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【第３回久留米市民温水プール指定管理者候補者選定委員会 会議録】 

 

〇日 時 平成２８年１０月１２日（水） 午前１０時００分～１６時００分 

〇場 所 上津クリーンセンター大会議室 

〇出 席 者 滿園委員、新井委員、矢野委員、平田委員、深堀委員 

〇欠 席 者  なし 

〇開催形態  非公開  

 

 

１ 審査手順・スケジュール等の説明について 

事務局より、審査手順・スケジュール等について説明を行う。 

・応募者３団体であり、プレゼンテーション（３０分）・質疑・応答（２０分）を行う。 

・質問は各委員より行う。 

・プレゼンテーション終了後、委員ごとに評定（採点）を行い、事務局で集計を行う。 

・事務局より、集計結果を委員会へ報告する。 

・集計結果に基づき、委員会において最優秀提案者（優先交渉権者）を及び第２位候補者を選定

する。 

・採点に際しての最低基準点を、全委員で８５０点とする。 

     

２ ２次審査（プレゼンテーション） 

（１）ア団体（１０：１０～１０：５０） 

【委 員】 トレーニング機器の更新について、指定管理期間５年後の機器の取扱いについて

の考えを教えてほしい。 

【ア団体】 新しい指定管理者又は久留米市にリース契約を引き継ぐことも可能である。 

【委 員】 リース契約は何年契約で、総額はいくらか。 

【ア団体】 ５年リースで契約する。支払い額は５年間で８５０万円から９００万円程度にな

る。 

【委 員】 よりよい施設にするために、利用者からの意見、要望等にどのように答えていく

つもりか、具体的な方法や特徴的なことがあれば教えてほしい。 

【ア団体】 ご意見箱の設置による対応と、スタッフに直接意見を言われた場合は、必ず当日

の責任者に報告し、できることはすぐに改善していきたい。 

【委 員】 導入するトレーニング機器はあまり見たことのないものだが、安全性は問題ない

か。 

【ア団体】 問題ありません。 

【委 員】 トレーニング室のレイアウトはリース会社が決めるのか。 

【ア団体】 レイアウトは、利用者の動線をしっかり調査した上で、現在のレイアウトとかけ

離れたものにならないように当団体で決定したい。 

【委 員】 ダンベルなどのフリーウエイトは導入しないのか。 

【ア団体】 今のところ考えていない。 

【委 員】 提案されている機器は全てトレーニング室に入るのか。 

【ア団体】 現在の配置は少しスペースに余裕があるので問題ない。メーカーにも確認をとっ

ている。 

【委 員】 スペースに余裕があるのであれば、ベンチも入れてもらいたい。 

【委 員】 トレーニング室に配置するのは１名か。配置するのはトレーニング指導士か。 

【ア団体】 配置するのは１名で、健康運動実践指導者やトレーニング指導士を配置する。 

【委 員】 ＪＡＴＩのトレーニング指導者の資格を持っている者はいないのか。 
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【ア団体】 資格を持っている者はいるが、少ないのが現状である。 

【委 員】 資格については、今後もっと充実させてもらいたいところである。 

【委 員】 水上安全法の資格を取得している者はいないのか。 

【ア団体】 プール責任者は水上安全法の資格を有している者である。   

【委 員】 プールの監視員の監視時間はどのくらいか。 

【ア団体】 ２５分から３０分でローテーションするように考えている。 

   【委 員】 バックボードはあるのか。 

   【ア団体】 備品としてあるのかは確認できていない。 

   【委 員】 プールの監視員２名は、どのように配置するのか。 

   【ア団体】 採暖室側の監視台に１名、もう１名はプールサイドを歩きながら監視を行う。 

   【委 員】 利用者の声をどのように反映させたか、これまでの実例があれば教えてほしい。 

   【ア団体】 駐車場が暗いという要望に対しては、センサー式のライトを取り付けて、防犯や

高齢者の事故防止に取り組んだ実績などがある。また、「きれい」「きたない」と

いう感覚的なものについては、利用者側と施設管理者側で感覚にずれが生じやす

いので、ずれを解消するように気をつけている。ご意見箱に入れられた意見につ

いては、本社に報告があがるので、本社から現場に指示することもある。 

   【委 員】 利用料金は現行の金額を維持するのか。 

   【ア団体】 消費税率８％のままであれば、現在の利用料金の額を維持したい。 

   【委 員】 施設の管理体制は、常時７名体制なのか。 

   【ア団体】 基本的には７名、ただし、事務所に配置する２名のうち１名は８時間勤務（１日

の半分）なので、６．５名となる。プールに２名、受付に２名、トレーニング室

に１名、事務所に常時１名、半日１名と考えている。 

   【委 員】 事故が起こった場合の個人情報の取扱いはどのように考えているのか。 

   【ア団体】 現在も利用者の方には登録カードを記入してもらっているので、個人の特定に最

低限必要な情報は把握ができると考えている。 

   【委 員】 障害者に対する対応について、この場合の障害者とは、全ての障害者を含むと考

えてよいか。 

   【ア団体】 はい。 

   【委 員】 身体・精神・知的と必要な対応が異なると思うがどのように対応していくつもり

か。 

   【ア団体】 現在管理している他のプール施設では、障害の内容に応じて対応を決めるのでは

なく、そのときの状況に応じて可能な限りお手伝いをしている。どうしてもスタ

ッフでは対応が難しい場合は、次回から付き添いの方と一緒に来ていただくよう

お願いをしている。 

   【委 員】 春日市のクローバープラザに「福岡県障害者スポーツ協会」があるので、そちら

を活用してスタッフと障害者の方が接する機会をつくるような研修を実施しても

らいたい。 

 

（２）イ団体（１１：１０～１２：１０） 

【委 員】 経費の縮減策として、他施設で最大で４７％の水道代の縮減を達成したと提案書

に記載されているが、どのような手法で実現できるのか。 

【イ団体】 当施設ではほぼ毎日ろ過器の逆洗を行っているということだが、逆洗は毎日すれ

ばきれいになるというものではないので、適切な回数、週に１回程度行う予定で

ある。また、オーバーフロータンクの制御も見直すことで、現在管理している他

のプール施設でも４７％又は２５％の節約を達成することができた。 

【委 員】 「業務の内製化」ということで、提案書には清掃業務委託等の費用は０円と記載

されているが、先程配布された資料の組織図には、清掃担当は委託業者と記載さ
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れているのはどういうことか。 

【イ団体】 開館前の清掃等については委託を行うが、日常的な清掃については、施設を巡回

しながら職員が行うように考えている。 

【委 員】 障害者に対する対応について、この場合の障害者とは、全ての障害者を含むと考

えてよいか。 

     【イ団体】 はい。 

【委 員】 スタッフは、障害者の方と関わる上で必要な教育を受けていると考えてよいか。 

【イ団体】 はい。例えば、目の不自由な方に対してはフロントからロッカー室、ロッカー室

からプールまでお連れする。ご希望があれば、付き添いの方にはプールサイドで

見ていただくということを今でもやっている。 

【委 員】 全ての障害者の方にスタッフだけで対応するのは難しいと思うが、ボランティア

やＮＰＯとの連携は考えていないのか。 

【イ団体】 そこまでは検討していなかった。勉強させてもらいたい。 

   【委 員】 フリーウエイトは入れるのか。 

   【イ団体】 フリーウエイトではなく、スミスマシンを入れる予定である。 

【委 員】 有資格者の配置について、トレーニング室の指導者は、ＪＡＴＩのトレーニング

指導者を配置することは考えていないのか。 

   【イ団体】 ＪＡＴＩで研修をしている講師とのつながりがあるので、定期的に研修に参加す

る又は講師に来てもらって講義をしていただくということは行っている。 

   【委 員】 時間としてはどれくらいか。全員受講するのか。 

【イ団体】 ２か月に１回、半日程度で、弊社で受講する者を選んでいるが、公の施設に従事

するような者は率先して受講させている。 

   【委 員】 救護について、普通救命講習会とは、日赤の講習会か。 

   【イ団体】 そのとおりである。 

   【委 員】 事前に３０時間の講習と、そのあと継続的に受講するということでよいか。 

  【イ団体】 はい。 

   【委 員】 水上安全法の資格についてはどうか。 

   【イ団体】 救命講習の中に水上安全法の内容も取り込んでいるので、カバーできていると思

う。 

【委 員】 バックボードは用意するのか。使用方法などの教育はできているのか。 

   【イ団体】  他の施設でも用意しているので用意する。溺れている人の救助の方法についても、

年２回研修を行っている。 

   【委 員】 トレーニング機器の５年後の取扱いについては、どのように考えているか。 

   【イ団体】 ５年間でリース契約をし、その後機器は市に帰属することになる。 

   【委 員】 フリーパス制度は、条例の利用料金との関係で、現在の提案の内容のままでは承

認できない場合もあるが、その場合でも現在の収支計画で運用できると考えてよい

か。 

   【イ団体】 問題ない。プールとトレーニング室の両方が利用できる券を発行するとなると条

例を改正しなければできないということは理解している。公の施設で会員制という

のはなじまないのかもしれないが、毎日利用したときの利用料金よりも必ず下回る

という料金設定で、プール教室等と同じように、自主事業として行いたい。 

   【委 員】 実際の事業を伴わない単なる利用だけであれば自主事業として捉えるとらえるこ

とが難しいので、貴団体が指定管理者となった場合、フリーパス制度の内容につい

ては市との協議になることを承知されているということでよいか。 

   【イ団体】 はい。 

   【委 員】 利用料金は、現在、条例で定める金額以下で運用されているが、どうするつもり

か。 
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   【イ団体】 現行の金額で運用する。 

   【委 員】 利用者からの意見、苦情等に対する対応について、考え方を教えてもらいたい。 

   【イ団体】 まず、意見等の窓口は全て所長にする。利用者から寄せられた意見等の対応内容

を掲示板に掲示することで利用者の方に知らせるようにする。 

   【委 員】 現在管理している他の施設で利用者数が増加しているということだが、その要因

についてどのように考えているか。 

   【イ団体】 現在管理している施設も当施設と同様にプールとジムがあり、ジムの利用者が増

えている。それは、今回の提案と同様、トレーニング機器を一新し、トレーニン

グ管理を行ったことによるものが大きいと考えている。あとは、管理している施

設の周りにスイミングスクールがないため、子どもの水泳教室で利用者数が伸び

たと考えている。 

   【委 員】 収支計画の自主事業の経費について、自主事業という項目で毎年５０万程度を計

上されているが、職員体制図を見ると外部委託講師も活用されるようだ。外部講

師の委託料は、５０万の中でまかなわれるのか。 

   【イ団体】 外部講師の委託料は、委託作業費の中に含まれている。 

   【委 員】 提案書の「委託料積算内訳」でいうとどの部分になるのか。提案書の「支出の計

画」の人件費の臨時職員の欄に「外部講師等」と記載されているが、人件費のほ

うに含まれているのか。 

   【イ団体】 通常は委託料に含むが、今回は人件費に含んでいる。 

   【委 員】 勤務体制で、例えば日曜日の１９時以降は、受付とトレーニング室を１人で見る

時間帯があると思うが、その場合は、トレーニング室には誰もいないということ

か。 

   【イ団体】 １名は必ず配置する。今は一番スリムな形で提案しているのでそのように見える

が、実際は利用者数に応じて人数を増やす。 

   【委 員】 再度確認だが、自主事業の人件費は、提案書の「人件費積算内訳」のどの部分に

含まれるのか。 

   【イ団体】 臨時職員の中に含まれる。 

   【委 員】 パート職員のような雇い方をするということか。 

   【イ団体】 そのとおりである。 

   【委 員】 トレーニング室のマシンのリース契約料はいくらぐらいか。 

   【イ団体】 リース代は、月３０万円なので、５年間の総額は１，８００万円程度になる。 

   【委 員】 収支に関する質問がいろいろ出たが、提案されている指定管理料で運営ができる

ということでよろしいか。 

   【イ団体】 はい。 

 

（３）ウ団体（１３：１０～１４：１０） 

【委 員】 利用料金は現行の金額を維持するのか。 

【ウ団体】 近隣の直営施設及び公共性を勘案し、現行どおりの価格と考えている。 

【委 員】 利用者からの意見、要望等にどのように答えていくつもりか、具体的な方法や特

徴的なことがあれば教えてほしい。 

【ウ団体】 年１回の利用者懇談会を開催する。個人利用者や団体利用者に加え、施設の責任

者クラスが参加し、利用者の意見を反映していく。ホームページをリニューアル

し、お客様の声を反映できるような仕組みを構築する。いただいた意見に対して

は１週間以内には回答するようにする。 

【委 員】 トレーニング室において、民間スポーツクラブとの差別化を図るとは、具体的に

どういうことか。 

【ウ団体】 料金において公共性という部分でリーズナブルに価格設定をしていく。介護予防
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事業のプログラムなども取り入れていく。また、健康運動指導士が監修したトレ

ーニングマニュアルを使用して安全な管理に努めていく。 

【委 員】 バックアップ体制とは、具体的にどういうことか。 

【ウ団体】 緊急時の対応として、近隣の拠点からバックアップを行うということである。 

【委 員】 近くに直営店があるということは、温水プールの利用者を奪うことにならないか。 

【ウ団体】 代表企業が運営しているプール教室は子ども中心であるが、当施設では大人の利

用率が高いため、特に中高年のメニューを強化し、競合しないようにと考えてい

る。 

【委 員】 障害者の方へのプログラムは具体的には何かあるのか。 

【ウ団体】 代表企業では通常の指導を行っていたが、その際、障害者施設の方に、なかな

かみんなが同じように楽しめないという話を聞いた。そこで、３年ほど前に、社

員の指導力向上という位置づけで、年５回休館日に無料で障害者施設の方全員に

利用してもらった経緯がある。直営店では毎年実施することが難しいので、当施

設を利用して障害者の方にプールを使ってもらえればと考えている。 

【委 員】 今直営店で実施しているスイミングスクールは、基本的に障害者に対応していな

いということか。 

【ウ団体】 障害者施設の方を対象としたスクールは毎週行っているが、全員に対応するとい

うことが難しいので、施設に来られた方全員に利用してもらえるよう「障害者デ

ー」を当施設では設けていけたらと考えている。 

【委 員】 その場合の障害者とは、身体・精神・知的の全ての障害者を含むのか。 

【ウ団体】 はい。 

【委 員】 全ての障害者に対応するのは単独では難しいと思うが、外部に対する情報発信

と外部に連携を求めるということについては考えているか。 

【ウ団体】 医療施設などの機関に応援を求めていかなければならない部分はあると考えて

いる。 

【委 員】 連携のシステム作りであれば、春日市にあるクローバープラザを活用するのが

よいと思う。 

【委 員】 指導スタッフの資格についてはどう考えているか。 

【ウ団体】 所長、副所長等の責任者レベルについては、水上安全法の資格を有し、あとは普

通救命の資格を有している。 

【委 員】 プールであれば、水上安全法の資格を有しているのがベターだと思う。 

バックボードは用意するのか。 

【ウ団体】 バックボードは用意する。 

【委 員】 健康運動指導士の話が出たが、ＪＡＴＩのトレーニング指導者の資格を持つ者は

いないのか。 

【ウ団体】 いない。 

【委 員】 トレーニングに関してはあまりウエイトを置いていないのか。 

【ウ団体】 健康運動指導士や健康運動実践指導者を配置しようと考えている。 

【委 員】  プールの監視体制はよく考えられていると思うが、１人が監視する時間は何分か。 

【ウ団体】 １５分サイクルで考えている。 

【委 員】 事故が起きた場合に個人情報の取扱い、つまり個人の特定はどのように行うつも

りか。 

【ウ団体】 受付の段階で個人の特定を行った上で利用してもらう。 

【委 員】 配布された資料に「必要な修繕内容を市に提案」と記載されているが、修繕費１

０万円以上のものについて、市に提案するということでよいか。 

【ウ団体】 そのとおりである。 

【委 員】 樹木管理については、提案書の「年間作業計画書」の中に記載がなかったが、
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仕様書どおりに実施するということでよいか。 

【ウ団体】 はい。 

    【委 員】 トレーニング室の管理・運営の中に「幼児教室」とあるが、条例上、トレーニン

グ室の中学生以下の利用は禁止しているが、理解されているか。 

    【ウ団体】 はい。当該記載は誤りである。 

    【委 員】 職員体制について、受付と清掃のスタッフが兼務になっているが、１人が清掃し

ているときは受付は１人になるということか。 

    【ウ団体】 マルチスタッフという形で、受付をしたり、清掃をしたり、いろんな業務を行う

者を配置する予定である。 

【委 員】 仕様書の中には駐車場の巡回も行うようになっているが、足りないところはカ

バーできるということか。 

    【ウ団体】 そのとおりである。  

 

３ 評価等協議 

【委員講評】 

・ア団体の提案は、バランスが取れており、他の２団体は特徴がある提案であり、どちらが市

民の方が望んでいるかの判断だと思う。 

・余熱を利用した施設というのは、特別に技術が必要なのか気になる。 

・応募団体の財務資料について事前に確認したが、いずれの団体も経営状況に問題がなかった。 

・イ団体の提案は、これまでにない新鮮なものではあるが、収支に不安は残る。 

【事務局】 

余熱利用については、熱を送る側の管理により安定して送るようになっているため、当施設

において特別な技術が必要となるわけではない。 

 

 

４ 結果報告及び優先交渉権者決定について 

（１）事務局から集計結果の報告 

  ３団体の総合点の報告と集計結果の配布 

【委 員】 点数のつけ方が違うため、１番高い点をつけている委員が多い団体と総合点が１番高

い団体が異なっているが、総合点で決定していいのか。 

 【事務局】 募集要項の中に「選定委員会は、事業計画書及びプレゼンテーションによる事業内容

の聴き取りをもとにして評価項目ごとに評価し、総合点により候補者を選定する。」と

記載している。 

 【委 員】 募集要項に従い、総合点により候補者を選定することとする。 

 

（２）優先交渉権者及び第２交渉権者の選定 

・優先交渉権者 ア団体 

・第２交渉権者 イ団体 

 

５ その他 

今後のスケジュールについて 

・優先交渉権者と協定締結に向けて協議後、仮協定を締結する。 

・１２月市議会で議決・承認後に正式に決定。公表は、ホームページで行う。 

 


