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児玉郡市広域市町村圏組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成 

１８年児玉郡市広域市町村圏組合条例第３号）に基づき、次のとおり児玉郡市広域市町村

圏組合立余熱利用施設（以下｢余熱利用施設｣という。）の管理を行うもの（以下｢指定管理

者｣という。）を募集します。 

 

１ 対象施設の概要 

（１）名  称   児玉郡市広域市町村圏組合立余熱利用施設 

（２）所 在 地   埼玉県本庄市東五十子１６７番地３ 

（３）設置時期   平成１２年５月１日 

（４）施設概要   詳細は別紙仕様書を参照 

 

２ 施設の管理基準 

（１）休館日  ア 毎週月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律１

７８号）に規定する休日に当たるときは、その翌日） 

        イ １２月３０日から翌年の１月３日までの日 

（２）営業時間 午前１０時から午後１０時まで 

 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 

  業務の範囲は、次のとおりとします。詳細は、別紙仕様書を参照してください。 

  なお、業務は指定管理者が自ら行うことを原則としますが、部分的な業務については、

児玉郡市広域市町村圏組合（以下「組合」という。）の承諾を受けて第三者に委託できる

ものとします。 

（１）余熱利用施設の利用許可に関する業務 

（２）余熱利用施設の利用に供する業務 

（３）余熱利用施設の利用に係る料金の収受に関する業務 

（４）余熱利用施設の維持管理に関する業務 

（５）上記に掲げるもののほか、余熱利用施設の管理運営上、管理者が特に必要と認める

業務 

 

４ 指定期間 

指定期間は、令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年間とします。 

 

５ 応募資格 

（１）指定期間中、当該施設を安全かつ円滑に管理運営することができる関東地方１都６

県に事業所を置く法人その他の団体及びこの団体を含む複数の団体により構成された

グループ（以下「グループ」という。）であること。ただし、必ずしも法人格を必要と

しませんが、個人では応募できません。 
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（２）法人その他の団体並びにその代表者及び役員が次の者に該当していないこと。 

  ア 法律行為を行う能力を有しない者 

  イ 破産者で復権を得ない者 

  ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）等の規定に基づき更生又は再生の手続きを行っている者 

  エ 暴力団（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号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又はその構成員若しくは暴

力団の構成員でなくなった日から５年を経過していない者 

  オ 暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過し

ていない者の統制下にある者 

  カ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準

用する場合を含む。）の規定により児玉郡市における一般競争入札等の参加を制限さ

れている者 

  キ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定による指

定の取消しを受けてから３年を経過しない者 

  ク 国税及び地方税を滞納している者 

  ケ 児玉郡市広域市町村圏組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

（平成１８年条例第３号）第４条第１項第４号の規定に抵触することとなる者 

  コ 本組合における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又

は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

（３）複数の法人等でグループを構成して申請する場合は、代表者を定めて申請してくだ

さい。なお、当該グループの構成員は、他のグループの構成員となり、又は単独で申

請を行うことはできません。また、構成員のいずれかが上記のいずれかに該当した場

合は、指定を受けられません。 

 

６ 選定の基準 

  指定管理者の候補者の選定については、下記の基準により行います。 

（１）施設の設置の目的をかんがみ、平等な利用を確保することができること。 

（２）施設の効用を最大限に発揮することができること。 

（３）施設の管理経費等の縮減が図れること。 

（４）施設の管理を安定的に行える経営基盤を有していること。 

（５）関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に施設の運営を行うことができること。 

（６）指定管理業務を通じて取得した個人情報の保護を徹底できること。 

 

７ 利用料金に関する事項 

（１）児玉郡市広域市町村圏組合立余熱利用施設の設置及び管理に関する条例（平成１９

年児玉郡市広域市町村圏組合条例第１０号。以下｢余熱利用施設設置条例｣という。）第



 
 

3

７条に定める金額を上限として、あらかじめ管理者の承認を得て、利用料金を定める

こと。なお、当該利用料金は指定管理者の収入となります。 

（２）利用料金の減免等 

  ア 指定管理者は、利用料金の全部又は一部を減免することができる。 

  イ 指定管理者は、余熱利用施設の管理上、特に必要があると認めるときは、利用料

金の全部又は一部を還付することができる。 

 

８ 管理経費等 

（１）管理経費 

余熱利用施設の管理に係る全ての費用は、利用料金、指定管理料及びその他の収入（自

主事業収入等）をもって充てるものとします。 

（２）運営の目安 

  余熱利用施設は、平成２０年度より指定管理者により管理運営されていますが、より

現況に近い運営の目安として、平成２６年度から平成３０年度の管理運営に係る管理経

費の実績を掲載します。 

  平成２６年度から平成３０年度の管理運営経費（消費税、地方消費税額を含む。）の詳

細は別表１（人件費と自主事業費は除く）のとおりです。 

  配置人員については、管理運営業務を実施するために必要な業務執行体制を確保する

とともに、労働基準法を遵守し、管理運営を効率的に行うため適正な人数を配置するこ

ととします。 

施設の利用者数及び利用料金収入について、過去５年間の実績は下表のとおりです。 

 

○利用者数及び利用料金収入 
 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
利用者数(人) 175,735 178,132 180,868 182,352 178,294 

利用料収入(円) 48,793,140 49,864,321 50,314,412 49,716,000 47,896,730 

 

○利用者内訳                                                    （単位：人） 
 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

有料 減免 有料 減免 有料 減免 有料 減免 有料 減免 

大人 90,897 6,273 90.166 5,636 89,893 6,018 86,176 5,927 78,136 5,923 

ｼﾙﾊﾞｰ 61,019 4,358 60,381 5,494 62,929 5,247 67,274 4,770 69,981 4,722 

小人 7,979 146 9,910 193 10,948 211 11,461 204 11,965 193 

幼児  5,063  6,352  5,622  6,540  6,628 

小計 159,895 15,840 160,457 17,675 163,770 17,098 164,911 17,441 160,082 17,466 

合計 175,735 178,132 180,868 182,352 177,548 
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○年間券及び回数券発行数                             （単位：冊） 
   項目 
 
種別 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

年間券 回数券 特別 
利用券 年間券 回数券 年間券 回数券 年間券 回数券 年間券 回数券 

大  人 200 571 132 204 659 232 758 197 715 192 653 

ｼﾙﾊﾞｰ小人 96 1,147 55 179 1,571 145 1,566 199 1,639 196 1,724 

合  計 296 1,718 187 383 2,230 377 2,324 396 2,354 388 2,377 

  年間券料金   大人 40,000 円／冊 ・ ｼﾙﾊﾞｰ・小人 30,000 円／冊 

 回数券料金   大人  6,000 円／冊 ・ ｼﾙﾊﾞｰ・小人  3,000 円／冊 

 特別利用券料金 大人  8,000 円／冊 ・ ｼﾙﾊﾞｰ・小人  6,000 円／冊 

  ※特別利用券料金とは、プール天井耐震工事の３か月限定料金 

（３）指定管理料 

  ア 各年度の指定管理料は、下記の各年度別指定管理料上限額表で示す額以内としま

す。なお、この額を超える提案については、受理できませんので注意してください。 

イ 指定管理料は、会計年度毎に組合と指定管理者の協議により決定し、年度協定を

締結します。また、毎年度終了後、提出される業務報告書の収支額が提案された収

支計算書の収支見込み額と著しく異なった場合、指定管理料の調整を協議のうえ行

う場合があります。 

 

〇各年度別指定管理料上限額表 

指定期間 年度別 指定管理料上限額(千円) 
令和２年度（消費税１０％） ５７，３８１ 

令和３年度（消費税１０％） ５７，３８１ 

令和４年度（消費税１０％） ５７，３８１ 

令和５年度（消費税１０％） ５７，３８１ 

令和６年度（消費税１０％） ５７，３８１ 

 

 

 

９ 募集要項等の配布等の日程 

  場  所 期 間 等 

募集要項等の 

配布 

埼玉県本庄市東五十子１５

１番地１ 
児玉郡市広域市町村圏組合
総務課 

０４９５－２７－２２４１ 

令和元年11月１日(金)から11月13日(水)まで
の午前９時から午後４時30分まで 

（土、日、祝日及び正午から午後１時までを
除く） 
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現地説明会 

埼玉県本庄市東五十子１６
７番地３ 
児玉郡市広域市町村圏組合

立余熱利用施設 

令和元年11月15日(金) 午前10時30分より 
※参加を希望される場合は、令和元年11月14

日(木)午後５時までに、別紙４により総務課
まで申し込んでください。なお、参加人員は
１団体２名以内とします。 

募集要項等に
関する質問 

児玉郡市広域市町村圏組合 
総務課 
メールアドレス 

gyoumu@kodamakouiki.jp 

令和元年11月18日(月)から11月20日(水)午

後４時30分までに電子メールで提出してく
ださい。 

募集要項等に

関する回答 

 令和元年11月21日(木)から11月22日(金)午後
５時まで 

回答は、申請書等受領者全員に電子メールで
通知します。 

※下記ホームページからも募集要項等がダウンロードできます。ただし、申請書等の提出書

類はダウンロードできませんので、上記配布場所で受領してください。 
ホームページアドレス   http://www.kodamakouiki.jp  

 

１０ 申請の受付 

（１）受付期間 

   令和元年１１月２５日（月）から令和元年１２月４日（水）までの午前９時から午

後４時３０分まで 

   （土、日、祝日及び正午から午後１時までを除く） 

（２）提出先 

   埼玉県本庄市東五十子１５１番地１ 

   児玉郡市広域市町村圏組合 総務課 

  ＴＥＬ ０４９５－２７－２２４１ 

   ※申請は持参に限ります。申請書等の書類の確認を行いますので、提出に際しては、

事前に電話連絡のうえ、ご持参ください。 

（３）提出書類 

    応募する際には、次に掲げる書類を提出してください。 

書 類 名 称 様 式 等 備 考 

①指定管理者指定申請書 

・児玉郡市広域市町村圏組合公の施設の管

理に関する指定申請書 

条例施行規則様式第１

号 

 

・事業計画書 
・児玉郡市広域市町村圏組合公の施設の管

理に関する収支計算書 

別紙３－１～１３ 
別紙３－１０－１～２ 
（年度ごとに記載） 

別表２の選定基準に

基づく事業計画項目

ごとに記載 

mailto:gyoumu@kodamakouiki.jp
http://www.kodamakouiki.jp
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②団体等に関する書類 
・法人の概要書又はグループ構成員表 別紙１－１、１－２  

・指定管理者指定グループ申請委任状 別紙１－３ グループを構成して

申請する場合 

・応募資格に関する確認書 別紙２－１  

・免許取得状況 別紙２－２  

・法人等の経歴書 自由様式  

・法人等が行っている主要な事業の概要及

び実績 
自由様式  

・暴力団員等の排除に係る調査承諾書 
・役員等名簿 

別紙５－１ 
別紙５－２ 

 

・法人又は団体の役員若しくはこれに準ず

る者の住民票の写 
  

・法人等の定款若しくは寄付行為の写し及

び登記事項証明書又はその他これらに類

する書類 

 〈その他の団体〉 

規約、会則等 

・営業許可又は認可等の証明書   

③団体等の経営状況を示す書類 

・法人等の貸借対照表及び損益計算書又は

これらに類する書類 
提出日現在の属する事

業年度の直近３年間 
〈その他の団体〉 
団体の収支決算書 

・印鑑証明書  〈その他の団体〉 
構成団体のすべての

印鑑証明 

④納税証明書（税金を滞納していない書類） 

・法人税、消費税及び地方消費税について

未納がないことの証明書 
・県税(法人事業税、法人県民税) 
に係る証明書 
・市町税に係る納税証明書 

提出日現在の属する事

業年度の直近３年間 
 
納税義務がない場合は

その旨の申立書 

〈その他の団体〉 
構成団体のすべての

納税証明書等 

１１ 提出部数等 

  ３部（正本１部（バラ綴り）、副本２部（コピー可））とし、Ａ４サイズとします。 

必要に応じて別に電子データも提出していただく場合があります。 

 

１２ 選定等と審査結果通知 
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（１）資格審査 

   次に該当する場合は、失格とします。 

  ア 応募資格要件を欠くとき 

イ  提出書類に虚偽の記載があったとき 

ウ  提出期限までに必要な書類が整わなかったとき 

エ  提案された指定管理料が組合の提示する上限額を超えるとき 

オ  その他不正行為のあったとき 

（２）選定委員会による審査 

    書類審査及びプレゼンテーション（令和２年１月予定）を実施します。 

なお、選定委員会の審査の結果、該当者なしとする場合もあります。 

（３）選定結果の通知 

    令和２年１月下旬（予定）に文書で通知します。 

 

１３ 組合と指定管理者のリスク管理・責任分担 

項  目 内  容 組合 指定管理者 

管理運営業務の変更 法令等の変更により管理運営業務に影

響を及ぼすもの 
〇 〇 

施設の維持管理 施設の保守点検  〇 

施設の安全点検  〇 

小規模修繕（消費税及び地方消費税を含

まず１０万円未満の修繕 
 〇 

上記以外の修繕 〇  

施設の安全管理  〇 

施設管理上の瑕疵による事故  〇 

損害賠償 施設、機器等の不備又は施設管理上の瑕

疵による事故 
〇 〇 

運営上の瑕疵による事故  〇 

保険 建物災害共済保険（火災保険） 〇  

土地賃貸借 施設周囲の駐車場の土地借上げ料 〇  

※ 両方に〇印が付されているものは、事例ごとに協議するものとします。 

※ 指定管理者は、施設賠償責任保険等の第三者に対する補償保険に加入するものとしま

す。 

 

１４ 指定管理者の選定結果通知後の手続等 

（１）組合議会の議決 

指定管理者の指定に係る議案を組合議会に提出し、組合議会の議決を受けます。 

（２）指定管理者との協定 
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組合議会で議決後、指定を受けた者と協定を締結します。 

（３）指定管理業務の準備 

指定管理者の指定から指定期間までの間、業務の習得等の事前研修、必要書類の作

成及び各種印刷物の作成等、指定管理業務を行うための準備を充分に行うものとし、

その費用はすべて指定管理者として指定された法人又は団体の負担とします。 

 

１５ その他 

（１）提出された書類は、お返しできません。また、必要に応じて複写します。（使用は、

組合内及び選定委員会に限る。） 

（２）提出された書類は、情報公開の請求により開示することがあります。 

 

１６ 問い合わせ先 

   埼玉県本庄市東五十子１５１番地１ 児玉郡市広域市町村圏組合 総務課 

   ＴＥＬ ０４９５－２７－２２４１ ＦＡＸ ０４９５－２７－２２４２ 

   E-mail gyoumu@kodamakouiki.jp 

mailto:gyoumu@kodamakouiki.jp
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別 表 １ 

余熱利用施設指定管理者による直近５か年管理経費 
 

（単位：円） 
科目  ＼  年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

消 耗 品 費 7,038,477 2,985,121 3,655,741 4,053,308 3,720,139 

電 気 料 17,071,523 16,720,630 14,458,615 16,648,443 17,325,926 

(年間使用量 kwh) (738,404kwh) (800,528kwh) (808,914kwh) (872,021kwh) (828,012kwh) 

ガ ス 料 10,230,830 6,135,992 5,788,890 6,275,279 6,774,855 

(年間使用量 m3) (39,255m3) (31,947m3) (34,100m3) (30,902m3) (30,676m3) 

水 道 料 9,043,299 8,277,017 8,415,323 9,038,722 9,742,352 

(年間使用量 m3) (40,839m3) (40,109m3) (40,783m3) (43,821m3) (47,250m3) 

燃 料 費 42,603 14,306 9,039 17,326 15,372 

医 薬 材 料 費 7,878 1,224 1,382 3,814 0 

修 繕 料 833,455 475,092 414,007 726,158 1,320,280 

電 話 料 等 367,307 319,591 298,710 347,419 375,721 

手 数 料 361,023 214,186 458,769 234,806 214,840 

保 険 料 352,860 360,998 338,560 357,080 387,230 

委 託 料 8,608,728 8,402,484 8,420,188 8,774,767 8,683,450 

下水道使用料 11,228,700 10,218,882 10,400,862 11,221,122 12,146,952 

(年間使用料 m3) (40,839m3) (40,109m3) (40,783m3) (43,821m3) (47,250m3) 

使 用 料 4,246,651 4,027,772 3,777,118 4,363,782 4,159,914 

公 課 費 2,846,500 2,826,000 2,918,600 2,919,600 3,051,973 

諸 経 費 等 971,222 731,697 425,191 562,527 706,038 

計 73,251,056 61,710,992 59,780,995 65,544,156 68,625,042 

※人件費及び自主事業支出を除く 
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別 表 ２ 
選定基準に基づく事業計画 

 
 事業計画項目 事業計画に記載すべき事項 
１ 基本方針について 施設の設置目的等を踏まえた運営方針 
２ 住民の平等な利用の確保につい

て 
施設運営における利用者の平等な利用確保のための考え方 

 

３ 

事業への具体的な取り組み方に

ついて 
(1)  施設を最大限に有効利用するための方策 

ア 施設を有効利用するための考え方 
イ 利用料金、開館時間、休館日についての考え方 
ウ 利用者に対するより良いサービス提供のための方策 
エ 利用促進のための方策 

(2)  利用者の苦情や要望、意見等への対応方法 
(3)  業務の第三者委託の範囲、理由、委託先に対する考え方 

４ 管理運営業務における改善活動

について 
(1)  利用者ニーズの把握方法、サービス向上のための方策 
(2)  管理運営業務の継続的な見直し、改善のための方策 

 

５ 

施設の運営体制や組織について (1)  業務遂行に必要な組織体制、人員配置、勤務体制につい

ての考え方 
(2)  総括責任者や有資格者の選任、指揮系統や責任権限つい

ての考え方 
(3)  従事者の研修計画及び業務指導等に関する方針、計画 

 

６ 

適正な管理や経理について (1)  事務、会計処理の基準、手続きについての考え方 
(2)  情報公開や監査請求についての考え方 
(3)  ＩＴを活用したデータ管理等についての考え方 
(4)  施設、設備、植栽等の維持管理についての考え方 

 

７ 
 

安全管理、緊急時の対応について (1)  安全対策についての考え方 
(2)  防災、防犯対策及び発生時の対処についての考え方 
(3)  事故や災害時、緊急時の連絡体制についての考え方 
(4)  情報漏えい対策についての考え方 
(5)  現金等の不正使用防止対策についての考え方 

 

８ 

環境、障害者等へ配慮について (1)  省エネ、環境負担の軽減対策についての考え方 
(2)  周辺環境、地域住民等への配慮についての考え方 
(3)  障害者、高齢者、子どもへの配慮についての考え方 

９ 過去の実績等について 類似施設や関連業務の管理運営実績 
（施設等の名称、所在地、期間、業務内容等） 

10 経費縮減のための施設管理運営

方針について 
(1)  施設の管理経費等の縮減についての考え方 
(2)  収支計算書 

11 法令遵守等について 法令遵守についての考え方 
12 個人情報の保護等について 個人情報の保護についての考え方 

13 自主事業の展開について (1)  自主事業の基本方針、実施計画についての考え方 
(2)  自主事業収支計算書 

※ 各事業計画に記載すべき事項で示した内容以外に、記載したい事がある場合は、各該当する様式に 
その他として記載して下さい。 


