
豊川市総合体育館始め１９体育施設

第２回質問に対する回答書
受付番号 資料名 頁 項目 質問 回答

1
公募要領 8 指定管理料 指定管理料に余剰金が発生した場合、翌年に繰り越す

ことは可能でしょうか。
指定管理料及び利用料金収入と施設管理費に係る経費
との差額となる余剰金については、指定管理者の収入
となりますので、翌年に繰り越し、施設の管理運営に
使用することも可能です。

2
公募要領 8 自主事業による収入 利用者のニーズに応じて、事業計画書提出後に追加で

提案することは可能でしょうか。
提出書類の提出期限内であれば、可能です。又、指定
管理者となった後の創意工夫は、もちろん可能です。

3
公募要領 9 修繕料について 現段階での施設の劣化部分または修繕が必要な部分に

関しては、指定管理期間開始前に改善して頂けますで
しょうか。

適宜、修繕が必要なものについては修繕を実施してい
ます。

4

公募要領 15 提出書類 「書類番号11 納税証明書」とありますが、提出が必
要な様式と種類を教えて下さい。

提出が必要な納税証明書は、
国税：法人税、消費税及び地方消費税
県税：法人県民税、法人事業税
市税：法人市民税
以上です。

5
仕様書 別

紙
５

業務内容 「看護師1名を配置すること」とありますが、雇用希
望者や候補者は現段階でいらっしゃるのでしょうか。

特にありません。

6
仕様書 別

紙
５

無料開放日について 「市プール開場の初日は市プールを無料開放日とす
る。」とありますが、この他にも現段階で無料開放日
がある場合は教えて下さい。

無料開放日は、豊川市プール開場の初日のみです。

7
仕様書 3 業務報告書に関する

こと
③各種統計資料とありますが、どのような統計資料な
のでしょうか。

各施設ごとの収支内訳及び各施設の利用件数、利用人
数、利用料金、減免金額などの統計資料です。
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8

仕様書 3 管理体制の基準につ
いて

ア豊川市総合体育館関係統括責任者は代表企業からの
配置が必須でしょうか。現場責任者や経理責任者等と
兼任することは可能でしょうか。また常駐しなければ
ならないのでしょうか。
イ～クの施設関係それぞれの責任者の雇用形態（正社
員・契約社員・アルバイトなど）の指定はないと解釈
してよろしいのでしょうか。責任者は常駐しなければ
ならないのでしょうか。

豊川市総合体育館の位置付けは、１９体育施設の中枢
かつ総括施設と考えています。したがって、代表企業
からにはこだわりませんが、指定管理者の常勤の正社
員を統括責任者、現場責任者、経理責任者として各々
配置していただきたいと考えます。なお、基本的に常
駐を考えています。
イ～クの施設においても責任者は指定管理者の常勤の
正規社員でお願いします。ただし、常駐しなくても結
構です。

9

仕様書 3 管理体制の基準につ
いて

イ豊川市プール関係
管理責任者と看護師を兼任することは可能でしょう
か。

豊川市プールは他の施設と比較して、特別な位置付け
になります。残念ながら、全国でプールの事故が起
こっている現状を考慮すると、安全・安心に対して
は、格別の配慮をお願いします。したがって、管理責
任者と看護師の兼務は不可とします。

10
仕様書 4 管理体制の基準につ

いて
ウ豊川市武道館関係
管理責任者と窓口の受付事務を兼務することは可能で
しょうか。管理責任者は常駐しなければならないので
しょうか。

管理責任者が窓口の受付事務を兼務することは可能で
す。管理責任者の常駐にはこだわりませんが、窓口の
受付事務に関しては、常時２名体制でお願いします。

11

仕様書 4 管理体制の基準につ
いて

エ豊川市農業トレーニングセンター関係
管理責任者と窓口対応を兼務することは可能でしょう
か。管理責任者は常駐しなければならないのでしょう
か。

豊川市武道館関係と同様です。

12

仕様書 4 管理体制の基準につ
いて

カ豊川市音羽運動公園関係
管理責任者と窓口対応を兼務することは可能でしょう
か。管理責任者は常駐しなければならないのでしょう
か。

豊川市武道館関係と同様です。

13
仕様書 4 管理体制の基準につ

いて
キ豊川市御津体育館及び豊川市御津庭球場関係
管理責任者と受付窓口を兼務することは可能でしょう
か。管理責任者は常駐しなければならないのでしょう
か。

豊川市武道館関係と同様です。

14
仕様書 4 その他管理運営に関

し必要なこと
キ　モニタリングの計画・実施・報告に関すること
モニタリングの方法・項目等の様式はありますでしょ
うか。あればご提示下さい。またモニタリングの頻度
に指定があれば教えて下さい。

モニタリングの方法・項目等の特別な様式等は現在あ
りませんが、今後検討によりルールを定める予定で
す。
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15

仕様書 5 施設予約システムを
活用した受付関係業
務

サーバー管理は貴市が行うものとして解釈してよろし
いでしょうか。また個人情報等のリスクは貴市にある
ものと解釈してよろしいでしょうか。

本システムは、「あいち電子自治体推進協議会」が管
理運営し、愛知県内の参加市町が共同で利用するもの
です。受付時や統計帳票等により取得した個人情報
は、指定管理者が責任を持って管理する必要がありま
す。個人情報が漏洩しないよう厳重に注意してくださ
い。

16
仕様書 6 経理規定について 「経理規定」とありますが、当社規定のもと作成する

という解釈でよろしいでしょうか。
ご指摘の通りです。また、貴社の経理規程を私どもに
提示願います。

17
仕様書 6 原状回復 市民へのサービス向上のための、施設における改修等

を行った場合についても、指定期間終了後は原状回復
の義務があるのでしょうか。

市民サービスの向上になっている場合は、原状回復の
必要はないと考えますが、個別に協議する必要があり
ます。

18

職員の継続雇用 現在勤務されている職員の中で、継続雇用しなければ
ならない職員はいらっしゃいますでしょうか。また継
続雇用を希望する場合の雇用条件は、当社規定に即し
て検討し、面談を行った上で検討するということでよ
ろしいでしょうか。

現在、市直営で管理している施設において、市が雇用
している職員が継続雇用を希望した場合は引き続き雇
用していただけると幸いです。また、雇用条件はお見
込みのとおりです。

19
減免 今後減免などを実施する可能性はありますでしょう

か。
減免は、豊川市体育施設使用料減免取扱要綱の規定に
基づき行われます。なお、減免対象団体は、毎年増加
する可能性があります。

20

収支実績 収支実績の中の項目は、全て指定管理料に含まれると
解釈してよろしいでしょうか。

質問の意図が分かりませんが、全ての施設が指定管理
者の実績かという質問であれば、平成１７・１８・１
９年度に係る「音羽運動公園」・「御津体育施設」・
「御幸浜パターゴルフ場」収支は直近３ケ年のいわゆ
る実績そのものです。

21

体育施設従事者の資
格

前回公募時の第２回質問に対する回答１１ 資格につ
いての解答ですが、第１回回答書の質問事項１６参照
と回答があり、記載の通り豊川市総合体育館始め９体
育施設指定管理仕様書８ページ別紙１「施設管理業務
一覧表」を確認しましたが、体育施設従事者の資格に
ついて記載がありませんでしたが、特に規定がないと
考えてよろしいでしょうか。

ご指摘の通り、特に規定はありません。
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22

収支実績 豊川市総合体育館始め15体育施設の収支実績について
18年度、１９年度分の細目の提示をお願いします。
例）人件費の内訳（各施設ごと）
利用料収入（各施設の利用人数及び利用料収入）
自主事業収入内訳
その他収入内訳
水道光熱費の内訳（各施設ごと、水道・電気・ガス
等）
修繕費内訳
委託費内訳　　　等

別紙のとおりです。

23

仕様書 7 施設管理業務一覧表 （１）豊川市総合体育館関係分
１ トレーニング室日常管理指導業務について、ト
レーニング室の業務員及び業務補助員の常駐は必要で
すか？また、トレーニング室の業務員と業務補助員並
びにトレーナーの兼務は可能ですか？

・トレーニング室の業務員及び業務補助員の常駐は必
要です。
・トレーニング室の業務員・業務補助員とトレーナー
（エアロビクスインストラクター）について、同一の
人が業務を行うことは可能です。ただし、その人がト
レーナー（エアロビクスインストラクター）に従事し
ている場合は、トレーニング室に代わりの業務員或い
は業務補助員を補充することが必要です。

24

仕様書 7 施設管理業務一覧表 （１）豊川市総合体育館関係分
１４ テレビ電波障害対策費について、具体的に現在
どのような対策がなされていますか？また、その費用
は？

総合体育館に設置してある共同アンテナから１８戸に
ケーブルにて地上デジタル放送の電波を供給していま
す。年１回ＤＸアンテナ㈱にて保守点検料110,000円
で委託しています。

25
仕様書 別

紙
１

施設管理業務一覧表 各施設の除草・植木剪定作業又は清掃草刈業務におけ
る、樹木の種類及び本数（面積）の詳細の開示はして
いただけるのでしょうか？

各施設の敷地内全てが対象となります。樹木の種類及
び本数による委託契約を締結していないため、詳細な
資料はありません。現場説明会で各施設をご覧いただ
いたとおりとさせていただきます。

26

公募要領 15 提出書類 応募に関する提出書類の中の納税証明書ですが、どの
部分まで提出が必要でしょうか。（本社所在地までで
よいのか？それとも各事業所（他市町村のもの）ごと
すべて必要なのか？）

申請者が本社なら本社の所在地の納税証明書を、事業
所の場合はその事業所の所在地のものを提出してくだ
さい。各事業所所在地のすべてのものを提出する必要
はありません。

27
収支実績 御津体育館の事業用経費にある「下水道事業受益者負

担金」とは何でしょうか？また、この費用は引続きか
かるのでしょうか？

合併前に御津町において精算済のため、今後は発生し
ません。

28
仕様書 2 利用時間及び休館日

等
御幸浜パターゴルフ場は他体育施設とは違い、現在月
曜休館となっていますが、来年以降も同様の設定と考
えてよろしいのでしょうか？

現在のところ、お見込みのとおりです。
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29

御津体育館・音羽運動公園内の通信機器（ネット環
境）は引続き利用することはできますか？改めて回線
を引かなければいけませんか？また、その際の費用は
どのようになりますか？

御津体育館・音羽運動公園内の通信機器については新
たに回線を引く必要があります。御津体育館・音羽運
動公園への通信機器整備に係る初期投資については本
市の負担を考えています。ただし、機器やシステムの
運用・管理に必要な費用については指定管理者の負担
とさせていただきます。

30

様式第４号 事業計画書 事業計画書内の「公の施設の管理運営に関する業務実
績があれば、施設名、従事した期間を記述してくださ
い」とありますが、様式第８号「業務経歴書」と内容
がかぶるように思いますが、同様に提出するといった
ことでよろしいのでしょうか？

提出をお願いします。

31

公募要領 15 提出書類 11納税証明書について
・納税証明書とは、法人の場合、具体的にどのような
納税証明書が必要でしょうか。国税局：法人税・消費
税及び地方消費税/県税事務所：法人県民税・法人事
業税/市役所：法人市民税 以上5種類で宜しいでしょ
うか。
・完納証明書とは「未納がないことを証明するもの」
で宜しいでしょうか。その場合、国税局・県税事務所
分は未納がないことの証明で宜しいでしょうか。
・法人市民税の納税証明書は、未納がないことを証明
するものはありません。直近何年分の納税証明書が必
要でしょうか。
・弊社は市外業者になります。豊川市以外の市町村の
納税証明書は、提出の必要がありますか。

納税証明書の種類は、お見込みのとおりです。
滞納がないことを証明するものですから、納税証明書
又は完納証明書のいずれかを提出してください。
納税証明書は、法定納期限を経過した事業年度のうち
直近１年分のものを提出してください。
また、申請者の所在地における国税、県税、市税の納
税証明書を提出していただければ結構です。


