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豊明市老人福祉センター指定管理者募集要項 

 

１．指定管理者制度導入の目的 

 豊明市老人福祉センターは、地域の高齢者に対して、各種の相談に応ずるとともに、健

康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって高齢

者に健康で明るい生活を営ませることを目的に設置され、多くの方々に来館していただい

ています。 

この施設の管理は、平成１５年６月の地方自治法の一部を改正する法律（平成１５年法

律第８１号）により、指定管理者制度が導入されました。これは、公の施設の管理につい

て、民間の事業者が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの向上と経費の

削減を図ることとしています。 

現在、豊明市老人福祉センターの管理・運営については、指定管理者制度が導入されて

いますが、平成３１年３月３１日をもって終了します。 

 このことから、本募集要項は、次期指定管理者の候補者の選定するにあたり、豊明市老

人福祉センターの指定管理者による募集に関して地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

及び豊明市公の施設に係る指定の手続等に関する条例（平成２４年１２月２８日条例第３

０号）に基づき必要な事項を定めたものです。 

なお、指定管理者の選定にあたっては、広く事業者を公募し、管理運営及び第５次豊明

市総合計画を推進する創意工夫のある対案を募集します。 

  

２．施設の概要 

（１） 施設の名称 

豊明市老人福祉センター（陶芸会館を含む） 

（２） 施設の目的及び役割 

   豊明市老人福祉センターは、地域の高齢者に対して各種相談に応じるとともに健康

の増進、教養の向上を総合的に供与するために設置されたものです。 

① 高齢者の各種の相談に応じ、適当な援助、指導に関すること。 

② 老人クラブ活動の指導及び育成に関すること。 

③ 高齢者の体育及びレクリエーション活動の指導に関すること。 

④ その他老人福祉事業の増進に関すること。 

（３） 施設の所在地 

豊明市西川町笹原２６番地１ 

（４） 施設の設置年月日 

昭和５２年１０月 

（５） 施設の規模 

１,２１２.６３㎡ 
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（鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 ４階建１階） 

（６） 施設の内容等 

 ア 開館時間 ９時から１６時３０分 

 イ 休館日 

（ア） 毎週月曜日（ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日（以下「国民の祝日」という。）に該当する場合は、

その翌日以後の最も早い国民の祝日でない日とする。 

  （イ） １２月２９日から翌年の１月３日までの日 

  （ウ） 市長が特に必要があると認めたときは、利用時間及び休館日を変更し、又は

臨時休館日を定めることができる。ただし、変更する場合は、指定管理者と市

長が十分協議するものとする。 

（７） 指定期間 

   平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日（期間５年） 

   指定期間については、豊明市議会の議決により正式決定となります。 

   また、指定期間内であっても、管理を継続できないと認めるときは、指定管理を取

消すことがあります。 

 

３．指定管理者が行う業務の範囲 

（１） 施設の運営に関して行わなければならない業務 

 ア 施設等の利用調整、受付、案内業務 

 イ 利用者支援業務 

 ウ 備品等貸出業務 

 エ 広報業務 

 オ 豊明市及び豊明市老人クラブ連合会（以下「市等」という。）の受託事業業務 

（２） 施設の維持管理に対して行わなければならない業務 

 ア 建築物保守管理業務 

 イ 設備機器管理業務 

 ウ 清掃業務 

 エ 備品管理業務 

 オ 保安警備業務 

 カ 環境衛生管理業務 

 キ 廃棄物処理業務 

（３） 自主事業として行うことが可能な業務 

 ア 高齢者対象に関する業務（受託事業業務以外） 

 イ 修繕工事 

 ウ その他事業（ただし、いずれも市が認めた内容に限ります。） 
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（４） その他の業務 

 ア 事業計画書の作成 

 イ 事業報告書の作成 

 ウ 自己評価 

 エ 市が実施する業務への協力 

※  その他詳細については、豊明市老人福祉センター業務仕様書のとおりです。 

 

４．管理者に要する経費、利用料に関する事項 

（１） 指定管理料 

管理者に要する経費は、市からの指定管理料です。 

 指定管理料の上限は、５１，０００，０００円（５年）です。（金額は消費税等を含む。） 

  ２０１９年度 １０，２００，０００円 

２０２０年度 １０，２００，０００円 

２０２１年度 １０，２００，０００円 

２０２２年度 １０，２００，０００円 

２０２３年度 １０，２００，０００円 

  ※指定管理料の算定については、消費税８％を適用すること。なお、消費税率等の改

正があった場合は、協議の上指定管理料に反映するものとします。 

（２） 利用料金収入 

  本事業では、指定管理者は利用者が支払う利用料金を、自らの収入とすることができ 

ます。しかし、本施設の使用料は、無料でありますので利用料を徴収する事業を計画す 

る場合は、あらかじめ市等と協議が必要です。 

（３） 市等からの受託事業及び自主事業に関する収入 

  指定管理者が、市等から受託し実施する事業及び自らの提案により実施する事業に伴 

う収入 

 ア 市等からの受託事業における参加者負担金 

 イ 教室及び講座等の事業収入（市等からの受託事業除く） 

 ウ その他の収入 

（４） 維持管理・運営費用 

  指定管理者が行わなければならない維持管理・運営業務に伴う、指定管理者の人件費、 

施設の修繕料、指定管理者が整備しなければならない備品購入費、光熱水費、老人福祉

センター管理業務（ボイラー管理）や老人作品展会場設営業務を外部委託した場合の委

託料、及びその他経費等が含まれます。なお、老人福祉センターにおける光熱水費につ

いて、指定管理料と実績に大きく差が生じた場合（指定管理者の努力によらずに余剰金

が生じた場合）には、初年度に限り協議の上、精算を行うとともに、次年度の協定の中

で必要な修正を加えるものとします。 
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（５） 自主事業に係る費用 

  施設の効果的活用や利用者の利便性の向上を図るため、指定管理者の責任と費用負担 

による事業（自主事業）を行うことができます。ただし、事業計画に基づき市等と協議 

 のうえ実施します。 

（６） 経費の支払い 

  指定管理料は、応募者から提案いただいた額を基本とし、毎年度（４月１日から翌年 

３月３１日まで）業務が開始するまでに、市と指定管理者で事業条件等を協議の上、支 

払い時期や方法を協定にて定めます。 

 

５．指定管理者の再公募に関する事項 

（１） 募集説明会（現地説明会）の実施 

   募集要項等に関する説明及び指定管理の対象施設についての現地見学は、再公募に 

合わせて原則として実施しません。 

ただし、再公募の応募のために事前に市役所健康長寿課共生社会係あてに電子メール 

にて連絡いただき、必要であると判断された場合については随意実施します。 

（２） 質問の受付及び回答 

  募集要項等の内容に関する質問書（様式１５）により、質問を受け付けます。 

受付締切：平成３０年１０月１日（月）～平成３０年１０月６日（金） 

午後５時まで 

     提出場所：豊明市役所 健康長寿課 共生社会係 

     提出方法：質問書は、電子メールによる送付とします。 

     質問回答：電子メールにより質問があった団体に対し、回答します。 

（３） 申請書類の提出 

 申請書類を以下のとおり受付けます。 

 ア 受付期間：平成３０年１０月９日（火）～平成３０年１０月２２日（月）までの 

土日、祝日を除く午前９時から午後５時まで 

イ 提出場所：豊明市役所 健康長寿課 共生社会係 

ウ 提出方法：申請書類等を上記に定める提出場所に持参してください。提出は持参に 

限ります。郵送や FAX 等による提出は受理できません。募集した内容以

外の書類についても受理しません。 

（４） 第一次審査結果の通知 

  文書により、応募者が指定したあて先に送付します。 

（５） 第二次審査 

  第一次審査の通過者による、プレゼンテーション（提出書類に基づくプレゼンテーシ 

ョン及び質疑応答）を行い、順位付けを行います。なお、第二次審査は、１０月３１日

（水）に行う予定ですが、時間場所等については、第一次審査結果の通知と併せてお知
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らせします。 

（６） 第二次審査結果の通知 

  審査結果は、第一次審査結果通過者に対して通知します。また、審査の結果は、豊明 

市ホームページへの掲載等により公表します。 

（７） 指定管理者の指定 

  市は、優先交渉権者と細目協議を行い、その協議が整った後に、議会の議決を経て指 

定管理者として正式に指定をします。（平成３０年１２月定例議会に上程予定） 

（８） 指定管理者との協定締結 

  市は、指定管理者と施設管理に関して協定を締結します。 

 

６．応募に関する事項 

（１）  応募資格 

愛知県内に事業所を有する法人、その他の団体で次の事項を全て満たしていこと。 

 ア 破産者でない復権を得ない者でないこと。 

 イ 豊明市から指名停止処分を受けていないこと。 

 ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当してい

ないこと。 

 エ 国税及び地方税を滞納していないこと。 

 オ 会社更生法、民事再生法に基づく手続を行っていない法人等であること。 

 カ 本施設を、指定期間にわたり安定的に管理することの可能な、ノウハウ、実施体制、

経営基盤等が確保されていること。 

 キ 審査委員会委員が経営または、運営に直接関与していないこと。 

 ク 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及びその利益となる活動を行う者または団体でないこと。 

 ケ 他の地方公共団体から指定管理者の指定を取消された日から２年を経過しない者で

ないこと。 

 コ 類似施設の運営実績があること。 

 オ 豊明市または他の地方公共団体から地方自治法第２４４条の２第１項の規定により、

指定管理者の指定取消しを受け、その取消しから２年を経過しない者でないこと。ま

た、同法第９２条の２、第１４２条（同条を準用する場合を含む。）または第１８０条

の５第６項の規定に抵触しない者であること。 

（２）  応募者の形態 

  株式会社若しくは、ＮＰＯ法人、その他法人のほか任意団体等であること。個人での 

応募は認めません。 

（３）  申請書類 

   提出部数は、正本１部、副本１０部とします。 
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 ア 指定管理者指定申請書（様式１） 

 イ 事業者に関する書類 

 （ア） 団体の概要（様式２）、団体の概要（様式３） 

 （イ） 宣誓書（様式５） 

 （ウ） 定款、寄附行為、規則その他これらに類する書類 

 （エ） 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画または、これに類する書類 

 （オ） 過去２か年の事業報告書 

 （カ） 法人にあっては、 

    ａ 当該法人の登記簿謄本 

     ｂ 過去３か年の 

     （ａ）法人税及び消費税、地方消費税及び法人市町村民税の納税証明書 

     （ｂ）貸借対照表 

     （ｃ）損益計算書（販売費及び一般管理費の明細をつけてください。） 

     ※指定申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、設立時におけ

る財産目録を添付すること。 

 （キ） その他の団体にあっては、 

     （ａ）申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書 

     （ｂ）過去２か年の収支決算書 

 ウ 提案書他（様式６～１３） 

施設管理に関する基本的な考え、事業計画、管理運営体制、事業収支計画などを記

載してください。 

（４） 留意事項 

 ア 接触の禁止 

   審査委員会委員、本市職員その他本件関係者に対して、本件提案についての接触を

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。 

 イ 応募の辞退 

   応募者の倒産、解散等の事情により、応募を辞退することが明白となった場合には、

指定管理者指定申請辞退届（様式１６）を提出してください。 

 ウ 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ができません。 

 エ 虚偽の記載をした場合の無効 

   審査書類に虚偽の記載があった場合には、無効とします。 

 オ 審査書類の取扱い 

   審査書類は、理由の如何を問わず返却しません。また審査書類は、「豊明市情報公開

条例（平成１３年豊明市条例第２９号）」の対象となります。 

 カ 費用負担 
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   応募に関して必要となる費用は、応募者の負担となります。 

 

７．審査及び選定に関する事項 

（１） 審査方法 

指定管理者の候補者は、外部有識者、市職員、その他市長が認めた者からなる選定委 

員会に意見を聴き、それを参考として総合的に審査し、最も適当と認める団体を選定し

ます。 

（２） 審査委員会の役割 

  審査委員会は、応募者から提出された審査書類について検討し、第一次審査通過団体 

を決定します。第二次審査において、その内容に基づき面接を行います。 

（３） 第一次審査 

              評価項目 審査書類 

Ａ．豊明市老人福祉センターの管理運営のための基本指針 

 １．施設管理に関する基本的な考え方 

  ・ 当該施設の設置目的を踏まえ、運営していくための基本的な考え方 

 

様式６ 

Ｂ．資源の有効活用とサービスの向上に関する考え方  

 ２．サービス向上についての考え方と具体的な方策について 

  ・ 利用者ニーズの把握方法、フィードバックの考え方 

・ サービスの質の向上を図るための具体的な提案 

  ・ 施設の有効活用及び利用促進のための取組みに関する提案 

  ・ 高齢者の各種相談に応じ、適切な援助や指導についての支援策や提案 

  ・ 老人クラブ活動の指導及び育成についての提案 

  ・ 高齢者の体育及びレクリエーション活動の指導についての提案 

 ３．事業の計画について 

  ・ 受託事業の企画内容に対する提案 

・ 自主事業（市からの委託によらない事業）の提案内容 

  

 

 

様式７ 

 

 

 

 

  様式８ 



9 

（４） 第二次審査 

 ア 提出書類に基づくプレゼンテーション 

 イ 質疑応答 

  第一次審査の結果とプレゼンテーション結果を基に順位付けを行います。 

（５） 選定結果 

 ア 市長は、審査委員会の報告を参考にし、最も適当であると認められる内容の申請を

した団体を指定管理者候補者として選定し、結果については候補者全員に書面で通

知します。なお、正式に指定管理者として指定されるまでの間に指定管理者候補者

に事故ある時は、選定されなかった申請者のうちから新たに指定管理者候補者を選

定することがあります。 

 イ 指定管理者候補者は、豊明市議会での議決を経た後に、市長が指定管理者として指

定し、その旨を告示します。 

（６)  選定基準 

 ア 公の施設として利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであ

ること。 

 イ 施設の効用（費用対効果も含む）を最大限に発揮するものであること。 

   ここでいう「費用」とは市が支出する費用であり、指定管理料及び施設改修等費用

が該当し、「効果」とは仕様書に定める施設の設置目的に沿った利用により及ぼす効

果であり、これらを総合的に比較検討します。 

Ｃ．豊明市老人福祉センターの運営管理に関する業務に関する提案 

 ４. 施設の維持管理について 

  ・ 施設の設備、備品等の管理について 

・ 清掃、保守点検等の計画について 

・ 事故防止、防犯、防災対策等に対する取組み及び緊急時における対応

について 

 ５．施設の管理体制について 

  ・ 人員配置、勤務体制、雇用形態の提案 

・ 職員（社員）の資質向上のための取組み 

 ６．管理運営経費について 

  ・ 指定期間内の提案金額及び収支計画 

  ・ 経費節減の取組み 

 

様式９ 

 

 

 

様式１０ 

 

 

様式１１ 

収 支 計 画

各様式 

Ｄ．運営組織について 

 ７．情報管理について 

  ・ 組織の運営状況 

・ 個人情報の取扱い 

・ 情報公開に対する取組み、考え方 

 

 

様式１２ 
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 ウ 施設の適切な維持及び管理が図られるものであること。 

 エ 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、

又は確保できる見込みがあること。 

 オ 地域における住民の声が反映される管理が行われるものであること。 

 

８．指定に関する事項 

（１） 協定の締結 

    指定管理者の指定後に、施設の管理運営業務に関し、包括的な事項を定めた「基本

協定」並びに各年度ごと（４月１日から翌年３月３１日まで）の管理経費の支払い方

法等の事項を定めた「年度協定」を締結します。 

（２） 協定の内容 

 ア  基本協定 

    議会の議決後、市と指定管理者で協議し、締結する協定の主な内容は次のとおりと

します。 

 （ア） 管理物件に関する事項 

 （イ） 業務の範囲に関する事項 

 （ウ） 管理施設の改修等に関する事項 

 （エ） 緊急時の対応に関する事項 

 （オ） 情報管理に関する事項 

 （カ） 備品等の扱いに関する事項 

 （キ） 事業報告に関する事項 

 （ク） 指定管理料の支払いに関する事項 

 （ケ） 利用料金に関する事項 

 （コ） 損害賠償に関する事項 

 （サ） 保険に関する事項 

 （シ） 不可抗力発生時の対応に関する事項 

 （ス） 指定期間満了に関する事項 

（セ） 制定の取り消しに関する事項 

 （ソ） その他必要な事項 

イ 年度協定 

（ア） 管理業務の内容に関する事項 

  （イ） 指定管理料の額に関する事項 

  （ウ） その他必要な事項 

（３） リスク分担の考え方 

  協定締結に当たり、市が想定するリスク分担の方針は、以下のとおりです。これらは、

帰責の自由の所在が不明確になりやすいリスクについて、その基本的考え方を示したも
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のです。 

種 類 リスクの内容 

負担者 

市 指定 

管理者 

法令等の変更 管理運営に影響を及ぼす法令等の変更 ○  

税制度の変更 指定管理料に影響を及ぼす税制度の変更 ○  

事業の中止・延期 
市の指示によるもの ○  

指定管理者の事業放棄、破綻  ○ 

不可抗力 天災・暴動等による履行不能 ○  

許認可遅延 

事業の実施に必要な許認可取得の遅延・失効等

（市が取得するもの） 
○  

上記以外の場合  ○ 

運営費上昇 
市以外の要因による運営費用の増大  ○ 

物価上昇  ○ 

施設損傷 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

修繕料が１件当たり５万円を超えない場合  ○ 

上記以外の場合 ○  

性能不適合 協定により定めた要求水準に不適合  ○ 

需要変動 
想定できない特殊な事業が認められる場合 ○  

上記以外の場合  ○ 

施設の利用不能等に

よる利用料金収入の

減少 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

上記以外の場合（但し、指定管理料を減額する

場合がある。） 
○  

建物総合損害共済（火

災保険）の加入 

火災等の偶然の事故により、施設に損害が生じ

た場合の保険料 
○  

施設利用者への損害 

指定管理者の責めに帰すべき事由により利用

者に損害を与えた場合（不適切な施設管理によ

る利用者の怪我等） 

 ○ 

上記以外の場合 ○  

第三者への損害 指定管理者の責めに帰すべき事由により周辺

住民等に損害を与えた場合（不適切な運営管理

による騒音、振動等の苦情等） 

 ○ 

上記以外の場合 ○  
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９．事業評価及びモニタリング（監査事項を含む） 

   市は指定期間中にモニタリング及び実績評価を実施します。なお、実績評価にあた

り、有識者又は専門家等からなる外部委員会を設置する場合があります。 

 （１） 事業報告書等の提出 

   指定管理者は、業務報告書（月次、四半期）及び事業実績報告書（年間）を作成し、

市に提出します。なお、書式、記載事項等は市と指定管理者で協議の上、定めるもの

とします。 

 （２） モニタリング及び実績評価の実施 

   市は、指定期間中に指定管理業務の実施状況を把握し、良好な管理状況を確認する

ためにモニタリングを実施します。また、指定管理者は定期的に施設利用者から意見

や満足度を聴取し、自ら施設管理実績等の評価を行い、改善状況や改善法浸透を市に

報告することとします。なお、モニタリングの実施時期や評価項目及び様式等は市と

指定管理者で協議の上、定めるものとします。 

（３） 業務の基準を満たしていない場合の措置 

   実績評価の結果、指定管理者の業務が基準に満たしていないと判断した場合、市は

指定管理者が必要な改善措置を講ずるよう通知や是正通告を行い、それでも改善がみ

られない場合は指定を取消すことができるものとします。 

１０．引継業務 

   指定管理者は指定管理期間が満了若しくは指定が取り消された場合は、次期指定管

理者が円滑にかつ支障なく業務を遂行できるよう、市が必要と認める引き継ぎ業務を

行うこととします。 

 

１１．関係法規の遵守 

   業務を遂行する上で、以下の法規を遵守しなければなりません。 

（１） 豊明市老人福祉センター条例（昭和５２年豊明市条例第７号） 

（２） 豊明市老人福祉センター条例施行規則（昭和５２年豊明市条例第２８号） 

（３） 豊明市個人情報保護条例（平成１６年豊明市条例第２５号） 

（４） 個人情報保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

（５） 地方自治法 

（６） 労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

（７） 消防法（昭和２３年法律第１８６号）、水道法（昭和３２年法律第１７７号）、そ

の他施設及び設備の維持管理、保守点検等に関する法令 

（８） 豊明市情報公開条例 

（９） その他関連する法令等 
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１２．留意事項 

 （１） 個人情報保護に関して特に留意すべき事項 

    指定管理者業務に従事している者及び従事していたものは、指定管理業務を実施

するに当たり、知り得た個人情報の内容について、みだりに他人に知らせ、または、

不当な目的に使用することを禁じます。正当な理由なく、個人情報を提供した場合

は、豊明市個人情報保護条例に基づく罰則が適用される場合があります。これを踏

まえ、指定管理者は指定業務を行うに当たって適切な対応を行わなければなりませ

ん。 

    具体的には、以下の内容を行うものとします。 

  ア 個人情報保護に関する必要な研修の実施 

  イ 従事者に対する個人情報保護に関する研修 

（２） 情報公開への対応 

  指定管理者は、本施設の指定管理業務に係る情報について、豊明市情報公開条例を 

遵守した情報公開要綱等を別途作成し、公開を行うものとします。市は、本施設管理 

に関する情報であって、市が保有していない情報について公開の請求があった場合は、 

指定管理者に情報の提供を求めます。指定管理者はこれに応じなければなりません。 

（３）  施設において発生した事故への対応に関して特に留意すべき事項 

指定管理者は、施設において発生した事故への損害賠償等の対応に関して以下のと

おり義務を負うこととします。 

  ア 指定管理者の責に帰すべき事由により、市または第三者に損害を与えた場合には、

指定管理者においてその事故が賠償しなければなりません。 

  イ 施設において事故が発生した場合に備えて、指定管理者は予め事故対応マニュア

ルを定めるとともに、事故発生時には、直ちにその旨を市へ報告しなければなり

ません。 

  ウ 市と協議の上、損害賠償責任保険に加入する必要があると認められる場合には、

保険に加入しなければなりません。また、保険の加入に必要な費用は、指定管理

者が負担するものとします。 

（４）  課税に関する留意事項 

会社等の法人に係る市民税及び指定管理者が新たに設置した償却資産に係る固定資 

産税等は、課税の対象となる可能性がありますので、市税務課に問合せをしてくださ 

い。なお、国税については税務署、県税については、県税事務所へ問合せください。 

１３．その他 

 （１） 事業の継続が困難となった場合の措置 

  ア  指定管理理者の責に帰すべき事由による場合 

    市が行う業務の改善勧告に従わない場合等、指定管理者の責に帰すべき事由より 
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業務の継続が困難になった場合は、市は指定の取り消しをすることができます。そ 

の場合は、市に生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。また、次期指定 

管理者が円滑且つ支障なく、本施設の指定管理を遂行できるよう、引継ぎを行うも 

のとします。 

  イ 当事者の責めに帰することができない事由による場合 

    不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰することのできない事由により、 

業務の継続が困難になった場合は、事業継続の可否について協議するものとします。 

一定期間内に協議が整わないときには、それぞれ事前に書面で通知することにより 

協定を解除できるものとします。なお、次期指定管理者が円滑且つ支障なく、本施 

設の指定管理業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとします。 

 （２）協定書の解釈に疑義が生じた場合の措置 

    協定書の解釈に疑義が生じた場合または、協定書の定めのない事項が発生した 

場合については、市と指定管理者は、誠意をもって協議するものとします。 

（３） 問合せ先 

    豊明市健康福祉部健康長寿課 共生社会係（市役所本館１階） 

    住所 〒４７０－１１９５ 豊明市新田町子持松１番地１ 

    電話 （０５６２）９２-１２６１（直通） 

    Ｅ-mail choju@city.toyoake.lg.jp 

（４） 提出された書類の取り扱い 

  ア 提出された書類は返却しません。 

  イ 申請に要する費用は全て申請者の負担とします。 

  ウ 提出された書類は、情報公開の請求により開示する場合があります。 
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提出書類（様式）一覧 

（枚数を越えた部分は審査から除外します。提出時に本表を持参のこと。） 

 提 出 書 類 様式（枚数制限） 提出部数 確認欄 

   正 副  

１ 指定管理者指定申請書 様式１（１ページ） １ １０  

２ 団体の概要１ 様式２（２ページ） １ １０  

３ 団体の概要２ 様式３（２ページ） １ １０  

４ 共同事業体協定書兼委任状 様式４（１ページ） １ １０  

５ 宣誓書 様式５（１ページ） １ １０  

６ 提案書一式（８項目） 様式６（２ページ） 

様式７（４ページ） 

様式８（４ページ） 

様式９（４ページ） 

様式１０（２ページ） 

様式１１（２ページ） 

（様式１１別紙） 

様式１２（２ページ） 

様式１３（２ページ） 

１ １０ 

 

７ その他関連様式 様式１５（１ページ） 

様式１６（１ページ） 
１ １０ 

 

８ ・法人または団体の定款、寄付行為、規約

その他これらに属する書類 
 

・法人または団体のパンフレット 

 

－ 

 

１ １０ 

 

９ ・申請書を提出する日の属する事業年度の

事業計画書またはこれに類する書類 
 

・過去２か年の事業報告書 

 

－ 

 

１ １０ 

 

１０ ［法人にあっては］ 
 

・法人の登記簿謄本 

・過去３か年の法人税納税証明書及び消費

税 

・過去３か年の賃借対照表 

・過去３か年の損益計算書 

 

［その他の団体にあっては］ 
 

・申請書を提出する日の属する事業年度の

収支予算書 
 

・過去２か年の収支決算書 

 

 

 

 

 

－ 
１ １０ 

 

 


