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提案書様式第１号 

 

１ 市民の平等な利用を確保するものであること。 

（１）管理運営の基本的な考え方 

□本施設の管理に限定せず、指定管理者制度を用いた公の施設の管理運営のあり方に関

する基本的な考え方について、「公の施設」及び「指定管理者」に係る制度の趣旨、

目的等を踏まえて、記述してください。 

 

指定管理者制度とは、公の施設の管理運営を通じて政策目的を達成するための手法の一

つと位置づけられます。その目的は多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応

するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、公の施設の管理運営に民間事業者

の有するノウハウを活用することにより、市民サービスの向上や管理経費の縮減を目指す

ものです。 

 

公の施設の設置目的、指定管理者制度の導入目的を達成するために、市と指定管理者が

共に下記の「千葉市における指定管理制度運用の基本理念」に則り業務を遂行することが

重要と考えます。 

 

基本理念１：施策・事業目的を踏まえた制度運用 

 千葉市の施策や事業の目的をより効果的・効率的に達成するための事業手法であり、施

策や事業の目的・目指すべき方向性、市民サービスの提供方法、公共施設の必要性などを

踏まえ、より効率的により良い市民サービスを提供していくことを念頭に置き、制度を運

用していく。 

 

基本理念２：不断の努力による継続的改善 

公の施設全般について、より良い施設管理を行なっていくため、現状に甘んじることな

く一層の改善が図れるよう、制度導入効果を常に検証しながら制度を運用していく。 

 

基本理念３：適切なパートナーシップの構築 

指定管理者制度を単なる業務委託としてとらえるのではなく、市と指定管理者との適切

なパートナーシップにより、指定管理者の強みを生かしながら、指定管理者制度の効果を

十分に発揮できるよう、制度を運用していく。 

 

基本理念４：積極的な情報公開 

市民等への説明責任を果たし、本市の指定管理事業に参入しようとする民間事業者にと

ってわかりやすい制度運用となるよう、十分な情報公開を行なっていく。 

 

指定管理者制度の政策目的達成のためには、本来異なる価値観を持つ自治体と民間企業

との間で、共通の目的達成を目指して、良好な関係を構築する必要があります。 

・お互いが対等なパートナーとして認識し合い、コミュニケーションを重視する。 
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・施設の目的・目指すべき方向性「ビジョン」施設の社会的使命や役割「ミッション」 

を互いに共有する。 

・透明性のある指定管理者制度運用を実践する。 

・お互いの役割分担と責任の明確化により合理的な管理運営を実現する。 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

□本施設の使用許可をする場合、又は使用の制限等をする場合の基本的な考え方を記述

してください。 

 

公の施設「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」の管理運 

営者としての責務を認識して、公の施設の包括的な管理権限から施設の使用許可等の行政

処分の一部を千葉市に代わり行います。 

 

（１）施設の使用許可業務  

使用許可業務の実施に当たっては、地方自治法並びにスポーツ施設条例及び千葉市スポ

ーツ施設管理規則の規定に従い適切に行います。また、千葉市行政手続条例及び千葉市聴

聞及び弁明の機会の付与に関する規則の規定を遵守します。 

使用許可業務を実施するために必要な千葉市行政手続条例第５条第１項に規定する審査

基準及び同条例第６条に規定する標準処理期間を定めて公にするとともに、これら「使用

許可業務に係る審査基準等」を届け出、千葉市の承認を得ます。 

 

（２）施設の使用制限  

スポーツ施設のご利用者が公平に且つ、安全で快適に施設利用いただけるように、施設

管理上の使用制限をおこないます。使用制限をおこなう基準については、千葉市と協議の

上、決定いたします。また、ご利用者に対して、使用の不許可、制限若しくは停止又は使

用許可の取消しの処分をしたときは、遅滞なく千葉市に報告いたします。 

 

 

 

 

Ａ４判２枚以内で具体的に記述してください。 

  指定管理者制度   

  

Public Private Partnership 

千 葉 市 指定管理者 

公の施設 ｢ビジョン｣｢ミッション｣の達成 
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提案書様式第２号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（１）同種の施設の管理実績 

□地方自治法に規定する「公の施設」の管理に関する業務実績があれば、施設名、従事

した期間等を記述してください。 

 

（１）豊島区立巣鴨体育館の指定管理  

①指定管理期間 平成１７年４月１日～平成２２年３月３１日（５年間） 

 ②施設住所 東京都豊島区巣鴨３―８―７ 

 ③施設概要 体育館、トレーニングルーム、多目的ルーム、屋内プール他 

 

（２）芦屋市立芦屋海浜プールの指定管理  

①指定管理期間 平成１７年６月１日～平成２６年３月３１日（約９年間） 

 ②施設住所 兵庫県芦屋市浜風町３０―１ 

 ③施設概要 屋内プール25m、屋内子供プール、屋外プール50m、屋外幼児プール、 

ジャグジープール、多目的ルーム他 

 

（３）姫路市立飾磨屋内プールの指定管理  

①指定管理期間 平成１８年４月１日～平成２６年３月３１日（８年間） 

 ②施設住所 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒２２ 

 ③施設概要 屋内プール25m他 

 

（４）千葉市高洲市民プール他 ３５施設の指定管理  

①指定管理期間 平成２３年４月１日～平成２８年３月３１日 

②施設住所 千葉県千葉市内 

③施設概要 体育館、野球場、庭球場、球技場、屋内プール、屋外プール他 

 ※同施設は、平成２８年４月１日より５年間。指定管理者として選定を受け継続中。 

 

（５）千葉市立天戸中学校他５校の校庭夜間開放管理業務受託  

①指定管理期間 平成２３年４月１日～平成２８年３月３１日 

②施設住所 千葉県千葉市内  

③施設概要 校庭（グラウンド）他 

 ※同施設は、平成２８年４月１日より平成２９年３月３１日まで再受託 

 

（６）青葉の森スポーツプラザの管理業務受託  

①指定管理期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

②施設住所 千葉県千葉市中央区青葉町６５４  

③施設概要 陸上競技場、野球場、庭球場、弓道場他 
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□今回の募集対象と同種の施設の管理を受託したことがある場合は、施設名、従事した

期間等を記述してください。 

 スポーツクラブＮＡＳ株式会社は、全国にスポーツクラブ５７施設・テニススクール：

３施設・フットサルクラブ１施設を運営しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）千葉市内にある施設  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）千葉県内にある施設【千葉市内の施設を除く】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原則として、Ａ４判２枚以内で記述してください。 

■全国（同種の施設） 

スポーツクラブ：５８ 

テニススクール ：４ 

フットサルクラブ：１ 

ホットヨガスタジオ：４ 

■北海道エリア 

スポーツクラブ：３ 

ホットヨガスタジオ：１ 

■北信越エリア 

スポーツクラブ：２ ■関東エリア 

スポーツクラブ：３６ 

テニススクール：３ 

フットサルクラブ：１ 

ホットヨガスタジオ：３ 

■東海エリア 

スポーツクラブ：４ 

テニススクール：１ 

■関西エリア 

スポーツクラブ：８ 

■九州エリア 

スポーツクラブ：５ 

ＮＡＳ松戸 

（松戸市） 

ＮＡＳ西船橋 

（船橋市） 

ＮＡＳ南船橋 

（船橋市） 

ＮＡＳ勝田台 

（八千代市） 
ＮＡＳ新鎌ヶ谷 

（鎌ヶ谷市） 

スポーツクラブＮＡＳ稲毛海岸 

千葉市美浜区高洲３－８－１ 
スポーツクラブＮＡＳおゆみ野 

千葉市緑区おゆみ野５－４３－２ 
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提案書様式第３－１号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（３）管理運営の執行体制 

□管理運営の基準にある本施設の管理運営業務全般の実施体制（人員配置、責任の所

在、緊急時の連絡体制等）を具体的に記述してください。 

 

（１）業務実施体制  

本施設の管理運営を効果的、効率的に行うため、千葉市スポーツ施設指定管理施設の管

理運営に係る業務実施体制の一部施設として取込み、施設間の調整や連携を図り、サービ

スの均一化や安全管理の徹底を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■人員配置 

・館長（施設責任者）施設の管理運営業務の総括責任者、スタッフの指導監督 

・チーフスタッフ  施設の管理運営業務の担当責任者、スタッフの教育 

・スタッフ     施設の管理運営・維持管理業務 

 

※本部では全施設のマネージメント機能を持ち、一元管理を実施いたします。本部の主な

業務内容は、各施設を巡回支援。千葉市との連絡調整業務。市民や関係団体との相談要

望、調整業務。事故、災害発生時の統括、その他、リスク管理業務。施設の売上、経費管

理業務。スタッフ雇用、障がい者雇用業務。施設管理運営業務の指導監督、モニタリング

業務を行います。 
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（２）緊急時の連絡体制   

施設で発生した緊急事態には、図に示すように連絡体制に従って館長又は緊急事態の対

応スタッフより、統括責任者へ正確に且つ、迅速に報告・連絡・相談します。 

統括責任者の指示により、消防署・警察署・千葉市役所・近隣医療機関などの関係機関

へ連絡、対応指示を行います。 

 

・緊急連絡体制図を作成、千葉市関係部署に提出。同様に管理施設で掲示します。 

・統括責任者は、現場状況の報告により判断し、施設利用者の安全を最優先に状況に応

じて迅速に対応。場合によっては全スタッフを動員します。 

・開場時間外、休場日の施設緊急対応は、業務委託先の警備会社対応による現場確認、

一次対応を行い、現場状況を警備会社より統括責任者に報告。統括責任者は館長と相

談の上、迅速に緊急対応にあたります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□本施設の管理運営業務の一部を再委託する場合には、業務の内容及び委託先選定方法

など、再委託の考え方を記述してください。 

本施設の管理運営にあたり、保安業務や施設維持管理業務については、市内産業の活性

化を図るためにも、協力会社への再委託を検討いたします。 

協力会社（再委託先）の選定に際し、千葉市スポーツ施設における業務実績とスケール

メリットを考慮いたします。暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者、反社会的勢力等に業

務委託はいたしません。 

 

□本施設の管理運営業務全般の組織体制を組織図を用いて記述してください。 

 

館長（１）    チーフスタッフ（１）    スタッフ（７） 

 

  

Ａ４判２枚以内で具体的に記述してください。 

指定管理者
（統括責任者）

千葉市役所

対応指示

対応指示

報告

緊急連絡先
警察署・消防署

保健所・医療関係
水道・ガス・電気会社

管理責任者
初期対応スタッフ

報告相談

報告書の作成、提出、保存
再発防止の為 改善方策の検討、実施

支援体制
スポーツクラブＮＡＳ㈱
ＮＡＳ本部／近隣事業所

緊急事態 発生！

指定管理者
（統括責任者）

千葉市役所

対応指示

対応指示

報告

緊急連絡先
警察署・消防署

保健所・医療関係
水道・ガス・電気会社

管理責任者
初期対応スタッフ

報告相談

報告書の作成、提出、保存
再発防止の為 改善方策の検討、実施

支援体制
スポーツクラブＮＡＳ㈱
ＮＡＳ本部／近隣事業所

緊急事態 発生！
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提案書様式第３－２号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（３）管理運営の執行体制 

□組織図に記載した職員すべてについて、職種、雇用形態、勤務日数、担当業務の内

容、年間人件費（千円）を下記の従事者一覧表に記載してください。（社会保険料、

福利厚生費などを含む一切のもの） 

 

■本施設における従事者一覧                       （千円） 

NO 職名 雇用形態 勤務日数 担当業務 年間人件費 

１ 館長 契約社員 ２２日 

施設の管理運営業務

の総括責任者、スタ

ッフの指導監督 

５,６４８ 

２ チーフスタッフ 
アルバイト 

Ａ区分 
２２日 

施設の管理運営業務

の担当責任者、スタ

ッフの教育 

３,８３０ 

３ スタッフ 
アルバイト 

Ａ区分 
２２日 

施設の管理運営 

施設維持管理業務 
２,５５３ 

４ スタッフ 
アルバイト 

Ａ区分 
２２日 

施設の管理運営 

施設維持管理業務 
２,５５３ 

５ スタッフ ※ 
アルバイト 

Ａ区分 
２２日 

施設の管理運営 

施設維持管理業務 
２,５５３ 

６ スタッフ 
アルバイト 

Ｂ区分 
１８日 

施設の管理運営 

施設維持管理業務 
１,５０６ 

７ スタッフ 
アルバイト 

Ｂ区分 
１８日 

施設の管理運営 

施設維持管理業務 
１,５０６ 

８ スタッフ 
アルバイト 

Ｃ区分 
１６日 

施設の管理運営 

施設維持管理業務 
１,０６６ 

９ スタッフ 
アルバイト 

Ｃ区分 
１６日 

施設の管理運営 

施設維持管理業務 
１,０６６ 

 計    ２２,２８１ 

※障がい者雇用スタッフ 

 

・契約社員 年俸制 

・アルバイトＡ区分 週３０時間以上 厚生年金、健康保険、雇用保険加入 

・アルバイトＢ区分 週２０時間以上３０時間未満 雇用保険加入 

・アルバイトＣ区分 週２０時間以内 未加入 

 

Ａ４判２枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第３－３号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（３）管理運営の執行体制 

□１日における標準的な人員配置について、下記のような一覧表に、配置場所、配置の

時間帯ごとに記述してください。 

 

本施設の人員配置は開場時間に合わせ、開場時間９時に従事（早番）するスタッフを３

ポスト、体育館終了時間２１時に従事（遅番）するスタッフを３ポストと基本とする。 

但し、大会等の利用、準備や天候によるグラウンドコンディションにより、早番、遅番

の配置人数（ポスト数）を調整いたします。 

 

■本施設における人員配置計画 

配置場所 時間帯 配置する職名 

事務所  ８：３０～１７：３０ 館長 

事務所（受付）  ８：３０～１７：３０ スタッフ 

事務所（受付、施設巡回）  ８：３０～１５：３０ スタッフ 

事務所（施設巡回） １０：００～１８：３０ スタッフ ※ 

事務所（受付、施設巡回） １２：３０～２１：３０ チーフスタッフ 

事務所（受付、施設巡回） １４：３０～２１：３０ スタッフ 

事務所（施設巡回） １６：３０～２１：３０ スタッフ 

※障がい者雇用スタッフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判２枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第３－４号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（３）管理運営の執行体制 

【共同事業体、有限責任事業組合、事業協同組合等の場合のみ】 

□本施設の管理に係る企業・団体（構成員及び、その他業務委託先等含む）とその役割

分担を記述してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 

単独応募のため該当なし 
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提案書様式第４号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（４）必要な専門職員の配置 

□本施設の管理にあたっての、電気・設備、消防、環境衛生、防災等に関する有資格者

の配置について基本的な考え方を記述してください。 

本施設の管理運営にあたり、利用者はもとより、施設を訪れる市民の皆様、協力会社等

の来館者の皆様が「安全・安心・快適」にご利用いただける管理運営を実施します。 

さらに、施設で働くスタッフの安全確保のため、千葉市磯辺スポーツセンター管理運営

基準に示された、有資格者を各施設に配置して健全な施設維持管理業務に努めます。 

尚、電気主任技術者配置については、協力会社（関東電気保安協会）に委託します。 

 

（１）有資格者の配置に関する考え方  

【防火管理者の配置】 

  本施設において、火災による被害を防止するため、消防計画の作成、消防用設備の維

持管理、定期的な消火・避難訓練の実施など、防火管理上必要な業務を行う責任者とし

て、防火対象全施設に防火管理者を配置し火災予防に努めます。 

 

【電気主任技術者の専任】 

  電気事業法で定められている自家用電気工作物の公共の安全や環境の保全を図るため

電気主任技術者を配置し、使用中の電気工作物の月次及び年次点検・測定を実施する事

で不具合箇所の早期発見、修繕を実施し最適な環境を維持します。 

 

【消防 救命講習会】 

  スタッフ全員が、千葉市防災普及公社主催の普通救命講習会を受講、技能認定証の取

得を義務付けます。さらに希望者は知識、技能向上のため上級救命講習会の受講を推進

いたします。講習会ではＡＥＤによる心肺蘇生法や止血法など怪我の応急手当の知識と

技術を習得する事で事故や災害発生時にご利用者、来館者の命を守れるよう高い意識を

もつて管理運営を実施します。 

 

□本施設の管理に必要な資格者の配置計画について、下記のような一覧表により記述し

てください。 

 

資格 法令 人数 配置方法 

防火管理者 消防法 １名 常勤 

電気主任技術者 電気事業法 １名 再委託 

 

 

Ａ４判２枚以内で具体的に記述してください。 



11 

提案書様式第５号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（５）業務移行体制の整備 

□平成２９年４月１日から本施設の管理運営業務を実施するための準備段階として、応

募者において実施する組織体制の整備、職員研修計画、現在の指定管理者との業務引

継計画等について、記述してください。 

 

 平成２９年４月１日からの管理運営業務に際して、ご利用者、近隣住民、市民、協力会

社、スタッフの皆様が「安全・安心・快適」に本施設をご利用いただけるよう万全な体制

で臨みます。 

 本施設と同様に高洲スポーツセンターの供用開始日が同一日なることが予測されます。 

職員確保、研修、広報活動、印刷物、運営管理備品等の準備も並行して実施いたします。 

  

（１）具体的な供用開始準備事項  

①基本協定項目について 

千葉市との協議及び基本協定の締結を行います。 

②配置する職員等の確保、職員研修について 

近隣の千葉市スポーツ施設、現職スタッフの配置替え（異動）により本施設の中核

スタッフを確保いたします。新規採用スタッフは、市内雇用を原則として早い段階で

採用。近隣の千葉市スポーツ施設にて研修教育を実施します。 

③業務等に関する事業計画書、各種規程等の作成、届出 

千葉市と協議の上、作成、指定された日時までに提出、承認、許可を得ます。 

④ちば施設予約システム マスターデーター登録 

 

※現指定管理者からの業務引継ぎは、新規供用開始施設のためありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第６号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（６）従業員の管理能力向上策 

□本施設の管理運営業務に従事する職員の業務水準を維持、向上させる方策を具体的に

記述してください。 

 

本施設における、サービスの質を決定付ける最大の要素は人財です。スポーツクラブ 

ＮＡＳでは「人材は企業の財産」として“人財”という表現を使用しています。 

サービスの提供、施設の運営、管理業務に従事するスタッフが均一の水準で職務に当

たれるよう、関係法令等及び募集関係図書等の記載内容に適合した、管理業務に関する

マニュアルの整備を行います。また、計画的な人財育成、教育研修、訓練を行い、さら

に、利用者の声をモニタリングしながら業務水準の維持向上に役立てます。 

ご利用者、市民、関係団体、協力会社等の全ての来館者に対して公平な高い水準の安

定したサービスを提供するために、以下のような人財の育成を目指します。 

 

・思いやりを持った明るい挨拶や約束を守るなど凡事を徹底し、市民の皆様と誠実に信 

頼関係を築ける人財。 

・ご利用者・市民の皆様の視点に立ち、ホスピタリティを重視した質の高いサービスを

提供できる人財。 

・施設運営のプロフェッショナルとして、職務に求められる目的、水準を達成し、維持 

する人財。 

・公の施設の管理運営に従事する者として、責任と自覚ならびにコンプライアンスに強

い意識を持って職務に取組む人財。 

 

■研修計画 

研修名 対象者 頻度 主な研修内容 

基本研修  

全スタッフ 

配属時・毎月 接客・接遇・マナー等 

安全研修 配属時・毎月 怪我・病気等の初期対応と知識等 

ＣＳＲ研修 年２回 コンプライアンス・労務等 

防災訓練 年２回 火災・地震発生時の避難訓練等 

受付業務研修 配属時・ＯＪＴ 受付応対、金銭管理等 

管理業務研修 配属時・ＯＪＴ 施設整備、清掃、剪定作業等 

初級救命講習 配属時 ＡＥＤによる心肺蘇生他 

心肺蘇生 ダミーを使用した、実技研修 

※千葉市防災普及公社主催の普通救命講習（ＡＥＤによる心肺蘇生・異物除去・止血

法）を受講、技能認定証を取得する。 

※上記の他に、市が実施する説明会・研修会等に積極的に参加いたします。 

 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第７号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（７）施設の保守管理の考え方 

□本施設の建築物（施設）の保守管理に関する点検方法、予防保全策、修繕の考え方等

を記述してください。 

 

本施設を継続的に「安全・安心・快適」な状態でご利用いただくため、日常から安全・

機能点検、保守管理を徹底。予防保全に重点を置いた管理を徹底して、修繕費を最小限に

抑える努力をいたします。施設点検、保守業務、修繕、光熱水使用量実績や法定点検、修

繕計画など、データーを「ＮＡＳ施設管理システム」で一括管理いたします。 

 

（１）点検・保守業務・修繕  

五感を使った点検や利用者との対話による聞き取りにより不具合、異常の有無を確認。 

不具合個所の機能の回復や性能維持のため、定期的な消耗部品の交換など保守業務を実施

いたします。異常個所や劣化した部位の修理、更新することより、運営上支障のないまで

回復、修繕いたします。修繕の実施、計画にあたり、千葉市と協議いたします。 

①点検方法 

天井・外壁の雨漏り・劣化、床、階段、手すり等の劣化・損傷など、利用者の安全

性、快適性に配慮した点検を行います。 

・日常点検 ： 施設運営スタッフ 運営管理日報への記録 

・月次（定期）点検 ： 施設維持管理スタッフ・有資格者（業務委託等） 

・年次検査 ： スポーツクラブＮＡＳ 施設管理部スタッフ 

・法定点検 ： 有資格者（業務委託等）建築基準法第１２条に基づく点検・検査 

 ②保守業務・修繕 

・軽微な保守作業や損傷の修繕については、施設維持管理スタッフが迅速に対応にあ

たります。 

・専門業者による定期的な保守点検、作業の実施。突発的な修繕や予防保全による修  

 繕の実施に際しては安全性、快適性に配慮して実施いたします。 

・計画修繕提案策定にあたっては法定耐用年数、同等部位修繕履歴、メーカー対応年

数、原因など専門機関よる調査検討の上、千葉市に提案いたします 

 

（２）予防保全策   

建物の異常個所の早期発見に努め、施設に関わる全てのスタッフが、利用者の方々への

安全への配慮を常に怠らない管理体制とします。また、法定検査・年次自主検査の結果を

重要視し、修繕計画提案の策定を行います。早期改修が必要な個所が発見された場合に

は、千葉市への報告を行い、掲示物による告知・注意喚起、バリケード設置等の利用者の

安全策を講じます。 

 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第８号 

 

２ 施設の管理を安定して行う能力を有すること。 

（８）設備及び備品の管理、清掃、警備等 

□建築設備の管理方法（責任者、監視方法、点検方法等）、備品の管理方法等について

記述してください。 

 

本施設を市民の皆様に「安心・安全・快適」に利用していただけるよう施設の維持管理

と予防保全に努めます。安全は何より優先することを自覚し危険予知に努めるとともに、

ムリ・ムダを省くコスト意識を持ち最良な施設環境を実現します。 

統括責任者の指示・指揮の下で施設維持管理スタッフが的確かつ迅速な対応を行い、一

元的な建築設備維持管理を実施します。建築設備を常時適切な状態に維持するよう保守点

検計画表を作成し、法的に漏れの無いよう点検を行い、千葉市へ報告します。 

 

（１）具体的な取組み   

①建築基準法第１２条に基づく点検・検査を実施し報告を行います。 

②設備の運転状態の診断を実施して最適運転状態となるように調整し、効率向上・省エ

ネ・省資源に貢献します。また、改善が必要と判断した場合は改善提案を行います。 

③「施設維持管理年間計画」に従って法定点検及び定期点検を確実に実施します。 

④日常点検・法定点検・定期点検により不具合箇所を発見した場合は、速やかに対応策

を検討し、千葉市と協議の上で対応を実施します。 

 

（２）備品の管理   

備品管理に当たり、備品台帳の整備を行います。備品台帳は、千葉市所有の備品につい

ては、千葉市が貸与する備品台帳を使用。指定管理者所有の備品は、指定管理者が作成す

る備品台帳にてそれぞれ管理します。 

備品台帳には、備品の品名、規格、金額（単価）、数量、購入年月日、耐用年数及び所

有者並びに備品に係る保険、公租公課等を記載します。 

□施設の清掃管理について、内容と方法（頻度等）、清掃状況の確認方法等を記述して

ください。 

 

本施設に訪れる利用者、市民にとって「安全・安心・快適」な施設を提供いたします。

人々は真新しい近代化されたモノ、施設を好みますが、経年を迎えた本施設にはそれぞれ

の歴史があり多くの市民に愛され、想い出多き場と認識します。経年を迎え、老朽化した

施設であっても日々の整理整頓、行き届いた清掃管理業務によって、気持ち良く人々が集

える施設となります。 

 

（１）清掃管理の基準   国土交通省「建築保全業務共通仕様書」参考 

①日常清掃及び日常巡回清掃 

建築物、什器、備品、リース物件及び器具等を常に清潔な状態に保ちます。 
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②定期清掃 

日常清掃では実施しにくい清掃業務については、利用者等に不快感を与えないよう、 

必要に応じて定期清掃を実施します。 

ア）ガラス清掃  イ）ブラインド清掃  ウ）害虫駆除清掃 

エ）床清掃  オ）照明等  カ）その他特に必要がある箇所 

③特別清掃 

利用内容、利用頻度により特に汚れが目立つ箇所の清掃、高所での清掃や利用者制限

等を伴う清掃業務については、特別清掃を実施します。 

ア）空調機給排気口清掃  イ）照明器具の清掃 

ウ）建物の外周及び駐車場の清掃。側溝内、マンホール、外柵、看板等の清掃 

④その他 

日常清掃、定期清掃及び特別清掃のほかにも、利用者等に不快感を与えないよう、

必要に応じて清掃を実施し、施設の良好な環境衛生、美観の維持に努めます。 

 

（２）具体的な管理方法   

①全てのスタッフが共通認識、均一の業務管理ができるよう施設毎の清掃仕様書を作成する。 

②日常清掃項目、施設警備巡回と連動した日常巡回清掃チェック項目を日報として作成する。 

③年度毎に定期清掃、特別清掃を計画いたします。 

④日常清掃、定期清掃等の報告書、実施状況については施設責任者が確認、不備のある場

合には改善を指示、施設維持管理スタッフに報告、相談を行い早期改善に努める。 

□警備業務の考え方、内容等について記述してください。 

 

本施設に訪れる利用者、市民にとって「安全・安心・快適」な施設の提供のため、施設の

保安警備は利用者の協力はもとより、施設に常駐しているスタッフ一人一人が防犯意識を持っ

て、事件、事故等を起こしにくい環境の整備、防犯予防対策に努めます。また、不慮の事件、事

故、自然災害等発生時には公の施設の管理運営者としての認識をもって対応にあたります。 

 

（１）具体的な保安警備方法   

施設運営に伴い事件、事故、自然災害、不審者の来館や建物設備等に起因する事故等が想

定されます。そのため、具体的な保安警備体制として、下記内容を実践し、24時間365日の安全

確保に努めます。 

①施設開場時間帯、施設スタッフ常駐時の保安警備 

・スタッフによる施設内の巡回警備。 

・施設の開閉時間に伴う施錠、開錠、建物や設備の異常の有無等の確認。 

②開場時間以外、施設スタッフ不在の時間帯及び休業期間の保安警備 

・機械警備による監視を行います。 

・管理施設内への不法侵入、火災感知、受水槽の水位異常、受電異常等の監視を行い警

備システム作動時には、警備員が現場駆けつけ状況の確認、関係機関への連絡等、初

期対応を実施後、統括責任者に連絡、報告、指示を仰ぎます。 

Ａ４判２枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第９号 

 

３ 施設の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。 

（１）関係法令等の遵守 

□本施設の管理にあたり、個人情報の保護の取扱いに関する考え方及び具体的な取組み

を記述してください。 

 

本施設の運営業務にあたり、千葉市個人情報保護条例を遵守するとともに、千葉市指定

管理者等個人情報保護規程に従い、本施設を管理運営するに当たり知り得た市民等の個人

情報について、漏洩、滅失又は毀損の防止等、個人情報の適切な管理のために必要な措置

等を講じます。また、運営及び維持管理業務に従事している者又は従事していた者は、個

人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用いたしません。 

 

（１）個人情報の取り扱い  

スポーツクラブＮＡＳは、千葉市指定管理者等個人情報保護規程を遵守します。個人情

報の適正管理に係る指定管理者の責任について十分留意しつつ、個人情報保護に関して必

要な措置を講じます。また、社内規程を設け全社員に対する研修、教育を実施、個人情報

保護の徹底に全力で取り組んでいます。 

①利用者への対応 

・利用者の個人情報を必要とする業務については、個人情報の収集・利用目的・保有

する情報の第三者への開示等については、情報提供者に対し明確に説明します。 

・チラシの配布、ホームページへの掲載、施設内掲示等により周知します。 

・本施設においてもガイドラインを設け厳格な対応を実施します。 

②公の施設の管理運営を遂行する指定管理者として、プライバシーポリシーを明確に示

し「個人情報保護規程」「情報公開・個人情報の保護及び秘密の保持マニュアル」の

元に個人情報保護の徹底に全力で取り組みます。 

③秘密の保持、情報の公開 

・本施設の管理運営業務にて取得した情報を第三者に漏らしません。 

・千葉市情報公開条例等により開示請求があった場合、市と調整の上、対応します。 

 

□本施設の管理にあたり、市民に対する情報提供及び情報公開の取扱いに関する考え方

及び具体的な取組みを記述してください。 

 

 指定管理者制度は、市に代わって公の施設の管理運営という公的業務を行うものである

ことから、施設の適正な管理について市民への説明責任があり、その管理状況について高

い透明性を確保することが求められます。千葉市情報公開条例の基本理念は、市が保有す

る情報の「原則開示」であり、この「原則開示」の基本理念を十分に理解し、市に準じた

情報公開を適正に行います。 
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（１）具体的な取組み  

本施設の運営業務において作成または取得した文書等のうち、公開が必要な情報に関す 

る開示請求に対しては適切に対応するとともに、必要な措置等を講じます。これにより公

の施設の指定管理者として透明性を確保します。 

①千葉市情報公開条例を遵守するとともに、千葉市が作成したモデル規程（千葉市○○

センター指定管理者情報公開規程準則及び千葉市○○センター指定管理者情報公開事

務処理要領準則）に従い自ら情報公開規程を作成、市の承認を得ます。 

②次に掲げる文書を、本施設並びに千葉市市政情報室で一般の閲覧等に供することによ

り公表いたします。 

・情報公開規程準則及び情報公開事務処理要領準則 

・基本協定書、年度協定書 

・事業計画書 

・月事業報告書 

・年度事業報告書 

・その他、必要に応じ定款、寄附行為、規約その他これらに類するもの 

③対象文章の開示決定等に対する異議申出を受けて再決定する。 

④対象文章を適正に管理いたします。 

⑤情報提供施策の充実に努めます。 

 

□本施設の管理にあたり要求される、行政手続の明確化や透明化の取扱いに関する考え

方及び具体的な取組みを記述してください。  

 

（１）法令を遵守し、公正・公平な運営  

本施設が地方自治法第２４４条に規定する公の施設である為、正当な理由なく市民の

施設利用を拒むことや、施設利用について不当な差別的取扱をしてはならないと規定す

る同法第２４４条第２項、第３項を遵守するとともに、各施設における設置管理条例、

設置管理条例施行規則に従って市民の平等を確保します。 

 

（２）開かれた施設運営  

・利用者からの相談・要望への対応 

・本施設の設置及び管理に関する条例に基づいた管理運営 

・公の施設としての平等性の確保 

 

（３）具体的な取組み  

・利用ルールの明確化と周知徹底 

・利用者ニーズの把握 

・情報公開 

・広報活動 

・第三者機関によるモニタリングの実施、報告 
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□本施設の管理にあたり、適正な労働条件の確保に関する考え方及び具体的な取組みを

記述してください。 

 

（１）基本的な考え方   

本施設の管理運営にあたり、労働基準法・労働安全衛生法及び関係法令を尊守します。

若者、女性、高齢者、障がい者など、働く意欲のある全ての人々が、能力を発揮し、安心

して働き、安定した生活を送ることができる職場環境を整備します。 

 

（２）具体的な取組み  

①就業規則を作成、労働基準監督署への届け出を行います。 

②男女同一賃金、休日・年次有給休暇、賃金、解雇等にかかわる規定に従います。 

③所定労働時間を週４０時間以内、１日８時間以内を基本とし、変形労働時間制をとる

場合には、１か月以内の期間の労働時間を平均し、週４０時間以内とします。 

④時間外労働・休日労働の関する労使協定(３６協定)の労働基準監督署への届け出を行

います。 

⑤雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入義務がある労働者について、適切に加入手

続を行います。 

 ・社員、契約社員は全加入。 

・パート、アルバイトスタッフの社会保険の適用基準 

週の所定労働時間 区分 厚生年金 健康保険 雇用保険 

３０時間以上 Ａ区分 該当 該当 該当 

２０時間以上３０時間未満 Ｂ区分 非該当 非該当 該当 

２０時間未満 Ｃ区分 非該当 非該当 非該当 

⑥衛生推進者を選任し、職場の安全衛生の確保と労働者に安全衛生教育を実施します。 

⑦労働者に対し、１年以内ごとに１回、健康診断を実施します。健康診断の結果を労働

者に通知し、健康診断個人票を５年間保管します。 

 ⑧労働者を雇い入れる際、労働条件について、労働条件通知書、労働契約書、就業規則

などの書面で明示します。 

 

□本施設の管理にあたり、【個別法】の取扱いに関する考え方及び具体的な取組みを記

述して下さい。   

 

※本施設の管理にあたり「個別法」の該当なし 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判３枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第１０号 

 

３ 施設の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。 

（２）リスク管理及び緊急時の対応 

□火災、盗難、災害、情報漏えい等の事故・事件の防止（防災）対策について記述して

ください。 

 

 公の施設の管理運営者として、利用者に「安全・安心・快適」に施設を利用いただき、

また、施設で働くスタッフを含め、市民の安全確保が最重要課題の一つです。 

日頃より、起こりうる各種災害、事件、事故等への防止対策のため、利用者への協力、

啓蒙と、スタッフ一人一人の防災意識と知識向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）具体的な取り組み 

①安全管理マニュアル、危機管理マニュアルの整備。 

②安全研修、避難訓練の実施。 

③情報漏えい等の事故防止を目的としたモニタリング、セルフチェックの実施。 

④緊急連絡体制、自衛消防隊組織、消防計画、防火管理者、火元責任者の設定。 

⑤管理施設内外の避難経路、避難場所、救急搬送経路、危険個所等の確認。 

⑥近隣の警察、消防、医療機関、町内会（地域消防団）等との安全管理体制の構築。 

⑦スタッフ、ご利用者の防災意識・知識向上のための取組み 

・自主事業として普通救命講習会の開催（防災普及公社） 

・九都県市合同防災訓練、千葉市シェイクアウト訓練等への参加。 

・全スタッフ対象 千葉市防災普及公社主催「初級救命講習会」への参加、継続。 

⑧災害、事故等の発生した場合に備え、適切な賠償保険等への加入。 

 

□火災、盗難、災害、情報漏えい等の事故・事件発生時、需要変動、第三者への賠償が

必要となった場合の対応方法について記述してください。 

 

公の施設の管理運営者として、利用者や来場者及び管理施設に、災害や事件・事故等が 

発生したときは、迅速かつ適切な対応を行います。同様に、本施設の一部は千葉市地域防 

安全 安心 快適 

お客様目線で「安全」「安心」「快適」な施設管理を実施します 

巡回点検による危険箇

所の早期発見・早期修

繕を実施し安全で快適

な環境を確保します。 

利用者の動線確保、施設整

備、備品の整理整頓により事

故を予防し、安心して利用で

きる施設を提供します。 

利用者とのコミュニケ

ーションを図り、使い

やすい施設を提供しま

す。 
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災計画上の避難所に指定されており、公共施設の管理運営を任されている者の責任とし 

て、千葉市とともに災害の対応を行います。 

 

（１）具体的な対応方法 

①急な病気・怪我等の発生時の対応について 

本施設の利用者、来場者等の急な病気・怪我等が発生した場合には、近隣の消防

署、医療機関等と連携し、的確な対応を行います。発生、対応後、速やかに千葉市に

連絡、必要な 指示を仰ぎます。発生時、経過報告、結果報告（終報）を書面にて提

出します。 

②事故発生の対応について 

事故及び犯罪等が発生した場合は、直ちに千葉市及び関係機関等に連絡するととも

に、必要な指示に従い対処します。事故及び犯罪等の発生時においては、発生事象の

事実関係の把握を行い、書面により速やかに千葉市へ報告します。 

③災害等発生時の対応について 

災害等の緊急時には、千葉市及び関係機関と協力し、的確な対応を行います。利用

者、来場者の避難、誘導、安全確保等及び必要な通報等については、安全管理マニュ

アル、危機管理マニュアルに従って対処いたします。注意報・警報が発令された場合

には、館内放送や掲示物等により直ちに利用者に内容を周知します。 

④大規模災害発生時の対応について 

本施設は千葉市地域防災計画上の避難所管理施設、現地対策本部、物資の備蓄箇

所、救護医療スペース等の救援、復旧等の拠点としての役割を担う可能性がありま

す。大規模災害等の発生時において、本施設を防災拠点・避難場所等とする必要性が

生じた場合は、千葉市及び避難所運営員会、関係機関からの指示に基づき、避難所関

連業務や避難所の管理運営の協力に当たります。 

また、地震や台風、大雪等により交通機関が途絶し帰宅困難者が発生した場合は、

必要に応じて受入を行うこと。その対応は避難所の管理運営に準ずるものとします。 

⑤需要変動に関する対応について  

需要変動に関しては、想定外のものとなることがないよう、綿密な計画案をもって

管理運営にあたります。万一、想定の範囲外にある需要変動が生じた場合でも、弊社

が培ってきた経営ノウハウの下、従事者が一丸となって対処いたします。本社及び弊

社が直営する千葉市内の事業所、さらには県内の直営事業所のバックアップの下、千

葉市に必要以上の負担をかけることなく管理運営を行ってまいります。 

⑥損害賠償義務 

本施設の管理運営業務の実施にあたって、又は管理業務に瑕疵があったことによ

り、利用者その他の第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償いたします。 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判２枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第１２号 

 

４ 施設の効用を最大限発揮するものであること。 

（２）利用料金の設定及び減免の考え方 

□利用料金の内容及び利用料金の減免について具体的に記述してください。 

 

（１）利用料金について  

 千葉市スポーツ施設設置管理条例及び、千葉市磯辺スポーツセンター管理運営基準に

示された利用料金を基本として、他の千葉市スポーツ施設体育館利用料金、多目的グラ

ウンドは野球場と同一利用料金といたします。 

 

（２）利用料金の減免について 

①千葉市磯辺スポーツセンター管理運営基準に示された、利用料金の減免の規定に基

づき実施いたします。 

②指定管理者の提案による利用料の減免 

ア）現指定管理期間においてご提案いたしました。65歳以上の高齢者減免は、現在

は市内の公の施設で導入されましたが、引き続き、誰もが本施設を利用でき心豊

かで潤いのある生活を楽しめるよう、生活保護家庭、母子家庭・父子家庭・失業

中の世帯を対象とした減免。 

イ）対象施設、対象者を限定した「無料開放日」の設定。利用料全額減免。 

「敬老の日」 ： 対象者 市内在住65歳以上 対象施設 体育館個人使用  

「成人の日」 ： 対象者 成人※ 対象施設 体育館個人使用 

※成人とは千葉市主催の「成人を祝う会」の参加対象年齢（学齢）とする。 

  エ）利用促進イベント参加者に配布された無料招待券提示による利用。   

 ③回数券・定期券の取り扱い  

ア）体育館個人使用の利用料金に対応した、千葉市スポーツ施設の通常共通回数

券、通常共通定期券による使用を適用（許可）。本施設での回数券、定期券の

取り扱いを販売いたします。 

イ）前指定管理者が提案した、個人使用回数券の利用は不可といたします。   

 

 

※利用料金の減免、割引については、千葉市と十分な協議を行い関連する条例及び規則

等に基づき、利用料金の減免の額に関する規程を、作成し、千葉市の承認を得ます。 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第１３号 

 

４ 施設の効用を最大限発揮するものであること。 

（３）施設利用者への支援計画 

□サービスの向上策など、予定している施設利用者への支援方策について、本施設の設

置目的やビジョン・ミッション等を踏まえ、具体的に記述してください。 

 

千葉市民の皆様に、本施設を健康で有意義な生活を送るための一拠点として、また、ラ

イフスタイルの一部としてご利用頂くために、不安なく（安心）足を運んでいただき、そ

して、安全で快適な心地よい時間を過ごし、継続してご利用いただけるような管理運営を

実践いたします。 

 

（１）具体的な取組み  

 ①お客様をお迎えする準備として  

 ・本施設を多くの方に認知していただくため、ホームページ、施設案内リーフレットの

再編成、更新を行います。 

・「安全・安心・快適」な環境を整えるため、施設内外における危険個所の対応や改善

を行い、常に整理整頓された清掃の行き届いた施設維持管理を行います。 

・全ての来館者に対して、高い水準の安定した接遇サービスを提供するための人財育成

を実践いたします。 

 

②お客様のご利用に際して 

・全てのスタッフが、接遇を目的とした接客業務を実践いたします。 

・ユニバーサルサービスを徹底して、高齢者・障がい者への支援体制を整えます。 

・本施設の管理運営に精通した、専門スタッフを配置します。 

・利用に必要な貸出用具、備品は、常に安全で清潔な状態を保ち、不備のあるものにつ

いては、迅速に修理対応を行い、また、積極的な充足に努めます。 

・お客様の急病・怪我等の発生や、災害等の緊急事態に備え、全スタッフの対応能力の

向上を図り、関係各機関との協力体制を確立します。 

 

③お客さまに継続的にご利用いただくために 

・ルールを明確にして、公正、公平な開かれた施設管理運営を実践いたします。 

・お客様がご意見や要望、クレームなど言いやすい環境を整えます。 

・季節感のある装飾や演出、イベントを提供いたします。 

・お客様にとって継続性の有る有意義な自主事業、イベントを企画、開催いたします。 

 

 

 

 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第１４号 

 

４ 施設の効用を最大限発揮するものであること。 

（４）施設の利用促進の方策 

□本施設の利用促進のための具体的方策について、本施設の設置管理条例等で規定され

た設置目的やビジョン・ミッション等を踏まえて、具体的に記述してください。 

 

（１）広報・プロモーションによる施策  

本施設の設置目的・ビジョン・ミッションの達成のため、本施設を認知していただき安

心して足を運んでいただくため、利用促進の第一歩として、以下の広報・プロモーション

活動を実施いたします。 

尚、開業前の事前告知、初年度の広報・プロモーションは、本施設と同様に高洲スポー

ツセンターの供用開始日が同一日なることが予測されるため。２施設をクローズアップし

た活動を実施いたします。 

 

①施設案内リーフレット・利用ガイドの作成。 

②インターネットホームページの開設、更新。 

③千葉市と協議の上 市政だより等の千葉市広報紙への掲載 

④地域情報誌、ケーブルテレビ、ラジオ放送局等への広告依頼 

⑤折込チラシ、手配りチラシ、ポスターの作成。 

⑥利用促進イベントの開催。 

⑦その他、プロモーション活動         

・本施設近隣の商店や公共施設へのチラシ・ポスター設置依頼。 

・町内会、学校、千葉市の各種スポーツ協会、団体、企業等への営業活動。 

・最寄駅前等における広報物（うちわ、ポケットティッシュ等）のサンプリング。 

・希望登録者への施設空き情報、各種お知らせ等のメール配信サービスの構築。 

 

（２）市民サービスの向上による施策 

①開場期間、開場時間の拡大 

・多目的グラウンド日没延長営業。４月～８月の期間限定で１９時まで開場。 

 ②専用使用の実使用可能コマ数（利用可能な使用枠）の確保 

・開場期間、開場時間の拡大による実使用可能コマ数の確保。 

・優先利用・一般利用の予約キャンセルを減少させるルールの確立。 

・天候等による整備不良や修繕工事等による使用休場期間の短縮を図る。 

③千葉市スポーツ施設 通常共通回数券・通常共通定期券の販売。 

④自主事業による利用促進 

・各種スポーツ教室の導入 

・仲間作りを目的とした、スポーツ体験会、講習会等の開催。 

・気軽に施設利用いただけるよう、レンタル用品、販売商品の充実を図ります。 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第１５号 

 

４ 施設の効用を最大限発揮するものであること。 

（５）利用者の意見聴取、自己モニタリングの考え方 

□利用者アンケートの実施方法及びサービス水準に対する利用者の評価の収集方法（利用

者が参加する運営会議の開催等）並びにそれらの評価を踏まえた対応方策について記述

してください。 

 

本施設の経営管理業務として、利用者、市民の皆様が本施設の利用に対して「安全・安

心・快適」を感じ満足していただいているのか、さらに、施設の管理運営状況、ハード面・

ソフト面のサービス水準、業務の基準が達成しているかを、利用者、自主事業参加者、優先

利用調整団体、第三者機関、指定管理者（セルフモニタリング）等、多方面からモニタリン

グを行い、施設管理業務、施設維持管理業務、経営管理業務、自主事業に反映、役立てま

す。 

 

（１）利用者アンケートの実施方法  

①本施設利用者に対してのアンケート 

・毎年度、６月、１１月の一ヶ月間、施設の利用者を対象に実施。 

・収集方法は、施設受付にて、直接、手渡しによるご協力をお願いします。 

・主なアンケート内容は、ご利用者の年齢、住まい、利用目的、種目、時間等の基本情

報。お客様満足度に関わる、管理運営、ハード面・ソフト面のサービスについて評

価。合わせて記述式で指定管理者に対するご意見、要望を収集いたします。 

・アンケート内容は、事前に千葉市と協議の上、決定いたします。勿論、個人情報保護

法に配慮した扱いとさせて頂きます。 

・アンケート結果は、データーをグラフ化して結果の見える化を図ります。 

・アンケート結果に対する改善策を、アンケート実施終了後の２ヶ月後の千葉市月次モ

ニタリングにて提出します。 

②自主事業参加者に対してのアンケート 

・自主事業への参加者を対象に各教室の初回、もしくは、終了時に担当スタッフから参

加者に手渡しにてご協力をお願いします。 

・主なアンケート内容は、事業に対する成果、満足度、ご意見、要望等を収集。 

・アンケート結果に対する改善を図り、次年度の自主事業計画の資料といたします。 

 

（２）サービス水準に対する利用者の評価の収集方法  

お客様、見学者及び近隣住民、協力会社等、全ての本施設に来館いただいた、お客様との 

直接対話による傾聴を原則といたします。ご利用入館時、退館時はもとより、施設巡回時等

においても来館者をお見かけした時には、こちらから先にお声かけをして何気ない会話の中

から、色々なご意見（評価）、要望、相談等の情報を収集いたします。 

その他、利用者アンケート、ご意見箱の設置、インターネットホームページへの投稿によ 

る、ご意見の収集を実施いたします。 
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□利用者の苦情等があった場合の対処方法について記述してください。 

 

（１）相談・要望・苦情等のご意見に対する対応策  

お客様からいただいた相談・要望・苦情等のご意見に対して、事実関係、原因の調査を行

い誠意をもって、迅速かつ丁寧に改善対応いたします。 

また、ご意見への対応については、現場優先で統括責任者が権限を持って迅速に対応して

いくことで、お客様への不信感の緩和に努めるとともに、千葉市に相談・連絡・報告いた

し、情報の共有化も図ります。 

 

①お客さまからご意見をいただいた、スタッフが先ずは「接客業務マニュアル（接遇・苦

情対応）」に基づいて迅速・丁寧に対応にあたります。 

②施設責任者へ連絡・報告・相談を行い、具体的な指示を仰ぎ、改善出来なかった事項に

ついては、速やかにお客様に誠意をもって応対いたします。 

③施設責任者は、ブロック長、施設維持管理責任者、統括責任者と連携することでワンス

トップ対応ができる体制を整えます。 

 

 

※利用者アンケート、各種モニタリング結果も含め、結果に基づく改善方法や、お客様から 

のご意見内容、改善対応方法・対応結果は、本全施設において共通認識をもって、ＰＤＣＡ 

サイクルに基づき水平展開し、本施設の管理運営能力の向上、サービス水準の向上、利用促 

進に役立てます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判２枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第１６号 

 

４ 施設の効用を最大限発揮するものであること。 

（６）施設の事業の効果的な実施 

□本施設の各事業に関し、本施設の設置目的、ビジョン・ミッション、指定管理者に求

められる役割等を踏まえ、次の点を記述してください。 

 

千葉市民の皆様に、本施設を健康で有意義な生活を送るための一拠点として、不安なく

（安心）足を運んでいただき、そして、安全で快適な心地よい時間を過ごし、継続してご

利用いただくことが重要と考えます。 

また、利用者、市民の皆様に対して、接遇を目的とした、どれだけ良いサービスに心が

けていても、基本（ベース）となる施設に何らかの不備、問題が発生すると、お客さまに

不満を与えます。故障中、使用不可、不衛生、危険な状態等を迅速に改善して、施設の管

理状態がお客様の望むべき状態を維持しなければなりません。ベースとなる施設維持管理

が的確に行われたベストな状態があってこその接遇サービスです。   

我々が長年に亘ってスポーツクラブ経営で培ったノウハウに基づいた、お客様目線に立

った施設運営・施設維持管理業務を実施いたします。 

 

（１）事業実施の基本的な考え方  

①「安全・安心・快適」な環境の提供を目指した、管理運営を目的とします。 

②企業の持つノウハウや現指定管理期間で培った経験と実績により、創意工夫とチャレ

ンジ精神を持って、施設の利用促進及び効率的な施設の管理運営業務を行い、指定

管理委託料の縮減を行い千葉市に財政貢献します。 

③世代、性別に偏らず、子どもから高齢者、障がい者の方まで、公平に様々な方の要望

に応える多彩なプログラムやサービスを提供し、利用者の満足度向上に努めます。 

④ご利用者、市民、関係団体、協力会社等の全ての施設来館者に対して、高い水準の

安定した接遇サービスを目指した、人財育成を行います。 

⑤管理運営において、指定管理者選定要項・管理運営の基準に示された関係法規及び業

務の実施にあたって尊守すべき法令を尊守して、業務を履行いたします。 

⑦千葉市環境基本条例（平成６年千葉市条例第４３号）に基づき、環境への負荷の軽減

や環境の保全等に努めます。 

⑧安全を最優先にお客様の視線から検討した、施設の予防保全・維持保全に重点を置

いた施設維持管理業務を実施いたします。 

⑨利用者、来場者等の急病・けが等が発生した場合には、関係各機関と協力して的確な

対応を行います。また、災害等緊急時においては、利用者、来場者等の避難、誘導、

安全確保を第一優先に行い、千葉市や関係機関等と協力し、的確に対応を図ります。 

公の施設の管理運営者として、災害対応の責務を全うします。 

⑩市内産業の活性化に貢献するべく、スタッフは千葉市民を優先的に雇用します。更

に、施設維持管理業務においても市内業者を優先的に採用、協力を求めます。 

 



28 

⑪千葉市関係各機関及び指定管理区域周辺の管理者との調整・協力を図ります。 

⑫千葉市障害者自立支援課、千葉市特別支援学校、千葉市養護学校等、千葉市盲学校等

の障がい者就労支援、職場実習等の受け入れに積極的に協力いたします。 

⑬一般利用、個人使用の貸出区分において利用する市民のニーズに最大限配慮して、千

葉市及び関係各団体の優先利用行事の公正な利用調整を実施します。 

⑬千葉市の事業への協力・調整を行います。 

   

以上の事業実施の基本的な考えに加え、千葉市新基本計画 「未来をつくる人材が育つま

ち・千葉市」、「みんなの力で支えあうまち・千葉市」、「訪れてみたい・住んでみたいまち・千葉市」

の、３つの「まちの個性」の実現と、千葉市新基本計画に位置付けている施策の一つである「健康

づくりの推進」、「子育て支援の充実」を実現するための行動計画、健やか未来都市ちばプランに

おける、基本目標・健康目標達成の一翼の担い手として、以下のスタッフ行動指針をもって、

管理運営に取組みます。 

 

スタッフ行動指針１：次世代をになう子どもたちの人財の育成。 

スタッフ行動指針２：高齢者の生きがいづくり、健康寿命を伸ばす。 

スタッフ行動指針３：障がい者支援  障がい者スポーツの普及。 

スタッフ行動指針４：人々が集う、愛される施設作り。 

 

 

（２）具体的な事業内容（各年度の事業計画） 

 

■利用人数計画 

 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数(人) 42,000 47,000 50,000 52,000 

 

■収支計画 

 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

指定管理料 27,820 25,018 25,714 26,332 

利用料金収入 6,750 7,087 7,300 7,519 

小計 34,570 32,105 33,014 33,851 

自主事業計画 1,150 1,415 1,663 1,865 

収入合計 35,720 33,520 34,677 35,716 

管理運営経費 34,570 32,105 33,014 33.851 

自主事業経費 1,319 1,345 1,402 1,526 

支出合計 35,889 33,450 34,416 35,377 

利益 ▲169 70 261 339 
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■平成２９年度の取り組み 

平成２９年４月の供用開始日に向け、利用者、近隣住民、市民の皆様が「安全・安

心・快適」に本施設をご利用いただけるよう万全な体制で臨みます。また、隣接する高

洲スポーツセンター、稲毛海浜公園スポーツ施設、真砂コミュニティセンターと共存

し、地域の活性化を共通の目的としたプログラム、ルール作りを実施します。 

①認知度を高める広報プロモーション活動に重点を置く。 

近隣の高洲スポーツセンターの供用開始日が同一日なることが予測されるため、両

施設合同の広報活動を実施。 

②施設の特色（強み、弱み）を考査し確立する。 

利用者のご意見や利用状況、近隣の環境のリサーチを行い、本施設の特色を考査

して施設管理運営、利用促進施策を確立する。 

③施設管理運営に即した施設作り実践する。 

供用開始後、運営上の不具合個所について修繕を計画実施する。また、中長期修

繕計画を検討。千葉市に提案いたします 

④ご利用者、近隣住民との信頼関係の構築 

 地域イベント、避難所設置運営委員会 

⑤障がい者雇用 

 供用開始後、本施設にて千葉市障害者職場実習を経て１名採用。 

 

■平成３０年度の取り組み 

  平成２９年度の実績を持って、本施設の特色（千葉市スポーツ施設の位置付け）を 

確立する。そして、現指定管理業務において蓄積した経験とノウハウを元に「良いと 

ころを伸ばし・改善が必要なものは先延ばしにせず、改善する」方針のもと停滞せず 

に、色々なチャレンジを試みます。 

  ①開場時間の拡大 多目的グラウンド ７月～８月 ７時からの早朝営業。 

②地域スポーツサークル等の誘致や各種スポーツ協会の大会誘致。 

③近隣の福祉施設の団体利用（自主事業：健康運動教室、スポーツ教室の受託） 

④多目的グラウンドの個人、サークル利用の推進 

⑤多目的グラウンド利用拡大を目的とした、スポーツ貸出用品の充実 

 ・グラウンドゴルフ ・ゲートボール ・ディスクゴルフ ・ペタングなど 

 

■平成３１年度以降 

平成３０年度の実績を持って、平成３１年度中に選定要項に示された本施設の成果指

数達成を目指した事業内容とします。さらに、平成３２年度（最終年度）には、達成目

標値の引き上げを目標といたします。 

成果指標 市が設定した目標 指定管理者の設定目標 

施設利用者数（利用者の属性） 50,000人/年 以上 52,000人/年 以上 

各種教室・講座の開催 17教室・講座/年 以上 20教室/年 以上 

    

Ａ４判３枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第１７号 

 

４ 施設の効用を最大限発揮するものであること。 

（７）成果指標の数値目標達成の考え方 

□募集要項で定める成果指標について、指定管理者として設定する目標を記述してください。 

また、市が設定した成果指標に加え、その他の指標を設定する場合は、その指標と目

標を記述してください。 

成果指標 設定する目標 【参考】市が設定した目標 

施設利用者数（利用者の属性） 52,000人(最終年度) 50,000人/年 以上 

各種教室・講座の開催 20教室以上(最終年度) 17教室・講座/年 以上 
 

□上記で設定した数値目標を達成するための具体的方策について記述してください。 

 

■４年間の目標 

 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数 42,000人 47,000人 50,000人 52,000人 

教室数 8教室以上 14教室以上 18教室以上 20教室以上 

千葉市が設定した利用人数、目標、教室開催数は平成31年度に達成を目指します。 

  

本施設は平成２９年４月に新規供用開始となる施設のため、利用人数の目標設定にあた

っては、現指定管理施設である千葉市スポーツ施設の中より、施設の仕様、地域環境が類

似した施設の近年の実績を参考に設定いたしました。初年度については、認知度の低さや

施設運営における施設の特色が確定しない模索の年となることが予測されます。 

 

（１）利用人数  

平成２９年度は、やや抑えた設定といたしましが、現指定管理において他施設で良い

実績のある多目的グラウンドの日没延長営業や体育館個人利用促進のため、千葉市スポ

ーツ施設共通回数券、定期券を導入。 

平成３０年以降は、ご利用者や近隣住民、近隣福祉施設との信頼関係を構築し、開場

時間の拡大や地域スポーツサークル等の誘致や各種スポーツ協会の大会誘致など、優先

使用枠の充実を図ります。※その他、利用促進に係る事業内容は様式１６号にて提案。 

 

（２）自主事業教室数  

スポーツ教室については、施設ご利用者の妨げとならないように、最小限の開催とし

て近隣施設での開催実績を参考に設定。 

平成３０年以降は、ご利用者アンケートなどを参考にしつつ、特にスポーツ教室事業

については、地域環境や近隣施設とのバランスを加味して計画を策定いたします。 

※その他、自主事業の実施計画については、様式１８号にて提案。 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第１８号 

 

４ 施設の効用を最大限発揮するものであること。 

（８）自主事業の効果的な実施 

□自主事業に関する基本方針について、本施設の設置目的、ビジョン・ミッションを達成

すること、本施設に求められる機能・役割を高めること等の観点から、また、本施設の

事業との関係等を踏まえて、具体的に記述してください。 

 

（１）基本方針  

市民の誰もが日常的に参加、利用でき、それぞれの目的に応じたスポーツを楽しめると

ともに、日頃、スポーツ活動の機会に恵まれない方やスポーツ初心者、レベルアップ志向

の方に対して、幅広く自主事業を提供します。 

弊社が長年に亘り培ってきた運営ノウハウを提供することで、子供から大人まで、スポ

ーツ初心者から上級者まで、さまざまな市民の要望に応えるプログラムの提供を行い新た

な利用者の獲得と利用者の満足度の向上に繋げます。 

  

①スポーツ教室・カルチャー教室 

基本方針１：次世代をになう子どもたちの人財の育成を目指す。 

 お子様を対象としたスポーツ教室、カルチャースクールの企画。 

  基本方針２：高齢者の生きがいづくり、健康寿命を伸ばす。 

人との繋がりを持ちながら、生きがいを持って健康の維持・向上を図る企画。 

基本方針３：障がい者支援  障がい者スポーツの普及。 

   リハビリテーションの手段、健康増進や社会参加意欲を助長し、障害や障がい者に

対する市民の理解を促進する企画。 

基本方針４：人々が集う、愛される施設作り。 

   ご家族や気の合った仲間、グループ、家族でスポーツを楽しむ企画 

 ②物品販売事業 

市民の利便性を考慮し、物品販売事業を企画いたします。 

③スポーツ用品貸出サービス事業 

気軽に手ぶらでスポーツを楽しんでいただくためのレンタルサービス。 

④コピー・ＦＡＸサービス事業 

市民の利便性を考慮し、コピー・ＦＡＸ 送受信サービスを行う。 

 

（２）自主事業 企画時の留意点  

①特定の年代や性別に偏らない、公平性のあるもの。 

②事業内容が公序良俗に反しないもの。 

③高齢者、障がい者等が参加しやすい企画とする。 

④わかりやすく、統一された募集チラシ、要項、申込方法、参加要領とする。 

⑤指導上の安全の確保と施設規模、用具等に合わせた定員を設定する。 

⑥通常の利用者の妨げにならないよう、実施施設、時間帯等に配慮する。 
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□自主事業の実施体制について、提案書様式第３－１号から提案書様式第４号まで（管理

運営の執行体制、必要な専門職員の配置）及び提案書様式第１０号（リスク管理及び緊

急時の対応）の内容との関係に留意の上、具体的に記述してください。 

 

（１）自主事業 実施時の実施体制及び、留意点  

自主事業の参加者、指導スタッフを含め「安全・安心・快適」に、参加者の個々の目標

達成のため、以下の事項に留意して、自主事業の実施体制を整えます。 

①専門スタッフ、有資格者による企画実施により安全性を確保します。 

・指導スタッフの選定は、弊社の契約基準に則り、面接、オーディションを行い、個

別にレッスン講師業務委託契約書を締結。 

・指導団体の選定は、弊社スクール営業部にて審査、導入を決定。業務委託契約の締

結。指導団体は各自、補償の担保として損害保険への加入を義務付けます。 

②企画の参加者に対して、スポーツ傷害保険に加入し補償体制を整えます。 

③指導上の安全の確保と施設規模、用具等に合わせて参加人数を調整します。 

④企画実施に際して、他の施設利用者、来館者に対して、安全の配慮を怠りません。 

⑤参加者から収集した個人情報の取り扱い及び、個人情報の保護については様式第９号  

の個人情報の取り扱いに準じます。 

⑥参加者の怪我等の緊急時には、様式第３-１の緊急時の連絡体制。及び様式第１０号の

リスク管理体制及び緊急時の対応に従って対応します。 

□自主事業の実施計画について、事業名、実施場所（施設）、対象者、内容、参加料等を

具体的に記述してください。 

 

（１）スポーツ教室  

 ①お子様を対象と企画 対象 幼児・小学生・親子・乳幼児 

事業名 開催場所 回数 参加料 

キッズ走り方教室 体育館・多目的グラウンド 2 4,630 円 

キッズサッカー教室 体育館・多目的グラウンド 10 13,500 円 

夏休み 短期キッズサッカー教室 体育館・多目的グラウンド 4 5,400 円 

親子野球教室 多目的グラウンド 1 2,160 円 

 ②成人の方を対象とした企画  ※一部、中学生以上 

事業名 開催場所 回数 参加料 

グラウンドゴルフ教室 多目的グラウンド 4 3,456 円 

ノルディックウォーキング教室 多目的グラウンド 1 1,0８0 円 

③障がい者スポーツ企画 

事業名（予定） 内容詳細 

お子様を対象とした教室 

・体育教室・サッカー教室 等 

各関係団体・ボランティアの協力を得て、障がい

者スポーツ指導員と障害を持つ当施設スタッフが

企画・実施を担当します。 競技性のあるスポーツ 
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④スポーツ大会の企画                    

事業名 開催場所 対象 参加料 

バスケットボール大会 体育館 チーム 21,900 円 

グラウンドゴルフ大会 多目的グラウンド 18 歳以上 820 円 

⑤利用促進・広報プロモーションを目的とした企画（無料開催） 

事業名／対象／内容詳細 

■ウォークラリー 開催 独自のコマ地図を利用したウォーキングイベント  

  お１人、グループで、どなたでも参加可能。 

 

（２）物品販売事業  

市民の利便性を考慮し、自主事業として物販事業を実施いたします。施設利用時に必要

なバドミントンのシャトルなどのスポーツ用品。吸水性の良いスポーツウエアなどをお求

めやすい価格で提供するとともに、運動中の水分補給や栄養補給に必要なサプリメント、

軽食等の販売を行います。 

取扱商品 

・バドミントン用品・卓球用品・グラウンドゴルフ用品・スポーツウェア 

・シューズ・小物等・各種サプリメント・軽食・防災グッズ、衛生用品等 

・イベント・スクール写真・市内特別支援学校等の受託商品 

※販売価格は市場価格を原則にお求めやすい価格を設定いたします。 

 

（３）スポーツ用品貸出サービス事業  

気軽に手ぶらでスポーツを楽しんでいただくために、利用者要望が多い用品・用具の貸

出やニュースポーツの支援策の一環として、スポーツ用品貸出サービスを行います。 

貸出品目 貸出料金 

卓球 ラケット・ボール 各100円 

バドミントン ラケット・シャトル 各100円 

トレーニングシューズ 200円 

バスケットボール 200円 

ビブス（１チーム分） 500円 

 

（４）コピー・ＦＡＸサービス事業  

区 分 料 金 

コピー 
モノクロ 10円 

カラー 50円 

ＦＡＸ 送信 

市内 10円 

県内市外 20円 

県外 30円 

ＦＡＸ 受信 10円 
 

Ａ４判３枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第１９－１号 

 

５ 施設の管理に要する経費を縮減するものであること。 

（１）収入支出見積りの妥当性（収入見込） 

□利用料金収入、自主事業収入の見込みの条件、根拠等を具体的に記述してください。 

 

 本施設は平成２９年４月に新規供用開始となる施設のため、利用人数、利用料金収入、

自主事業収入の見込み作成にあたっては、現指定管理施設である千葉市スポーツ施設の中

より、施設の仕様、地域環境が類似した施設の近年の実績を参考に設定いたしました。 

 

※参考施設 

   体育館 みつわ台体育館／高洲市民プール／宮野木スポーツセンター体育館 

   多目的グラウンド 稲毛海浜公園スポーツ施設野球場／犢橋公園野球場 

            中田スポーツセンターグラウンドゴルフ場 

  

（１）利用人数、利用料金収入について  

 平成２９年 初年度については、認知度の低さや施設運営における施設の特色が確定し

ない模索の年となることが予測されます。平成２９年度においては、やや抑えた設定とい

たしましが、現指定管理において他施設で良い実績のある屋外施設（多目的グラウンド）

の日没延長営業、体育館個人利用促進策である、千葉市スポーツ施設共通回数券、定期券

を導入いたします。 

 

■利用人数・利用料金収入計画     

 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用人数(人) 42,000 47,000 50,000 52,000 

利用料金(千円) 6,750 7,087 7,300 7,519 

 

平成３０年 次年度以降については、ご利用者や近隣住民、近隣福祉施設との信頼関係

を構築し、開場時間の拡大や地域スポーツサークル等の誘致や各種スポーツ協会の大会誘

致など、優先使用枠の充実を図ります。 

※その他、利用促進に係る事業内容については、様式１６号にて提案。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

（２）自主事業収入について  

平成２９年 初年度の自主事業計画では、利用人数、利用料金収入計画と同様に模索の

年となります。平成２９年度においては、スポーツ用品貸出サービス、物品販売事業やコ

ピー・ＦＡＸサービスなど、ご利用者の利便性を向上させる事業を供用開始時から導入。

スポーツ教室については、施設ご利用者の妨げとならないように、最小限の開催として近

隣施設での開催実績を参考に設定。 

 

■自主事業収入計画           

 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

教室数(教室） 8 14 18 20 

教室事業(千円) 820 1,019 1,187 1,295 

物販事業(千円) 149 179 215 257 

貸出事業(千円) 180 216 259 311 

コピー事業(千円) 1 1 2 2 

収入合計 1,150 1,415 1,663 1,865 

 

平成３０年 次年度以降は、ご利用者アンケートなどを参考にしつつ、特にスポーツ教

室事業については、地域環境や近隣施設とのバランスを加味して計画を策定いたします。 

※その他、自主事業の実施計画については、様式１８号にて提案。 

 

 

本施設 磯辺スポーツセンターにおいても、現指定管理業務で蓄積した経験と企業のも

つノウハウを元に「良いところは伸ばし・改善が必要なものは先延ばしにせず、改善す

る」停滞せずに、色々なチャレンジを試みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判２枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第１９－２号 

 

５ 施設の管理に要する経費を縮減するものであること。 

（１）収入支出見積りの妥当性（支出見込） 

□管理運営経費の見積り条件・根拠等を具体的に記述してください。 

なお、本社経費や間接費などを経費に含める場合は、その算定根拠、配賦基準を必ず明

記してください。 

  

（１）管理運営費経費見積りについて  

前様式１９－１の収入見込と同様に、支出見込み作成にあたり現指定管理施設である千

葉市スポーツ施設の中より、施設の仕様、地域環境が類似した施設の近年の実績を参考に

設定いたしました。 

本施設は、他の千葉市スポーツ施設指定管理施設と異なり、平成２９年４月より新たに

供用開始となる施設であるため、管理運営に必要となる備品、消耗品などの購入準備が必

要となります。その他、供用開始に必要となる経費が初年度（平成２９年度）の管理運営

費に加算されます。 

 

 ①供用開始、初年度（平成２９年度）に必要となる経費 

  ア）広告宣伝 

    ・本施設の供用開始告知、認知度アップを目的とした広報活動費用 

    ・地域情報誌への広告掲載 

    ・Ｂ４フルカラー チラシの作成と折込 

  イ）印刷物 

    ・施設リーフレットの作成 

    ・スポーツ施設利用許可申請書の作成 

・共通回数券、定期券の作成 

  エ）事務消耗品  

・管理棟、体育館内の利用者スペースに係る、お客様用消耗品の購入 

・施設運営管理に係る 社内事務用品、社内消耗品の購入 

  オ）備品購入  

・施設維持管理に必要となる備品の購入 

カ）機械警備設置費用 

  ・警備会社の機械警備機器の取付設置費用  

キ）植栽剪定費用 

  ・供用開始に向けた敷地を取囲む初期植栽剪定作業 

  ・次年度以降の植栽維持管理業務軽減のため実施 
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■平成２９年度 供用開始年度に必要となる主な経費見込み   （単位：千円） 

項 目 平成 29 年度 平成 30 年度 差 

消耗品費 600 450 ▲150 

印刷製本費 620 498 ▲122 

通信運搬費 507 325 ▲182 

保安警備費 878 378 ▲500 

委託費 3,000 2,000 ▲1,000 

備品購入費 1,050 300 ▲750 

計 6,655 3,951 ▲2,704 

  ※提案書様式２６号の運営管理費区分（経費科目）に適用。 

 

現行の指定管理期間において、管理運営業務の改善、効率化を推し進め、管理経費の 

縮減を進めてまいりました。次期の指定管理期間においても停滞することなく「不断の努

力による継続的改善」の基本理念に基づき管理経費の縮減を図ります。 

無謀なコストカットによる計画（提案）は、ご利用者に対するサービスの低下や、働く

スタッフのマインドの低下、無駄な管理運営費の発生等に繋がり、結果的にご利用者に

「安全・安心・快適」の提供・維持が困難となります。  

 

 

■４年間の収支見込み 

 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

指定管理料 27,820 25,018 25,714 26,332 

利用料金収入 6,750 7,087 7,300 7,519 

小計 34,570 32,105 33,014 33,851 

自主事業計画 1,150 1,415 1,663 1,865 

収入合計 35,720 33,520 34,677 35,716 

管理運営経費 34,570 32,105 33,014 33.851 

自主事業経費 1,319 1,345 1,402 1,526 

支出合計 35,889 33,450 34,416 35,377 

利益 ▲169 70 261 339 

 

指定管理料の基準額 １０５，９９０千円 

４年間の指定管理料 １０４，８８４千円 

指定管理料の縮減額 １，１０６千円 

 

千葉市スポーツ施設指定管理期間で得られた経験と 

企業のもつノウハウにより実現可能な計画となります。 

Ａ４判２枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第２０号 

 

６ その他市長が定める基準 

（２）市内業者の育成 

□指定管理業務において再委託、発注、調達を行う場合の相手先の考え方を記述してくだ

さい。また、施設における事業において、市内業者との連携を図っていく等の考えがあ

る場合は記述してください。 

 

指定管理者制度の目的の一つである｢経費の縮減｣と、さらに千葉市の施策において｢市 

内産業の振興｣があります。本施設の施設維持管理業務の一部を積極的に市内業者に委託

することで市内産業の活性化に寄与します。指定管理者とのパートナーシップを構築し、

本施設の管理運営業務の協力会社として、共に｢市民サービスの向上｣｢経費の縮減｣政策達

成のため協力します。 

 

（１）再委託、発注、調達を行う場合の相手先の考え方  

①千葉市の指名参加登録会社の中から委託協力会社を登用することを原則とします。 

②市内業者を最優先に既存の協力会社を含め、複数社から提案、見積を依頼します。 

③委託協力会社の登用に際し、あらかじめ市に承諾を得ます。 

④暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者に再委託はいたしません。 

⑤再委託をした管理業務について生じた事由について指定管理者の責任下とします。 

 

（２）市内業者との連携を図っていく等の考え方  

①千葉市のご指導をいただきながら、協力会社の選定、連携を図ります。 

②本施設の管理運営の基本的な考え方を、共通認識で持っていただき、本指定管理業務

を通じて、企業として共に成長し続けることを目標とします。 

③施設管理責任者（館長）、施設維持管理スタッフと共に業務委託実施状況のモニタリ

ングを行い、都度、業務委託内容、仕様書等の見直し検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。  
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提案書様式第２１号 

 

６ その他市長が定める基準 

（３）市内雇用への配慮 

□本施設の管理運営業務に従事する職員のうち、千葉市内に住所を有する者を雇用する

職種を以下の表に記載してください。 

 

本施設の運営業務にあたり、地域の活性化、働く場の提供も重要な課題の一つです。 

市内在住、地元住民からの人財雇用により人と人の輪が広がり、地域コミュニティー効果

が上がり利用者の増加に繋がると共に、災害発生時など緊急時には、いち早く施設に駆け

つけ対応にあたれるなど利点も多々あります。 

また、勤務地が近く通勤が安全なことから、多くの社会経験・技術・能力を持つ６０歳

以上の高齢者や女性スタッフ、障がい者の方の雇用に積極的に取り組みます。 

 

■本施設における千葉市内在住者雇用一覧 

NO 職種（職名） 

１ 館長 

２ チーフスタッフ 

３ スタッフ 

４ スタッフ 

５ スタッフ 

６ スタッフ 

７ スタッフ 

８ スタッフ 

９ スタッフ 

 

■本施設における千葉市内在住者雇用率 

雇用形態 計 市内在住 市内雇用率 

契約社員 １名 １名 １００％ 

アルバイト ８名 ８名 １００％ 

合 計 ９名 ９名 １００％ 

 

 

 

 

 

＊「NO.」、「職種（職名）」は、提案書様式第３－２号（管理運営の執行体制）の

「従事者一覧表」の内容と一致すること。 

 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第２２号 

 

６ その他市長が定める基準 

（４）障がい者雇用の確保 

□本施設の管理運営業務に従事する職員のうち、障がい者を雇用する職種を以下の表に

記載してください。 

 

本施設の運営業務にあたり、職場環境、更なる支援体制の充実を図り、積極的に障がい

者雇用に取組みます。 

（１）職場環境の整備  

・共に働くスタッフの共通の理解を得ます。 

・障害の状態、個々の人格、生活環境、職場環境により勤務施設を選定します。 

・通勤経路、就労時間、業務範囲・内容を検討します。 

・初級障がい者スポーツ指導員の配置による、新規自主事業「障がい者スポーツ教室」

の運営スタッフのポストを準備します。 

 

（２）支援体制  

・ハローワーク千葉、千葉市障害者自立支援課、関係団体の協力を得て、安定した障が

い者雇用に取組みます。 

・社内の障害者職業生活相談員による、定期的なカウンセリングの実施。 

・民間のジョブコーチ、医療関係機関の協力を積極的に求めます。 

・対象者によりご家族や支援者との定期的な面談を行います。 

・将来の人財確保のため、千葉市内の特別支援学校、養護学校、盲学校等の職場体験、

実習の受入れに協力します。 

 

■本施設における障がい者雇用一覧 

No. 職種（職名） 障害の区分 障害の程度 週所定労働時間 

５ スタッフ 限定無 限定無 ３０時間以上 

 

※障害の区分、程度については、限定はしておりません。支援団体と相談の上、千葉市

「障害者職場実習」を経て、支援団体、実習生（障がい者）、弊社の面接の上 決定。 

 

＊「NO.」、「職種（職名）」は、提案書様式第３－２号（管理運営の執行体制）の「従

事者一覧表」の内容と一致すること。 

＊「障害の区分」は、「身体」「知的」「精神」のいずれかを記載すること。 

＊「障害の程度」は、「重度」「重度以外」のいずれかを記載すること（ただし、精神障

害者の場合は記載不要）。 

「重度」の判断は、公共職業安定所に提出する障害者雇用状況報告書の記載方法の考え方

によること。 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第２３号 

 

６ その他市長が定める基準 

（５）施設職員の雇用の安定化への配慮 

□現在、本施設の管理運営に従事している職員の継続雇用の考え方（継続雇用を検討す 

る職種（ポスト）、継続雇用の条件、選考方法等）について具体的に記述してください。 

 

本施設は新規供用開始施設となりますので、現施設で従事する職員は無く、継続雇用は 

発生いたしません。 

 

□指定期間中に雇用する職員の雇用の安定化を図るための方策について具体的に記述して

ください。 

 

本施設の管理運営の担い手である従業員にとって、働きやすい環境を整備し、その能力

を十分に発揮できるよう努めます。このため、従業員の能力開発支援や公正な処遇はもち

ろんのこと、ワーク・ライフ・バランスや労働安全衛生などにも配慮し、安心して働ける

環境を整備しています。 

（１）雇用の安定化を図るための方策  

①勤務状況によりパート、アルバイトスタッフからの契約社員、正社員への登用。 

②パート、アルバイトスタッフの社会保険への加入 

週の所定労働時間 区分 厚生年金 健康保険 雇用保険 

３０時間以上 Ａ区分 該当 該当 該当 

２０時間以上３０時間未満 Ｂ区分 非該当 非該当 該当 

２０時間未満 Ｃ区分 非該当 非該当 非該当 

③長期雇用、雇用の維持、６０歳定年をそれ以上に引き上げた雇用 

④労働安全衛生と健康管理 安全衛生教育の実施。健康診断の実施。 

⑤自己成長･能力開発の支援 教育研修制度、社内認定制度、資格取得への取り組み 

 ⑥男女共同参画社会、ワーク・ライフ・バランスの推進 

⑦障がい者雇用に対する支援体制の確保  

 

□指定期間満了後、指定管理者が他の事業者に替わる場合における施設職員の雇用の考え

方について具体的に記述してください。 

 

本施設の指定管理期間満了時には、施設職員の雇用の安定化を図るためにも、募集要項

に示された、市内雇用、現在の施設職員の継続雇用への配慮を確実に行います。また、利

用者・市民・協力会社。そして千葉市に対して、指定管理者の変更に伴う、戸惑いや不安

を与え無いためにも、現職の施設職員は最大の戦力となります。このことを、次期指定管

理者にもご理解いただき、継続雇用を実践いただきます。 

 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 
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提案書様式第２４号 

 

７ その他（審査項目外） 

利益等還元の方針 

□利益等の還元の方針については募集要項に記載のとおりですが、その内容を上回る還

元について提案がある場合は記載してください。 

 

千葉市磯辺スポーツセンター指定管理者募集要項に記載された利益還元のみといたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判１枚以内で具体的に記述してください。 



（単位：千円）

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 合計 備考

27,820 25,018 25,714 26,332 104,884

6,750 7,087 7,300 7,519 28,656

34,570 32,105 33,014 33,851 133,540

820 1,019 1,187 1,295 4,321

149 179 215 257 800

180 216 259 311 966

1 1 2 2 6

1,150 1,415 1,663 1,865 6,093

35,720 33,520 34,677 35,716 139,633

（単位：千円）

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 合計 備考

33,520 31,805 32,714 33,551 131,590

22,281 22,949 23,638 24,347 93,215

8,239 6,856 7,076 7,204 29,375

3,000 2,000 2,000 2,000 9,000

1,050 300 300 300 1,950

34,570 32,105 33,014 33,851 133,540

901 1,028 1,140 1,234 4,303

142 143 168 198 651

275 173 93 93 634

1 1 1 1 4

0

1,319 1,345 1,402 1,526 5,592

35,889 33,450 34,416 35,377 139,132

小計

③ 自主事業による収入

項
　
目

スポーツ教室

物品販売事業

スポーツ用品貸出サービス事業

コピー・ＦＡＸサービス事業

② 利用料金収入　（Ｂ）

提案書様式第２５号（収支予算書）

１　総括表

(1) 収入

項　　　　目

① 指定管理料　　（Ａ）

項　　　　目

① 管理運営費

② 管理に係る備品経費

小計

合計

(2) 支出

管理運営経費①+②　（Ｃ）

③ 自主事業費

項
　
目

人件費

事務費・管理費

委託費

事
業
名

スポーツ教室

物品販売事業

スポーツ用品貸出サービス事業

コピー・ＦＡＸサービス事業

小計

合計

※１　自主事業は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。
　　　 自主事業の内訳は、様式第２７号の事業ごとに記載してください。

※２　管理に係る備品経費は指定管理者が新たに購入する備品に係る経費です。
　　　 ただし、経費に指定管理料が充当される備品は、原則として市に所有権が帰属します。

※３　指定管理料（Ａ）＝管理運営経費（Ｃ）－利用料金収入（Ｂ）　となるように記載してください。
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社員　年俸　5,648千円×1人 5,648

SS（A区分）年額　3,830千円×1人 3,830

SS（A区分）年額　2,553千円×3人 7,659

SS（B区分）年額　1,506千円×2人 3,012

SS（C区分）年額　1,066千円×2人 2,132

※４　委託費には、再委託に要する費用を記述してください。

(B) 支出合計 34,570

小　　計

多目的グラウンド

公課費 10

手数料 備品、整備車両等のリース費等

契約に伴う印紙代

890

燃料費 100

電気、プロパンガス、上下水道料

社内維持管理、自前補修等に係る費用 500

消耗品費 お客様消耗品、社内消耗品、事務費等

光熱水費

0

保険料 施設賠償責任保険 110

通信運搬費 電話、インターネット、ＮＨＫ受信料等

2,640

507

620

合計金額（千円）

600

0

① 市からの指定管理料 27,820 旅費 40

(A) 収入合計 34,570

項
　
　
　
　
目

事務費
管理費

報償費 ※摘要無し

② 利用料金収入 6,750

3,000

積　算　内　訳 合計金額（千円）

提案書様式第２６（収支予算書）

２　管理運営業務の収支内訳書（平成29年度）

内　　　　　　　　　訳 合計金額（千円） 区　　分 積　算　内　訳

業務車両、整備機器等の燃料費

印刷製本費 広告掲載、チラシ、看板、申請書、回数券等800

食糧費 ※摘要無し5,950体育館

項
　
　
　
　
目

保安警備費

清掃費

施設管理費

設備機器管理費

※８　利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

※３　本社経費や間接費などを経費に含める場合は、その算定根拠、配賦基準を提案書様式第１９－２号に明記してく
ださい。

消防用設備保守、建築設備保守
自家用電気工作物保安管理、受水槽保守他

744

日常清掃、定期清掃等 100

項
目

施設備品、維持管理用備品 1,050

① 管理運営費

※５　管理に係る備品経費に指定管理料が充当される備品は、原則として市に所有権が帰属します。

※６　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

※７　経費の見積に当たって、平成２９年４月以降の消費税及び地方消費税の税率は１０％としてください。

※１　人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。

※２　労働時間によって賃金を算定する職員については、１時間当たりの単価を明示してください。

機械警備（設置費用含む）現金集金業務等 878

委託費
一般廃棄物処理、産業廃棄物処理
植栽維持管理　会計仕訳システム他

修繕費 500

8,239

②管理に係る備品購入費

項
　
　
　
目

人件費 22,281

44



社員　年俸

SS（A区分）年額　1人

SS（A区分）年額　3人

SS（B区分）年額　2人

SS（C区分）年額　2人

　　　　※前年度　人件費3％ベースアップ ※４　委託費には、再委託に要する費用を記述してください。

体育館

提案書様式第２６（収支予算書）

２　管理運営業務の収支内訳書（平成３０年度）

内　　　　　　　　　訳 合計金額（千円）

① 市からの指定管理料 25,018

小　　計

※５　管理に係る備品経費に指定管理料が充当される備品は、原則として市に所有権が帰属します。

※７　経費の見積に当たって、平成２９年４月以降の消費税及び地方消費税の税率は１０％としてください。

※８　利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

保安警備費

②管理に係る備品購入費

① 管理運営費
項
目

施設備品、維持管理用備品 300

項
　
　
　
目

人件費
22,949

※１　人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。

※２　労働時間によって賃金を算定する職員については、１時間当たりの単価を明示してください。

※６　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

※３　本社経費や間接費などを経費に含める場合は、その算定根拠、配賦基準を提案書様式第１９－２号に明記してく
ださい。

(B) 支出合計 32,105

委託費
一般廃棄物処理、産業廃棄物処理
植栽維持管理　会計仕訳システム他

2,000

積　算　内　訳 合計金額（千円）

項
　
　
　
　
目

食糧費 ※摘要無し 0

6,856

325

機械警備（設置費用含む）現金集金業務等 378

修繕費 500

清掃費 日常清掃、定期清掃等 100

設備機器管理費
消防用設備保守、建築設備保守
自家用電気工作物保安管理、受水槽保守他

604

公課費 契約に伴う印紙代 10

手数料 備品、整備車両等のリース費等 801

保険料 施設賠償責任保険 110

40

② 利用料金収入

6,247

7,087 消耗品費 お客様消耗品、社内消耗品、事務費等 450

項
　
　
　
　
目

事務費
管理費

報償費

多目的グラウンド

施設管理費 社内維持管理、自前補修等に係る費用 300

0

燃料費 業務車両、整備機器等の燃料費 100

区　　分 積　算　内　訳 合計金額（千円）

32,105(A) 収入合計

光熱水費 電気、プロパンガス、上下水道料 2,640

840

通信運搬費 電話、インターネット、ＮＨＫ受信料等

印刷製本費 広告掲載、チラシ、看板、申請書、回数券等 498

※摘要無し

旅費
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社員　年俸

SS（A区分）年額　1人

SS（A区分）年額　3人

SS（B区分）年額　2人

SS（C区分）年額　2人

　　　　※前年度　人件費3％ベースアップ ※４　委託費には、再委託に要する費用を記述してください。

小　　計

※５　管理に係る備品経費に指定管理料が充当される備品は、原則として市に所有権が帰属します。

※６　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

※７　経費の見積に当たって、平成２９年４月以降の消費税及び地方消費税の税率は１０％としてください。

食糧費 ※摘要無し 0

450

※８　利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

②管理に係る備品購入費

① 管理運営費
項
目

施設備品、維持管理用備品 300

項
　
　
　
目

人件費
23,638

※１　人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。

※２　労働時間によって賃金を算定する職員については、１時間当たりの単価を明示してください。

※３　本社経費や間接費などを経費に含める場合は、その算定根拠、配賦基準を提案書様式第１９－２号に明記してく
ださい。

委託費
一般廃棄物処理、産業廃棄物処理
植栽維持管理　会計仕訳システム他

2,000

積　算　内　訳 合計金額（千円）

項
　
　
　
　
目

7,076

保安警備費 機械警備（設置費用含む）現金集金業務等 378

修繕費 800

清掃費 日常清掃、定期清掃等 100

設備機器管理費
消防用設備保守、建築設備保守
自家用電気工作物保安管理、受水槽保守他

604

保険料 施設賠償責任保険 110

公課費 契約に伴う印紙代 10

施設管理費 社内維持管理、自前補修等に係る費用 300

通信運搬費 電話、インターネット、ＮＨＫ受信料等 325

印刷製本費 広告掲載、チラシ、看板、申請書、回数券等 498

項
　
　
　
　
目

事務費
管理費

報償費 ※摘要無し 0

6,434

燃料費 業務車両、整備機器等の燃料費 100

手数料 備品、整備車両等のリース費等 721

電気、プロパンガス、上下水道料 2,640

865

光熱水費

① 市からの指定管理料 25,714 旅費

体育館

多目的グラウンド

40

② 利用料金収入 7,300 消耗品費 お客様消耗品、社内消耗品、事務費等

提案書様式第２６（収支予算書）

２　管理運営業務の収支内訳書（平成３１年度）

内　　　　　　　　　訳 合計金額（千円） 区　　分 積　算　内　訳 合計金額（千円）

(A) 収入合計 33,014

(B) 支出合計 33,014
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社員　年俸

SS（A区分）年額　1人

SS（A区分）年額　3人

SS（B区分）年額　2人

SS（C区分）年額　2人

　　　　※前年度　人件費3％ベースアップ ※４　委託費には、再委託に要する費用を記述してください。

体育館

多目的グラウンド

２　管理運営業務の収支内訳書（平成３２年度）

内　　　　　　　　　訳

7,519

提案書様式第２６（収支予算書）

※８　利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。

小　　計

※５　管理に係る備品経費に指定管理料が充当される備品は、原則として市に所有権が帰属します。

※６　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

※７　経費の見積に当たって、平成２９年４月以降の消費税及び地方消費税の税率は１０％としてください。

食糧費 ※摘要無し 0

550

※１　人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。

※２　労働時間によって賃金を算定する職員については、１時間当たりの単価を明示してください。

委託費

(B) 支出合計 33,851 ②管理に係る備品購入費

① 管理運営費
項
目

施設備品、維持管理用備品 300

一般廃棄物処理、産業廃棄物処理
植栽維持管理　会計仕訳システム他

2,000

積　算　内　訳 合計金額（千円）

項
　
　
　
　
目

7,204

保安警備費 機械警備（設置費用含む）現金集金業務等 378

修繕費 800

設備機器管理費
消防用設備保守、建築設備保守
自家用電気工作物保安管理、受水槽保守他

704

施設管理費 社内維持管理、自前補修等に係る費用 300

清掃費 日常清掃、定期清掃等 100

手数料 備品、整備車両等のリース費等 649

保険料 施設賠償責任保険 110

公課費 契約に伴う印紙代 10

消耗品費 お客様消耗品、社内消耗品、事務費等

6,627

燃料費 業務車両、整備機器等の燃料費 100

光熱水費 電気、プロパンガス、上下水道料 2,640

891

通信運搬費 電話、インターネット、ＮＨＫ受信料等 325

印刷製本費 広告掲載、チラシ、看板、申請書、回数券等 498

合計金額（千円） 区　　分 積　算　内　訳 合計金額（千円）

(A) 収入合計 33,851

項
　
　
　
　
目

事務費
管理費

報償費 ※摘要無し 0

① 市からの指定管理料 26,332 旅費 40

② 利用料金収入

項
　
　
　
目

人件費
24,347

※３　本社経費や間接費などを経費に含める場合は、その算定根拠、配賦基準を提案書様式第１９－２号に明記してく
ださい。
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レッスン講師

走り方教室 97

サッカー教室 456

親子野球教室 28

物販事業

常勤職員　指導人件費 　行政財産使用料 8

※販売什器1台0.36㎡　宮野木スポーツセンター参考

体育館利用料金 27

教室・イベント備品・教材 82 多目的グラウンド利用料金 11

参加者傷害保険料 40

物販事業（販売原価） 104

物品販売什器 30

レンタル用品　購入費 275

コピー用紙、インク代他　事務用品 1

広告宣伝費 160

 

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

提案書様式第２７号（収支予算書）

３　自主事業の収支内訳書（平成２９年度）

【自主事業名】

内　　　　　　　　　訳 合計金額（千円） 積　　算　　内　　訳 合計金額（千円）

(A) 収入合計 1,150

項
　
　
　
　
　
目

委託費 581

項
　
目

コピー・ＦＡＸサービス事業 1

積　　算　　内　　訳 合計金額（千円）

(B) 支出合計 1,319

スポーツ教室 820

物品販売事業 149

スポーツ用品貸出サービス事業 180

-169

使用料 8

項
　
　
　
　
目

人件費 0

事業費

利用料金 38

事務費・管理費 692

収支　(A)-(B)
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レッスン講師

走り方教室 195

サッカー教室 456

親子野球教室 28

物販事業

常勤職員　指導人件費 　行政財産使用料 8

※販売什器1台0.36㎡　宮野木スポーツセンター参考

体育館利用料金 27

教室・イベント備品・教材 82 多目的グラウンド利用料金 17

参加者傷害保険料 63

物販事業（販売原価） 125

物品販売什器 10

レンタル用品　購入費 173

コピー用紙、インク代他　事務用品 1

広告宣伝費 160

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

提案書様式第２７号（収支予算書）

３　自主事業の収支内訳書（平成３０年度）

【自主事業名】

内　　　　　　　　　訳 合計金額（千円） 積　　算　　内　　訳 合計金額（千円）

(A) 収入合計 1,415

項
　
　
　
　
　
目

委託費 679

項
　
目

コピー・ＦＡＸサービス事業 1

積　　算　　内　　訳 合計金額（千円）

(B) 支出合計 1,345

スポーツ教室 1,019

物品販売事業 179

スポーツ用品貸出サービス事業 216

70

使用料 8

項
　
　
　
　
目

人件費 0

事業費

利用料金 44

事務費・管理費 614

収支　(A)-(B)
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レッスン講師

走り方教室 195

サッカー教室 543

親子野球教室 28

物販事業

常勤職員　指導人件費 　行政財産使用料 8

※販売什器1台0.36㎡　宮野木スポーツセンター参考

体育館利用料金 27

教室・イベント備品・教材 82 多目的グラウンド利用料金 22

参加者傷害保険料 83

物販事業（販売原価） 150

物品販売什器 10

レンタル用品　購入費 93

コピー用紙、インク代他　事務用品 1

広告宣伝費 160

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

提案書様式第２７号（収支予算書）

３　自主事業の収支内訳書（平成３１年度）

【自主事業名】

内　　　　　　　　　訳 合計金額（千円） 積　　算　　内　　訳 合計金額（千円）

(A) 収入合計 1,663

項
　
　
　
　
　
目

委託費 766

項
　
目

コピー・ＦＡＸサービス事業 2

積　　算　　内　　訳 合計金額（千円）

(B) 支出合計 1,402

スポーツ教室 1,187

物品販売事業 215

スポーツ用品貸出サービス事業 259

261

使用料 8

項
　
　
　
　
目

人件費 0

事業費

利用料金 49

事務費・管理費 579

収支　(A)-(B)
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レッスン講師

走り方教室 195

サッカー教室 629

親子野球教室 28

物販事業

常勤職員　指導人件費 　行政財産使用料 8

※販売什器1台0.36㎡　宮野木スポーツセンター参考

体育館利用料金 27

教室・イベント備品・教材 82 多目的グラウンド利用料金 25

参加者傷害保険料 88

物販事業（販売原価） 180

物品販売什器 10

レンタル用品　購入費 93

コピー用紙、インク代他　事務用品 1

広告宣伝費 160

※１　人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第２６号と同様に記述してください。

※２　使用料には、自主事業により市に支払う占用料などを記述してください。　

※３　事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※４　利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※５　必要に応じて小区分を設定しても構いません。

提案書様式第２７号（収支予算書）

３　自主事業の収支内訳書（平成３２年度）

【自主事業名】

内　　　　　　　　　訳 合計金額（千円） 積　　算　　内　　訳 合計金額（千円）

(A) 収入合計 1,865

項
　
　
　
　
　
目

委託費 852

項
　
目

コピー・ＦＡＸサービス事業 2

積　　算　　内　　訳 合計金額（千円）

(B) 支出合計 1,526

スポーツ教室 1,295

物品販売事業 257

スポーツ用品貸出サービス事業 311

614

収支　(A)-(B) 339

使用料 8

項
　
　
　
　
目

人件費 0

事業費

利用料金 52

事務費・管理費
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