
№ 受付日 頁・項目 質問 回答

2 5/31 P2-第2-3

① 現指定管理者の提案事業により設置している設備等の費用につ

いて、現指定管理者の提案事業により、トレーニング室の器具及

び空調機、卓球室天井のシーリングファン、第２武道場の空調等

を設置されているとの記載がございますが、これに伴う費用は、

参考資料4 市民スポーツセンター収支比較表の中に計上されている

という認識で宜しいでしょうか。その場合、各提案事項に伴って

発生している費用をご教示願います。

また、リース契約や割賦により設置している場合、その契約料と

契約期間をご教示願います。

② 上記、提案事業により設置している設備等における現指定管理

者の見解について、次期指定管理期間より指定管理者が変更に

なった場合において、現指定管理者として、提案事業により設置

している設備等を継承する又は、原状回復するなどの見解をご教

示願います。

①現指定管理者の提案事項に設置したものにつきましては、参考

資料4「市民スポーツセンター収支比較表」へ含まれております。

なお、提案内容によって設置したものに係る費用については、現

指定管理者の業務上のノウハウに当たり、東村山市情報公開条例

第6条第3号法人情報に該当し非公開となります。

②指定期間終了後は、原則原状回復となります。ただし、現指定

管理者と調整の上、引き続き使用することも可能となりますの

で、指定管理者が決定した時点で、現指定管理者との調整が必要

となります。

3 5/31 Ｐ4-(2)

ア　運動指導等企画運営業務と東村山市と協議し決めるとありま

すが実施は東村山市が教室を行うのでしょうか。

講師はこちらで手配するようなものでしょうか。

業務の基準別紙３の通り、指定管理業務として指定管理者が事業

内容を企画し、市の承認を受けた上で実施していただきます。な

お、講師についても指定管理者でご調整ください。

4 5/31 P5-第3-6-別表1

支出の維持管理運営費とございますが「その他経費」とございま

すが、自主事業の実施等に係る経費等もこちらの項目に該当しま

すでしょうかご教示ください。また、現指定管理者の自主事業に

係る経費の講師費用等について、直近3か年の実績をご教示くださ

い。

自主事業に係る経費につきましては、全て指定管理者の経費とな

るため、指定管理料のその他経費には含まないようお願いいたし

ます。

なお、自主事業の講師費用等については、現指定管理者の業務上

のノウハウに当たり、東村山市情報公開条例第6条第3号法人情報

に該当し非公開となります。

東村山市民スポーツセンター指定管理者公募に伴う質問及び回答（募集要項）

1 5/31 P2-第2-3

コメ書きにて、「トレーニング室の器具は、現指定管理者の提案

事業により設置したものである」との記載がございますが、一方

で、業務の基準別紙2-2「指定管理者所有備品台帳」の一覧には記

載がございません。

現在、指定管理者が設置しているトレーニング室の器具を一式ご

教示願います。

（機種名、数量、設置年）

また、貴市の備品として設置している器具等がございましたら、

あわせてご教示願います。

（機種名、数量、設置年）

現在のトレーニング室の器具等につきましては、全てリース契約

となっており、備品台帳には記載しておりません。

なお、器具の一覧については、次の通りです。

①ラボード　7台　Ｈ24設置

②アークトレーナー　2台　Ｈ29設置

③ニューステップ　2台　Ｈ24設置

④バイクＶ65　4台　Ｈ24設置

⑤バイクＶ75　4台　Ｈ24設置

⑥チェストプレス　1台　Ｈ24設置

⑦ショルダープレス　1台　Ｈ24設置

⑧シーテッド・ロウ　1台　Ｈ24設置

⑨レッグエクステンション　1台　Ｈ24設置

⑩レッグカール　1台　Ｈ24設置

⑪レッグプレス＆カーフレイズ　1台　Ｈ24設置

⑫アダクション＆アブダクション　1台　Ｈ24設置

⑬トータルヒップ　1台　Ｈ24設置

⑭ロータリートーソー＆ツイスト　1台　Ｈ24設置

⑮クランチ　1台　Ｈ24設置

⑯バックエクステンション　1台　Ｈ24設置

⑰アームカール＆エクステンション　1台　Ｈ24設置

⑱ラットプルダウン　1台　Ｈ24設置

⑲ベントレッグアブドミナル　1台　Ｈ24設置

⑳45度バックエクステンション　1台　Ｈ24設置

また、現在当市の備品で設置しているものはございません。



№ 受付日 頁・項目 質問 回答

東村山市民スポーツセンター指定管理者公募に伴う質問及び回答（募集要項）

5 5/31 P5-第3-6-別表1
設備管理費・保安警備費とありますが現指定管理者の具体的な費

用内訳をご教示いただけないでしょうか。

設備管理費・保安警備費の具体的な費用内訳については、現指定

管理者の業務上のノウハウに当たり、東村山市情報公開条例第6条

第3号法人情報に該当し非公開となります。

6 5/31 P5-第3-6-別表1
その他経費のその他とは具体的にどのような費用でしょうか。現

行の費用の開示をお願い致します。

その他経費につきましては、募集要項等で示している支出項目に

含まれない費目となります。

なお、その他経費の内訳につきましては、現指定管理者の業務上

のノウハウに当たり、東村山市情報公開条例第6条第3号法人情報

に該当し非公開となります。

7 5/31 P6-8-(3)

提案内容における「カより効果的な利用形態（個人利用と貸切利

用の割合）の提案を求める」項目に関して、過去3か年にわたる、

個人利用と貸切利用の割合をご教示願います。

別添「個人利用と貸切利用の割合（Ｈ29～Ｒ1）」をご参照くださ

い。

8 5/31 P7-9

現指定管理者が実施されている自主事業の過去3ヵ年の収支実績を

各項目別（スポーツ教室事業、飲食事業、物販事業、その他につ

いては詳細）にご教示ください。

［スポーツ教室事業］

　Ｈ30：30,464千円　Ｒ1：31,057千円　　Ｒ2：20,538千円

［飲食事業（自動販売機含む）］

　Ｈ30：1,321千円　　Ｒ1：1,260千円　　Ｒ2：500千円円

［物販事業］

　Ｈ30：1,635千円　　Ｒ1：1,574千円　　Ｒ2：1,668千円

［その他事業］

　Ｈ30：1,201千円　　Ｒ1：1,099千円　　Ｒ2：833千円

10 5/31 P7-9

自主事業において、目的の範囲内事業（スポーツ教室、レッスン

プログラム等）で諸室を使用する場合、施設利用料は発生しない

という認識でよろしいでしょうか。

なお、施設利用料金が発生する場合の金額は、業務の基準4ページ

「3（5）利用料金」の記載に基づき、条例別表における利用料金

の範囲内において指定管理者が定める利用料金を指定管理者自ら

に支払い、また、同額を収入見込みとして計上するという認識で

宜しいでしょうか。

指定管理者が行う自主事業の施設利用料は発生いたしません。

11 5/31 P8-9-(5)
自主事業において物件及び施設を設置する際の行政財産使用料の

金額をご教示願います。

令和３年度においては、体育館棟が、月額１㎡あたり1,022円、

プール棟が月額1㎡あたり3,422円となります。

使用料については、路線価等を基に算出していることから、令和

４年度以降については、変更となる場合がございます。

12 5/31 P8-10-(2)
現指定管理者が行っている、第三者への委託実績をご教示願いま

す。（委託内容、委託企業、委託料）

第三者への委託内容については、指定管理者の業務上のノウハウ

に当たり、東村山市情報公開条例第６条第３号法人情報に該当し

非公開となります。

自主事業としましては、トレーニング室を使用した「レギュラー

プログラム」、プールを使用した「レギュラープログラム」及び

「子どもプール教室」、第１体育館を使用した「フットサル教

室」、「体操教室」、第２体育室を使用した「えいごｄｅバス

ケ」等の事業を展開しております。

事業の詳細につきましては、現指定管理者の施設ホームページを

ご参照ください。

なお、会員数につきましては、現指定管理者の業務上のノウハウ

に当たり、東村山市情報公開条例第6条第3号法人情報に該当し非

公開となります。

9 5/31 P7-9

現指定管理者が自主事業として実施されているスポーツ教室事業

について、教室名、内容、対象者、定員、実施時間・曜日、参加

料、会員数をご教示ください。



№ 受付日 頁・項目 質問 回答

東村山市民スポーツセンター指定管理者公募に伴う質問及び回答（募集要項）

13 5/31 Ｐ9-(7) 施設の修繕費について、50万越えたのはどのような内容ですか。

これまでに、指定管理者の修繕の範囲内で50万円を超えたものに

つきましては、平成29年度の温水プールろ過装置用リーフ8枚交換

修繕の１件のみとなります。

14 5/31 P10-第3-別表2

税制改正の「事業所税率の改定」とございますが、現在、東村山

市では事業所税の課税団体に加盟はしておりますでしょうかご教

示ください。

当市は事業所税の課税対象外となります。

15 5/31 Ｐ11

「不可抗力による管理運営の中断」は貴市と協議となっておりま

す。

不可抗力の中には、新型コロナウイルスなどの感染症も含まれま

すでしょうか。

現在の新型コロナウイルス感染症については、国や東京都の要請

に伴い、市の判断で休館等の措置を行っていることから、不可抗

力に含んでおりませんが、今後同様の感染症等が発生した場合、

状況によっては不可抗力となる可能性もあります。

16 5/31 Ｐ14-(4)

ウ）事業者に関する書類

③申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書についてで

すが記載項目を満たしていれば提案書別紙と同じくこちらで用意

した様式で作成は可能ですか？

また、文字のフォントや大きさ等、指定がございましたらご教示

いただきたく宜しくお願い致します。

その場合、共同事業体名もどこかにいれるのは必須でしょうか。

申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書につきまして

は、様式の設定はございませんので、任意様式でご提出くださ

い。なお、フォントや文字の大きさについては、指定はございま

せん。

また、共同事業体で応募いただく場合は、募集要項別紙２「共同

事業体の結成に関する申請書」及び事業者ごとの事業計画書をご

提出いただきますので、特に事業体名を記載する必要はござませ

ん。

17 5/31 P14-(4)

共同事業体での申請を検討していますが、応募書類 ア）イ）の作

成方法について、下記のとおりで宜しいでしょうか。

ア）指定管理者指定申請書（規則第1号様式）については、指定管

理者（共同事業体名・代表団体印）より提出

イ）誓約書（別紙1）については、各構成団体より提出

共同事業体で申請の場合は、別途「共同事業体の結成に関する申

請書（別紙2）」と「共同事業体連絡先一覧（別紙3）」を作成す

るという認識で宜しいでしょうか。

また、ファイリングの順番はイ）誓約書（別紙1）の後ろに別紙

2、別紙3を添付すれば宜しいでしょうか。

共同事業体の場合、①東村山市民スポーツセンター指定管理者指

定申請書（規則第1号様式）、②共同事業体の結成に関する申請書

（別紙2）、③共同事業体連絡先一覧（別紙3）、④誓約書※構成

団体分も含む（別紙1）の順でファイリングし、代表団体よりご提

出ください。

18 5/31 P14-(4)

ウ）-⑤貸借対照表及び損益計算書の提出について、当団体の決算

月は1月末のため、直近の決算書類は令和2年1月～令和3年1月末と

なるのですが、本公募に当たっては、募集要項にあるとおり、平

成29年1月～、平成30年1月～、平成31年1月（令和元年）～のご

提出で宜しいでしょうか。

お見込みの通りです。

経営状況を確認させていただきますので、提出できる直近３ヵ年

の資料をご提出ください。

19 5/31 P14-(4)

副本作成方法について

団体の名前が特定できる記述部分、ロゴマーク等はすべて塗りつ

ぶす・・・・・応募者が特定できないようにすること。とありま

すが、

別紙「指定管理者の応募書類についての注意事項」　４　副本

（１６部）には表紙及び背表紙に団体名を明示してくださいとあ

ります。

書類内では消す、ファイルでは明記するで間違いないでしょう

か。

表紙及び背表紙には団体名を記載をいただき、それ以外の箇所に

つきましては、募集要項第4-5（4）に記載の通り、応募者が特定

できないようにお願いします。

20 5/30 Ｐ16-第4-7-(10)

プレゼンテーションにて口頭で提案したことについては 、 協定内

容に含むものとするとあり、説明会においても同様の趣旨に関す

るご説明をいただきましたが、これは第2次審査にて提案書には記

載していない全く新しい提案が可能ということでしょうか。

もしそうである場合、第1次審査を踏まえた2次審査という意味合

い上、平等性にかけると考えられますがいかがでしょうか。

少なくとも1次審査における提案書内に記載されている提案項目に

沿った提案事項のみに限定していただきたいです。

募集要項に明記している「口頭で提案したこと」とは、提案内容

について説明する中で補足説明等を行った内容及び選定委員から

の質問に回答した内容を想定しており、第２次審査では、提出さ

れた提案内容についてご説明いただきます。



№ 受付日 頁・項目 質問 回答

東村山市民スポーツセンター指定管理者公募に伴う質問及び回答（募集要項）

21 5/31 P16-8

今回、質問受付期間が５月３１日までで、施設見学会が６月４日

です。

（１２ページに　※施設見学会内での質問は受け付けない。の記

載あり）

施設見学後に確認したい事項があった場合、どのように対応して

いただけるのでしょうか

施設見学会の内容に関する質問に限り、令和3年6月7日午後5時ま

で質問を受け付け、6月11日以降に市ホームページ上で回答いたし

ます。

23 5/31 P17-(2)

コメ書きにて「説明者は、代表者又は応募団体所属の正社員合わ

せて3名までとする」と記載がございますが、複数社による共同事

業体として参加する場合、各社最小限でも2～3名の参加が必要に

なるものと思慮します。

したがいまして、最低でも6名の参加までご配慮いただきたく、ご

検討を宜しくお願い致します。

募集要項第5（2）へ記載のとおり、代表団体または構成団体の正

社員３名以内でお願いします。

24 5/31 P20-2
モニタリング　今までの利用者からの苦情や意見があったか。

あった場合には、どのような内容か提示をお願いします。

毎年度指定管理者が実施しています利用者アンケートの回答で

は、空調設備のない施設への設置や第２体育室等床面の改修、駐

車場の混雑の緩和、トイレの洋式化などのご意見をいただいてお

ります。

25 5/31 P21-ウ

当項目において、「市では、客観的な視点からのモニタリングを

受けることで、指定管理者が自ら必要な業務改善を行い、サービ

スの質の向上等を図ることを目的として、管理運営に対するモニ

タリングの受審を指定管理者に課している。」との記載がござい

ますが、これは、指定管理者が第三者の評価機関（外部評価機

関）にモニタリングを依頼して実施するとう認識で宜しいでしょ

うか。

もしくは、貴市が実施し、指定管理者がそのモニタリングを受け

るという認識となりますでしょうか。

募集要項第7-2（2）ウ「管理運営に対するモニタリング」につい

ては、市が「東村山市指定管理者管理運営評価協議会」に依頼

し、年に１度、指定管理者のモニタリングを実施しております。

22 5/31 P17-第5-2-9

現指定管理者の自主事業計画の詳細、実施事業名、事業内容、参

加料金、参加人数、実施居室等の直近3か年の実績をご教示くださ

い。

自主事業としましては、トレーニング室を使用した「レギュラー

プログラム」、プールを使用した「レギュラープログラム」及び

「子どもプール教室」、第１体育館を使用した「フットサル教

室」、「体操教室」、第２体育室を使用した「えいごｄｅバス

ケ」等の事業を展開しております。

事業の詳細につきましては、現指定管理者の施設ホームページを

ご参照ください。

なお、直近3ヵ年の参加者人数につきましては、次の通りです。

①レギュラープログラム（トレーニング室）

Ｈ30：延べ27,234人　Ｒ1：延べ27,234人　Ｒ2：延べ6,144人

②レギュラープログラム（プール）

Ｈ30：延べ4,874人　Ｒ1：延べ5,040人　Ｒ2：延べ3,301人

③子どもプール教室

Ｈ30：25,478人　Ｒ1：22,680人　Ｒ2：15,876人

④フットサル教室

Ｈ30：6,485人　Ｒ1：5,602人　Ｒ2：5,203人

⑤体操教室

Ｈ30：866人　Ｒ1：868人　Ｒ2：906人

⑥えいごｄｅバスケ

Ｒ2　538人　※Ｒ2年度より新規事業


