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１．対象施設 

(１)施設名称 

東村山駅西口公益施設（愛称：東村山市市民ステーション「サンパルネ」） 

(２)事業概要 

①設置の目的 

市民の健康増進及び市民交流の促進を図ることを目的として設置する。 

②施設設置のコンセプト等（別紙「東村山駅西口再開発ビル内公益施設基本

方針」参照） 

東村山市東村山駅西口公益施設は東村山駅西口に隣接する施設であり、東

村山駅西口再開発ビルであるワンズタワーの中に位置する。施設設置時の

「東村山駅西口再開発ビル内公益施設基本方針」を基本とし、鉄道駅に隣接

する施設として、本施設を核として、人々の集積と滞留による賑わいを創出

することにより、西口周辺地域の発展及び歴史ある市の北西部の活性化を目

指すものである。 

施設機能としては、市民に行政サービスを提供する地域サービス窓口、産

業・観光案内コーナー。集会機能として、コンベンションホール、会議室。

文化・交流機能として、市民広場、ギャラリー、カフェラウンジ、交流プラ

ザ等。施設の中核的機能として、市民の健康づくりを推進するマシンジム、

スタジオ等の健康増進施設を配している。 

それぞれの機能を有機的に活用することにより地域住民はもとより、駅を

利用する通勤・通学者をも取り込んだ、利用自由度の高い、開放的交流空間

としてコミュニティ形成を促進するとともに、東村山市の玄関口に相応しい,

賑わいのある快適空間としての諸機能を集積した施設の整備を行なうもの

である。 

③施設の位置付け 

本施設は、地方自治法２４４条第１項で規定する「公の施設」として設置

を予定するものである。施設運営事業者は、東村山市東村山駅西口公益施設

条例（２０東村山市条例第１６号）に基づき、同法２４４条の２第３項で規

定する指定管理者として選定する。 

④所在地 

東京都東村山市野口町 1 丁目４６番地 ワンズタワー２階及び３階 

(３)施設概要（別紙図面参照） 

① 面積 

２階  ・・・  ６５６．７０㎡ 

３階  ・・・１，４７７．６９㎡ 
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全体面積・・・２，１３４．３９㎡ 

② 設置機能概要 

健康増進機能を中心とした市民交流施設 

・ 健康増進機能 

・ 市民交流機能 

・ リラクゼーション機能 

 

２．ワンズタワーの概要 

(１)用途地域 

商業地域 

(２)延面積等 

約３０，０４０㎡ 

(３)敷地面積 

約４，２８４．７３㎡ 

(４)構造 

鉄筋コンクリート造（店舗・住宅・事務所棟） 鉄骨造（駐車場棟） 

(５)規模 

地下 1階・地上２６階建（店舗・住宅・事務所棟） 

地下 1階・地上６階建（駐車場棟） 

(６)高さ 

約９６．４ｍ（店舗・住宅・事務所棟） 

約２５．０ｍ（駐車場棟） 

(７)収容力 

自動車１９７台、自転車４５４台 

(８)主要目途 

店舗、公益施設、住宅、事務所、駐車場等 

１階・・・コープとうきょう 

２階・・・店舗、飲食店、東村山駅西口公益施設 

３階・・・東村山駅西口公益施設 

４階・・・医療機関等 

５階～２５階・・・マンション １８２戸 

(９)その他 

駅前広場の整備 

駅前広場の地下に東村山駅西口地下駐輪場あり。 

時間貸し駐車場（ワンズタワー南側駐車場棟）  

 ７時～２２時 ２０分間 １００円（最大７００円） 
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 ２２時～７時 ６０分間 １００円（最大３００円） 

 収容台数 ９６台 

 

３．指定管理に係る基本事項 

(１)指定期間 

平成３１年１０月１日から平成３６年９月３０日までの５年間とする。 

(２)対象範囲 

本施設のうち指定管理者の業務の対象となる範囲は、別紙の３階及び２階

の市の専有部分とする。 

なお、産業・観光案内コーナー及び地域サービス窓口における事業等の運

営に関する業務を除く（産業・観光案内コーナー及び地域サービス窓口の備

品管理業務を除く施設の維持管理に関する業務及び光熱水費等の負担等に

ついては指定管理者の業務とする）。 

(３)指定管理者の業務 

① 公益施設の維持管理に関する業務 

② 公益施設で行う事業等の運営に関する業務 

③ 公益施設の使用の承認等に関する業務 

④ その他市長が必要と認める業務 

※留意事項 

業務の詳細は別紙「東村山駅西口公益施設仕様書」の通りとする。 

売店、自動販売機等の運営については、行政財産目的外使用許可の申請を

必要とする。 

(４)指定管理者が実施する自主事業 

指定管理者は、あらかじめ市にその内容を提案し、承認を得た上で、自ら

が企画する事業を自主事業として実施することができる。 

なお、自主事業の実施にあたっては、本施設の設置目的等に沿ったものと

し、指定管理者が費用負担して実施する。また、自主事業は、指定管理者が

料金を徴収することができる。 

(５)関係法令等の遵守 

指定管理業務の実施に当たっては、地方自治法、労働基準法、東村山市東

村山駅西口公益施設条例、東村山市個人情報保護に関する条例、東村山市行

政手続条例、その他関係法令、本要項、仕様書、協定書、市の指示等を遵守

し、適切な管理、公平性の保持、安全の確保に努めるものとする。 

(６)業務の委託 

個々の業務について、第三者への委託をすることは可能であるが、指定管

理者の業務を第三者に包括的に委託し、または請け負わせることはできない
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ものとする。個々の業務を再委託する場合には、委託先の名称、業務内容等

について市に報告し、事前に承認を得なければならない。 

(７)秘密を守る義務 

指定管理者は、業務の執行に当たっては、その職務上知り得た秘密を漏ら

してはならない。指定管理期間終了後も同様とする。また、全ての従業者（常

勤職員、契約職員、嘱託職員、臨時職員、パート、ボランティアその他業務

に携わるもの全て）にもこれを遵守されるものとする。 

(８)指定管理者の明示 

指定管理者が管理する市の施設については、これを使用者に明示するため、

当該施設内やパンフレット等に、設置者である市の名称とともに指定管理者

の名称及び連絡先を表示する事とする。 

(９)情報公開 

指定管理業務の遂行にあたり作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的

記録等で指定管理者が管理しているものについては、東村山市情報公開条例

の趣旨に則り、情報公開に関し必要な措置を講じるものとする。 

(10)指定管理業務に対する保険への加入 

指定管理者として注意義務を怠ったこと等により、使用者や第三者へ損害

を与えた場合への備えとして、指定管理業務に対し自己の負担により保険に

加入するものとする。 

(11)利用料金制 

地方自治法第２４４条の２第８項により、施設の利用に係る料金等は、指

定管理者の収入とする。なお、施設の利用料については減免措置を設けてい

るが、減免される利用料金について市が補填する等の措置はとらないものと

する。 

(12)指定の取り消し等 

指定管理者が行う施設の管理の適正を期するために、東村山市が行う指示

に従わないとき、その他指定管理者による管理を継続することが適正でない

と認められたときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理

業務の全部又は一部の停止を命じることがある。 

(13)備品の取扱 

市が用意する備品は添付資料の通りである。それ以外の本施設の管理運営

を行う上で必要な備品については、各団体において用意するものとする。な

お、産業・観光案内コーナー及び地域サービス窓口の備品は市が維持管理を

おこなう。 

(14)市内事業者等の活用 

市内事業者の育成及び市内経済の活性化のため、市内在住者の雇用、業務
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の一部を委託する場合の市内事業者の活用などを可能な限り行うこと。 

(15)利用者の意見聴取及び報告 

本施設の管理運営についてアンケートなど利用者の意見の聴取を行い、利

用状況等とあわせて市に報告すること。 

(16)従事者の配置及び研修 

業務従事者の総数及び身分に関しては特に制限はないが、管理運営業務を

統括する責任者を配置する他、業務の運営に関し専門的な知識、資格等を有

する職員を確保し、施設の管理運営に支障がないようにする。また、職員に

対しては必要な研修を適宜実践し、より適切な管理運営を行うこと。 

 

４．事業収支に関する事項 

(１)費用の負担 

指定管理者が行う業務に係る費用は、利用料金収入、自主事業収入、指定

管理料をもって充てるものとする。 

また、減免対象となる利用者の利用料金収入について、市は負担しない。 

(２)指定管理料 

本施設の管理に要する費用の総額（その施設の管理運営に要する費用の総

額を合理的に見積もった額。固定資産の取得価額や減価償却費等は考慮しな

い。）から本施設の使用に係る収入の総額（利用料金収入及び指定管理者の

自主事業収入などを合理的に見積もった収入の合計額）を控除した残額を指

定管理料（税込み）とする。消費税は、１０％で見込むこと。 

指定管理料の提案は、１年度（１２ヶ月）の積算額とする。初年度及び最

終年度は６ヶ月の積算額とする。 

また、1 年度の上限額の範囲内で、毎年度指定管理料の見直しを行うこと

とする。 

   なお、指定管理料の金額及び支払方法等については、年度毎の支払を原則

とし、市と指定管理者の協議のうえ、協定書において定める。また、指定管

理者は、本施設の管理運営業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区

分して整理しなければならない。 

 

【指定管理料の上限額（税込）】 

平成３１年度       ２８，８２７千円 

平成３２年度から３５年度 ５７，６５５千円 

平成３６年度       ２８，８２７千円 

上限額を超えた提案は失格とする。上限額の内訳については公開しない。 
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(３)区分経理 

本施設の指定管理業務に係る経費及び収入は、原則として当該団体の本指

定管理業務以外の業務とは区別して管理すること。 

詳細については、協定の締結の際に市と指定管理者が協議を行い決定する。 

 

５．指定管理者と東村山市の責任分担 

種類 内容 東村山市 指定管理

者 

本要項に掲げる

業務 

別紙「東村山駅西口公益施設仕

様書」の通り 

 ○ 

条例等の改正 本事業に直接影響する法令等の

変更 

○  

災害時における

初期対応 

防火管理者の配置 

防火管理者の責務に係る業務 

 ○ 

災害復旧 災害後の施設の復旧 ○  

施設の大規模な

改修、修繕 

施設内の大規模な改装工事など

（３０万円以上） 

○  

施設の維持、修

繕 

蛍光灯の交換、消火器の維持管

理等日常的なもの（３０万円未

満） 

 ○ 

行政上の理由に

よる事業変更 

行政上の理由から、やむを得ず、

施設の維持、サービスの提供を

できなくなった場合における維

持管理費の増加及び収入減 

○  

天災等の不可抗

力 

天災等（暴風雨、洪水、高潮、

地震、火災その他の自然的事象）

により、指定管理者の責に帰す

ることができないものによる管

理運営経費の増加及び業務履行

不能 

○  

施設利用者や第

三者への損害 

指定管理者が行う業務の履行に

関して発生した損害 

 ○ 

市の責に記すべき理由により生

じた損害 

○  
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６．公募等スケジュール 

公募から選定までの手順については以下の通り行う。 

募集要項等の配布 

平成３１年４月１日（月） 

～平成３１年４月１５日（月） 

現地説明会（必ず参加すること） 

平成３１年４月９日（火） 

募集要項等に関する質問の受付 

平成３１年４月８日（月） 

～平成３１年４月１０日（水） 

募集要項等に関する質問の回答 

平成３１年４月１５日（月） 

応募書類の提出 

平成３１年４月１６日（火） 

～平成３１年４月１８日（木） 

プロポーザル 

平成３１年４月２４日（水） 

選定結果の通知・公表 

平成３１年５月１０日以降 

 

７．応募資格 

①申請者は法人その他の団体とし、個人での申請はできないものとする。また、

同一団体が複数の申請を行うことはできないものとする。 

②グループで申請する場合には、その代表団体及び構成団体が本条項に該当す

ること。 

③当該施設に類似する健康増進施設などの運営実績を有していること、又は当

該施設の健康増進に関するプログラムやメニューなどの提供実績を有し

ていること。 

④現地説明会へ参加していること 

⑤次に掲げる事項に該当しないもの。 

（ア）地方自治法施行令第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資格）に

該当するもの。 

（イ）指定暴力団の構成員又は暴力団およびそれらの利益となる活動を行う

等指定管理者としてふさわしくないもの。 

(ウ)法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税、東村山市税（東村山市に

対して納税義務がある法人・団体の固定資産税、法人市民税）を滞納して
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いるもの。法人以外の団体においては、その代表者が所得税、消費税及び

地方消費税、東村山市税（東村山市に対して納税義務がある個人の固定資

産税、市民税）を滞納しているもの。 

（エ）東村山市から指名停止措置を受けているもの。 

（オ）会社更生法、民事再生法等により更生又は再生手続を開始しているも

の。 

（カ）市長又は東村山市議会議員が無限責任社員、取締役、執行役もしくは

監査役又はこれらに準ずべき者、支配人若しくは精算人となっている団

体。 

⑥グループの構成団体に関する条件 

（ア）申請書類の提出後、指定管理者に指定された場合は当該指定管理者

の責務の履行終了まで、指定管理者とならなかった場合は選定結果の通

知を得るまで、やむを得ない事情があると東村山市が認める場合を除き、 

グループの代表団体及び構成団体の変更は認めない。 

（イ）指定管理者に指定された場合は、グループの構成団体は指定管理者

としての業務の遂行及び業務の遂行に伴う債務の履行に関し、連帯して

責任を負うものとする。 

（ウ）グループの構成団体は、その団体単独又は異なるグループの構成団

体として申請を行うことはできない。 

 

８．応募手続 

(１)募集要項等の配布 

平成３１年４月１日（月）～平成３１年４月１５日（月） 

８：３０～１２：００，１３：００～１７：００ 

場所 東村山市健康福祉部健康増進課庶務係（市役所いきいきプラザ１階） 

なお、募集要項、指定申請書等は、東村山市ホームページからダウンロー

ド可能 

http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/ 

(２)現地説明会 

平成３１年４月９日（火）１４：００～  

場所 東村山市西口公益施設２階 会議室 

(３)質疑及び回答 

① 質問等受付期間 

(ア)平成３１年４月８日（月）～平成３１年４月１０日（水） 

(イ)募集要項等の配布資料について質疑がある場合は、質疑の要旨をまとめ

て電子メール、ＦＡＸ又は郵便により下記へ送付する。電話や来訪な

http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/
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ど口頭による質問は受け付けない。また、事業者名及び連絡先の記載

のない質疑には回答しない。 

【問合せ先】健康福祉部健康増進課庶務係 

【メールアドレス】kenko@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 

（電子メールの場合は件名を「西口指定管理質疑」としてください。） 

【ＦＡＸ】０４２－３９５－２１３１ 

【宛先】東村山市健康福祉部健康増進課庶務係 

② 回答日等 

平成３１年４月１５日（月）までにホームページにおいて回答一覧を公

開する。 

 

(４)応募書類の提出 

① 提出期間 

平成３１年４月１６日（火）～平成３１年４月１８日（木） 

午前８：３０～１２：００，１３：００～１７：００ 

② 提出先 

東村山市健康福祉部健康増進課庶務係（市役所いきいきプラザ１階） 

③ 提出書類 

 

提出書類 記載内容 

（ア）指定申請書（様式

１） 

別紙 

（イ）グループ構成団体

届出書     

（任意様式） 

グループで申請する場合に提出 

 代表団体、構成団体の順位、及び各構成団

体が担当する業務について記載すること。 

（ウ）団体概要 

 （任意様式） 

団体の沿革 

時系列で記載し、団体の事業内容も具体的に

記載 

団体の事業内容 

団体代表者の履歴 

役員名簿 

団体の運営に関する資料 経営理念・方針、

組織及び管理体制などが分かる内容のもの 

（エ）定款 定款、寄附行為又は規則、それに類するもの 

（オ）法人登記簿謄本 法人の場合に限る。 

mailto:kenko@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp
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法人以外の場合は、それに類するもの。 

（カ）印鑑証明書 応募申込み３か月以内に発行されたもの 

（キ）財務関係書類 

     （任意様式） 

貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類す

るもの（直近３事業年度分）。 

（ク）納税証明書 法人税、消費税、及び東村山市に対して納税

義務がある法人・団体は固定資産税、法人市

民税。 

（ケ）事業実績 

（任意様式） 

事業報告書。有価証券報告書提出会社にあた

っては有価証券報告書、それ以外のものでは

それに類するもの（直近３事業年度分、受託

事務含む）。 

（コ）事業計画書 

（様式２） 

指定期間を通じた当該施設の管理運営に関す

る計画を記載する。また、その内容を補足す

る資料等については任意の様式により添付す

る。 

（サ）指定管理料計算書 

（任意様式） 

施設の管理運営に係る費用及び収入等を記載

する。 

（シ）備品明細書 

      （任意様式） 

指定管理者が施設の管理運営のために用意す

る備品の明細を記載する。 

（ス）類似施設の管理運

営に関する業務実績 

      （任意様式） 

平成２６年度以降における類似施設の管理運

営実績について記載する。 

 

④ 提出部数 

正本１部、副本１４部 

書類は分散しないようフラットファイルにとじて提出すること。また、副

本は、複写機による写しでも差し支えないもとする。 

様式のサイズはＡ４版とする。官公庁の証明等で様式サイズが異なる場合

にはこの限りではない。 

また、提出期限後の応募書類の変更及び追加は原則としてできないことと

する。 

 (５)応募書類の取扱 

① 応募書類の公開について 

申請者から提出された応募書類の著作権は、申請者に帰属する。ただ

し、指定管理者に選定された申請者の応募書類については、市が指定管

理者導入による東村山市東村山駅西口公益施設の管理運営内容の公表及
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びその他必要と認める場合には、その一部又は全部を無償で使用できる

ものとする。 

② 特許権等 

申請にあたって、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の

法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維

持管理方法等を使用した結果生じた責任は、申請者が負うものとする。 

③ 応募書類の返却について 

申請者の応募書類は返却しない。 

④ 公表 

選定結果として、申請者名、審査結果の概要等を公表する場合がある。

また、提出された申請書類等は情報公開の請求により開示する場合がある。 

(６)申請に係る諸費用 

応募書類の作成等、申請に係る諸費用については申請団体の負担により行

うこと。 

(７)申請の辞退 

応募書類を提出後に申請を辞退する場合には、事前に電話等により連絡の

うえ、平成３１年４月２２日（月）（必着）までに書面により健康増進課庶

務係へ申し出ること。 

 

９．審査基準 

(１)選定方針 

東村山駅西口公益施設は、市民の健康増進及びコミュニティの醸成を図る

ことを目的とし、健康増進機能、会議室、地域サービス窓口、産業・観光案

内コーナーなどの機能を有する複合施設である。 

この健康増進機能を有する市民交流施設を今日の市民の多様化するニー

ズに応え、より良い健康増進事業等の提供や管理運営方法など、最小の経費

で最大の市民サービスの向上につなげるべく、指定管理者の指定について事

業者を公募することにより管理運営について広く提案を募集し、良好かつ円

滑な管理運営の推進を図ることを目的とするものである。 

選定はプロポーザル方式により行い、第１次審査として書類審査、第２次

審査は提案審査とし、市が設置する選定委員会により主に事業計画書及び収

支計算書の内容につき審査を行う。なお提案審査では、プレゼンテーション

及び質疑を行うものとし、事業計画書及び収支計算書の提案内容について説

明を行う。 

(２)選定委員会 

選定委員会は、市職員、有識者、公募市民等により構成し、その審査は非
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公開により厳正に行い、指定管理者の候補者、第二位及び第三位の候補者等

を選定する。 

なお、指定管理者の候補者が協議により指定の合意に達しなかった場合等

については第二位及び第三位候補者を指定するものとする。 

また、申請者が１団体であっても選定委員会で審査を行い、指定管理者の

候補者としての適否を判断する。 

(３)１次審査（資格審査・書類審査） 

市が提出書類により資格審査及び書類審査を行い、提案審査に進む事業者

を３事業者以内に決定する。また、次の場合には失格とする。 

① 応募資格を満たしていない場合 

② 書類の不備又は不実の記載がある場合 

③ 本事業の基本方針、事業体制等が本市の意図に反する場合 

④ 指定管理料の上限額を超える提案 

⑤ 現地説明会に出席していない場合 

 (４)２次審査（提案審査） 

具体的な事業内容や実現性などについて事業者から説明及びヒアリング

を行い、以下の審査基準に従い採点審査する。 

審査基準とは、実施事業や運営体制を総合的に判断する基準であり、創意

工夫や企図に沿った提案がなされているか、独創性、特徴的な提案がなされ、

かつ、提案内容が具体的で実現可能か等について重点的に評価する。 

【審査基準】 

(ア) 安定的な経営姿勢・運営体制 

①施設設置のコンセプトを踏まえた当該施設管理の基本方針 

②基本方針を踏まえた施設分野等の目標及び実施策 

③申請団体の経営方針・理念が公の施設の運営にふさわしいか 

④類似事業で良好な実績を有しているか 

(イ) 市民サービスの向上 

①施設の設置目的との適合性 

②各年度の具体的な運営内容 

③自主事業の具体的な内容 

④市民への具体的なサービス内容とサービスの向上策 

⑤地元ボランティア、ＮＰＯ団体、周辺施設等との連携 

(ウ) 人員体制及び危機管理等の取扱 

①運営組織図及び雇用関係 

②人員配置計画及びローテーション、総括責任者等の有する資格等 

③職員研修計画 
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④災害時等の危機管理対応 

⑤個人情報保護や情報公開の取扱 

(エ)収支予算 

市の積算額と比較して著しく乖離していない、または、管理運営に支障

が生じない現実的な経費の積算がなされているか。 

    (オ)経営基盤 

    指定管理期間内に安定的に事業を継続できる体質を有しているか。 

(５)候補者の選定 

選定にあたっては、選定委員会において選考基準に基づき評価し、順位を

決定する。 

この第１順位者から順に指定管理者候補者として市と協議を行うものとす

る。 

なお、審査を行った結果、応募のあったいずれの団体も本施設を運営する

のに適さないと判断した場合には、改めて団体の選定を行うこととする。 

(６)選定結果等 

① 選定委員会による選定結果は、提案審査参加者に書面により３週間以内

に通知する。 

② 公平性、透明性を図るため、選定結果及び内容の概要については市のホ

ームページにて公表する。 

 

１０．選定後の手続等 

(１)指定の議決 

指定管理者の指定は、東村山市議会の議決を経て行う。議決を得ることが

できなかった場合には、選定結果を取り消す。この場合、これに関わる費用

一切について補償はしない。また、議決を得るまでの間に、指定管理者を指

定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときには、選定結果を

取り消すことがある。 

(２)協定の締結 

議決後、指定管理者は東村山市と細目について協議し、基本協定と各年度

の費用等に関する年度協定を締結する。 

 (３)管理運営業務の引継ぎ 

ア．指定管理者は、円滑に業務を開始するための必要な準備を行うこと。 

イ．市は、事前準備等、業務の引継に係る経費は負担しない。 

 

 

１１．管理運営の評価 
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市は指定期間中に指定管理者の管理運営の状況に関し、事業報告書や実地調

査等に基づき評価を行う。その評価の結果、指定管理者の管理運営が基準を満

たしていない場合には、指定管理者に必要な改善措置を講じるよう指示を行う。

その後、改善が見られない場合は市は指定を取り消すことができるものとする。 

 

１２．添付資料 

(１)東村山駅西口公益施設仕様書 

(２)東村山市東村山駅西口公益施設条例 

(３)応募書類様式 

① 指定管理者指定申請書（様式１） 

② 事業計画書（様式２） 

(４)東村山駅西口再開発ビル内公益施設基本方針 

(５)東村山駅西口公益施設備品内訳表 

 (６)管理組合管理内容 

(７)西口公益施設図面 


