
 
提 案 の 概 要 

 

施設名：緑スポーツセンター      

団体名：株式会社ＪＰＮ        

 

（１）管理運営全般について 

①施設の管理運営に対する方針等 

＜施設の運営方針＞ 

 公共体育施設の役割を理解し、適切な管理運営を行ない、市民サービスの向上と運営コスト

の削減を実現します。 

≪施設の運営方針≫ 

１． スポーツ振興への寄与・施設設置価値向上 

(1) 市民ニーズに即したサービスの提供とイベントの実施 

(2) 生涯学習としてのスポーツや運動の推進 

(3) 利用環境の改善（利便性の向上）・新しいサービス概念の提案 

(4) 施設の改修や改装・設備の改修や更新 

(5) 行政が行なうスポーツ振興活動への協力 

２． 格差の無い平等性・公共性に配慮した施設運営 

(1) 公共施設という特性を理解した接客（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｻｰﾋﾞｽという意識） 

(2) 公平性の高い接客対応 

(3) 障がい者利用の推進 

(4) お客様目線でのサービス提供 

(5) 関係法令・規則の遵守（コンプライアンス） 

３． 地域に根差した施設運営の推進 

(1) 積極的な名古屋市民の雇用・名古屋市内業者の選定 

(2) 地域住民・地域施設・地域団体との良好な関係構築 

(3) 地域に愛される施設、誇りに感じていただける施設の推進 

４． コミュニケーション・居場所（活動場所）の提供・情報提供 

(1) 地域・個人・家族・仲間などのコミュニケーション向上 

(2) 子どもが遊べる安全な環境提供 

(3) 積極的な情報提供や交換の充実 

５． 安心・安全な環境を安定的に提供 

(1) 安全環境の維持と事故防止策の展開 

(2) 緊急対策の準備と訓練 

６． 長期的な維持管理を目的とした適切な管理 

(1)   実績を活かした施設（設備）維持とメンテナンス 

(2)   衛生環境の維持 

(3)   設備の更新や将来性を見据えた修繕の実施 

７． 行政・施設管理に関わる各所との良好なパートナーシップ構築 

(1) 行政（担当課・担当者）との良好な関係構築 



 
(2) 行政方針への協力支援 

(3) 施設運営関係団体との関係構築 

８． その他 

(1) 職員の専門性向上（資質向上） 

(2) 省エネ・ＣＯ２排出量の低減 

(3) 新技術の導入（利便性向上・環境対応の向上） 

②管理運営体制 

＜組織・人員の配置・体制＞ 

 以下の体制を構築し対応する。繁忙期については適切な運営水準を確保すべく増員する。 

 
また、施設を円滑、適切に運営するため、他施設の責任者を集めた会議や施設運営会議などを

定期的に行なう。 

 

＜市民の平等利用に関する考え方＞ 

 職員に必要な教育を実施し、ユニバーサルサービスという意識を職員が持たせます。サービ

スに対する考え方を統一し、透明性や公正を大切にし、マニュアル一辺倒のサービスとならな

いよう注意します。 

 

＜人材育成に係る対応＞ 

 施設サービスに適した人財の確保に努め、適性の高い職員を採用します。職員には必要な研

修や資格取得の機会を提供します。長期的な雇用の推進を図り、高齢者雇用においては年齢制

限を設けません。 

 

＜事故発生時の対応、災害時の危機管理体制＞ 

 日常運営（安全管理・衛生管理）、異常発生時（事件・事故・災害など）に、適切な対応が実

現されるようにマニュアルの整備をはじめ、訓練を定期的に実施し備えます。様々な状況想定

と行い、消耗品や緊急用備品などを施設に配備します。施設が不安全な状態に陥った場合には

サービスを停止し、緊急体制へと移行できる環境を整備、行政と協議の上で再開をめざします。
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運営上発生しうるリスクに対して適切な賠償保険に加入します。 

 

＜情報の保護及び管理体制＞ 

 名古屋市情報保護条例及び社内規定を合わせ、個人情報を保護します。情報保護を目的とし

た必要備品を整備し、管理者の選任、管理ルールの徹底を図ります。また、発生リスクに対し

て適切な保険に加入します。 

 

＜施設の修繕・保守点検計画＞ 

 施設の特性に合わせ、計画性のある施設管理・修繕を有資格者や経験豊富な人財で対応して

いきます。保守点検の計画と実施について協力会社のビルメンテナンス業者に委託し、日常点

検による運営状況の把握をさせ、保守点検の状況チェックを行ないます。修繕の緊急性・必要

性を考慮し実施することはもちろん、スポーツ振興課様と適時協議の上で実施していきます。

また、日常管理を徹底し職員による軽修繕を実施します。 

 

（２）実施業務の計画について 

①指定管理業務 

＜利用者意見の聴取・反映方法＞ 

 お客様のご意見は施設の運営改善のヒントになると考え、お客様からの直接ヒアリング、ア

ンケート、意見箱、インターネット（ＨＰ）から聴取していきます。ご意見は分類して管理し、

回答は館内に掲示するなどして公開します。対応改善についてはスポーツ振興課様とも協議の

上で実現を目指していきます。 

 

＜地域連携・ボランティア連携について＞ 

 地域に根差した施設運営を目指し、地域やお客様に愛される施設づくりを進めます。地域団

体、地域組織やボランティア団体などと積極的に交流を図り、施設も地域の一団体としての浸

透を図ります。行政の行なうイベントにも積極的に協力参加し、スポーツ振興や健康増進を目

的としたイベントを企画、提供していきます。 

 

＜サービス向上の取組み＞ 

 多くのお客様を集客するために、来場しやすい環境、満足度を高める様々な取組み、継続性

を高める施設利用への動機付けにつながるサービス環境を提供します。リライタブルカードを

使った独自券の発行と来場ポイント制度を継続的に提供します。交通系電子マネーでの決済環

境の維持。開館時間延長の継続。ポイント制度とも連携した定期教室の開講、スポット教室や

イベントの開催の充実を図ります。また、トレーニング室のマシン更新やレイアウト変更など

使い勝手の向上を目指した取組みも実施していきます。 

 

②自主事業（実施している場合） 

＜自主事業＞ 

 来場ポイント制度継続（リライタブルカード）、電子マネー決済システム継続に対して周辺機

器（機材）の一部更新、開館時間延長の継続などを行ない、トレーニング室のマシン再更新な

どのサービス財の更新も行ないます。運営収入の増を目的としたデジタルサイネージを継続し



 
ます。施設の特性に合わせた教室やイベントの立案を行ない施設内外（周辺）のさらなる活用

を目指し、他の指定管理者、近隣の公的施設や関係団体とも連携した企画に行ない、スポーツ

や運動に対する動機づけを強化、地域連携を推進していきます。また、管理期間中に周年を迎

える場合には地域やお客様に向けた還元事業を記念事業として実施します。 

 

（３）収支計画について 

①管理運営にかかる費用等 

＜指定管理料の提案額＞ 

 
 

＜収支計画：緑スポーツセンター＞ 

【平成 30 年度】 

 
 

【平成 31 年度】 

 
 

 

 

 

 

 

 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

緑スポーツセンター 84,755千円 85,500千円 85,500千円 85,500千円 86,340千円

金額 予算項目

73,488千円 利用料収入・市の施策教室収入

金額 予算項目

158,743千円 人件費・管理費・消耗品費など

500千円

84,755千円

収入

支出

自主事業の利益の指定管理料への充当額 （Ｃ）

指定管理料　（Ｂ）-（Ａ）-（Ｃ）

各科目

実施しなければならない業務 (Ａ)

各科目

管理運営経費　(Ｂ)

金額 予算項目

73,583千円 利用料収入・市の施策教室収入

金額 予算項目

159,583千円 人件費・管理費・消耗品費など

500千円

85,500千円

収入

支出

指定管理料　（Ｂ）-（Ａ）-（Ｃ）

自主事業の利益の指定管理料への充当額 （Ｃ）

各科目

実施しなければならない業務 (Ａ)

各科目

管理運営経費　(Ｂ)



 
【平成 32 年度】 

 
 

【平成 33 年度】 

 
 

【平成 34 年度】 

 
 

＜経費削減の手法＞ 

 適切な管理水準を維持しながら培ったノウハウを持って経費の削減を実現します。閑散期・

繁忙期を見極め適切な人員配置を実施、マルチスタッフ制度、有資格者の兼務などにより人件

費の縮減を目指します。備品の共通化や購入業者への一括発注などで消耗品費を縮減します。

新技術や商材の導入によるエネルギーコストの縮減をします。インターネットの活用、委託業

者への一括（複数年）発注などの効率的な契約を実現することで経費を縮減します。 

 

金額 予算項目

73,583千円 利用料収入・市の施策教室収入

金額 予算項目

159,583千円 人件費・管理費・消耗品費など

500千円

85,500千円

収入

支出

指定管理料　（Ｂ）-（Ａ）-（Ｃ）

各科目

実施しなければならない業務 (Ａ)

各科目

管理運営経費　(Ｂ)

自主事業の利益の指定管理料への充当額 （Ｃ）

金額 予算項目

73,583千円 利用料収入・市の施策教室収入

金額 予算項目

159,583千円 人件費・管理費・消耗品費など

500千円

85,500千円

収入

支出

指定管理料　（Ｂ）-（Ａ）-（Ｃ）

各科目

管理運営経費　(Ｂ)

自主事業の利益の指定管理料への充当額 （Ｃ）

各科目

実施しなければならない業務 (Ａ)

金額 予算項目

73,583千円 利用料収入・市の施策教室収入

金額 予算項目

160,423千円 人件費・管理費・消耗品費など

500千円

86,340千円

収入

支出

自主事業の利益の指定管理料への充当額 （Ｃ）

指定管理料　（Ｂ）-（Ａ）-（Ｃ）

各科目

実施しなければならない業務 (Ａ)

各科目

管理運営経費　(Ｂ)


