
岐阜メモリアルセンター 

トレーニング室運営・各種教室企画運営業務受託者募集要項 

 

 公益財団法人岐阜県体育協会（以下、「甲」という）は、岐阜メモリアルセンターの指定管理者とし

て、施設の活性化と施設利用者に対するサービスの向上に取り組むため、以下で示す業務を遂行する運

営ノウハウを要する受託者（以下、「乙」という）を募集します。 

 

１ 対象施設 

（１）トレーニング室運営業務 

岐阜メモリアルセンタートレーニング室（以下「トレーニング室」という） 

施設概要 

第 1トレーニング室 

延床面積 578.34㎡（19.10m×30.28m） 

更衣室  男子 延床面積 36.0㎡（7.50m×4.80m） 

     女子 延床面積 36.0㎡（7.50m×4.80m） 

設  備 

トレッドミル 5台、エアロバイク 8台、ステアマスター5台、 

レッグプレス 1台、ラットプルダウン 1台、レッグカール 1台、 

ショルダープレス 1台、ペクトラルフライ 1台、 

レッグエクステンション 1台 

アブドミナルボード 4台、バックエクステンション 2台、 

ボールリバンダー1台、ウルトラトレーナー1台、ツイストマシン 1台、 

サンドバック 1台、テーブルローラー2台、オスピナレーター1台、 

アームカール 1台、ベンチプレス 2台、インクラインベンチ 1台、 

デクラインベンチ 1 台、スクワットラック 2 台、ウエイトステージ 1 台、

ベンチ 2台、セットバーベル１式、身長計１台、体重計１台、血圧計１台 

アッパーボディ１台 

利用料金 
一般 340円/1回、中高生 160円/1回 ※1人 1回 2時間 

回数券：一般 3,400円/11枚、中高生 1,600円/11枚 

（２）各種教室企画運営業務 

   岐阜メモリアルセンター内の次の施設を利用して開催 

トレーニング室、体育室、柔道場、剣道場、で愛ドーム、ふれ愛ドーム、陸上競技場、 

補助競技場 

   

２ 募集の内容 

  乙は、次に掲げる業務を実施してください。なお、当該業務の詳細については、別添「トレーニン

グ室運営・各種教室企画運営業務仕様書」（以下「仕様書」という）に定めるとおりです。 

 （１）トレーニング室運営業務 

 （２）各種教室企画運営業務 

 

３ 契約期間 

契約期間は、令和２年４月１日から令和５年３月３１日までの３年間とします。 

 

 

 

 



４ 開設期間及び開設時間 

（１）開設期間 

 ア 開設期間 ４月１日から３月３１日 

    イ 休業日  毎週火曜日（ただし、その日が国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178

号）第３条に規定する休日（以下「休日」という。）の場合には、その翌日とする。）及

び１２月２９日から翌年の１月３日までとする。 

    この他に全施設専用利用や臨時休館等の理由により業務を実施できない日がある。 

（２）開設時間 

 ア 平日  ９：３０から２０：３０まで 

 イ 土曜  ９：００から２０：３０まで 

 ウ 日曜・祝日 ９：００から１７：００まで 

   （ただし、甲が時間外利用を認めた場合は、甲が認めた時間内） 

 

５ 委託料 

  業務に行うにあたり要する経費は、甲が乙に支払う委託料により賄うこととします。（別紙仕様書 

８経費負担区分を参照のこと。） 

ただし、委託料については、乙の提案により決定します。 

委託料の提案にあたっては、次に留意のうえ、収入見込額（利用料金、教室受講料）および必要経

費（甲が乙に支払う委託料）を提案してください。 

（１）トレーニング室運営業務に要する経費 

ア 施設利用者が支払う利用料金は甲の収入とし、その額が提案金額に満たない場合、その差額

については乙の負担により甲へ返還するものとする。なお、この精算行為は各年度の利用料金

額実績と、乙が示した提案金額をもとに年度毎に行うこととする。 

   イ 委託料の提案上限額は、３年間の総額で６０，４８０千円（消費税及び地方消費税を含む） 

とする。 

   ウ 収入見込額の提案額は、３年間の総額で２８，５００千円（消費税及び地方消費税含む）を

下回らない額とする。 

   エ 利用料収入が乙の収入見込額を上回り利益が生じた場合、その利益は甲５０％、乙５０％の

割合で配分することとする。 

 （２）各種教室企画運営業務に要する経費 

ア 教室等参加者が支払う受講料は甲の収入とし、その額が各種教室企画運営業務に係る委託料

に満たない場合、その差額については、乙の負担により甲へ返還するものとする。なお、この

精算行為は各年度の利用料金額実績と、乙が示した提案金額をもとに年度毎に行うこととする。 

   イ 提案上限額は、３年間の総額で３２，４３０千円（消費税及び地方消費税を含む）とする。 

   ウ 受講料収入が各種教室企画運営業務に係る委託料を上回り利益が生じた場合、その利益は甲

２５％、乙７５％の割合で配分することとする。 

※甲が乙に支払う委託料は、乙から提案のあった各年度の金額とする。 

 

６ 募集から決定までのスケジュール 

  受託者の募集から決定までのスケジュールは次のとおりです。 

  募集の開始     令和２年２月１３日（木） 

  質問の受付     令和２年２月１９日（水）～２月２０日（木） 

  申請書類の受付   令和２年２月２１日（金）～３月４日（水） 

  受託者の決定    令和２年３月１３日（金） 

 

 



７ 申請資格 

 受託者として申請できる団体は、次のとおりとします。 

（１） 法人等の団体であること。 

（２） 公共スポーツ施設の管理運営実績をもち、安定的かつ円滑に行なえる団体であること。 

（３） 団体及び代表者が、次の項目に該当しないこと。 

① 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第 2項の規定に該当する団体 

② 民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく更生手続き又は、会社更生法（平成 14年

法律第 154号）に基づく更生手続きを行なっている団体。 

③ 本県から指名停止処分を受けている団体。 

④ 申請の直近 2年度分の国税または地方税を滞納している団体。 

⑤ 暴力団、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年を経過しないもの。 

⑥ 引き続き 2年以上、施設の運営、維持管理等の業務に従事していない団体 

（４） 役員（団体の監査役および監事を含む）のうち、次のいずれかに該当するものが含まれてい

ないこと。 

① 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなく

なった日から 2年を経過しない者。 

② 本県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2年を経過しない者。 

③ 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 6 号

に規定する暴力団員。 

（５） 岐阜県入札参加者名簿に登載されていること。 

 

８ 申請手続き 

（１）募集要項の配布 

   令和２年２月１３日（木）より岐阜メモリアルセンターのホームページに掲載します。 

   HPアドレス：http://www.gifuspo.or.jp/GMC/100/101/-1.html 

（２）質問の受付 

   ア 受付期間 令和２年２月１９日（水）～２月２０日（木） 

   イ 受付場所 公益財団法人岐阜県体育協会 施設課 担当：山田 

   ウ 提出方法 提案書作成にあたり質問がある場合は、別紙「岐阜メモリアルセンタートレーニ

ング室運営業務質問書」に質問事項を簡潔にまとめたうえ、電子メールまたは

FAXにより提出してください。 

   エ 質問に対する回答 質問受付後、速やかに文書により回答します。 

（４）申請書類の受付 

  ア 受付期間 令和２年２月２１日（金）から３月４日（水）まで 

※３月３日（火）の休館日を除く 

午前９時から午後５時まで 

   イ 提出書類  

①トレーニング室運営・各種教室企画運営業務受託申請書（別記第１号様式） 

     ②トレーニング室運営・各種教室企画運営業務計画書（別記第 2号様式） 

     ③申請団体概要書（別記第 3号様式） 

   ウ 提出先  公益財団法人岐阜県体育協会 施設課 担当：山田 

   エ 提出方法 持参または、郵送により提出してください。郵送による場合は、書留郵便等配達

記録の残る方法により行ってください。 

   オ 提出部数 正本１部、副本６部 

 

 （５）提出先および申込先 



公益財団法人岐阜県体育協会 施設課 担当：山田 

    〒502-0817 岐阜市長良福光大野 2675-28 岐阜メモリアルセンター内 

    TEL:058-233-8822 FAX:058-231-3484  

    Mail: gmc@gifuspo.or.jp 

 

９ 受託者の選定手続き 

（１）審査方法 

    公益財団法人岐阜県体育協会において、申請団体より提出された申請書類をもとに「公募型プ

ロポーザル方式」により審査を行い、最も優秀であると認められた１団体を受託者とします。 

   【公募型プロポーザル方式の実施方法】 

    申請団体より提出された申請書類をもとに、技術審査と価格審査を行います。 

    得点配分は、技術審査 100点満点、価格審査 100点満点の計 200点満点とします。 

    審査の基準については、以下に示すとおりです。 



（２）審査基準 

   申請内容については、次の基準により審査します。 

  ア 技術審査（配点 100点） 

審査項目 審   査   の   観   点 配点 

事業内容及び実

施方法 
 40/100 

業務実施の基本

方針 

・施設の設置目的を的確に理解した提案となっているか。 

・スポーツ施設とスポーツ関係団体を有機的に連携させることで

本県のスポーツ推進に貢献していくという当協会の施設運営方

針に適合した提案となっているか。 

20 

実施内容の妥当

性・独創性 

・当協会が運営する事業として妥当な内容であるか。 

・事業の内容に創意工夫がみられるか。 
10 

実施方法の妥当

性・独創性 

・実施方法に具体性があり、実現可能なものとなっているか。 

・事業実施方法に工夫がみられるか。 
10 

事業の効果  30/100 

利用者サービス

の向上 

・利用者サービスの向上が図られているか。 

・利用者の平等な利用に配慮されているか。 
15 

利用者の確保策 

・利用者を増加させるための効果的な方策が計画されているか。 

・施設の魅力を高めるための効果的な事業が計画されているか。 

・効果的な広報が計画されているか。 

15 

事業実施主体の

適格性 
 30/100 

類似施設の運営

実績 

・類似施設を運営した実績がどの程度あるか。 

・運営した施設の運営効果はどの程度あるか。 
10 

組織・体制 

・申請団体の組織体制は、事業の遂行が可能なものか。（組織内

の事業運営体制や他団体との連携状況など） 

・事業実施にあたっての人員配置はどうか。（有資格者の常駐配

置や経験者の配置状況、利用者が混雑する時間帯の配置数など） 

10 

実績評価 
・2019 年度までの受託者には、これまでの運営実績を評価し、

加点します。（0点～10点） 
10 

合            計 100 

 

  イ 価格審査（配点 100点） 

    収入見込額（利用料金および受講料）、委託料（見積金額）の各提案額を総合的に審査する。 

    なお、価格の見積りにあたり以下を参照のこと。 

    【トレーニング室及び教室実績】※２０１９年度は見込推値。 

年度 
トレーニング室 教室 

利用者数（人） 利用収入（千円） 参加延べ人数（人） 利用収入（千円） 

2014年度 24,996 7,467 9,574 11,869 

2015年度 28,092 8,598 11,993 13,869 

2016年度 30,643 9,401 8,845 9,646 

2017年度 35,701 11,066 10,561 12,664 

2018年度 31,620 10,028 13,096 17,271 

2019年度 29,800 9,574 9,400 8,683 

※営業時間は平日 9:30～20:30・土曜日 9：00～20：30・日祝日 9:00～17:00 火曜定休 



（３）審査結果 

審査結果は、採用、不採用に関わらず、令和２年３月１３日（金）に発送します。 

なお、審査内容、結果についての異議は認めません。 

 

１０ その他 

 （１）提案書等の作成過程で生じた経費等については、申請者の負担とします。 

 （２）提案書等の提出物は、本業務における審査以外で使用しません。 

（３）提案書等の提出物は、返却しません。 

（４）成果物の作成にあたっては、関係法令を遵守のこと。 

（５）本業務にかかる製作物の著作権は、当協会に帰属するものとし、製作にあたっては第三者の権

利を侵害しないように十分留意すること。やむを得ず第三者が有する著作権の映像、意匠、ソ

フトなどを使用するときは著作権法上に定められた手続きを行なうこと。もし、これらの問題

が生じても、当協会は一切の責任は負わない。 

（６）契約期間中に消費税率が変更された場合は、変更後の税率に換算した額を契約額とするので、

収入見込額（利用料金、教室受講料）および必要経費（甲が乙に支払う委託料）の提案にあた

っては、現在の税率で提案すること。 

（７）受託者決定後に仮契約の締結を行い、当協会の理事会及び評議員会の成立後に本契約を締結し 

ます。 

 

 

 


