
H28.10.4 

要項等の変更について 

変更後 変更前 

●募集要項 ●募集要項 

P3 12 行目 

(ｴ) 芦屋市都市公園条例，芦屋市都市公園条例施行規則，芦屋公園庭

球場の管理運営に関する要綱 

P3 13 行目 

(ｴ) 芦屋市都市公園条例，芦屋市都市公園条例施行規則，芦屋公

園庭球場の管理運営に関する要綱（改正予定） 

P3 14 行目 

(ｶ) 関係税法（法人税，事業所税，所得税等） 

P3 15 行目 

(ｶ) 関係税法（法人税，事業者税，所得税等の国税・県税・市税）

等 

P3 16 行目 

(ｸ) 芦屋市暴力団排除条例，芦屋市契約等に係る事務からの暴力団等の

排除措置に関する要綱 

P3 17 行目 

(ｸ) 芦屋市暴力団排除条例，芦屋市契約等に係る事務からの暴力団

等の排除措置に関する要綱，芦屋市教育委員会行政財産の貸付け等

に係る事務からの暴力団等の排除措置に関する要綱 

P3 下から 6 行目 (ｽ)インターネット予約システム  

指定管理者はスポーツ推進課と調整を行い，利用者サービスの維持に努

めてください。 

P3 下から 4 行目 (ｽ)インターネット予約システム  

指定管理者は所管課と調整を行い，利用者サービスの維持に努めて

ください。 

なお，インターネット予約システムの維持管理に必要な経費を負担

していただきます。 

P4 6 行目 (ｵ) 駐車場の管理 

路上駐車の注意の呼びかけ及び混雑時には整理・誘導を行ってくださ

い。なお，指定管理者として運営する期間は，市が指定した駐車場運営

事業者への一部委託により実施するものとします。 

P4 9 行目 (ｵ) 駐車場の管理 

路上駐車の注意の呼びかけ及び混雑時には整理・誘導を行ってくだ

さい。 



P4 20 行目 

別途，使用料を徴収します。 

P4 22 行目 

別途，利用料金を徴収します。 

P4 21 行目 

別途，使用料を徴収します。 

P4 23 行目 

別途，利用料金を徴収します。 

P6 21 行目 (2) 募集要項の配布 

募集要項を平成２８年８月１５日（月）から９月１６日（金）まで（土

曜日，日曜日を除く。）配布します。 

P6 23 行目 (2) 募集要項の配布 

募集要項を平成２８年８月１５日（月）から９月１６日（金）まで

（土曜日，日曜日及び祝日法による休日を除く。）配布します。 

P6 下から 14 行目 (4) 応募書類の受付 

応募書類は平成２８年８月１５日（月）から９月１６日（金）まで（土

曜日，日曜日を除く。）受付します。 

P6 下から 12 行目 (4) 応募書類の受付 

応募書類は平成２８年８月１５日（月）から９月１６日（金）まで

（土曜日，日曜日及び祝日法による休日を除く。）受付します。 

P7 5 行目 イ 質問の受付期間 

平成２８年８月１５日（月）から９月２日（金）まで（土曜日，日曜日

を除く。）受付します。 

P7 7 行目 イ 質問の受付期間 

平成２８年８月１５日（月）から９月２日（金）まで（土曜日，日

曜日及び祝日法による休日を除く。）受付します。 

P7 20 行目 

(2) 面接審査（プレゼンテーション） 

書類審査の結果，面接審査（プレゼンテーション）を実施します。面接

を実施する法人等（連合体を含む。）には，日時，場所，出席人数等に

ついて後日連絡します。また，プレゼンテーション当日において，新た

に追加資料を配布することができません。プレゼンテーションに際し

て，芦屋市で以下の備品をご用意します。それ以外のパネル等の道具類

については応募者にてご用意願います。 

なお，次の機種以外のアプリケーションソフト又はプロジェクターを使

用される場合は，応募者にてご用意願います。芦屋市のパソコンを使用

P7 22 行目 

(2) 面接審査 

書類審査の結果，面接審査を実施します。面接を実施する法人等（連

合体を含む。）には，日時，場所，出席人数等について後日連絡し

ます。 

 



される場合は，ＵＳＢメモリー又はＣＤ－ＲＯＭにデータを保存してご

持参願います。 

 

 

 

 

上記備品以外のものをご持参される場合は，事前に事務局までご連絡願

います。 

P8 1 行目 

 (ｱ)  芦屋公園有料公園施設の管理について 

P7 下から 7 行目 

 (ｱ)  施設管理の基本事項について 

P9 下から 6 行目 

面接審査：平成２８年１０月１７日（月） 

P9 下から 12 行目 

面接審査：平成２８年１０月●●日（ ） 

P17 表 

(1) 芦屋公園有料公園施設の管理について 

P17 表 

(1) 施設管理の基本事項について 

P28 表 

利用料金収入 

（内駐車場収入） 

15,830,200 

（2,640,000） 

15,912,100 

（2,640,000） 

14,676,500 

（2,640,000） 

    
 

P25 表 

利用料金収入 15,830,200 15,912,100 14,676,500 

 
 

P28 １行目 

※ 平成２６年度から平成２８年度までの管理運営費（収入について

は，庭球場４面としての数値。支出については，庭球場１０面（指定管

理施設外６面の維持・管理経費含む）としての数値。） 

P25 １行目 

※ 平成２６年度から平成２８年度までの管理運営費 

P25 新規ページ追加 

芦屋市で用意できる備品 

パソコン：Ｏｆｆｉｃｅ２０１０ スタンダード（Ｅｘｃｅｌ・Ｗ

ｏｒｄ・ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ），プロジェクター，スクリーン 



様式６ 誓約書 

P26，27  

様式６ 役員名簿 

●業務仕様書  

P5 8 行目 

・芦屋公園庭球場の管理運営に関する要綱（以下「芦屋公園庭球場要綱」

という。） 

P5 8 行目 

・芦屋公園庭球場の管理運営に関する要綱（以下「芦屋公園庭球場

要綱」という。平成２９年４月改正予定） 

P5 15 行目 

関係税法（法人税，事業所税，所得税等） 

P5 16 行目 

関係税法（法人税，事業者税，所得税等の国税・県税・市税）等 

P5 下から 4 行目 

(ｱ) 予約・受付業務（インターネットでの取り扱いも含む） 

ａ 都市公園条例施行規則第７条第１項，第２項並びに第９条第１項に

基づき予約・受付業務を行うこと。 

P5 下から 3 行目 

(ｱ) 予約・受付業務 

ａ 都市公園条例施行規則第７条第１項，第７条第２項及び第９条

第１項に基づき予約・受付業務を行うこと。 

P11 18 行目 

エ 利用料金等の範囲内で購入した備品は，原則市に帰属すべきものと

し，市に報告すること。 

P11 19 行目 

エ 指定管理者及び利用料金等の範囲内で購入した備品は，原則市

に帰属すべきものとし，市に報告すること。 

P12 下から 5 行目 

(1) 物販事業に関すること 

指定管理者は，芦屋公園有料公園施設において，物販事業（売店，

自販機等）を行うことができる。 

P12 下 4 行目 

(1) 物販事業に関すること 

指定管理者は，芦屋公園有料公園施設において，物販事業を行

うことができる。 

P13 下から 10 行目 

指定管理者は，利用者の意見や要望を把握するため，当該施設にお

いて提供されるサービスに関する利用者アンケートを継続的に実施

P13 下から 9 行目 

指定管理者は，利用者の意見や要望を把握するため，当該施設

において提供されるサービスに関する利用者アンケートを継続



すること。 的に実施すること。（年２回以上） 

P14 7 行目 

エ 自主事業の実施状況及び収支状況（前記ウの収支と分けること） 

P14 9 行目 

エ 自主事業の実施状況及び収支状況 

P14 10 行目 (5) 実地調査等の実施 

市は，随時又は定期的に施設管理状況を実地にて確認するものであるこ

と。その際は市に協力すること。（調査においては，人事・経理に係る

帳簿，契約書類等も対象となる。） 

P14 12 行目 (5) 実地調査等の実施 

市は，随時又は定期的に施設管理状況を実地にて確認するものとし

ます。その際は市に協力すること。 

●審査要領  

19行目 ３選定の方法（１）第一次選考 

ア 修繕積立金の提案が５００万円未満の法人等 

19行目 ３選定の方法（１）第一次選考 

ア 修繕積立金の提案が５００万未満の法人等 

●選定基準  

２ 管理体制 

（１）管理体制について 

・管理責任者（総括責任者）が常時配置され，管理体制について実行可

能な提案がされているか 

２ 管理体制 

（１）管理体制について 

・管理責任者（総括責任者）が常時配置され，管理体制について明

確な提案がされているか 

２ 管理体制 

（２）緊急時の対応について 

・事故発生時の対応が十分であるか 

・災害発生時の対応が十分であるか 

２ 管理体制 

（２）緊急時の対応について 

・事故発生時の対応はどうなっているのか 

・災害発生時の対応はどうなっているか 

２ 管理体制 

（３）管理の質及び利用者サービスの向上の取組について 

・管理の質及び利用者サービスの向上について具体的な提案がなされて

いるか 

２ 管理体制 

（３）管理の質及び利用者サービスの向上の取組について 

・管理の質及び利用者サービスの向上について具体的な提案がなさ

れているか 



・利用者対応（接遇対応）の向上のための措置を講じているか 

・評価（内部・外部）をいかす仕組みが十分であるか 

・利用者対応（接遇対応）の向上のための措置を講じているか 

・自己評価についてどのように取り組んでいるか 

３維持管理 

（１）施設の管理について 

・施設管理の考え方が明確に示されているか 

３維持管理 

（１）施設管理の基本事項について 

・管理の基本的な考え方が明確に示されているか 

３維持管理 

（２）庭球場の維持管理について 

・庭球場の維持管理について具体的な計画を持っているか 

３維持管理 

（２）庭球場の維持管理について 

・庭球場の維持管理について具体的な提案があるか 

 


