
                            第  号議案

一宮市市民会館等の管理に係る指定管理者の指定について

 一宮市市民会館等の管理に係る指定管理者の指定について、別紙案を添えて

教育委員会の審議に付します。

 令和２年１０月２７日

                     一宮市教育委員会

                     教育長 高 橋 信 哉

  提案理由

 一宮市市民会館等指定管理者選定委員会において、一宮市民会館、一宮市尾

西市民会館及び一宮市木曽川文化会館の管理を行う指定管理者の優先交渉権者

が選定されました。

 よって、地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき、当該施設の管理

を指定管理者に行わせたく、同条第６項の規定による議会の議決を求めるため、

市長に申し出たいので本案を提出します。
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１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設

（１） 一宮市民会館       一宮市朝日２丁目５番１号

（２） 一宮市尾西市民会館    一宮市東五城字大平裏４３番地１

（３） 一宮市木曽川文化会館   一宮市木曽川町内割田一の通り２７番地

２ 指定管理者として指定する共同事業体の名称並びに代表構成団体等の名

称、主たる事務所の所在地及び代表者の職・氏名 

（１） 共同事業体の名称 

    ＪＮＰ一宮パートナーズ 

（２） 代表構成団体 

名  称 主たる事務所の所在地 代表者の職・氏名 

株式会社ＪＴＢコミュ

ニケーションデザイン 

東京都港区芝三丁目23

番1号 

代表取締役 

 古野 浩樹

（３） 構成団体 

名  称 主たる事務所の所在地 代表者の職・氏名 

日本管財株式会社 兵庫県西宮市六湛寺町9

番16号 

代表取締役社長 

 福田 慎太郎 

株式会社ピーアンドピ

ー 

愛知県豊川市豊が丘町

198番地1 

代表取締役 

 彦坂 知秀 

３ 指定の期間

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間）



《資料》

一宮市市民会館等指定管理者候補者選定結果について

１．指定管理者に管理を行わせる公の施設（３施設）

   一宮市民会館、一宮市尾西市民会館、一宮市木曽川文化会館

２．指定期間

   令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間）

３．選定結果

・優先交渉権者

名 称 ＪＮＰ一宮パートナーズ

所在地 株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン：東京都港区

    日本管財株式会社：兵庫県西宮市

    株式会社ピーアンドピー：愛知県豊川市

   第一次審査      １９６点  １位

   第二次審査      ３８１点  １位

    合 計       ５７７点  １位

  ・次点交渉権者

   名 称 共立・伊藤忠ＵＣ共同事業体

所在地 株式会社共立：東京都渋谷区

    伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社：東京都中央区

   第一次審査      １９６点  １位

   第二次審査      ３５１点  ２位 

    合 計       ５４７点  ２位

４．選定過程

  ・選定委員（５名） 教育長      高橋 信哉

            教育文化部次長  堀  尚志

            公認会計士    牧野 信也

            学識経験者    魚住 直人（弁護士）

            学識経験者    西村 志磨（至学館大学准教授）



（１）公募説明会 令和２年７月６日（月） 参加者１６団体

（２）第一次審査 令和２年８月２６日（水）

         応募者２団体を提出書類に基づき審査し、２団体が通過。

         評価項目（５０点）

・施設管理に関する基本的な考え方について（１０点）

・事業運営に関する基本的な考え方について（１０点）

・自主文化事業に関する基本的な考え方について（１５点）

・応募者の経営基盤及び管理実績等について（１５点）

（３）第二次審査 令和２年１０月７日（水）

         第一次審査通過２団体の提案書並びに提案に基づく、プレ

ゼンテーションにより審査し、優先交渉権者及び次点交渉

権者を選定。

         評価項目（１００点）

・事業実施体制について（２０点）

・運営計画について（２０点）

・施設及び設備の保守管理計画・改修計画について

（２０点）

・自主文化事業に関する提案について（２０点）

・収支計画について（１０点）

・指定管理料について（１０点）

５．今後の予定

   教育委員会において、優先交渉権者及び次点交渉権者の承認を受けて、

優先交渉権者と指定管理に係る仮協定を締結するとともに、市議会１２月

議会にて指定管理者の指定の議案を上程し、議決された日をもって仮協定

が基本協定書として発効されます。



地方自治法（抜粋）
（公の施設の設置、管理及び廃止）

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の

定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条

例でこれを定めなければならない。  

２  普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に

重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用

をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を

得なければならない。  

３  普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要が

あると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて

当該普通地方公共団体が指定するもの（以下本条及び第二百四十四条の四にお

いて「指定管理者」という。）に、当該公の施設の管理を行わせることができ

る。  

４  前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及

び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。  

５  指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。  

６  普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、

当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。  

７  指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事

業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなけれ

ばならない。  



８  普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の

施設の利用に係る料金（次項において「利用料金」という。）を当該指定管理

者の収入として収受させることができる。  

９  前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、

条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合におい

て、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の

承認を受けなければならない。  

１０  普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管

理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況

に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。  

１１  普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該

指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定

を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずること

ができる。  



第●号議案

一宮市スポーツ施設の管理に係る指定管理者の指定について

一宮市スポーツ施設の管理に係る指定管理者の指定について、別紙案を添えて

教育委員会の審議に付します。

 令和２年１０月２７日

一宮市教育委員会

教育長 高 橋 信 哉

提案理由

一宮市スポーツ施設指定管理者選定委員会において、一宮市スポーツ施設の管

理を行う指定管理者の優先交渉権者が選定されました。

よって、地方自治法第 244条の 2第 3項の規定に基づき、当該施設の管理を指
定管理者に行わせたく、同条第 6項の規定による議会の議決を求めるため、市長
に申し出たいので本案を提出します。
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1 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

(1) 一宮市テニス場の設置及び管理等に関する条例(昭和57年一宮市条例第

43号)第2条第2項に規定する次の施設 

名  称 位  置 

一宮市テニス場 一宮市今伊勢町馬寄字西流9番1 

(2) 一宮市温水プールの設置及び管理等に関する条例(昭和58年一宮市条例

第27号)第2条に規定する次の施設 

名  称 位  置 

一宮市温水プール 一宮市若竹3丁目1番5号 

(3) 一宮市都市公園条例(昭和33年一宮市条例第2号)第5条の2第2項に規定す

る次の施設 

名  称 位  置 

音羽公園プール 一宮市音羽3丁目13番 

九品地公園プール 一宮市文京1丁目3番 

真清公園プール 一宮市公園通6丁目38番 

平島公園プール 一宮市羽衣2丁目5番 

一宮市尾西プール(冨田山公

園) 
一宮市冨田字砂原2119番地 

光明寺公園球技場 一宮市光明寺字大日東70番地 

(4) 一宮市立学校施設使用条例(昭和56年一宮市条例第65号)第7条に規定す

る次の市民開放プール 

名  称 位  置 

一宮市立南部中学校プール 一宮市浅野字長島39番地1 

一宮市立北方中学校プール 一宮市北方町北方字宮浦42番地 

一宮市立大和中学校プール 一宮市大和町苅安賀字上東出80番地 

一宮市立奥中学校プール 一宮市奥町字上平池55番地 

一宮市立萩原中学校プール 一宮市萩原町串作字河室浦1番地 

一宮市立千秋中学校プール 一宮市千秋町佐野字高須2982番地 

一宮市立神山小学校プール 一宮市平和2丁目12番7号 

一宮市立葉栗小学校プール 一宮市島村字大西出36番地 

一宮市立西成小学校プール 一宮市西大海道字障子目30番地 

一宮市立丹陽小学校プール 一宮市三ツ井五丁目22番1号 

一宮市立浅井南小学校プール 一宮市浅井町江森字大道附80番地 

一宮市立今伊勢小学校プール 一宮市今伊勢町新神戸字乾26番地 

一宮市立富士小学校プール 一宮市富士2丁目5番14号 



2 指定管理者として指定する共同事業体の名称並びに代表構成団体等の名称、

主たる事務所の所在地及び代表者の職・氏名 

(1) 共同事業体の名称 

コナミスポーツ・近鉄ビルサービスグループ 

(2) 代表構成団体 

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の職・氏名 

コナミスポーツ株式会

社 

東京都品川区東品川四丁目10

番1号 

代表取締役社長 

 有坂 順一

(3) 構成団体 

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の職・氏名 

近鉄ビルサービス株式

会社 

大阪府大阪市中央区難波二丁

目2番3号 

取締役社長 

 内藤 博行 

3 指定の期間 

令和3年4月1日から令和8年3月31日まで(5年間) 



《資料》

一宮市スポーツ施設指定管理者候補者選定結果について

１．指定管理者に管理を行わせる公の施設（21施設）
   一宮市温水プール、一宮市テニス場、一宮市光明寺公園球技場

   一宮市尾西プール、一宮市都市公園プール（４箇所）

   一宮市学校開放プール（13箇所）

２．指定期間

   令和３年４月１日から令和８年３月 31日まで（５年間）

３．選定結果

・優先交渉権者

   名 称 コナミスポーツ・近鉄ビルサービスグループ

所在地 コナミスポーツ株式会社：東京都品川区

    近鉄ビルサービス株式会社：大阪府大阪市中央区

   第一次審査      179点  １位
   第二次審査      348点  １位
    合 計       527点  １位

４．選定過程

  ・選定委員（５名） 教育文化部長   野中 裕介

            教育文化部次長  堀  尚志

            公認会計士    浅井 清史

            学識経験者    髙木 道久（弁護士）

            学識経験者    菊池 秀夫（中京大学教授）

（１）公募説明会 令和２年７月８日（水） 参加者４団体

（２）第一次審査 令和２年８月 28日（金）
         応募者１団体を提出書類に基づき審査し、第一次審査通過。

         評価項目（50点）
・施設管理に関する基本的な考え方について（15点）

         ・事業運営に関する基本的な考え方について（15点）
         ・応募者の経営基盤及び管理実績について（20点）



（３）第二次審査 令和２年 10月８日（木）
         第一次審査通過 1団体の提案書並びに提案に基づく、プレゼンテーショ

ンにより審査し、優先交渉権者を選定。

         評価項目（100点）
・事業実施体制について（35点）

         ・運営管理計画について（15点）
         ・維持管理計画について（30点）
         ・事業収支計画について（10点）
         ・指定管理料について（10点）

５．今後の予定

   教育委員会において、優先交渉権者の承認を受けて、指定管理に係る仮協定を締結

するとともに、市議会 12月議会にて指定管理者の指定の議案を上程し、議決された日
をもって仮協定が基本協定書として発効されます。



地方自治法（抜粋）
（公の施設の設置、管理及び廃止）

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるも

のを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければな

らない。

２  普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものに

ついて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、

議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。

３  普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認める

ときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指

定するもの（以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。）に、当該

公の施設の管理を行わせることができる。

４  前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

その他必要な事項を定めるものとする。

５  指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。

６  普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地

方公共団体の議会の議決を経なければならない。

７  指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作

成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。

８  普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に

係る料金（次項において「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させる

ことができる。



９  前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定め

るところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あら

かじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

１０  普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期

するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に

ついて調査し、又は必要な指示をすることができる。

１１  普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者に

よる管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定

めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。



第  号議案  

一宮市教育委員会ネーミングライツ（命名権）選定委員会 

委員の委嘱について 

一宮市教育委員会ネーミングライツ（命名権）選定委員会委員の委嘱に

ついて、別紙案を添えて教育委員会の審議に付します。 

令和２年１０月２７日 

一宮市教育委員会 

教育長 高 橋 信 哉 

   提案理由 

一宮市教育委員会ネーミングライツ（命名権）選定委員会委員を委嘱

するため、一宮市教育委員会ネーミングライツ（命名権）選定委員会設

置要綱第３条第１項の規定により本案を提出します。 
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１．一宮市教育委員会ネーミングライツ（命名権）選定委員会委員　委嘱候補者

氏　　名 性別 生年月日 住　　　　　　　所 備　考
新任
再任

の　 なか　ゆう すけ

野　中　裕　介
男 S37.10.21 一宮市花池

 一宮市
 教育文化部長

再

ほり　　　　ひさ　し

堀　　　尚　志
男 S38. 7.27 一宮市今伊勢町宮後

 一宮市
 教育文化部次長

再

あさ  い 　せい　 じ

浅　井　清　史 男 S43. 2．9 一宮市開明  公認会計士 新

たか　ぎ　 みち ひさ

髙　木　道　久
男 S33. 4. 4 名古屋市東区相生町  弁護士 再

たか　はし　　　いち

髙　橋　　　一
男 S35.11.11 一宮市大宮  議会代表 新

２．委嘱期間

　　令和２年１０月２８日～令和３年３月３１日







第６０号議案

一宮市教育委員会後援名義の使用について

一宮市教育委員会後援名義の使用について、別紙のとおり申請がありました

ので、教育委員会の審議に付します。

令和２年１０月２７日

一宮市教育委員会      

教育長 高 橋 信 哉 



一宮市教育委員会後援名義使用許可基準 

（許可基準） 

第２条 後援名義の使用の許可は、次の各号のいずれかに該当する事業に対して行うも

のとする。 

(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は後援する事業 

(2) 学校又は学校の連合体が主催する事業 

(3) 市内の公共的団体及びこれに加盟している団体が主催する事業 

(4) 公益法人及びこれに準ずる団体（宗教法人を除く。）が主催する事業 

(5)  次に掲げる団体等が主催する事業で、その内容（入場料、場所、事業内容等）が

適当と認められる事業 

ア 市内の教育関係団体 

イ 報道機関（新聞社又は放送局） 

ウ 国、地方公共団体が補助等をしている団体 

(6) 過去において、教育委員会が後援した実績のある事業 

(7) 前各号に掲げる事業のほか、教育委員会が適当と認めた事業 

２ 前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、後援

名義の使用を許可しないものとする。 

(1) 営利を目的として行われる事業 

(2) 特定の政党又は宗教団体が主催する事業 

(3) 教育の中立性を損なうおそれのある事業  

(4) 会員制又は会員勧誘を前提とした事業 

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業 

(6) 市内全域を対象としない事業 

(7) 一宮市暴力団等の排除に関する条例（平成 23 年一宮市条例第 24 号）第 2 条第 1

項第１号に規定する暴力団又は同項第 2 号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接

な関係を有する者が主催し、又は関与すると認められる事業 

(8) 前各号に掲げる事業のほか、教育委員会が支障があると認めた事業



一宮市教育委員会後援名義使用許可申請
（学校教育課）

受付
番号

申請者 事業名 内容 実施日 開催場所 参加料
許可
基準

18

特定非営利活動法人

ﾒﾀｾｺｲｱの森の仲間

たち

代表理事

永吉　剛
ながよし　ごう

清流王国郡上・
冬休みこども
キャンプ

･雪遊び・アウトドアクッキング・
キャンプファイヤーなど何をする
かを子供たちが考える2泊3日の
キャンプ
・参加者：東海地方在住の小中
学生約140名

令和２年
①12月24日（木）
～26日（土）
②12月28日（月）
～30日（水）
令和3年
③1月3日（日）～
5日（火）
④1月9日（土）～
11日（月）

郡上市内

有料
2泊3日
36,800円

（4）
（6）

19

尾西信用金庫

総務部長

奥田
おくだ

　和彦
かずひこ

尾西信用金庫
創立７０周年記
念講演会

・尾木直樹氏を講師に迎え、講
演会を実施
・２部構成（総勢850名）

令和3年
5月12日（水）

一宮市尾西市
民会館

無料 (7)

－1－



一宮市教育委員会後援名義使用許可申請 
                      （生涯学習課）

- 1 - 

受

付 

番

号

申請者 事業名 内容 実施日 開催場所 参加料 
許可 

基準

１４ 

志
し

多
だ

ら尾西公演実行

委員会 

委員長 

葛谷
くずや

 恵子
けいこ

志多ら いのちの力 

尾西公演 

和太鼓集団

志多らによる演

奏会 

令和3年 

1月24日（日）
尾西市民会館

有料 

一般4,500円 

高校生以下 

4,000円 

（７）

１５ 

杜の宮市準備委員会 

代表 

森
もり

 一生
かずお

まちの宮市 

アート・クラフト

ブース、フード

ブース、コンサ

ート等 

12月13日（日） 

令和3年 

2月28日（日） 

3月28日（日） 

真清田神社境

内、本町商店

街およびその

周辺

無料 （７） 










