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「杉並区立高井戸地域区民センター外２施設」において、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第244条の２第３項、杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例（昭和
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募集要項における指定管理者募集対象施設の名称について 

今回募集する指定管理者が業務を行う施設は、杉並区の条例で定める杉並区立高井戸

地域区民センター、杉並区立高齢者活動支援センター、杉並区高井戸温水プールの３施

設であり、建物として一体の複合施設です。建物を総称する名前は、条例では規定され

ていません。地域の皆さんの愛称「高井戸市民センター」という名称は、施設に銘板も

設置され、今後とも尊重すべきものですが、区の条例に規定する名称ではありません。 

この募集要項では、これらの３施設を一体として総称する名称は「高井戸地域区民セ

ンター外２施設」と表します。応募者もこの名称を使って差し支えありません。 

また、「高井戸地域区民センター」とは杉並区立高井戸地域区民センター、「高齢者活

動支援センター」とは杉並区立高齢者活動支援センター、「高井戸温水プール」とは杉並

区高井戸温水プールを指します。 

問合せ先 

この募集に関する手続き、日程に関するお問合先は次のとおりです。 

 

杉並区区民生活部地域課地域施設係（区役所西棟７階） 担当 田村 

電   話 ０３（３３１２）２１１１ 内線３７６９ 

電子メール tiiki-k@city.suginami.lg.jp 

業 務 時 間 月曜日から金曜日（祝日を除く）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

※ 募集要項に記載された事業、建物、設備、申請書類記載内容など、応募に関する

質問は、募集要項記載の方法に限ります。 

※ 申し込み後の審査等の途中経過に関するご質問にはお答えできません。 

 

公契約条例の取扱いについて 

 当該業務は、杉並区公契約条例第２条第３号に規定する特定公契約に該当し、区が定

めた下限額以上の賃金の支払い等が適用されます。そのため、条例の内容を十分に理解

し、合意したうえで契約していただく必要があります。 

 詳しくは、区公式ホームページをご覧ください。 

 https://www.city.suginami.tokyo.jp/nyusatsu/1060019.html 
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第１章 公募の趣旨等 

 

１ 公募の趣旨 

杉並区（以下「区」という。）では、昭和 58年４月に開設した高井戸地域区民セン

ター、高齢者活動支援センター（当時の名称は老人福祉センター）、高井戸温水プー

ルの３施設からなる複合施設について、大規模改修完了後の平成 24年５月から指定

管理者制度による運営を導入しています。 

この３施設の管理・運営について、これまでの指定管理による運営実績等を踏まえ、 

より一体的かつ効率的・効果的に行う観点から、引き続き指定管理者制度を活用する

こととしました。 

本募集要項はこれらの施設を管理・運営する指定管理者を公募型プロポーザル方式

により選定するために定めたものです。 

 

２ 公募に当たって 

高井戸地域区民センターは、集会施設として人々のふれあいと交流の場を提供する 

だけではなく、住民自らが地域課題を解決していくコミュニティづくりを推進します。 

また、高齢者活動支援センターは、高齢者の福祉の増進を図るとともに、高井戸温

水プールは、住民の心身の健全な発達に寄与し、体育・レクリエーションその他社会

教育の振興を図ります。 

このように、高井戸地域区民センター、高齢者活動支援センター、高井戸温水プー

ルの３施設は、それぞれの目的に沿った運営を行いつつ、利用者相互の交流、世代間

交流の機会創出を図りながら運営していくものです。 

また、この施設は、隣接する杉並清掃工場の建設計画の過程で反対運動があり、そ

の後に、地域住民と、杉並清掃工場の建設主体であった東京都とが交わした和解条項

に基づき、建設されました。こうした歴史的な経緯を踏まえ、地域住民や関係諸団体

の理解と協力を継承し、地域に密着した、地域に親しまれる施設として運営していく

ものです。運営に当たっては、施設の設置目的を十分に果たしていくうえで、施設建

設の経緯を理解し、地域諸団体との協働を推進することが求められます。 

高井戸地域区民センター外２施設の運営管理において、応募する事業者には主に以

下のことを期待しています。 

 

（１）高井戸地域区民センター外２施設の複合化による効果を最大限に発揮させるこ

と。 

 

（２）カフェの運営や、各施設を活用した自主事業の展開等により、施設の全体の魅力

が高まり、施設利用者が増加し、にぎわいと活気のある施設が維持され、より一層

のサービス拡充がされること。 
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（３）施設設立の経緯を理解し、地域住民や関係諸団体の理解と協力を継承して、地域

に密着した、地域に親しまれる施設としていくこと。 

 

指定管理者の公募に当たっては、以上の旨を踏まえて応募してくださいますようお

願いします。 

 

※ 杉並清掃工場は、平成 12 年に東京都から東京二十三区清掃一部事務組合（以下、

清掃一組と言います）に移管されたもので、高井戸地域区民センター外２施設と同

じ敷地に昭和 57年に完成しました。後に老朽化のため建て替えが行われ、新工場は

平成 29年９月に完成しました。 
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第２章 対象施設と指定管理期間  

 

１ 対象施設  

指定管理者が管理・運営する施設は、次のとおりです。 

 

（１）施設の名称（条例上の名称） 

施設名 

杉並区立高井戸地域区民センター 

杉並区立高齢者活動支援センター 

杉並区高井戸温水プール 

 

（２）施設の設置目的 

① 杉並区立高井戸地域区民センター  [主管課 区民生活部地域課] 

杉並区立の地域区民センターは、区民相互の交流及び活動の拡大を図ることに

より、コミュニティの形成を図ることを目的として、区内に７か所設置されてい

ます。また、災害時等には、防災拠点として使用する防災上重要な施設に位置付

けられています。 

集会施設として人々のふれあいと交流の場を提供するだけではなく、住民自ら

が地域課題を解決していくコミュニティづくりを推進するための場としての役割

を期待されています。 

② 杉並区立高齢者活動支援センター [主管課 保健福祉部高齢者施策課] 

高齢者活動支援センターは、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とし、各種

の講座や健康づくり事業等を行い、教養の向上やレクリエーション活動、介護予

防拠点としての機能を担う施設です。 

③ 杉並区高井戸温水プール [主管課 区民生活部スポーツ振興課] 

体育、レクリエーションその他社会教育の振興を図り、住民の心身の健全な発

達に寄与することを目的としています。 

区は、この施設を地域スポーツ活動の拠点と位置づけており、地域住民がいつ

でも気軽に運動、スポーツに親しめるよう、適切な場と機会を提供することを目

指しています。また、自主的なスポーツ活動を推進・支援し、地域団体、社会体

育団体等との連携を取りながら運営される施設です。 

 

（３）施設の利用者 

 高井戸地域区民センター外２施設の有料スペース以外の施設内の通路、トイレ、

ロビーなどの共用部分は、公序良俗を乱さない限り、利用者制限はありません。利

用方法及び利用者が行うべき手続き、利用上の禁止事項等は、関係法令等及び杉並

区公式ホームページを参照してください。なお、休館日や開館時間外の利用はでき
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ません。 

ただし、高齢者活動支援センターの部屋等の利用対象者は以下のとおりです。 

部屋等の名称 利用対象者 

講座室 

多目的室 

団体(構成員の８割以上が 60歳以上の杉並区民で構成される団

体) 登録者に限ります。ただし、18時以降は、原則として利用

者に制限はありません。 

マッサージ室 高齢者活動支援センター利用証所持者(区内に住所を有する 60

歳以上の人が登録可)に限ります。ただし、当日予約に限り、原

則として利用者に制限はありません。 

趣味の部屋 高齢者活動支援センター利用証所持者(区内に住所を有する 60

歳以上の人が登録可)に限ります。ただし、18時以降は、原則

として利用者に制限はありません。 

浴室 原則として利用者に制限はありません。ただし、小学生以下は

大人との同伴に限ります。 

小浴室 高齢者活動支援センター利用証所持者(区内に住所を有する 60

歳以上の人が登録可)で、入浴に介助を必要とし、その介助者を

同伴できる方に限ります。 

くつろぎの部屋 原則として利用者に制限はありません。 

治療器コーナー、

その他上記以外 

高齢者活動支援センター利用証所持者(区内に住所を有する 60

歳以上の人が登録可)に限ります。 

 

（４）施設の所在地 

杉並区高井戸東三丁目７番５号 

 

（５）建物の構造、面積等 

① 建設、大規模改修等時期 

着  工 昭和 55（1980）年 10月１日 

竣  工 昭和 57（1982）年 11月 15日 

開  館 昭和 58（1983）年４月１日 

大規模改修 平成 24（2012）年４月完了 

② 施設構造 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）地下１階、地

上４階 

③ 敷地面積 10,773.56㎡ 

※ 敷地は、東京二十三区清掃一部事務組合との土地貸付契約に基づき、杉並

区が使用しています。 

④ 建築面積 3,441.96㎡ 

⑤ 延床面積 9,076.39㎡ 

⑥ 各階の床面積（室場別面積は別紙１「施設概要データ」のとおり） 
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(単位㎡) 

階 計 
高井戸地域 

区民センター 

高齢者活動 

支援センター 

高井戸 

温水プール 

最上階 16.50 16.50   

４階 382.78 382.78   

３階学びとつどいのフロア 2,625.72 2,625.72   

２階交流とふれあいのフロア 1,911.05 （※１）520.29 (※２)1,369.73 21.03 

１階いきいき健康づくりフロア 3,232.27 557.53 (※３)993.63 1,681.11 

地下１階 908.07 908.07   

計 (※４)9,076.39 5,010.89 2,363.36 1,702.14 

※１ 高井戸地域区民センター（２階）のうち 348.57㎡は、地域のコミュニティ

形成を目的とした図書室です。独自の蔵書のほかに、区立図書館とのネット

ワーク化により、区立図書館の本を取り寄せたり返却したりすることができま

す。書籍購入費は区が費用負担し、指定管理者には図書室の運営を行っていた

だきます。 

※２ 高齢者活動支援センター（２階）のうち 172.03㎡は、地域の子育て支援団

体（NPO、社会福祉法人等）が１時間単位でお子さんを預かり、保育する事業

として、子ども家庭部管理課が保育事業者と実施委託契約を結び、ひととき保

育高井戸として使用させています。 

※３ 高齢者活動支援センター（１階）のうち 110.05㎡（機能回復訓練室）につ

いては、定期利用保育事業として、区が保育事業者に目的外使用許可を出し、

定期利用保育施設高井戸を開設しています。 

※４ 建物は区所有部分と清掃一組所有部分(地下１階の一部)に分かれます。清掃

一組所有部分は、本指定管理業務の対象となりません(この表には含まれませ

ん)。区所有部分と清掃一組所有部分は、建物内で相互の通行はできません。 

 

（６）杉並清掃工場からのエネルギー供給について 

高齢者活動支援センターの浴室及び高井戸温水プールの温水並びに全館の冷暖

房の運転に必要なエネルギーは、隣接する杉並清掃工場から供給される高温水

（別紙８「エネルギーに関する情報」参照）で賄われます。 

 

２ 指定管理の期間  

令和４(2022)年４月１日から令和９(2027)年３月 31日まで（※） 

 

※ 期間の始期は、現指定管理者の期間満了日（令和４年３月 31日）の翌日です。 

※ 指定管理者の指定の議決（令和３年第３回区議会定例会・令和３年 10月を予定）

から指定管理期間の開始までは準備期間となります。 
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第３章 管理・運営  

 

１ 管理の基準 

（１）開館(サービス提供)時間 

区分 時間 

下記を除く全館 ９時～21時（※） 

ただし、指定管理者が業務の準備と後片付けに要する時間を含まない。 

図書室 ９時～20時(日・祝は９時～17時) 

浴室 12時～19時 

小浴室（介助浴室） 10時～16時 

ひととき保育高井戸 ９時～18時 

喫茶軽食（カフェ） 指定管理者の提案により定める。 

駐車場 ８時 30分～22時 

広場 公開空地のため 24時間開放 

※ 高井戸地域区民センターの室場で、21 時 45 分まで延長利用がある場合があり

ますが閉館時間に変更はありません。また、選挙その他、開館時間を早める場合

や、閉館時間を遅くする場合があります。 

 

（２）休館(サービス休業)日（館内整理日を含む） 

区分 休館日 

下記を除く全館 毎月第３月曜日、12月 28日～翌年１月４日 

ただし、９月の第３月曜日（敬老の日）は除く 

高井戸温水プール 毎月第３月曜日、12月 28日～翌年１月４日 

ただし、第３月曜日が祝日に当たるときは、その翌日が休場日 

図書室 上記に加え、毎月第３木曜日(祝日にあたるときは翌日)、特

別整理期間(毎年数日間) 

ひととき保育高井戸 毎月第３月曜日、12月 29日～翌年１月３日、このほか保育

サービス提供事業者が別途定めた日 

広場 公開空地のため無（全日開放） 

・ 上記のほか、施設の保守点検のため、区と協議のうえ、毎年、臨時の全館休館

日（ひととき保育高井戸を含む）を設けることができることとします。 

・ 施設や業務により、休館日であっても一部施設又は室場のみ、利用される場合

があります。 

 

（３）関係法令の尊守 

 施設の管理と運営に当たっては、別紙２「遵守すべき関係法令等」に掲げる法令

等の内容を理解し、遵守するものとします。 



 

 

7 

 

 

２ 業務の範囲 

指定管理者が行う業務は、区の条例に基づき次のとおりとします。詳細は、区が指

定管理者と協定を締結する際に、付随する仕様書により決定します。この仕様書の施

設維持管理については、最新の「杉並区保守点検業務委託等標準仕様書」及び国土交

通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」に準拠します。 

 

（１）指定管理者の業務 

 業務 主な内容 

各施設の運営及び３施設の一

体的な運営に関する業務 

案内、受付、利用に関する業務（利用承認、利用料金収受

等、杉並区公共施設予約システム｢さざんかねっと｣の操作

管理、図書室運営、自動車駐車場管理等を含む） 

施設の広報活動、施設の危機管理、利用者の要望苦情処理

等、高井戸温水プールの運営に関する業務 

※なお、高井戸温水プールについては別紙９「高井戸温水

プールの業務基準」を遵守すること 

各施設、設備及び備付器具等

の個別的な維持管理及び３施

設の一体的な維持管理に関す

る業務 

備品・消耗品管理、施設及び設備機器の運転・保守・点検、

施設設備小修繕、清掃、警備、植栽、環境衛生管理、光熱

水費支払い等 

指定管理者の持つノウハウを

利用者サービスの向上に活か

し、施設の設置目的を実現す

るための事業に関する業務 

区が指定し、指定管理者が実施する事業 

第３章２－（３） 

指定管理者が行う自主事業 

第３章２－（４） 

その他、区長が必要と認める

業務 

指定管理施設の防火管理者及び高井戸地域区民センター

外２施設の統括防火管理責任者の選任、防火管理業務ほか 

 

（２）指定管理者の業務から除くもの 

指定管理者は、本指定管理の対象となる建物とその敷地の管理の業務を行うこと

が原則ですが、次の業務については、区が直接又は別途業務委託を行うため、本指

定管理業務から除外します。 

除外内容 左欄に関連する指定管理者の業務 

広場の日常清掃・定期清掃 

広場公衆トイレ及び駐車場前公衆

トイレの日常清掃・定期清掃 

広場の排水溝の定期清掃 

広場喫煙所の日常清掃・定期清掃 

芝生地（368㎡）管理（芝刈・施肥・手抜除草・散水

作業、点検） 

広場の樹木剪定 施設２階テラス植込みの剪定 
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広場の使用許可  

自転車駐輪場の整理・日常清掃・

定期清掃 

自動車駐車場の清掃 

その他の区の事業 指定管理者の業務及び上記除外内容のほか、施設の行

政目的の範囲において別途受託業務が発生する場合

あり 

 

（３）区が指定し、指定管理者が実施する事業 

① 地域活動の支援として以下の事業を実施すること。 

ア 高井戸地域区民センターで活動を行う関係団体との連携（別紙３参照） 

イ 利用者団体へのコピーサービス及び製版印刷機サービスの提供 

② 高井戸温水プールにおけるスポーツ振興事業 

③ 高井戸地域区民センター駐車場の管理・運営 

指定管理者には、リース等による駐車場管理機器の設置等により管理を行って

いただきます。コスト及び利用者の利便性の観点から管理方法を事業計画書の中

でご提案ください。駐車場の概要については別紙４のとおりです。 

 

（４）指定管理者が行う自主事業 

① 任意の自主事業 

指定管理者は、次の条件のもとにあらかじめ区と協議を行い、その承認を得たう

えで任意の自主事業（高井戸温水プールを利用した事業実施、施設を利用した講

座・イベント等の実施）を行うことができます。 

ア 本指定管理の必須の業務を、全て履行すること。 

イ 自主事業の目的が施設の目的に合致すること。 

ウ 自主事業参加者に対する公平性が確保されていること。 

エ 参加料等の参加者負担がある場合は、その金額が、区が設置する施設で運営を

行う事情を勘案し、民間の同種の事業と比較して適正であること。 

オ 自主事業に要する費用は指定管理者が負担し、参加料等の収入は指定管理者の

収入とし、収入年度は、事業を実施する日が属する年度とすること。 

カ 自主事業の実施に伴う収支は指定管理料の算出に含めないこと。 

② 高井戸地域区民センターのカフェ運営 

高井戸地域区民センター内にはカフェ用のスペースを用意しております。指定管

理者には、自主事業として当スペースの運用を行っていただくこととし、開設時間

やメニュー、運営形態などについて、事業計画書の中でご提案ください。当スペー

スの概要等については別紙５のとおりです。 

③ 利用者の利便性向上のために実施するサービス等 

指定管理者は、区と協議のうえ、施設内のスペースに利用者等が必要とする飲料

等の自動販売機等を設置することができます。設置を検討している場合、事業計画
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書の中でご提案ください。設置スペースの概要については別紙５のとおりです。 
 

なお、①～③の自主事業は、これにかかわる支出が収入を上回った場合も、指定管

理料からの補填はできません。 

 

（５）指定管理者が自らの業務のために使用する部屋 

業務 部屋名 

指定管理者の事務所 １階総合事務所 

施設の受付 ３施設一括の１階総合受付カウンター、 

３階に備付器具等の貸出カウンター 

従業員更衣、休憩 １階控室（浴室北側）、４階職員休憩室 

プール監視員更衣等 １階控室（プール北側）、男女別更衣室、シャワー 

事業講師控室、警備員控室 ３階控室（２部屋あり） 

清掃作業 Ｂ１階倉庫、ポリバケツ置き場、職員控室 

設備機器の運転と保守 Ｂ１階中央監視室 

 

３ 業務の再委託等及び第三者との関係 

（１）指定管理業務の再委託の制限 

① 指定管理者は、本指定管理業務を一括して第三者に委託又は請負わせることは

できません。 

② 本指定管理業務の一部を第三者に委託又は請負わせる場合は、あらかじめ区と

協議してください。 

なお、受託者又は請負者と契約金額は、区に届け出てください。 

③ 本指定管理業務の一部を第三者に委託又は請負わせる場合は、杉並区内の業者

を選定し、区民の雇用を優先するよう努めてください。 

④ 再委託契約の締結に当たっては、区の委託契約条件に倣い、暴力団等排除に関

する特約条項を設けてください。 

⑤ 第三者に委託又は請け負わせる場合にも、公契約条例の内容が適用されます。 

 

（２）指定管理業務の再委託先の指定 

本指定管理業務のうち、次の業務は、区で指定する者に再委託することとしま

す。指定管理者は主管課と協議のうえ、再委託先と業務委託契約を交わすことにな

ります。なお、再委託に要する経費（再委託先への支払い等）は、指定管理料に含

まれます。 

高齢者活動支援センター 

業務 指定再委託先[主管課] 

入浴サービスの提供（浴室の清掃浴室の整理整頓） 

※浴室の利用料金は、指定管理者の収入となります。 

東京都公衆浴場業生活衛生同業

組合杉並支部 [高齢者施策課] 
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マッサージ室のサービス提供 

（利用申込受付は杉並区高齢者三療サービス連絡協議会

の業務） 

※サービスの対価は、右記指定再委託先の収入となります。 

杉並区高齢者三療サービス連絡

協議会 [高齢者施策課] 

 

（３）区及び第三者が占有する部屋 

高井戸地域区民センター外２施設のうち、次の区画は、区が自らの業務のために

占有するほか、パートナーシップ協定に基づき第三者が使用します。 

これらの区画の清掃及び機械設備保守点検等の業務については、本指定管理及び

別途締結する業務委託により一体的に行っていただきます。 

部屋名 使用者 根拠等 
４
階 ボランティア室 高井戸地域区民センター協議会 

区と協議会のパート
ナーシップ協定 

２

階 

ひととき保育 

事業室（※１） 
ひととき保育事業受託者 区が事業委託契約 

事務室(1)(2) 一般財団法人杉並正用記念財団 区が目的外使用許可 

事務室(3) 生涯学習・社会参加支援事業受託者 区が事業委託契約 

事務室(4) 杉並区いきいきクラブ連合会 区が目的外使用許可 

１

階 

機能回復訓練室 

（※２） 
定期利用保育事業者 区が目的外使用許可 

打合室(1)(2) 高井戸地域区民センター協議会 
区と協議会のパート
ナーシップ協定 

事務室 区（地域課） 区の直接使用 

※１、※２ このスペースについては、清掃業務は事業者が行っているため、日常

清掃等は不要ですが、空調機器等の設備点検等維持管理・運転の業務、夜間警備

の業務を行っていただきます。 

 

（４）第三者の設置する自動販売機等 

区は、高齢者活動支援センターで福祉団体に行政財産目的外使用許可を出して自

動販売機（４台）を設置させていますが、引き続き必要であるとの配慮から今後も

設置させていただきたいと考えています。 

これらの自動販売機の光熱水費は設置者の負担ですが、指定管理者と設置者（代 

理人を含む）が直接精算します。なお、販売収入は、指定管理者の収入とはなりません。 

 

４ 区と指定管理者の責任分担 

 指定管理開始時の、建物、設備、什器、備品、消耗品等について、区の所有と指定

管理者の責任による設置、維持管理、消耗品の責任分担は、以下のとおりです。 
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（１）設備等の賃貸借 

本指定管理に要する備品の賃貸借についての取扱いは、次のとおりです。なお、

これらに要する光熱水費は、指定管理料に含めます。 

品目 リース契約等 取扱い 

電子複写機(印刷室) 区がリース会社と契約 集金した使用料については、指定管

理者の収入額の一部として収納する

こと。 
製版印刷機(印刷室) 区がリース会社と契約 

電位治療器（治療器

コーナー） 

区がリース会社と契約 

指定管理期間を通じて、区から指定

管理者に無償貸与。 

公共施設予約システ

ム(さざんかねっと)

管理用端末、プリン

タ、及び、タッチパ

ネル 

区がリース会社と契約 

 

区立図書館システム 区がシステム会社と契約 

その他机等 区所有 両者確認のうえ、一覧として定め

る。 

 

（２）消耗品の責任分担 

本指定管理に要する消耗品は、指定管理者が指定管理料で購入します。ただし、

次のものは区が購入します。 

① 公共施設予約システムのトナー、厚紙 

② 区が自ら購入する必要を認めたもの 

 

（３）什器と備品（以下、備品類という）の買い替え 

備品類の買い替えは、原則として区の予算で行います。なお、指定管理料に買い

替え予算を含める場合がありますが、買い替えた備品類は、区の所有とします。 

なお、指定管理者は、区の所有する備品類について、杉並区物品管理規則等に従

い細心の注意を払って管理してください。管理の不備による破損・故障について

は、指定管理者の負担で修復していただきます。 

 

（４）設備等を含む建物構造変更の制限 

指定管理者は、区の承認無くして施設の構造に変更を加えてはなりません。指定

管理者が修繕を行う場合は、あらかじめ区と協議するものとします。ただし、建物

の構造や配線、配管等に影響を与えないものは、この限りではありません。 

 

（５）指定管理者による設備等の設置 

指定管理者は、区と協議のうえ、自らの費用負担で設備等を持ち込み、設置する



 

 

12 

 

ことができます。 

なお、指定管理期間満了後は、直ちにこれを指定管理者の負担で撤去、搬出、原状

回復するものとし、区では買い取り等を行いません。 

 

（６）利用者による設備等の設置 

高井戸地域区民センター外２施設を利用する者又は利用しようとする者が、特別

の設備を自ら設置し、又は備付器具以外の器具等を持ち込み使用するときは、区長

の承認が必要です。 

ただし、軽易なもので、あらかじめ区が指定管理者に指示した範囲のものは、こ

の限りではありません。 

 

（７）事務等の責任・費用分担 

指定管理期間内の責任(費用)分担は、下表の◎印のとおりとします。ただし、下

表に定めのない事項が生じた場合は、区と指定管理者が協議のうえ、責任分担及び

費用分担を決定します。 

※ 表中の●印は、事前協議のうえで可能とする事項を示します。 

※ 表中に「協議事項」と記載がある事項については、区又は指定管理者いず

れからも協議ができます。 

 

項目 指定管理者 区 

応募、指定管理開始までの準備作業 ◎  

日常の管理の業務 ◎  

利用者、周辺住民からの苦情・要望等対応 ◎ ● 

施設の法的

管理 

施設の使用許可、許可の取消し ◎  

施設の目的外使用許可  ◎ 

利用料金徴収事務 ◎  

使用料徴収事務（高齢者活動支援センター目的外使用料）

徴収委託契約（※１） 
◎  

地域活動支援事業による収入（コピー機、製版印刷機使用

料） 
◎  

自主事業による収入 ◎  

施設、設備の維持管理、物品管理（募集要項で指定管理者

の業務と定められたもの） 
◎  

消耗品の購入 ◎  

什器・備品の購入 ● ◎ 

施設の修繕 
小規模修繕 １件 130万円未満 ◎(※２)  

大規模修繕 １件 130万円以上  ◎(※３) 

管理の業務に係る各種保険加入 ◎  
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区が追加指示した業務に伴う経費の増  ◎ 

物価・金利変動に伴う経費の増 ◎  

指定管理者の瑕疵に起因する情報漏洩、犯罪発生等 ◎  

不可抗力 

（※４） 

不可抗力による施設・設備の復旧費用 
協議事項 

不可抗力による管理運営の中断・中止 

火災 
指定管理者の瑕疵に起因するもの ◎  

その他、犯罪等によるもの 協議事項 

災害復旧等 

発生時対応（待機連絡体制確保、被害調

査・報告、応急措置等）、仮復旧 
◎  

復旧(大規模な災害からの本格的な復旧)  ◎ 

開館時間の変更等による収支の増減 協議事項 

経費の支払

い遅延等 

指定管理者の責めに帰することのできない

理由によるとき 
 ◎ 

上記以外の場合 ◎  

書類の誤り 

仕様書等、区が責任を持つ書類の誤りによるもの  ◎ 

事業計画書等指定管理者が提案した内容の

誤りによるもの 
◎  

建物の管理

瑕疵責任 

設計や構造にかかわるもの  ◎ 

日常の運営や修繕にかかわるもの ◎  

指定解除に

よる損害 

指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの ◎  

指定管理者の責めに帰すべき事由によらな

いもの 
協議事項 

指定管理終了時の費用（業務引継ぎ、撤去撤収及び徴収費

用） 
◎  

※１ 指定管理者の収入とならない金銭出納について、別途「徴収委託契約」を締

結し、事務を行っていただきます。 

※２ 130万円未満であっても、特に事情があると思われる場合は、指定管理者と区

で協議のうえ、区の負担において行うことがあります。 

※３ 大規模修繕には、計画修繕を含みます。指定管理者の見積が 130 万円以上で

あっても、区において再度見積もった結果が 130万円未満の場合は、指定管理者

の負担で実施することとします。 

※４ 不可抗力：暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、戦乱、内乱、侵略、暴動などを指

します。 

 

（８）責任者の指定 

指定管理業務について、総括的な責任を持つ、高井戸地域区民センター外２施設

を代表する責任者（常勤かつ館長に相当する職）を指定してください。また、責任
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者が病気や事故等で業務を継続できない場合に備えて、あらかじめ副責任者（責任

者の代行者）も指定してください。 

 

（９）賠償責任保険等への加入 

指定管理者は、高井戸地域区民センター外２施設の管理の瑕疵に起因する損害賠

償責任を負うことになった場合に備え、十分な賠償責任保険及び火災保険等に加入

してください。管理の瑕疵とは、指定管理者の行う高井戸温水プールのスポーツ振

興事業及び各施設の自主事業の参加者に事故が起きた場合も含みます。 

高井戸地域区民センター外２施設は、区の加入する特別区自治体総合賠償責任保

険の対象となっていますが、担保されるのは施設の瑕疵（指定管理者の行う日常管

理や修繕に起因するものを除く）に基づく区の損害賠償責任に限定されます。また、

区の加入する火災共済は、高井戸温水プールを除く部分の建物の復旧費に限り担保

しています。 

従って、いずれの場合も、指定管理者及び従業員の賠償責任は担保しません。ま

た区から貸与したものを含む什器、備品類についても担保しません。 

 

５ 大規模災害発生時の対応 

① 災害対策の整備 

ア 指定管理者は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第２条第１号に規定

する災害（以下「災害」という。）に対応するため、次の事項の実施に努めてくだ

さい。 

Ⅰ 災害時の災害対応マニュアル及び事業継続計画等の整備に関すること。 

Ⅱ 防災訓練に関すること。 

Ⅲ 従業者用の飲料水、食料等の備蓄に関すること。 

イ 災害が発生した場合又はそのおそれがある場合、指定管理者は区にその旨を連

絡するとともに必要な措置を講じるものとする。また、災害対応に講じた措置を

記録し、区に書面にて報告すること。 

② 東京都帰宅困難者対策条例に基づいた対応 

指定管理者は、東京都帰宅困難者対策条例に基づいた周辺地域における住民と

の連携及び協力、事業所防災計画の作成及び周知、一斉帰宅の抑制、飲料水や食料

などの備蓄、安否確認手段の周知等に努めること。 

③ 区や区民への協力活動 

指定管理者は、区の防災対策事業及び区民が行う応急対策、復旧及び復興に関す

る活動に協力することとします。 

④ 施設利用者の安全確保 

指定管理者は、施設利用者の安全を確保し、施設内の安全な場所に誘導すること

とします。また、人的被害があった場合は、応急救護を行い、消防署及び区へ連絡

することとします。 
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⑤ 被害状況の報告 

災害が発生した場合又はそのおそれがある場合、指定管理者は、施設内と施設周

辺の被害状況を調査し、区にその旨を連絡するとともに必要な措置を講じるものと

します。また、指定管理者は災害対応に講じた措置を記録し、区に書面にて報告し

てください。 

また、施設の一部又は全部が利用できなくなった場合は、指定管理者が施設利用

者への周知や施設の利用予定者に連絡を行うこととします。 

⑥ 災害発生時の施設使用 

大規模災害が発生した場合、施設を防災拠点として区が利用または利用を決定

した場合、指定管理者は、区から施設の引き渡し要請に基づき、区に施設を引き渡

すこととします。 

また、施設の引き渡しを行う場合、指定管理者は、使用可能場所を見直し、区と

指定管理者で協議することとします。 

なお、杉並区地域防災計画（震災編）により、高井戸地域区民センターは、救援

隊本隊、第二次救援所、一時滞在施設、被害調査隊活動拠点本部、り災証明発行業

務、生活相談窓口等の防災拠点施設に指定されています。 

⑦ 災害対応の協力 

指定管理者は、区から災害対応の協力について要請を受けた場合、施設の引き渡

し後も、区が実施する災害対応に協力することとします。 

⑧ 費用負担 

区の応急対策活動の要請に協力した際に伴う経費等について、指定管理者は区

にその内容を書面によって報告し、区は内容を確認し、指定管理者と協議のうえ費

用負担を決定します。また、指定管理者が付保した保険により補てんされた金額相

当分については、区の負担に含みません。 

また、施設が通常の目的のために利用できなくなることに伴う指定管理者の収

入減や、時間外の機械設備運転に伴う燃料費、設備類の一時的改変及び復旧費用、

人件費の支出増への補てんは、その都度区と指定管理者とで協議のうえ定めます。 

⑨ 災害対応に関する協定 

指定管理者は、①、イに規定する必要な措置のうち、災害対策基本法第 62条第

２項に規定する応急措置を含む活動に関し、区との間で協定を締結しなければなり

ません。 

⑩ 大規模災害により事業の継続が困難となった場合 

大規模災害等により、電力使用量の削減その他施設の通常の運営に影響を及ぼ

す事態が発生するなどの指定管理者の責めに帰すことができない不可抗力による

事由で業務の継続が困難となった場合は、区と指定管理者とで、事業継続の可否に

ついて協議を行うこととします。 

詳細については、「第６章の４事業の継続が困難となった場合」を参照してくだ

さい。 
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第４章 管理運営に要する経費 

 

１ 会計年度 

 管理運営に係る会計年度は４月１日から翌年３月31日までとします。 

 

２ 指定管理料 

応募に当たっては、区が指定管理者に年度ごとに支払う指定管理料の見込金額（応

募者による試算）を収支計画書（様式６）にて提示してください。 

指定管理料は、応募時の事業計画書と収支計画書の内容を勘案し、区と指定管理者

で協議のうえ、区の予算の範囲内において定めます。 

 

（１）指定管理料の基本的な考え方 

区は、指定管理料を以下のように考え、指定管理者との協議を行います。 

① 区が支払う指定管理料は、指定管理業務に要する支出予定額から指定管理者の収

入見込額を差し引いたものを基本とします。 

 

指定管理料＝指定管理業務に要する支出予定額（※１）－指定管理者の収入見込額（※２） 

 

※１ 自主事業に関する支出は含みません。 

※２ 室場・備品等の利用料金収入、コピー機・製版印刷機の使用料金収入、スポーツ振興事業

収入、高井戸地域区民センター駐車場の利用料金収入を基本とし、自主事業に関する収入

は含みません。 

② 指定管理料は、会計年度ごとに定め、指定管理者と協議のうえ、後述する当該年

度の年度協定書に規定します。区の支払いは四半期ごとの分割払いを原則とし、詳

細は基本協定書に定めます。 

③ 毎年度の指定管理料は、年度途中の補正を行いません。ただし、大規模な自然災

害の発生などが起きた場合は、この限りではありません。 

今回の公募に当たり、指定管理料の見込金額の上限は、各年度とも次のとおりとし

ます。 

（指定管理料）254,000,000 円（税込） 

 

３ 収入 

（１）利用料金 

本指定管理は、地方自治法第244条の２に定める利用料金制をとり、各施設の条

例に規定する利用料金(別紙６「施設利用料金一覧」参照)を、指定管理者の利用料
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金収入の項目、単価とします。各施設の利用回数については、別紙７「利用状況一

覧」を参考にしてください。 

駐車場利用料金、高齢者活動支援センターの浴室利用料金、高井戸温水プールの

スポーツ振興事業に伴う収入（高井戸温水プール利用料金）も、利用料金収入とな

ります。 

ただし、高齢者活動支援センターの講座室、多目的室の夜間利用は、目的外使用

許可を伴うため、その使用料は指定管理者の収入にはなりません。区に払い込みを

していただきます。 

① 利用料金の収入年度は、施設等の利用日ではなく、利用料金を収納した日の属す

る年度とします。 

② 各施設の室場の利用料金については、利用者の前払いによる事前収納が可能です。

しかし、指定管理開始以後の予約が確定している室場の利用料金については、切

り替え時期であることから、区による事前収納は行いません。 

③ 指定管理期間が終了する最終年度は、翌年度の利用料金の事前支払いは受け付

けせず、事前収納を行なわないこととします。 

 

（２）自主事業に関する収入 

自主事業に関する収入は、当該事業の実施経費に充てていただきます。実施経費

との差分は、指定管理者独自の収入となります。 

 

４ 支出 

指定管理者が支出する経費は、第３章２に定めるとおり、原則、指定管理者が行

う維持管理・運営業務に伴う経費、外部委託したときの委託料等の経費、その他管

理運営に必要なものの全てとします。 

また、自主事業に関する支出は、全て指定管理者独自の支出とします。 

 

５ 経理と管理口座 

指定管理業務、当該指定管理業務にかかわる委託業務、自主事業、指定管理者となっ

た法人その他の団体の会計を明確に分離し、指定管理に関する事業報告等で説明でき

るよう、会計事務は独立させてください。注意事項は以下のとおりです。 

 

（１）会計の独立 

指定管理者としての会計は、指定管理者となった法人その他の団体それ自体の会

計とは分離、独立させてください。また、指定管理業務、自主事業についても、説明

が可能な状態で管理するものとします。 
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（２）口座の独立 

金融機関の口座は、指定管理業務専用の口座を用意し、指定管理業務の収支は、

指定管理者となった法人その他の団体の他の口座とは別の口座管理としてください。 

なお、自主事業については、会計事務上説明が可能であれば、口座の分離までは

求めません。 
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第５章 公募・選定  

 

１ 公募選定のスケジュール 

募集要項等の配布から業務開始までのスケジュール（予定）は、以下のとおりです。 

内 容 期 日 

募集要項の配布開始 令和３年４月 28日(水) 

現地見学会・説明会参加申込受付 令和３年４月 30日(金)～５月 13日(木) 

現地見学会・説明会 令和３年５月 17日(月) 

募集に関する質問の受付 令和３年５月 17日(月)～５月 21日(金) 

募集に関する質問への回答 令和３年６月１日(火) 

応募書類の受付 令和３年６月３日(木)～６月 11日(金) 

第一次審査の結果通知 令和３年７月下旬 

第二次審査 令和３年８月上旬 

選定結果の通知 令和３年８月下旬 

指定管理者の指定の議決 令和３年 10月 

指定管理者の指定の告示 令和３年 10月 

基本協定及び令和４年度協定の締結 令和４年４月１日 

杉並区議会が指定管理者の指定の議決を行わなかった場合又は否決した場合におい

ても、区は、候補者となった後の準備行為に関する費用を含め、応募者が応募に関し

て負担した費用は一切補償しません。 

 

２ 応募資格等 

応募者は、当該施設の管理運営業務を円滑に遂行することができる団体とし、次に

示す応募資格を満たすものとします。 

 

（１）応募資格 

① 令和３年４月１日時点で、集会施設等（※１）における管理業務の実績を２年以

上有することとします。 

② 令和３年４月１日時点で、体育施設(プール）（※２）における管理業務の実績を

２年以上有することとします。 

③ 応募者は、法人格を有する単独の団体又は法人格を有する複数の団体により構成

された共同事業体（以下、「共同事業体」という。）であることとします。 

④ 共同事業体で応募する場合は、共同事業体を代表する団体（以下「代表団体」と

いう。）を定めることとします。なお、共同事業体による応募の場合は、上記の実

績を有する団体が代表団体又は構成団体に含まれており、実績を有する業務分野

を自ら担わなければなりません。 

⑤ 共同事業体の構成団体は、別の共同事業体の構成団体となっていないこと又は単
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独での応募者となっていないこととします。なお、次項の欠格事項に該当する団体

（構成団体のうち一つの団体でも次項に該当する共同事業体もまた同じ）は、応募

することができません。 

 

※１「杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例」に基づく施設又はこれに類

似する施設（施設規模 3,000㎡以上のもの） 

※２「杉並区体育施設に関する条例」に基づく施設又はこれに類似する施設 

 

（２）欠格事項 

以下の事項に該当する団体（構成団体のうち一つの団体でも次項に該当する共同

事業体もまた同じ）は、指定管理者の候補者及び指定管理者になることはできませ

ん。 

① 杉並区長、副区長、杉並区議会議員及び地方自治法第 180条の５第１項及び第３

項に定める委員会の委員又は委員が、代表者その他の役員である団体 

② 地方自治法施行令第 167 条の４並びに建設工事競争入札参加者の資格に関する

告示（平成 17年杉並区告示第 690号・第 691号）及び物品買入れ等競争入札参加

者の資格に関する告示（平成 17年杉並区告示第 692号・第 693号）の規定に基づ

き競争入札に参加することができない団体 

③ 杉並区競争入札参加有資格者指名停止基準（昭和 61年 10月１日施行）に基づく

指名停止期間中である団体 

④ 当該団体又はその代表者が国税又は地方税を滞納している場合 

⑤ 地方自治法第 244条の２第 11項の規定により指定の取消しを受けたことがあり、

指定の取消しを受けてから２年を経過しない団体 

⑥ 当該団体の役員（法人でない団体にあっては、当該団体の代表者）の中に、次の

いずれかに該当する者がいる団体 

ア 公の施設の管理を行うために必要な契約を締結する能力を有しない者 

イ 破産者で復権を得ない者 

⑦ 会社更生法(平成 14年法律第 154号)第 17条第１項に基づく更生手続開始の申立

て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条第１項に基づく再生手続開

始の申立ての手続きをしている団体 

⑧ 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項に掲げる暴力団又は当該団体の役員が同条第 6 号に掲げる暴力団員であ

る団体及びそれらの利益となる活動を行う団体 

⑨ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的としてい

る法人等及び特定の公職（公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第３条に規定す

る公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若し

くは公職にあたる者又は政党を推薦し、支持し、又はこれに反対することを目的と

している法人等 
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⑩ 宗教の教義を広め、儀式行為を行い、又は信者を強化育成することを主たる目的

としている法人等 

⑪ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147号）

第５条及び第８条に規定する処分を受けている法人等又はその構成員の統制下に

ある法人等 

 

３ 応募手順 

（１）募集要項等の公表 

募集要項は、令和３年４月 28日(水)より、杉並区役所公式ホームページ 

からダウンロードできます。なお、窓口では、募集要項は配布しません。 

 

（２）現地見学会・説明会の実施 

対象施設の現地確認（改修時設計図書の閲覧を含む）及び施設に関する説明会を

実施します。応募される団体等は、できるだけ参加してください。ただし、会場の都

合により参加人数は各団体とも２名以内とします。共同事業体として参加される場

合も、共同事業体で２名以内とします。 

なお、募集要項は、各自でご持参ください。 

① 開催日時 令和３年５月 17 日（月） 午後２時から午後４時まで 

※ 施設設備の詳細等については、改修時竣工図の閲覧を基本とします。

竣工図の複写はできません。 

※ 現場の確認は、入室等が可能な場合のみとなります。当日は休館日

で館内整理を行っているため、作業を行っている室場等は入室できな

いため、施設の全てを確認することはできません。 

② 場  所 高井戸地域区民センター (杉並区高井戸東３-７-５) 

③ 参加申込 令和３年４月 30 日（金）から５月 13 日（木）午後５時まで 

④ 提出方法 「現地見学会・説明会参加申込書」（様式７）を、電子メールで「問い合

わせ先」（表示の裏参照）までお送りください。 

 

（３）質問の受付及び回答 

応募を予定している団体から募集要項の内容に関する質問を受け付けます。 

① 受付期間 令和３年５月 17 日(月)～５月 21 日(金)午後５時まで 

② 提出方法 「募集要項に関する質問書」（様式８）に記入のうえ、電子メールに添

付のうえ「問い合わせ先」（表紙の裏参照）までお送りください。 

 

送信メールのタイトルは次のとおりとします。 

「高井戸地域区民センター等指定管理：募集要項質問（団体名）」 

これと異なるタイトルによる提出は受付けないことがあり、そのことによる不利

益について、区は一切責任を負いません。 
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③ 回  答 質問と回答は、令和３年６月１日（火）までに杉並区役所公式ホー

ムページに掲載します。 

なお、質問内容が不明瞭なもの、意見の表明と解されるもの等に

ついては、回答いたしません。 

 

（４）応募書類の受付 

応募書類は以下のとおり受け付けます。書類の詳細は別紙 10「応募書類一覧」を

ご覧ください。 

① 受付日時 令和３年６月３日（木）から６月 11日（金）まで ※土日祝日除く 

受付時間は午前９時から午後５時まで（最終日は午後５時必着） 

② 受付方法 申請書類は持参を原則とします。郵送による提出も可能ですが、遅配

を含む事故については、当区は責任を負いません。電子メールに応募

書類を添付しての申請は受付けません。 

③ 受付場所 杉並区役所区民生活部地域課（杉並区役所西棟７階） 

 

４ 審査・選定に関する事項 

（１）選定の手順 

指定管理者の候補者の選定は、次の手順により行います。 

① 形式審査 

団体から提出された応募書類は、提出時点で必要書類が漏れなく整っているか

を区が確認します。不足等がある場合は補完を求めますが、提出期限までに必要書

類が準備できない場合は、第一次審査の対象から除外いたします。 

② 第一次審査 

団体から提出された応募書類に対し、「杉並区立高井戸地域区民センター外２施

設指定管理者候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）」が第一次審査（書

類審査）を行い、評価点が満点の 60％以上の上位得点団体（３団体程度）を第一

次審査通過団体として選定します。 

なお、選定委員の判断により、第一次審査に当たって、補足説明資料を求めるこ

とがあります。その場合は区の指示に従い、速やかに回答してください。 

第一次審査の結果は、令和３年７月下旬に、形式審査を通過した全ての応募団体

へお知らせします。共同事業体で応募した場合は代表団体あてにお知らせします。 

また、第一次審査通過団体に対しては、第二次審査の日程、実施方法等を合わせ

て通知します。 

③ 第二次審査 

第一次審査（書類審査）通過団体について、令和３年８月上旬に第二次審査（プ

レゼンテーション・ヒアリング）を行います。 

なお、第二次審査のプレゼンテーション及びヒアリングでは、責任者候補者が説

明を行ってください。 
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④ 指定管理者候補者の選定 

選定委員会は、第一次審査、第二次審査の採点結果を総合的に判断し、応募団体

の順位付けを行い、指定管理者の候補者を選定します。ただし、いずれの応募団体

も一定の基準に達しない場合、候補者を選定せず、再度公募を行う場合がありま

す。また、選定された候補者が所定の業務を履行できないと認められる場合、又は

審査終了後に指定管理者として不適格であることが判明した場合は失格とし、次

点の団体を候補者として取扱うことができるものとします。 

選定結果については、令和３年８月下旬に、第二次審査に参加した全団体へ通知

します。共同事業体で応募した場合は代表団体あてに通知します。 

なお、選定結果については、後日、杉並区公式ホームページに公表します。 

 

（２）主な評価基準 

評価項目 主な評価基準 

①法人の適格性 

・類似業務の運営実績 

・経営状況 

・労務管理状況 

②企画提案の妥

当性 

・当該施設に対する理解と業務への取組み姿勢 

・組織体制及び人員配置 

・管理運営業務に対する考え方 

・施設・設備等の維持管理に対する考え方 

・自主事業の実施について 

・収支計画 

③総合評価 第一次、第二次審査全体を通した総合評価 

 

５ 留意事項 

（１）関係者との接触の禁止 

応募団体の関係者（応募予定団体の関係者を含む）は、選定委員会委員及びこの

募集に関係する区職員との故意の接触（現地確認・説明会への参加、要項に定めら

れた質問等の正当な行為を除く）を禁じます。接触の事実が認められた場合には、

失格となることがあります。 

 

（２）重複提案の禁止 

応募１団体につき、提案は１提案とします。複数の提案はできません。 

 

（３）提案内容変更の禁止 

提出された書類の内容を変更することはできません。ただし、選定委員会が必要

と認めた場合は、この限りではありません。 
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（４）失格 

次の場合、応募団体は失格となります。 

① 応募書類に、故意に虚偽の記載を行った場合 

② 応募書類が、提出期限までに提出されなかった場合 

③ 応募団体が、参加資格を満たさなくなった場合 

④ 応募団体に、審査の透明性や公正を害する行為があった場合 

⑤ その他、応募に当たり著しく信義に反する行為があった場合 

 

（５）応募書類の取扱い 

応募書類は、理由の如何を問わず返却しません。なお、応募書類に記載した内容

及びプレゼンテーションの内容は、指定管理者として区と契約する仕様内容として

扱います。 

 

（６）費用負担 

応募に要する費用は応募団体の負担とします。 

 

（７）応募書類の著作権及び情報公開への対応 

区が提示する設計図書の著作権は区及び設計者に帰属し、団体の提出する書類の

著作権はそれぞれの作成団体に帰属します。 

なお、提出された応募書類は、杉並区情報公開・個人情報保護条例における「区の

保有する文書等」として、同条例に基づく情報公開請求の対象となります。公開の

可否は、同条例に基づき区が決定します。 

区として、情報公開請求により公開する場合、行政の説明責任を果たすうえで必

要な場合、選定結果を公表する場合、その他行政の行為として必要と認める場合に

は、応募書類の全部又は一部を、無償で使用できるものとします。 

 

（８）追加書類の提出 

選定委員会が必要と認めるときは、追加書類の提出を求める場合があります。 

 

（９）応募の辞退 

応募書類提出後に辞退する場合は、「辞退届」（様式９）を提出してください。 

 

（10）共同事業体構成団体の変更 

共同事業体で応募する場合、書類提出後の代表団体及び構成団体の変更は原則と

して認めません。ただし、合併、商号の変更等、業務執行上の支障がないと区及び選



 

 

25 

 

定委員会が判断した場合には変更を可とします。その際には、区の指示に基づき変

更の書類を提出していただきます。 

 

（11）共同事業体による提案 

共同事業体として提案を行う場合は、代表団体が応募に関する窓口となり、区と

のやりとりの全てを行います。 

また、区が代表団体に対して行った行為は、当該共同事業体全ての構成団体に対

して行ったとみなします。同様に、代表団体が区に対して行った行為は、当該共同

事業体全ての構成団体が区に対して行ったものとみなします。 
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第６章 協定の締結及び準備に関する事項等  

 

１ 協定の締結 

（１）指定管理者協定 

指定管理者候補者は、杉並区議会の議決後に指定管理者に指定されたのち、区と協

議のうえ、協定を締結します。協定の発効は、指定期間の始期とします。 

協定には、指定期間を通じての基本的事項を定めた「基本協定」の他に、年度ごと

の事項を定めた「年度協定」があります。 

 

（２）災害対応に関する協定 

指定管理者協定を締結した指定管理者候補者は、防災拠点となる高井戸地域区民

センターの災害対応に関する協定を区防災課と別途協議していただきます。 

 

２ 準備業務・引継業務 

指定管理者は協定締結後、直ちに円滑な施設の運営が可能となるよう、準備業務を

行ってください。同時に、自主事業に関する準備も行ってください。 

また、指定管理期間が終了する際に、次期指定管理者への引き継ぎを行うことも必

要となります。 

（１）指定期間前の準備業務 

① 「基本協定」発効までの期間に準備業務として、事業計画書・予算書の作成を行

うものとします。 

② 供用開始までの準備業務として、おおむね以下の業務を行うものとします。 

○職員採用・研修 

○広報宣伝 

○杉並区との連携・調整 

③ 施設利用の利用申込みについて、指定期間前に受付け若しくは承認しているもの

については、そのまま引き継ぐものとします。 

 

（２）指定期間終了時の業務の引継ぎ 

 指定管理期間が終了する前に、区の指定する者(次期指定管理者等)に対して、全

ての業務の引き継ぎを終えてください。 

① 施設利用の利用申込について、指定期間内に受付け若しくは承認しているものに

ついては、そのまま引き継ぐものとします。ただし利用料金は収納せず、区の指定

する者(次期指定管理者等)が収納することとします。 

② 指定期間の終了又は指定の取消しにより区の指定する者(次期指定管理者等)に

業務を引き継ぐ場合は、施設の運営の継続に支障がないよう、円滑に業務の引継ぎ

を行うものとし、施設利用の利用申込その他、必要なデータ等を引き渡すものとし
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ます。 

③ 引継業務に要する費用は、指定管理者及び区の指定する者(次期指定管理者等)の

負担とします。 

 

３ 指定の取消し 

（１）指定の取消し 

区は、条例に基づき、指定管理者による管理が適当でないと認めるときは、指定

管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止

を命ずることがあります。 

この取り消しや停止が指定管理者の責めに帰すべき理由による場合、区の被った

損害について、指定管理者に求償することがあります。指定管理者の被った損害に

ついて、区は賠償しません。 

 

（２）協定が締結できない場合の指定の取消し 

指定管理者が協定の締結までに次に掲げる事項に該当したときは、その指定を取

り消し、協定を締結しないことがあります。なお、この場合においても、区は候補者

となった後の準備行為に関する費用を含め応募者が応募に関して負担した費用は、

一切補償しません。 

① 正当な理由なくして、協定の締結に応じないとき。 

② 財務状況の悪化など、管理運営業務の履行が確実でないと認められるとき。 

③ 著しく社会的信用を損なう行為等により、指定管理者としてふさわしくないと認

められるとき。 

④ 指定管理者としての応募資格を失ったとき又は欠格事項に該当したとき。 

 

４ 事業の継続が困難となった場合 

大規模災害等の、指定管理者の責めに帰すことができない不可抗力による事由で業

務の継続が困難となった場合は、指定管理者と区とで、事業継続の可否について協議

を行います。その結果、事業の継続が困難だと判断した場合、又は一定期間に協議が

整わない場合には、区は指定管理者の指定を取り消すことができます。 

この場合において、指定管理者の被った損害の補償については、区と指定管理者の

協議に基づき定めるものとします。 

 

５ 協定書に定めのない事項及び疑義が生じた場合 

協定書に定めの無い事項について及び協定書に疑義が生じた場合、区と指定管理者

双方が誠意を持って協議するものとします。 
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６ 施設等の変更及び原状回復 

 施設等の変更は原則としてできませんが、精算機等の指定された機器類の設置で必

要な電源配置など、区と協議のうえで、変更を行うことができます。変更を行った場

合は、指定管理終了時に、原状を回復することを基本とします。 

 

７ モニタリング等の実施 

区は、指定期間中にモニタリングのガイドラインに基づきモニタリングを実施する

ものとします。また「労働関係法令遵守の確認について（改定）」（平成24年１月16

日付企画課・経理課通知）に準じた労働関係法令遵守の確認に当たり、指定管理者は

真摯に協力するものとします。併せて、区が必要と認めた際には、社会保険労務士等

による調査を行うことができるものとします。 

なお、モニタリング等の結果は公表します。 

 

８ 履行評価と監査の実施 

区は、毎年度、本指定管理業務の履行評価を行います。区は、指定管理者に対し、

年度の開始前に、履行評価の評価基準を示します。 

なお、指定管理者は、履行評価の結果について、区の説明を求めることができます。 

また、区が年１回実施する財政援助団体等監査の中で、本指定管理業務について、

現場調査を含む事務事業監査の対象となる場合があるほか、必要に応じて、臨時の監

査を実施することがあります。 
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別紙１ 施設概要

 

【有料諸室の概要】 

１ 高井戸地域区民センター 

各室の面積、定員、備品等 

名称 床面積 定員※ 設備・備品等 

第１集会室 97.43㎡ 36人 会議室用机・椅子（定員分） 

第２集会室 91.12㎡ 36人 会議室用机・椅子（定員分） 

第１・２集会室（一体使用） 188.55㎡ 90人 会議室用机・椅子（定員分） 

第３集会室 50.93㎡ 21人 会議室用机・椅子（定員分） 

第４集会室 50.93㎡ 21人 会議室用机・椅子（定員分） 

第３・４集会室（一体使用） 101.86㎡ 50人 会議室用机・椅子（定員分） 

第５集会室 50.93㎡ 24人 会議室用机・椅子（定員分） 

土足不可 

第６集会室(特別室) 33.79㎡ 10人 会議室用机・椅子（定員分） 

第７集会室 67.09㎡ 33人 会議室用机・椅子（定員分） 

フローリング 防振防音のため床嵩上げ 第８集会室 72.04㎡ 33人 

第７・８集会室（一体使用） 139.13㎡ 70人 会議室用机・椅子（定員分） 

第９集会室 109.16㎡ 57人 会議室用机・椅子（定員分） 

壁をたたみ廊下と一体化可能 

水屋 14.44㎡ － 第１和室と合わせて使う 

第１和室(茶室) 39.32㎡ 16人  

第２和室 53.49㎡ 24人  

創作室 85.45㎡ 30人  

料理室 120.03㎡ 40人  

体育室 633.76㎡ 500人 ステージ有、音響・照明等 

音楽室 98.30㎡ 42人 アップライトピアノ、ドラムセッ

ト、音響等 

ピアノ室 13.49㎡ 2人 アップライトピアノ 

電子オルガン室 13.31㎡ 2人 電子オルガン 

※ 定員は標準的なもので、什器の置き方によって増減する。 

破線は、上下の部屋が、一体使用可能であることを示す。 

 

２ 高齢者活動支援センターの概要 

各室の面積、定員、設備等 

名称 面積 定員※ 主な設備、備品等 

第１講座室 51.40㎡ 17名 会議室用机・椅子（定員分） 

第２講座室 53.90㎡ 17名 会議室用机・椅子（定員分） 

第１・２講座室（一体使用） 105.3㎡ 34名 会議室用机・椅子（定員分） 

1



 

 

第３講座室 34.99㎡ 11名  

多目的室 326.53㎡ 90名 

手動スライディングステージ(3,000

×8,000×H600)、スクリーン、ビデ

オプロジェクタ、カラオケ、音響 

※ 定員は標準的なもので、什器の置き方によって増減する。 

 破線は、上下の部屋が、一体使用可能であることを示す。 

 

３ 高井戸温水プールの概要 

各室の面積、定員、設備 

名称 規格 

温水プール 

25ｍプール 25ｍ×13ｍ 6コース 水深 1.1ｍ～1.4ｍ 

サブプール 16ｍ×7ｍ 水深 1ｍ 

幼児プール 5ｍ×7ｍ  水深 0.3ｍ 

ジェットバス 4.95ｍ×4.75ｍ 水深 0.75ｍ 
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資料１ 高井戸地域区民センター外２施設 配置図 
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資料２ 高井戸地域区民センター外２施設 
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資料３ 高井戸地域区民センター外２施設 
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資料４ 
高井戸地域区民センター外２施設 
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資料５ 高井戸地域区民センター外２施設 
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資料６ 
高井戸地域区民センター外２施設 
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別紙２ 遵守すべき関係法令等 

 

 高井戸地域区民センター外２施設に関係する、代表的な法令等を示します。 

杉並区の条例、規則、要綱、基準等については、杉並区役所区政資料室又は杉並区公式ホー

ムページ例規集から確認できます。 

 

〇 地方自治法（昭和22年法律第67号）ほか行政関連法規 

〇 労働基準法（昭和22年法律第49号）ほか労働関連法規 

〇 スポーツ基本法（平成23年法律第78号） 

〇 杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例（昭和53年杉並区条例第40号）及び

同施行規則（昭和54年杉並区規則第１号） 

〇 杉並区立高齢者活動支援センター及びゆうゆう館条例（昭和57年杉並区条例第38号）

及び同施行規則（昭和58年杉並区規則第16号） 

〇 「杉並区体育施設に関する条例（昭和32年杉並区条例第３号）及び同施行規則（昭

和38年杉並区教委規則第23号） 

〇 杉並区自治基本条例（平成14年杉並区条例第47号） 

〇 杉並区個人情報保護条例（昭和61年杉並区条例第39号） 

〇 杉並区情報公開条例（昭和61年杉並区条例第38号） 

〇 杉並区行政手続条例（平成７年杉並区条例第第28号） 

〇 杉並区環境基本条例（平成９年杉並区条例第第３号） 

〇 杉並区環境及びエネルギー管理取扱要綱（平成22年杉並第6962号の６号） 

〇 杉並区プールの衛生管理等に関する条例（昭和50年杉並区条例第24号）、杉並区プー

ルの衛生管理等に関する条例施行規則（昭和50年杉並区規則第52号） 

〇 杉並区環境及びエネルギー管理取扱要綱（平成22年３月31日杉並第69626号） 

〇 杉並区防災対策条例（平成14年杉並区条例第９号） 

〇 杉並区防犯カメラの設置及び利用に関する条例（平成16年杉並区条例第17号） 

〇 杉並区暴力団排除条例（平成24年杉並区条例第５号） 

〇 杉並区物品管理規則（昭和35年杉並区規則第18号） 

〇 杉並区公共施設予約システムの利用に関する規則（平成26年杉並区規則第67号） 

〇 杉並区地域団体の登録等に関する要綱（平成４年５月13日杉区地発第58号） 

○ 杉並区要綱集にある区民生活部地域課の地域区民センターに関係する諸要綱 

〇 杉並区立高齢者活動支援センターの団体登録使用に関する取扱要綱（平成24年２月

27日杉並第58052号） 

9



 

 

〇 杉並区立高齢者活動支援センターの目的外使用及び使用料免除等取扱要綱（平成24

年２月27日杉並第59880号） 

〇 杉並区立高齢者活動支援センター三療サービス事業実施要綱（昭和58年３月28日 

杉老セ準発第56号） 

〇 杉並区体育施設の管理運営に関する要綱（平成29年４月１日杉並第155号） 

〇 杉並区社会体育団体の登録に関する要綱（平成29年４月１日杉並第156号） 

〇 杉並区プール使用基準（平成29年４月１日杉並第2459号） 

〇 杉並区行政財産使用料条例（昭和50年杉並区条例第44号） 

〇 杉並区公契約条例（令和２年杉並区条例第16号） 

〇 施設維持、設備保守点検に関する関係法令 

〇 杉並区小・中学生の体育施設等使用時間に関する要綱（平成2年8月20日杉教社体発

第236号） 

〇 杉並区基本構想 

〇 杉並区総合計画・杉並区実行計画 

〇 その他関係法令等 

○ 施設維持、設備保守点検に関する関係法令 
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別紙３ 高井戸地域区民センターで活動を行う関係団体 

 

高井戸地域区民センターで活動を行う関係団体と活動内容は以下のとおりです。 

 

主な関係団体 活動内容 

高井戸地域区民センター協議会 

高井戸地域住民の相互交流・活動の

拡大を図り、地域のよりよいまちづ

くりを進めるため、地域区民セン

ター・区民集会所を拠点に事業を実

施している任意団体 

・ 高井戸消防まつり     （４月） 
・ 高井戸ちびっ子ぼんおどり（８月） 
・ 高井戸センターまつり  （10月） 
・ 高井戸狂言会         （３月） 
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別紙４ 高井戸地域区民センター駐車場概要 

 

指定管理事業として管理運営を行う、高井戸地域区民センター駐車場の概要は 

以下のとおりです。 

 

  

駐車場の概要 ① 場所 高井戸地域区民センター広場 

② 開場時間 

８：30〜22：00（夜間延長利用者の不在時は早めることがで

きる。） 

③ 休場日 

毎月第３月曜日、年末年始（１２月２８日〜１月４日） 

④ 駐車料金 

15分 １００円（税込） ※上限料金・夜間料金の別設定は

ない 

⑤ 駐車台数 

13台（内、身障者優先車室１台） 

⑥ 減免 

身障者利用、行政利用 

 

管理運営方法 （１）機器の設置 

機器を使用した管理運営の場合、設置及び原状回復に要す

る工事は必要最小限なものとしてください。 

（２）利用者対応 

① 開館時間内の駐車機器及び料金支払い等に対する案内、問

い合わせ対応を行ってください。 

② コンタクトセンターや保守スタッフ等による機器の不具

合や場内の事故等に対する速やかな対応を行ってください。 

（３）駐車場事業者の活用 

可 
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別紙５ カフェ運営及び利用者向け設備設置スペース概要 

 

自主事業として行うカフェ運営及び利用者向け設備の設置スペースについて、概要は

以下のとおりです。 

 

１ カフェ運営 

設備概要 調理・販売・飲食スペース 161.63㎡ 

現指定管理者が用意したカフェ運営のための施設や備品類につい

て、引き継ぎの協議事項とします。 

運営内容 開設時間（開館時間内に限る。）やメニュー（飲料、食事の有無内容

等）、機械化や提携、第三者への委託などの運営形態を提案してくだ

さい。 

 

２ 自動販売機設置スペース 

高井戸地域区民センター ３階２所（※） 

※区の依頼「第３章管理・運営３（４）第三者の設置する自動販売機等」を参照 
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別紙６ 利用料金一覧 

 

１ 高井戸地域区民センター 

 

（１）集会室・和室等 

区分 利用料金 

午前 午後 夜間 延長利用

料金 （午前９時か

ら正午まで） 

（午後１時から

午後３時まで又

は午後４時から

午後６時まで） 

（午後７時から

午後９時まで） 

第１集会室 3,200円 2,100円 2,100円 800円 

第２集会室 3,200円 2,100円 2,100円 800円 

第３集会室 1,700円 1,100円 1,100円 400円 

第４集会室 1,700円 1,100円 1,100円 400円 

第５集会室 1,700円 1,100円 1,100円 400円 

第６集会室（特別室） 1,600円 1,000円 1,000円 400円 

第７集会室 2,100円 1,400円 1,400円 500円 

第８集会室 2,500円 1,600円 1,600円 600円 

第９集会室 3,500円 2,300円 2,300円 800円 

第１和室（茶室） 1,200円 800円 800円 300円 

第２和室 1,700円 1,100円 1,100円 400円 

水屋 300円 200円 200円 100円 

創作室（創作使用） 2,800円 1,900円 1,900円 700円 

創作室（集会使用） 2,800円 1,900円 1,900円 700円 

料理室（15人以下使用） 4,200円 2,800円 2,800円 700円 

体育室（集会使用） 8,900円 8,900円 11,000円 2,200円 

※一体使用の場合、利用料金は各室の合計額。 
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（２）音楽室・体育室等 

区分 利用料金（１時間当たり） 

午前９時から午後９時まで 

音楽室 1,600円 

ピアノ室 200円 

電子オルガン室 200円 

体育室（全面使用） 1,500円 

体育室（半面使用） 800円 

体育室（1/3面使用） 500円 

体育室（1/4面使用） 400円 

 

（３）備品・器具 

備付器具 利用料金 備考 

ピクチャーレールＡ面 １日 1,400円 ２階廊下壁面に設置 

ピクチャーレールＢ面 １日 600円 ２階廊下壁面に設置 

ピアノ １日 400円 音楽室及びピアノ室のピアノを除く。 

ビデオプロジェクター １日 100円  

 

（４）駐車場 

利用時間 利用料金（１台当たり） 

１台 15分までごと 100円 

 

 

 

２ 高齢者活動支援センター 

 

(１) 浴室 

使用区分 
利用料金 

正午から午後４時まで 午後４時から午後７時まで 

１人、１

回につき 

区内に住所を

有する 60歳

以上の者 

200円 

公衆浴場入浴料金の統制額の指定

等に関する省令（昭和 32年厚生省

令第 38号）第２条の規定に基づき、

東京都知事が告示する公衆浴場入

浴料金の価格（以下「公衆浴場入浴

料金の価格」という。）と同一の額 

前記以外の者 
公衆浴場入浴料金の価格

と同一の額 

公衆浴場入浴料金の価格と同一の

額 
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(２) 小浴室 

使用区分 
利用料金 

午前 10時から午後４時まで 

貸切り 
１人、１時間

30分につき 

入浴に介助を必要とする区内

に住所を有する60歳以上の

者であって、その介助を行う

者を同伴するもの 

200円 

 

＜参考＞ 講座室、多目的室 

 使用料なので、指定管理者の収入となりません。利用者から収納し、区に納付してください。 

使用部分 使用料 

夜間 延長使用料 

（午後７時から午後９時まで） 

第１講座室 1,100円 400円 

第２講座室 1,100円 400円 

多目的室 7,600円 2,800円 

 

 

３ 高井戸温水プール 

 

使用区分 利用料金 

一般 
１人、１時間当た

り 

小人（中学生以下） 130円（※70円） 

大人 250円（※130円） 

貸切り ２時間当たり １コース 6,000円 

※ 杉並区在住の 65歳以上の方の平日午前９時～午後２時の利用と、杉並区内の障害者の方で 

証明書をお持ちの方は半額になります。 
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別紙７ 利用状況一覧 

 

１ 高井戸地域区民センター 利用状況 

 

【令和２年度】 

 

室  名 

利用 

可能 

コマ数 

予約 

件数 

（総数） 

予約 

件数 

（有料分） 

予約 

件数 

（無料分） 

時間帯別件数（総数） 

午前 午後① 午後② 夜間 

第１集会室 1,022 330 270 60 90 109 86 45 

第２集会室 1,020 301 237 64 77 94 95 35 

第１・２集会室 

（一体使用） 
― 139 ― ― 45 45 36 13 

第３集会室 1,079 541 502 39 149 158 145 89 

第４集会室 1,075 444 411 33 127 133 108 76 

第３・４集会室 

（一体使用） 
― 56 ― ― 9 13 12 22 

第５集会室 1,073 648 646 2 202 171 164 111 

第６集会室 1,034 390 355 35 123 146 82 39 

第７集会室 1,074 603 601 2 137 149 189 128 

第８集会室 1,080 684 677 7 173 158 175 178 

第７・８集会室 

（一体使用） 
― 259 ― ― 19 81 90 69 

第９集会室 1,066 272 192 80 85 86 59 42 

第１和室 1,074 578 578 0 181 157 134 106 

水屋 1,108 28 28 0 0 20 8 0 

第２和室 1,060 483 483 0 192 149 112 30 
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※ 一体使用が可能な各室の「予約件数（総数）」及び「時間帯別件数」には、一体使用時のものを含

んでいます。 

※「時間帯別件数」の有料・無料の別についてはお示しすることはできません。 

※ 令和２年４月１日～６月５日は臨時休館していました。 

 

【令和元年度】 

 

創作室 1,067 122 101 21 37 59 21 5 

料理室 1,007 57 34 23 27 15 10 5 

音楽室 3,317 998 995 3 256 289 226 227 

ピアノ室 3,317 3,103 3,103 0 813 810 782 698 

電子オルガン室 3,318 2,824 2,824 0 720 775 715 614 

体育室 3,480 2,924 2,912 12 711.5 742.41 746.33 723.83 

ピクチャーレールＡ

面 
251 31 26 5 - - - - 

ピクチャーレールＢ

面 
251 31 26 5 - - - - 

ピクチャーレール A面・Ｂ面

（一体使用） 
282 31 26 5 - - - - 

室  名 

利用 

可能 

コマ数 

予約 

件数 

（総数） 

予約 

件数 

（有料分） 

予約 

件数 

（無料分） 

休館時間帯別件数（総数） 

午前 午後① 午後② 夜間 

第１集会室 1,236 437 378 59 110 127 129 71 

第２集会室 1,237 406 347 59 92 133 120 61 

第１・２集会室 

（一体使用） 
― 172 ― ― 31 50 53 38 

第３集会室 1,298 715 691 24 184 222 197 112 

第４集会室 1,295 682 642 40 199 197 176 110 

第３・４集会室 

（一体使用） 
― 61 ― ― 4 21 14 22 
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※ 一体使用が可能な各室の「予約件数（総数）」及び「時間帯別件数」には、一体使用時のものを含

んでいます。 

※「時間帯別件数」の有料・無料の別についてはお示しすることはできません。 

※ 令和２年３月９日～３月 31日は臨時休館していました。 

 

第５集会室 1,296 922 904 18 264 223 220 215 

第６集会室 1,236 538 504 34 171 184 109 74 

第７集会室 1,296 843 814 29 201 224 216 202 

第８集会室 1,296 994 961 33 226 266 236 266 

第７・８集会室 

（一体使用） 
― 382 ― ― 38 127 145 72 

第９集会室 1,297 573 465 108 140 174 140 119 

第１和室 1,295 781 760 21 240 236 178 127 

水屋 1,296 61 44 17 4 31 20 6 

第２和室 1,296 805 780 25 263 250 172 120 

創作室 1,274 246 195 51 76 122 41 7 

料理室 1,225 221 133 88 84 89 34 14 

音楽室 3,886 1,674 1,587 87 438 502 337 397 

ピアノ室 3,885 3,701 3,667 34 933 938 925 905 

電子オルガン室 3,895 3,364 3,329 35 833 870 827 834 

体育室 3,916 3,336 3,200 136 809.08 818.16 842.75 866.5 

ピクチャーレール

Ａ面 
297 40 26 14 - - - - 

ピクチャーレール

Ｂ面 
297 33 19 14 - - - - 

ピクチャーレール A 面・Ｂ

面（一体使用） 
321 32 19 13 - - - - 
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【平成 30年度】 

 

室  名 

利用 

可能 

コマ数 

予約 

件数 

（総数） 

予約 

件数 

（有料分） 

予約 

件数 

（無料分） 

時間帯別件数（総数） 

午前 午後① 午後② 夜間 

第１集会室 1,352 551 479 72 131 168 161 91 

第２集会室 1,352 503 423 80 103 166 158 76 

第１・２集会室 

（一体使用） 
― 254 ― ― 49 81 80 44 

第３集会室 1,376 811 765 46 220 252 225 114 

第４集会室 1,380 779 724 55 223 236 211 109 

第３・４集会室 

（一体使用） 
― 53 ― ― 8 19 13 13 

第５集会室 1,380 942 923 19 236 247 253 206 

第６集会室 1,352 594 556 38 156 213 145 80 

第７集会室 1,378 869 832 37 221 225 233 190 

第８集会室 1,377 984 956 28 209 272 220 283 

第７・８集会室 

（一体使用） 
645 385 368 17 38 137 131 79 

第９集会室 ― 598 ― ― 139 177 148 134 

第１和室 1,380 768 747 21 241 237 171 119 

水屋 1,378 60 49 11 8 33 16 3 

第２和室 1,380 788 766 22 260 266 167 95 

創作室 1,332 350 282 68 88 178 66 18 
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※ 一体使用が可能な各室の「予約件数（総数）」及び「時間帯別件数」には、一体使用時のものを含

んでいます。 

※「時間帯別件数」の有料・無料の別についてはお示しすることはできません。 

 

 

【平成 29年度】 

 

料理室 1,289 267 176 91 113 86 48 20 

音楽室 4,140 1,861 1,770 91 455 585 375 446 

ピアノ室 4,116 3,890 3,857 33 988 964 976 962 

電子オルガン室 4,140 3,373 3,340 33 856 879 837 801 

体育室 4,061 3,469 3,330 139 834.67 829.99 870.83 933.16 

ピクチャーレール

Ａ面 
312 39 27 12 - - - - 

ピクチャーレール

Ｂ面 
312 53 41 12 - - - - 

ピクチャーレールA

面・Ｂ面（一体使用） 
319 33 21 12 - - - - 

室  名 

利用 

可能 

コマ数 

予約 

件数 

（総数） 

予約 

件数 

（有料分） 

予約 

件数 

（無料分） 

時間帯別件数（総数） 

午前 午後① 午後② 夜間 

第１集会室 1,312 554 487 67 124 167 166 97 

第２集会室 1,312 475 365 110 101 157 145 72 

第１・２集会室 

（一体使用） 
― 229 ― ― 47 74 69 39 

第３集会室 1,380 837 808 29 204 240 241 152 

第４集会室 1,380 804 779 25 218 241 207 138 

第３・４集会室 

（一体使用） 
― 67 ― ― 9 23 18 17 

第５集会室 1,380 892 873 19 245 219 240 188 
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※ 一体使用が可能な各室の「予約件数（総数）」及び「時間帯別件数」には、一体使用時のものを含

んでいます。 

※「時間帯別件数」の有料・無料の別についてはお示しすることはできません。 

 

 

 

 

第６集会室 1,312 644 614 30 161 229 146 108 

第７集会室 1,379 850 800 50 196 232 215 207 

第８集会室 1,376 1,031 1,005 26 232 276 221 302 

第７・８集会室 

（一体使用） 
― 398 ― ― 35 144 140 79 

第９集会室 1,379 634 543 91 150 193 164 127 

第１和室 1,378 722 703 19 256 209 133 124 

水屋 1,380 60 49 11 5 30 22 3 

第２和室 1,380 741 719 22 252 256 125 108 

創作室 1,269 374 340 34 86 176 70 42 

料理室 1,287 299 197 102 117 105 56 21 

音楽室 4,132 2,011 1,922 89 454 606 480 471 

ピアノ室 4,131 3,929 3,797 132 987 979 985 978 

電子オルガン室 4,140 3,580 3,547 33 919 917 918 826 

体育室 3,998 3,357 3,235 122 792.24 810.84 836.83 916.84 

ピクチャーレール

Ａ面 
305 51 34 17 - - - - 

ピクチャーレール

Ｂ面 
305 40 23 17 - - - - 

ピクチャーレールA

面・Ｂ面（一体使用） 
334 40 23 17 - - - - 
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２ 高齢者活動支援センター 利用状況 

※ 令和元年度：３月９日～３月 31日は臨時休館、令和２年度：４月１日～６月 15日は臨時休館 

講座室・ 

多目的室 

平成 29年度 平成 30年度 令和元年度※ 令和２年度※ 

使用日

数 

稼働率

（％） 

使用日

数 

稼働率

（％） 

使用日

数 

稼働率

（％） 

使用日

数 

稼働率

（％） 

第一 

講座室 

午前 299  87% 235  81% 275  84% 189 69% 

午後 286  83% 241  83% 281  86% 221 81% 

夜間 265  77% 181  63% 203  62% 60 22% 

第二 

講座室 

午前 287  83% 230  80% 252  77% 170 63% 

午後 268  78% 231  80% 257  79% 190 70% 

夜間 224  65% 159  55% 181  56% 52 19% 

第三 

講座室 

午前 85  33% 115  40% 165  51% 89 33% 

午後 94  37% 138  48% 187  57% 159 58% 

夜間 14  5% 11  4% 15  5% 4 1% 

多目的室 

午前 331  96% 285  99% 300  92% 205 75% 

午後 343  99% 283  98% 315  97% 222 82% 

夜間 283  82% 237  82% 266  82% 115 42% 

合計 2,779  72% 2,346  68% 2,697  69% 1,676 51% 

第一・二 

講座室 

一体使用 

 

午前 206    151    169    131  

午後 150    113    127    75   

夜間 219    149    176    365   

 

浴室   平成 29年度 平成 30年度 令和元年度※ 令和 2年度※ 

高齢者 男性 
12：00～16：00  10,272  7,986 8,996  2,760 

16：00～19：00  470  498 601  447 

高齢者 女性 
12：00～16：00  8,378  6,242 7,423  2,608 

16：00～19：00  411  400 511  329 
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高齢者 計 
12：00～16：00  18,650  14,228 16,419  5,368 

16：00～19：00  881  898 1,112  776 

一般 男性 
12：00～16：00  156  91 139  32 

16：00～19：00  1,285  881 631  333 

一般 女性 
12：00～16：00  120  114 126  11 

16：00～19：00  817  685 526  349 

小学生 
12：00～16：00  19  14 20  0 

16：00～19：00  57  56 57  6 

6歳未満 

12：00～16：00  25  6 13  1 

16：00～19：00  99  85 53  11 

合計  22,109  17,058 19,096  6,887 

 

 

小浴室   平成 29年度 平成 30年度 令和元年度※ 令和 2年度※ 

利用者 男性 

10：00～11：30  4  2 1  0  

12：00～13：30  79  46 4  0  

14：00～15：30  58  57 37  0  

利用者 女性 

10：00～11：30  70  69 81  0  

12：00～13：30  82  74 63  0  

14：00～15：30  74  47 40  43  

合計  367  295 226  43  
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３ 高井戸温水プール 利用状況 

※ 令和元年度：３月９日～３月 31日は臨時休館、令和２年度：４月１日～６月 15日は臨時休館 

利用区分 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度※ 令和２年度※ 

一般利用 

大人 97,759  100,388  80,148  62,422  

小人 23,699  24,856  22,073  17,227 

計 121,458  125,244  102,221  79,649 

貸切利用 

大人 4,887  5,100  3,840  2,294 

小人 8,252  8,657  6,294  2,592 

計 13,139  13,757  10,134  4,896 

行政利用 

大人 352  542  1,051  19 

小人 0  0  558  0 

計 352  542  1,609  19 

教室利用 

大人 2,482  2,660  1,622  1,030 

小人 827  905  590  371 

計 3,309  3,565  2,212  1,401 

イベント利用 

大人 445  256  345  279 

小人 288  292  177  148 

計 733  548  522  427 

利用人数計 

大人 105,925  108,946  87,006  66,044 

小人 33,066  34,710  29,692  20,338 

計 138,991  143,656  116,698  86,382 
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別紙８ エネルギーに関する情報 

 

杉並清掃工場から高井戸地域区民センター外２施設への熱供給について 

 

 高井戸地域区民センター外２施設には、隣接する杉並清掃工場から熱供給を受け、施設

の空調、高井戸温水プール、浴場の熱源として利用します。以下の条件等を確認し、経費

積算の参考としてください。 

エネルギー供給の方法は、清掃工場において発生する焼却時余熱を使用して媒体（高温

水）を生成し、高井戸地域区民センター外２施設側に送水します。高井戸地域区民センター

等側では、送水された高温水を直接使用することはしません。高温水から熱を吸収し、エ

ネルギーとして使用する方法としています。 

供給されるエネルギー量については、清掃工場を所管する東京二十三区清掃一部事務組

合と杉並区で協定を結び、決められています。供給量は以下のとおりです。 

 

１ 高温水の温度、圧力 

   （杉並区側 熱交換器での条件） 

区分 温度（℃） 圧力（MPa） 

送り 95 0.7MPa以下 

還り 80 － 

 

２ 供給熱量 

    最大 １０，０５０，０００キロジュール／時 

 

この供給条件と供給量は、清掃一組と区の協定によるもののため、事業者が変更するこ

とはできません。 

高温水供給は、通年終日を基本としていますが、杉並清掃工場の施設保守点検等の理由

により、年間で 15日程度の停止があります。また、事故等による緊急措置による熱供給停

止は、年間 15日程度と想定してください。この熱源供給停止期間中は、補助ボイラー四基

を運転し、空調等の熱源とします。 

なお、熱供給の停止が年度内 30日以上となった場合や長期の供給停止の連絡があった場

合等は、指定管理者と区の協議事項とします。 
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別紙９  高井戸温水プールの業務基準 

 

 以下は、高井地域区民センター外２施設の一般的な運営に関する業務に加え、高井戸温水プール

の運営に関し区が指定管理者に要求する業務の基準を示すものです。 

 

１ 高井戸温水プールの維持管理及び監視業務 

（１）業務内容 

プール監視業務、日常管理業務、水質等管理業務、清掃業務、受付業務を行ってください。 

運営は、「体育施設運用マニュアル」「杉並区プール使用基準」に基づくこととします。 

「プール監視業務配置人員」については、以下を最低基準とし、利用者の安全を確保するた

めに充分な監視計画（以下の分担による）を立てることとします。 

      Ｔ＝タワー（監視台による監視） 

     Ｐ＝パトロール（巡回監視） 

      Ｃ＝コントロール（監視室内からの監視） 

  Ｒ＝レスト（緊急時には救助に向かえる体制での待機） 

※ 施設の安全管理上支障がない場合は、区と協議のうえ、その内容を変更できること

とします。 

 

＜プール監視業務配置人員＞ 

区  分 従事人数 

責任者兼衛生管理者 
常時いずれかが１人以上 

副責任者兼衛生管理者 

救護員 常時１人以上 

監視員  平日（７月２０日～８月３１日を除く） ２人以上 

監視員  土日祝祭日及び７月２０日～８月３１日 ３人以上 

 

＜従事者の資格等＞ 

責任者兼衛生管理

者、副責任者兼衛

生管理者 

公的な機関や公益法人等の実施するプールの安全及び衛生

に関する講習会等を受講し、「（公財）日本体育施設協会水

泳指導管理士」の資格またはこれと同等以上の資格を取得し

ている満２２歳以上の常勤職員で、水質に関する基本的知

識、プール水の浄化消毒についての知識等を有し、プール管

理のための施設の維持、水質浄化装置の運転管理、その他日

常の衛生管理に精通した者を配置するものとします。 

監視員 公的な機関や公益法人等が実施する水上安全、救助方法及

び応急手当に関する講習会等を受講し、「日本赤十字社水上

安全法救助員」の資格またはこれと同等以上の資格を取得し

ている満１８歳以上で者で、一定の泳力を有する者。 

常時監視員として従事する者のうち半数以上の者がこの

資格を有していることが必要であるものとします。 
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救護員 公的な機関や公益法人等が実施する救急救護訓練を受け、

「日本赤十字社救急法救急員」の資格またはこれと同等以上

の資格を取得している満１８歳以上の水泳ができる者であ

るものとします。 

なお、男女更衣室巡回等のため、従事者は、男女半々とな

るように配慮することとします。 

 

（２）使用方法 

   以下の貸切区分以外は、一般使用とします。なお、７月１日～９月１５日は、一般使用のみ

とします。 

貸切区分 火曜日  ９時～１９時  ２コース 

水曜日 １３時～１９時  ２コース 

木曜日   ９時～２１時  ２コース 

金曜日 １５時～２１時  ２コース 

 

（３）優先利用 

行政使用等 ○ 区民体育祭等大会、区が自ら行政目的に使用する場合や、

区が共催、後援等を行う事業で使用する場合とし、６ヶ月

前から使用の予約ができるものとします。 

○ 区の承認を得て公益財団法人杉並区スポーツ振興財団が

行う事業で使用する場合は、４ヶ月前から使用の予約がで

きるものとします。 

指定管理者の実施

する事業 

○ 指定管理者が実施する各種スポーツ事業等のための使用

は、使用日の属する月の４ヶ月前から予約できるものとし

ます。 

 

（４）その他 

区内の温水プールで共通で利用できる温水プール使用券（プリペイドカード）は、区が用意

します。 

また、本施設で販売されたプリペイドカードの売上額と、本施設でのプリペイドカードの利

用額について集計を行い、その差額を、指定管理者と区は、会計年度ごとに精算するものとし

ます。 

 

２ 事業の提供 

（１）スポーツ振興事業（指定管理業務として実施する事業の提供） 

① スポーツの日に実施する無料開放事業等記念事業 

より多くの区民が、スポーツに気軽に親しめるよう、スポーツの日に無料開放等の記念の

イベントなどを行うものとします。 

② スポーツ教室等の事業 

   地域スポーツ活動を推進するため、杉並区として実施することがふさわしい各種スポーツ

事業のうち、主に次の目的で企画、立案及び実施するものとし、事前に区と協議のうえ決定す
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るものとします。 

   ・子どもから高齢者、障害のあるなしにかかわらず、スポーツをする機会の少ない者を対象

とした事業。 

・杉並区スポーツ推進計画「健康スポーツライフ杉並プラン」における「無関心タイプ」「実

行間近タイプ」を対象とし、始める・続けるための工夫を講じた事業。 

 

（２）自主事業 

 施設の効果的活用や利用者の利便性の向上を図るため、指定管理者が、自己の費用と責任に

より、指定管理事業を妨げない範囲において実施が可能です。募集要項の第３章「２ 業務の

範囲」（４）の指定管理者の自主事業の条件を満たすこととし、あらかじめ区と協議を行い、

その承認を得るものとします。 

   なお、自主事業として実施するスポーツ教室は、区民にスポーツを普及し、健康体力の維持

増進を図るとともに、自主的、継続的な地域スポーツ活動を推進するための教室・イベントな

どとします。スポーツ振興事業で実施するスポーツ教室と、自主事業で実施するスポーツ教室

の考え方は下記を参考にして計画するものとします。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他の必須業務 

（１）利用者アンケートへの協力 

指定管理者は、年１回、区が行う利用者アンケートに協力するものとします（配票及び回収）。 

 

（２）指定管理者評価委員会での報告 

指定管理者は、区が設置する指定管理者評価委員会の求めに応じて、報告等を行うこととし

ます。 

 

（３）利用者懇談会等の設置 

施設利用者から施設の運営について意見等を聴く利用者懇談会を開催するなど、利用者サー

ビスの向上など効果的な施設の運営に努めるものとします。 

  

◆スポーツ振興事業で実施するスポーツ教室と、自主事業で実施するスポーツ教室◆ 

   

スポーツ振興事業で実施するスポーツ教室は、指定管理者に対し区が義務付けるものです

が、自主事業で実施するスポーツ教室は、指定管理者が施設の設置目的に反しない範囲で、

提案するものとなります。 

区では、原則（1）のいずれかに該当する教室をスポーツ振興事業と想定しています。 

 たとえば、初心者を対象とした教室であっても、運動・スポーツを現在行っていない人が

参加するような工夫が見られない場合などは、スポーツ振興事業ではなく、自主事業となり

ます。 

 また、「健康スポーツライフ杉並プラン」における「ときどきタイプ」「継続タイプ」の方

を対象とした事業についても、自主事業となります。 

 提案のあった教室をどちらの事業とみなすかについては、上記基本的な考えを踏まえ、最

終的には指定管理者と区の協議の中で決定します。 
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別紙 10 応募書類一覧 

№ 帳票名 様式 
必須・ 
任意別 提出部数 

１ 指定管理者指定申請書（様式１） 様式１ 必須 １（正１） 

２ 
誓約書 

※指定管理者候補者に選定された場合に有効になる 
様式２ 必須 １（正１） 

３ 
共同事業体届出書兼委任状 

※共同事業体で応募する場合のみ 
様式３ 任意 １（正１） 

４ 申請団体の定款 写し 必須 １（正１） 

５ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 原本 必須 １（正１） 

６ 団体概要（様式４） 様式４ 必須 11（正１副 10） 

７ 事業計画書（様式５）※説明資料添付可 様式５ 必須 11（正１副 10） 

８ ISO27001 登録証、プライバシーマーク認定証 写し 任意 11（正１副 10） 

９ 収支計画書（様式６） 様式６ 必須 11（正１副 10） 

10 

直近３期分の財務諸表等 

事業報告書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算

書、勘定科目内訳明細書、個別注記表、法人税申告書（別表

一、四、五、五の二） 

写し 必須 ２（正２） 

11 法人税納税証明書及び消費税納税証明書（直近３年分） 写し 必須 ２（正２） 

12 

「納税の猶予許可通知書」又は「納税証明書（その１）」な

ど、新型コロナウイルス感染症等の影響により納税の特例猶

予を受けている旨を証する書類 

写し 任意 ２（正２） 

13 

就業規則 

※資料が多い場合、労働基準法関連の主要部分が記載されたものだ

けでも構いません。（例：マイカー通勤規程・社内保養所利用規程

等は必要ありません） 

任意様式 必須 ２（正１副１） 

14 
時間外・休日労働の労使協定書（36協定書） 

※過半数労働者代表者名はマスキングすること。 
写し 任意 ２（正１副１） 

15 

労働者名簿（直近１年分）、賃金台帳（直近３か月分）、出勤簿（直

近３か月分） 

※有期雇用、無期雇用の職員について、住所氏名をマスキングした

状態で各１名分 

任意様式 必須 ２（正１副１） 

16 No.15にて対象とした職員の労働条件通知書 任意様式 必須 ２（正１副１） 

17 社会保険料の算定基礎届と総括表の提出分（前年分） 写し 必須 ２（正１副１） 

18 労働保険料概算・確定申告書（前年分） 控え 必須 ２（正１副１） 

① 正本を除き副本には団体名を記載しない、又は、団体名部分をマスキングしてください。 
② 任意と表示のものでも該当する場合は必須とします。 
③ 共同事業体の場合、No.4～6、No.10～12、No.13～18の書類は代表団体のみでなく、各構成団体
からも提出をお願いいたします。 
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別紙 11 応募書類作成要領 

 

応募書類作成要領 

 

１ 応募書類作成方法 

応募書類のうち、様式４「団体概要」、様式５「事業計画書」及び様式６「収支計画書」は、下記の

内容に従って作成してください。また、審査の公平性を保つため、副本の提出書類には法人名等の記

載はせず、添付書類等においても法人が特定されるような記載がある部分をマスキングして提出して

ください。 

文字数は問いませんので、１ページに納まらない場合は、複数ページになっても構いません。印刷

は片面、両面どちらでも構いません。また、別に作成した書類（表や図含む）を添付しても構いませ

ん。罫線枠は自由に追加して作成してください。 

 

項番 書類 記載内容等 

１ 様式４ 

団体概要 

４－１ 

団体の概要を記載してください。法人の名称、代表者名は正本１部にのみ記

載し、副本 10部には記載しないでください。 

２ 

様式４ 

団体概要 

４－２ 

過去５年間の自治体における集会施設、スポーツ施設に係る類似業務実績を

集会施設・スポーツ施設の別、指定管理・業務委託の別がわかるように記載

してください。実績として記載可能な施設は、集会施設を含む施設は延床

3,000 ㎡以上のものとします。スポーツ施設については記載する施設規模を

限定しません。 

３ 様式５ 

事業計画書 

５－１ 

① 本指定管理者公募への応募動機を記載してください。 

② 施設の設置目的や公募の趣旨等を踏まえ、集会施設と公園施設の複合施

設として運営する上での基本方針を記載してください。 

４ 様式５ 

事業計画書 

５－２ 

関係団体等が高井戸地域区民センターで行う活動内容に対する協力につい

て、基本的な考え方を記載してください。（別紙３参照） 

５ 様式５ 

事業計画書 

５－３－１ 

責任者に予定されている者の経歴等を記載してください。責任者が未定の場

合は、資格や業務経験等の責任者に充てる人材についての基本的な考え方を

記載してください。 

６ 
様式５ 

事業計画書 

５－３－２ 

募集要項「第３章 管理・運営 ２ 業務の範囲（１）」に示す各業務の執行

体制(組織)、人員配置、月間勤務ローテーションについて、体制図やローテー

ション表を添付する等し、具体的に記載してください。また、個別業務を再

委託する予定がある場合は、業務名と委託先をそれぞれ記載してください。 

７ 
様式５ 

事業計画書 

５－４ 

① 高井戸地域区民センター外２施設での受付案内業務における利用者へ

の接遇について、基本方針や対応方法について記載してください。また、

バリアフリー法に基づく接遇方針についても記載してください。 

② 高井戸地域区民センター外２施設における利用率向上に向けた取組み
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について、なるべく具体的に記載してください。 

③ クレームやトラブル対応への体制のほか、未然防止対策や再発防止策等

についても記載してください。 

④ 個人情報保護や情報公開に関する体制の整備、各種マニュアルの作成状

況、情報セキュリティのための研修状況等について記載してください。ま

た、情報セキュリティ ISO27001や個人情報保護に関するプライバシーマー

クの取得状況について、その有無いずれかに○印を付け、有の場合は認証

取得時期を記載の上、登録証のコピーを提出してください。申請中の場合

は申請中であることが分かる書類を添付してください。 

８ 

様式５ 

事業計画書 

５－５ 

① 施設・設備の修繕、長期保全計画等の維持管理についての考えを、集会

施設及び高齢者施設について、またスポーツ施設について、それぞれ記載

してください。 

② 日常の施設利用の安全管理について、どのように取り組むかを、集会施

設及び高齢者施設について、またスポーツ施設について、それぞれ記載し

てください。 

③ 高井戸地域区民センター駐車場の管理方法について、別紙４の概要を踏

まえて、具体的な提案を記載してください。 

９ 様式５ 

事業計画書 

５－６ 

スポーツ振興事業について、高井戸温水プールを利用した事業実施計画を、

収支を含め具体的にご提案ください。必要に応じて企画提案の内容を分かり

やすく、より具体化するための資料を添付してください。 

10 様式５ 

事業計画書 

５－７－１ 

高井戸温水プールを利用した自主事業の実施について、収支を含めた具体的

な計画をご提案ください。必要に応じて企画提案の内容を分かりやすく、よ

り具体化するための資料を添付してください。 

11 様式５ 

事業計画書 

５－７－２ 

施設を利用した講座やイベント等の実施について、収支を含めた具体的な計

画を３個程度記載してください。必要に応じて企画提案の内容を分かりやす

く、より具体化するための資料を添付してください。 

12 様式５ 

事業計画書 

５－７－３ 

高井戸地域区民センター内のカフェスペースの運用について、別紙５の概要

を踏まえて、具体的な計画を記載してください。必要に応じて企画提案の内

容を分かりやすく、より具体化するための資料を添付してください。 

13 様式５ 

事業計画書 

５－７－４ 

自主事業として行う、利用者の利便性を向上させるために実施するサービス

等について具体的な提案を記載してください。自動販売機を設置する場合に

は別紙５の概要を参考としてください。 

14 様式６ 

収支計画書 
指定管理期間各年度の収支計画を記載してください。 
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様 

式 

６ 

様 

式 

５ 

－７ 

様 

式 

５ 

－６ 

様 

式 

５ 

－５ 

２ 応募書類の書式 

（１）応募書類の大きさはＡ４版縦、横書き、左綴じとします。 

（２）添付書類は、見易さ等に配慮してＡ４版横又はＡ３版（綴じる際はＡ４版の大きさに折り込んで

ください。）印刷は片面、両面を問いません。 

 

３ 応募書類の提出方法 

（１）別紙10「応募書類一覧」の№1～No.5については、綴じないで提出してください。 

（２）別紙10「応募書類一覧」の№10～No.12については、Ａ４縦版ファイルに綴じた正本を２部提出し

てください。 

（３）別紙10「応募書類一覧」の№13～No.18については、Ａ４縦版ファイルに綴じた正本を１部、副本

を１部提出してください。 

（４）別紙10「応募書類一覧」の№６、№７、№９について、様式４「団体概要」、様式５「事業計画書」

及び様式６「収支計画書」については、Ａ４縦版ファイルに綴じた正本を１部、副本を１０部提出

することとし、表紙には添付の「表紙」を使用してください。表紙以降は、以下の図の順に綴じて

ください。なお、添付書類は、各項番に応じて綴じてください。 

※ №８のISO27001登録証、プライバシーマーク認定証がある場合は、様式５－４の後に挟み込ん

でください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）各項番には、インデックスラベルを付ける又は仕切りカードを用いるなど、それぞれの提出書類

（添付書類）・項番が検索できるようにしてください。 

 

（６）ファイルの表紙及び背表紙に「杉並区立高井戸地域区民センター外２施設指定管理業務」と記し、

正本には、応募事業者名を記載し、副本には、応募事業者名は記載しないでください。 

様 

式 

５ 

－４ 

様 

式 

５ 

－３ 

 

 

様 

式 

５ 

－２ 

様 

式 

５ 

－１ 

 

  様 

式 

４ 

－２ 

様 

式 

４ 

－１ 

 

 

 

表紙 
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表紙 

 

杉並区立高井戸地域区民センター外２施設 

指定管理業務 

 

応募書類 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※正本１部のみ事業者名記入                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

整理記号（※事務局記入） 



 

（様式１） 

 

指定管理者指定申請書 

 

令和  年  月  日 

杉並区長 宛 

 

 

所在地 

申請者  名 称 

     代表者            ㊞ 

 

 

下記のとおり、杉並区立高井戸地域区民センター、杉並区立高齢者活動支援セン

ター及び杉並区高井戸温水プールの管理に関する業務を行いたいので、杉並区立地

域区民センター及び区民集会所条例第１４条第２項、杉並区立高齢者活動支援セン

ター及びゆうゆう館条例第１２条第２項及び杉並区体育施設等に関する条例第１８

条第２項の規定により申請します。 

 

記 

 

 

１ 管理を行う施設の名称 

杉並区立高井戸地域区民センター 

杉並区立高齢者活動支援センター 

杉並区高井戸温水プール 

２ 管理を行う施設の所在地 杉並区高井戸東三丁目７番５号 

３ 添付書類 

本申請書のほか、高井戸地域区民センター外２施設指定管理者募集要項 

別紙１０「応募書類一覧」で指定された書類 

 

 

 

受付年月日 整理記号 

令和 年 月 日  

事務局記入 

  



 

（様式２） 

令和  年  月  日 

 

 

杉並区長 宛 

 

 

所在地 

申請者  名 称 

代表者         ㊞ 

 

 

 

誓 約 書 

 

 （団体名又は共同事業体名）は、下記のとおり誓約いたします。 

 

記 

 

一、 （団体名又は共同事業体名）は、杉並区立高井戸地域区民センター外２施設指

定管理者募集要項に定められた応募資格を全て満たしており、欠格事項には

該当しておりません。 

 

一、 指定管理者指定申請書及び添付書類の記載内容に相違ありません。 

 

一、 （団体名又は共同事業体名）の責に帰すべき事由により、失格となり又は申請

が却下されても異議はありません。 

 

以 上 

 

 

 

  



 

（様式３） 

令和  年  月  日 

 

杉並区長 宛 

 

 

共同事業体届出書兼委任状 

 

下記の団体は、杉並区立高井戸地域区民センター外２施設の指定管理者に応募す

るため、募集要項に基づき共同事業体を結成することを約し、以後、この共同事業

体と杉並区との間における下記の事項は、下記代表団体に委任します。 

なお、この共同事業体の当該指定管理者応募に瑕疵ある場合及び当該指定管理者

に指定され、その業務遂行に伴い発生するこの共同事業体の債務については、各構

成団体が連帯して責任を負います。 

 

記 

 

共同事業体の名称   

共同事業体の代表団体 

（受任者） 

所在地 

名 称 

代表者                     ㊞ 

代表団体とともに共同

事業体を構成する団体 

（委任者） 

所在地 

名 称 

代表者                     ㊞ 

所在地 

名 称 

代表者                     ㊞ 

共同事業体の成立、 

解散の時期 
 

委 任 期 間   

委 任 事 項  

１ 指定管理者の指定の申請及び応募書類の提出に関すること 

２ 申請の取下げに関すること 

３ 杉並区との協定の締結に関すること 

４ 指定管理料の請求及び受領に関すること 

５ その他指定管理者と杉並区との間の協議に関すること 

本書のほかに共同事業体の結成を証する書類（契約書、協定書等）の写しを提出してくださ

い。 



 

（様式４）団体概要 

 

４－１ 団体概要 

法人等の名称  

代表者名 （役職名） 

 

（氏 名） 

所在地 〒   － 

電話番号  

FAX番号  

E-mail  

設立年月日  

法人等の目的  

沿革  

主な事業内容  

※共同事業体の場合は個別の団体ごとに作成し添付してください。 

 

 

  



 

４－２ 自治体における集会施設、スポーツ施設に係る類似業務実績 

 自治体名 施設名 受託業務概要 
施設規模

(㎡) 
期間 

１      

２      

３      

４      

５      

６      

７      

８      

９      

10      

※過去５年間の実績を記載してください。 

※必要に応じて枠を追加してください。表中の罫線枠は、自由使用とします。 

※「受託業務概要」には、集会施設・スポーツ施設の別、指定管理・業務委託の別をそれぞれ

記載してください。 

※「施設規模」について、集会施設は延床 3,000 ㎡以上のものを記載してください。スポー

ツ施設については施設規模を問いません。 

 

  



 

（様式５）事業計画書 

５－１ 業務実施に当たっての基本的な考え方 

※以下①～②について、具体的な考え方等を記載してください。 

 ①応募動機 

 

②施設の設置目的や公募の趣旨を踏まえ、集会施設、高齢者施設、スポーツ施設の複

合施設として運営する上での基本方針 

 

  



 

 

５－２ 関係団体等への協力について 

※別紙３記載の関係団体等への協力について、基本的な考え方を記載してください。 

 

  



 

 

５－３ 組織体制及び人員配置 

５－３－１ 責任者に予定されている者の経歴等 

※責任者が未定の場合は、資格や業務経験等の責任者に充てる人材についての基本的な考え方を「業

務経歴等」の欄に記載してください。 

氏名 年齢（令和３年４月１日時点） 

  

所属・役職 

 

業務経歴等（現在の担当業務を含む） 

 

５－３－２ 業務の執行体制（組織）と勤務ローテーションの考え方 

※募集要項「第３章 管理・運営 ２ 業務の範囲（１）」に示す各業務に係る月間勤務ローテーショ

ン表を添付すること。 

※個別業務を再委託する予定がある場合は、業務名と委託先をそれぞれ明記すること。 

 



 

５－４ 管理運営に関する業務について 

※以下①～④について、基本的な考え方等を記載してください。 

 ①受付案内業務の基本姿勢及び接遇に対する基本的な考え方  

※バリアフリー法に基づく接遇方針についても記載してください。 

 

②利用者増加や利用率向上に向けた取組み 

 



 

③施設運営上のクレーム・トラブル対応への体制のほか、これらの未然防止対策及び発

生後の再発防止策に対する基本的な考え方 

 

 ④個人情報保護及び情報公開への取組み 

※個人情報保護や情報公開に関する体制の整備、各種マニュアルの作成状況、研修状況等を記載

してください。 

  

 ※情報セキュリティＩＳＯ２７００１又はプライバシーマーク認証取得状況（登録証の写しを添付） 

 認証名 認証の有無 認証取得時期等 

 ＩＳＯ２７００１ 有 ・ 無  

 プライバシーマーク 有 ・ 無  



 

 

５－５ 施設・設備の維持管理について 

※ 以下①～③について、基本的な考え方等を記載してください。 

 ①施設・設備の維持管理を行う上での基本姿勢 

※ 施設・設備の修繕、長期保全計画等について、集会施設及び高齢者施設と、スポーツ施設につ

いて、それぞれ記載してください。 

 

②施設利用の安全管理についての取組み 

※ 日常の安全管理について、集会施設及び高齢者施設と、スポーツ施設についてそれぞれ記載

してください。 

 

③高井戸地域区民センター駐車場の管理方法について 

※ 管理方法及びコスト面について、具体的な提案を記載してください。 

 



 

  

５－６ スポーツ振興事業について 

高井戸温水プールを利用した事業実施 

※ 収支を含めた具体的な計画をご提案ください。必要に応じて企画提案の内容を分かりやすく、

より具体化するための資料を添付してください。 

 

５－７ 自主事業について 

５－７－１ 高井戸温水プールを利用した事業実施 

※ 収支を含めた具体的な計画をご提案ください。必要に応じて企画提案の内容を分かりやすく、

より具体化するための資料を添付してください。 

 



 

 

 

 

５－７－２ 施設を利用した講座・イベント等の実施 

※ 講座やイベント等の実施について、収支を含めた具体的な計画を３個程度ご提案ください。

必要に応じて企画提案の内容を分かりやすく、より具体化するための資料を添付してください。 

 

５－７－３ カフェスペースの運用 

※ 収支を含めた具体的な計画をご提案ください。必要に応じて企画提案の内容を分かりやす

く、より具体化するための資料を添付してください。 

 

５－７－４ 利用者の利便性向上のため実施するサービス等 

※ 自主事業として実施するサービス等について、具体的な提案を記載してください。 

（例：自動販売機等の設置） 

 



（様式６－１）収支計画書（収支総括表）
[単位：円／税込（10％）]

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

指定管理者の収入見込額（Ａ）

指定管理業務に要する支出予定額（Ｂ）

指定管理料　[（Ｂ）－（Ａ）]

見　込　額

項　　　　目



（様式６－２）収支計画書（収支項目）

[単位：円／税込（10％）]

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

高井戸地域区民センター

高齢者活動支援センター

高井戸温水プール

計

スポーツ振興事業収入 高井戸温水プール

コピー機・製版印刷機使用料収入 高井戸地域区民センター

収　入　合　計（Ａ）

指
定
管
理
者
の
収
入
見
込
額

項　　　　目

金額

利用料金収入

高井戸地域区民センター駐車場の利用料金収入



収支計画書（様式６-３）
【令和○年度】
高井戸地域区民センター・高齢者活動支援センター・高井戸温水プール

[単位：円／税込（10％）]

項目 金額

総括責任者・副総括責任者
受付案内業務
清掃業務
巡回警備

地域区民センター広場排水溝定期清掃、喫煙所日常清掃・
定期清掃、芝生地管理、施設２階テラス植込み剪定

駐車場管理
空調換気設備
給排水衛生設備
電気設備
環境衛生
消防用設備
建築基準法関係防災設備等
自動ドア
電話交換機
昇降機
コピー機・製版印刷機
ピアノ調律
自動制御装置
防犯カメラ
機械警備
光熱水費
修繕費
消耗品費
廃棄物処理
害虫駆除
スポーツ振興事業（高井戸温水プール）
その他（※）
その他（※）
その他（※）

経　費　合　計

指
定
管
理
業
務
に
要
す
る
支
出
見
込
額

（※）必要な項目は、その他の欄に適宜追加してください。その他項目の経費は、「本指定管
理による管理運営費」として算定してください。



 

（様式７） 

令和  年  月  日 

 

杉並区長 宛 

 

 

団 体 名  

担当部署  

担 当 者  

所 在 地  

電 話  

E - m a i l  

 

現地見学会・説明会参加申込書 

 

下記のとおり、杉並区立高井戸地域区民センター外２施設の指定管理施設見学

会・説明会に参加したいので申し込みます。 

 

記 

 

出席者 

部 署 ・ 所 属 

※共同事業体の場合は個別団体名及び部署 
氏 名 

  

  

  

※令和３年４月 30日（金）から５月 13日（木）午後５時までに、電子メールで提

出してください。 

※電子メール送信後、担当まで送信の確認電話をお願いします。 

 

 

 

  



 

（様式８） 

令和  年  月  日 

 

杉並区長 宛 

 

 

団 体 名  

担当部署  

担 当 者  

所 在 地  

電 話  

E - m a i l  

 

募集要項に関する質問書 

 

下記のとおり、杉並区立高井戸地域区民センター外２施設指定管理者募集要項

に関して質問をします。 

 

                  記 

 

№ 質問事項 

 ※募集要項のページ、項目を具体的に指定して質問してください。 

  

  

  

※令和３年５月 17日（月）から５月 21日（金）午後５時までに、電子メールで提

出してください。 

※電子メールの件名は「高井戸地域区民センター等指定管理：募集要項質問（団体

名）」とし、送信後、担当まで送信の確認電話をお願いします。 

 

  



 

（様式９） 

令和  年  月  日 

 

杉並区長 宛 

 

 

所在地 

申請者  名 称 

代表者         ㊞ 

 

 

 

辞 退 届 

 

 

下記の理由により、令和  年  月  日付で行った杉並区立高井戸地域区

民センター外２施設の指定管理者指定申請を取り下げ、選定を辞退いたします。 

 

 

 辞退の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 




