
経営状況

5 3 3 4 3 4

類似施設等の管理
運営実績

10 9 8.8 7.6 8 5.8

20 10 6 16 10 9

100 76.8 73.8 71.2 65.6 65.2

得点

合　計

評価項目 配点

管理運営業務
について

団体の安定性
について

市と指定管理者との配分割合



- 6 - 

等を更新するなど、指定管理者の変更により、既存の教室等利用者に対して新たな負担を極

力求めることのないよう、指定管理者候補者に対して最大限配慮することを指示すること。

［資料］

 応募者からの提案内容等の概要



井出山体育施設　応募者の提案内容等の概要

㈱東京アスレティッククラブ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

基本方針

・気軽にスポーツに親しめる
機会の提供、地域に密着した
運営、スポーツ活動の推進に
向けた継続的な普及・広報活
動
・休館日を週１日から月１日
に変更
・屋内温水プールの利用料金
の引き下げ（約10％）
・屋外施設を活用したスポー
ツ教室の開催
・他施設の実績を活かした総
合型地域スポーツクラブとの
連携、運営支援
・平成31年度に総利用者数を
約19万人

・「誰もが利用できるスポー
ツ施設にしよう。」をモッ
トーに「第2期健康いこま
21」に沿った事業展開を図
る。
・「する・知る・みる・支え
る」の複数の観点から参加・
振興を促進
・ユニバーサルオペレーショ
ン・ヘルスナビゲーションシ
ステムを活用した「地域の
人々への健康づくりと生きが
いづくり」
・平成32年までに総利用者数
を20万人

・利用者同士のコミュニティ
形成の場として、市民の運動
環境を提供
・平成35年度に総利用者数を
約17万人

・総合運動文化施設へ、生駒
北スポーツセンター及び生駒
市体育施設との連携強化
・平成36年度に総利用者数を
約143,000人

・第5次総合計画の実現に向
け、プールはもちろん、テニ
スコート、体育館、野球場を
いかに活性化させるかを主眼
に運営
・市民スポーツの振興
・トップアスリートを招聘し
ての各種目競技イベントの開
催
・各メーカー等からの「関心
表明書」によるエビデンス主
義

組織・人員体制

・屋内温水プールについて
は、６名以上が常駐する体制
・体育館については、１名体
制
・プライバシーマーク取得事
業者として個人情報の徹底管
理
・目隠しパーテーションの設
置

・屋内温水プールについて
は、５名以上が常駐する体制
・体育館については、利用者
増を見込み、ポスト数を増
・ISO9001、ISO27001を
活用した管理運営

・構成団体の得意分野を活か
した施設の管理運営
・職員5名を配置

・屋内温水プールには、５名
以上が常駐する体制
・体育館については、常時1名
体制

・構成団体の得意分野を活か
した施設の管理運営
・屋内温水プールについて
は、常時３名以上が常駐する
体制

施設利用者を増加
させる方法

・利用料金の引き下げ、新た
な料金体制の設定
・屋内温水プールの開館日の
拡大
・トレーニングマシンの総入
れ替えとストレッチマシンの
導入
・「健康チェックシステム」
の導入
・テニスコートへの防球ネッ
ト、夜間照明の整備
・スタジオを新たに建設
・きらめきまつりの開催
・スクールバスの未使用時間
帯に無料シャトルバスを運行
・覆面調査、利用者懇談会に
よる自己評価

・ショートレッスンの増加、
プールレッスンの開催
・プールアスレチクスの導入
・幼稚園・保育所の無料招待
・地域ならびに利用者への還
元策として、感謝祭の開催
・スクールバスを増便し、増
便分には高齢者の利用者も使
用可とする。
・セルフモニタリングによ
る、運営改善

・①安全・安心で快適な施設
空間の創出、②利用者視点の
高品位なサービス提供、③地
域資源を積極的に利活用した
施設運営、④効率的・効果的
なマネジメントの推進、⑤エ
コ型公共施設管理の推進を柱
に運営
・ホームページの全面改修
・PDCAサイクルによる運営
改善

・他体育施設との共同広告
・施設専用ホームページの作
成

・スタジオのみの利用料金の
設定
・軽スポーツ等の用具無償貸
出の実施
・フリーマーケットの開催
・地産地消市場の開催
・ホームページの作成
・PCDAサイクルによる要望
への対応

1 / 2 ページ



㈱東京アスレティッククラブ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

環境配慮への取組

・「エコアクション21」認証
登録会社としての取組実施
・グリーンカーテンの実施
・4R活動の推進
・エコキャップ活動の推進
・エコ推進責任者の選任によ
る定期的な研修実施

・4Rの取組推進、エコキャッ
プ推進協会への参加、また
「Fun to share」に登録
・「スイムエコアクションコ
ンテスト行動計画」への応募
・蛍の育成、保護活動の実施

・4Rの推進
・エコキャップ運動の推進

・光熱水費の削減、省資源の
推進、廃棄物のリサイクル

・環境推進5Rの推進
・環境方針カードを作成し、
携行
・ISO14001による環境マネ
ジメント

自主事業（抜粋）

・トレーニングジムのみの利
用料金の設定
・トレーニングマシンの入替
と新たにストレッチマシンの
導入
・テニス教室、サッカー教
室、野球教室などプロスポー
ツ団体との連携による教室開
催
・総合型地域スポーツクラブ
との連携によるイベント開催
・きらめきまつりの開催
・テニスコートへの夜間照
明、防球ネットの設置
・新たにスタジオを建設し、
ダンス教室等を開催

・利用料金や月間会員は現行
を維持
・トレーニングマシンの入替
と新たにサスペンショント
レーニングを採用
・テニス教室の開催
・感謝祭や運動会の開催
・フリーマーケットの開催
・出張水泳指導の実施（地域
小中学校）
・ストライダーを利用した自
転車乗り方教室の開催
・グラウンド利用時間の延長
と無料開放の実施
・総合型地域スポーツクラブ
への協力
・テニスコートへの夜間照明
整備

・一般利用の利用料金は現行
維持
・月間会員については、会員
区分は継続するが、料金を改
定
・ダンス教室、テニス教室、
フットサル教室、野球教室を
開催
・地域招待テニスイベントや
地域少年野球招待試合を無料
で開催

・利用料金、月間会員につい
ては、現行を維持
・シンクロ教室、テニス教
室、体操教室及びサッカー教
室の開催
・井出山体育施設フェスティ
バルの開催
・テニスコートのインドア
化、夜間照明の整備
・ネーミングライツの提案
・近隣幼稚園との業務提携

・一般利用及び月間会員の利
用料金は現行維持
・日本プロテニス協会の全面
バックアップによるテニス教
室やジュニアイベントの開催
・プロアスリート等を招いた
ダンススクール、少年野球教
室、バドミントン教室、卓球
教室、水泳教室の開催

類似施設等の管理
運営実績

直営11施設、業務受託5施
設、指定管理施設48施設(16
自治体）

業務受託　5箇所、指定管理7
箇所、PFI2箇所

指定管理50施設以上
直営12施設、指定管理13施
設（2自治体）

公的施設の運営実績はなし

市との配分割合 市に5割を配分
収入総額140,000千円超で市
に2割、150,000千円超で市
に4割を配分

市に8割を配分 市に5割を配分 市に5割（ただし例外あり）
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