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施設管理における点検等業務仕様

１ 目的

指定管理者は、本施設における公共サービスが円滑に提供され、施設利用者が施設を安全か 

つ快適に利用できるよう以下の業務を行うこと。なお、各種業務を行うにあたり作業時に安全 

確保に努めること。また、施設管理業務等においてやむを得ず再委託をする場合は、事前に本 

市の承認を得ること。 

２ 業務の仕様について

  下表のとおり

(1)遊水館 

項 目 主 な 内 容 頻  度 備  考 

施設管理運営 ・施設・設備・駐車場の点検 毎営業日  

・付帯施設（園地を含む）の巡回点

検整備 

毎営業日 

・消防設備の点検 毎営業日 

・施設・設備の保守点検及び軽微な

修繕 

随時 

・備品・用具の保守点検及び軽微な

修繕 

随時 

・消耗品（電球，トイレットペーパ

ー等）の使用確認・補充管理 

随時 

・維持管理業者への連絡調整・作業

の確認・点検報告等 

随時 

・季節の応じて照明点灯時間等の施

設の仕様を変更 

随時 

・玄関前，駐輪場，避難通路等の除

雪 

冬期間 

・リサイクル関連品の業者連絡搬

出，地球温暖化対策集計報告 

随時 

・施設の側溝，排水溝，駐車場等の

簡易な清掃 

随時 

・駐車場・通路の簡易な修繕 随時 

・駐車場の管理（不法駐車の取締り，

混雑緩和措置，障がい者駐車場の

確保等） 

随時 

・施設管理日報，月報，年報の作成

報告 

随時 

・自動券売機の点検（つり銭，記録

用紙セット，業者への故障連絡

等） 

随時 

・利用不可日の広報告知・案内の作

成掲示及び館内掲示物の入替等

随時 



管理 

・管理運営計画（月，年間予定） 

 の立案・作成・報告 

随時 

・水質（水質保全のための清掃を含

む）・薬品・水温・室温管理 

毎営業日 

・水道・ガス・電気メーター読み取

り 

毎営業日 

・救助訓練計画策定・実施 定期 

・プール監視，利用者の安全確認，

安全確保，案内，指導，混雑時の

整理 

随時 

・損害保険加入（木舟水路を含む）年度当初 

・定期利用券利用者の管理集計

（日・月・年毎との集計・報告書

作成，管理） 

毎営業日 

・市企画事業参加申込受付，案内（窓

口，電話） 

随時 

・施設使用料の受取・入金，減免申

請受付管理（ロッカーを含む） 

毎営業日 

・個人利用の受付・案内・利用，各

種簿冊及び受付簿・報告書等の管

理 

毎営業日 

・利用料の集計・報告書作成 

（日・月・年毎，データーベース）

毎営業日 

・施設利用者の集計・報告書作成

（日・月・年毎，データーベース）

毎営業日 

消防設備保守点検・付帯施設の巡回点検整備 関係法令に基づく  

自家用電気工作物

保安管理 

・電気設備の点検 １回/月  

・施設・設備の保守点検及び軽微な

修繕 

１回/年 

・備品・用具の保守点検及び軽微な

修繕 

必要の都度 

・維持管理業者への連絡調整・作業

の確認・点検報告等 

自動ドア保守点検・ドアエンジン装置（本体） 

・ドアエンジン動力部装置 

・ドアエンジン制御部装置 

・ドアエンジン操作スイッチ及び制

 御スイッチ 

３回（4,8,1月）/

年点検 

・派遣技術員は厚

生労働大臣認定

自動ドア施工技

能士1級または 

2級有資格者 



浄化槽維持管理 型式 

合併処理 

接触ばっき方式 

処理対象人員３８３人 

計画流入汚水量３６．００ /日 

処理目標水質ＢＯＤ 30㎎／Ｌ 

月作業内容 

・沈砂池及びスクリ

ーン残渣処理 

4回 

・機械点検及び水質

検査 4回 

・汚泥引抜及び処理

一式 

・消毒槽管理一式 

・法令に基づく管理

一式 

エレベーター保守

点検及び設備監視

対象設備 

日立（HPF－11－CO45,2stops） 

昇降機点検業務 

・運転状態 

・機械室 

・かご 

・かご上 

・乗場 

・昇降路ピット 

・定期点検（技術員

又遠隔診断装置

による自動診断

運転1回以上／

月） 

・故障対策（24時

間体制による不

時の故障，事故に

対し遠隔診断装

置によるモニタ

リング，データ収

集，現地でのメン

テナンスツール

による故障診

断・対処） 

・油圧式 

・地震時管制運転

装置，停電時自

動着床装置 

・火災管制運転装

置，Ｉ Ｃオート

アナウンス 

・遠隔監視装置用 

インターフェー 

ス付 

設備遠隔監視業務 

・ボイラー 

 ボイラー故障（№１．２） 

・ポンプ 

 温水ポンププール昇温故障 

 プール系統空調機故障 

 温水プール暖房系統故障 

 温水プール床暖房系統故障 

 屋内ろ過機故障 

 ジャグジーろ過機故障 

・監視装置により感

知された異常の

応急処置及び緊

急連絡通報 

・監視装置から送信

 される対象設備 

の異常の有無を 

24時間監視 

空調衛生設備保守

管理 

衛生設備 

・加圧給水ユニット1組 

・プール昇温用温水ポンプ1台 

・温水一次ポンプ2台 

・温水二次ポンプ1台 

・給湯循環ポンプ2台 

・汚水槽排水ポンプ2台 

・雑排水槽排水ポンプ4台 

1回/年 



・湧水ポンプ5台 

・屋内外スライダーポンプ2台 

・屋外プール流水ポンプ2台 

・膨張タンク6台 

自動制御機器 

・ボイラー廻制御一式 

・空調機制御一式 

・ファン発停制御一式 

・排水バルブ制御一式 

・水槽監視一式 

・シャワー廻制御一式 

・中央監視盤本体1台 

ばい煙量等の自主

測定 

・窒素酸化物測定 ２回以上／年

・ばいじん測定 １回以上／５年

AED保守点検 ・日常点検（動作確認） 毎日  

プール浄化装置保

守管理 

屋内プール濾過機 

・点検調整一式 

ジャグジープール濾過機 

・点検調整一式 

屋内プール滅菌器 

・点検調整一式 

オゾン発生機ユニット 

・点検調整一式 

1回/月  

自動券売機保守点

検 

自動券売機 1台 H31.3.31まで  

スライダー保守点

検 

屋外ウオータースライダー 

 躯体 ＲＣ（モルタル造形） 

 ユニパット貼り 

 表面ユニコート吹付け 

・滑走路面数1面（Ｒ・Ｌ計2本）

・滑走路全長 １０m（Ｒ・Ｌ共） 

・落差  ３m（Ｒ・Ｌ共） 

・幅員 上部４m，下部４．５m 

1回/年 建築基準法８８条 

・付帯設備 

 スタート・着水プール，昇降階段

・揚水（ポンプ）設備 

 電動機 200V，22 

吐出量7.0 /min 揚程13m 

屋内ウオータースライダー 

 躯体 ＲＣ（木造下地，発泡ウレ

タン造形） ユニパット貼り 

 表面ポリウレタン吹付け 

・滑走路面数 1面（１本） 



・滑走路全長 ４７m 

・落差     ６m 

・幅員   ０．９m 

・付帯設備 

 スタート・着水プール，昇降階段

・揚水（ポンプ）設備 

 電動機 200V，15 

吐出量4.0 /min 揚程16m 

除雪 ・駐車場除雪 随時  

除草 ・草刈り作業一式 ５．７．９.３月の

各月１回・草取り作業一式

・樹木予防作業一式 ６．７．８.３月の

各月１回

賃貸借関係 

(リース) 

装飾植木賃貸借

・２鉢/月

通年

H31.3.31まで

フロアーマット賃貸借

・正面入口外側（吸塵，吸水タイプ）

1枚1800×1200 

・正面入口内側（オーダーメイドマ

ット，吸塵，吸水タイプ）

1枚1780×1500 

・木舟乗場出入口（吸塵，吸水タイ

プ）

1枚1800×1200 

通年

H31.3.31まで
原則2週間毎に交

換 

デジタル複合機賃貸借

・富士ゼロックスDocuCentre185型

1台

通年

H31.3.31まで

券売機賃貸借

・BOSTEC ITM-RM 1台

（管理ソフト込）

・入場管理用パソコン 

NEC PC-WY18XAZ58M8 2台

 （管理ソフト込）

通年

H31.9.30まで

再委託業務（現行）・自家用電気工作物保守管理業務

・除草等業務

・除雪業務

H31. 3. 31まで

H31. 3. 31まで

降雪時

(2)木舟水路 

項  目 主 な 内 容 頻  度 備  考 

施設管理運営 ・木舟の点検整備，軽微な修繕 随時 

・水路の点検整備，軽微な草刈 随時 

・安全利用の指導 随時 

・水路監視，利用者安全確認・確保 毎営業日 

・利用者への案内，指導，混雑時の整理毎営業日 



木舟水路オゾ

ン浄化装置保

守管理 

巡回点検・清掃 

・触媒曝気槽清掃 

・濃縮廃液槽清掃・点検 

・目視点検及び作動確認等 

・オゾン発生器，電動機，送風機,水中

ポンプ，クリトンホーマー槽の水位及

び水量点検 

・その他各主要機器の整備・点検 

運転開始時点検 

・コンプレッサーの点検整備 

・ベルトの増締め 

・チップシール交換（7000～10000時間

毎に交換） 

・オゾン発生器整備点検 

・ＰＳＡ酸素発生器の酸素濃度確認

・オゾン濃度確認 

・オゾン発生器のガスケット・電  

 極交換（10000時間目安） 

・発動機用ベアリング，オイルシールの

点検 

・水中ポンプの作動確認 

オゾン分解触媒の入替 

1回/年 

1回/年（春季） 

衛生管理・清掃業務仕様

１ 目的

  本業務は、日常清掃並びに定期清掃を主たる任務とし、清潔で衛生的な環境の維持と建築物の保

全に努めることを目的とする。

２ 基本方針

①遊水館で用いられている建材の特性を十分検討のうえ、最適な資材を使用する。

②作業員の厳選はもとより日常の教育、訓練、指導にも留意し、業務を行う。

③借用した鍵類は十分慎重に取り扱い、業務を遂行するために必要な時間と場所に限って使用

する。

④ 用水、電力の使用については、必要最小限にとどめ、特に電灯は作業終了後ただちに消灯す

る。

３ 作業実施日及び作業時間帯

  作業は、開館日に実施し、遊水館係員の勤務時間内に行うものとする。ただし、日常行うことが

適切でない作業については、その限りでない。

４ 作業範囲及び作業内容

①表１に掲げる場所は、開館日につき、１日１回、清掃作業を行うこととし、作業内容は表１

記載のとおりとする。

②表２に掲げる場所は、週１回、清掃作業を行うこととし、作業内容は表２記載のとおりとす



る。

③表３に掲げる場所は、月１回、清掃作業を行うこととし、作業内容は表３記載のとおりとす

る。

④表4に掲げる場所は、２ヶ月に1回、清掃作業を行うこととし、作業内容・実施時期は表４

記載のとおりとする。

⑤表５に掲げる場所は、２ヶ月に1回、清掃作業を行うこととし、作業内容・実施時期は表５

記載のとおりとする。

⑥表８に掲げる場所は、プール利用者数の増大が見込まれる日に、巡回して清掃作業を行うこ

ととし、作業内容は、表８記載のとおりとする。ただし、利用者数の増大が見込まれる日は、

表８－２記載の日とする。

⑦表９に掲げる場所は、２ヶ月に1回、清掃作業を行うこととし、作業内容・実施時期は表９

記載のとおりとする。

⑧ 表１０に掲げる空調衛生設備は２ヶ月に１回～２回清掃作業を行う事とし、作業内容実施時

期は、表１０記載のとおりとする。

５ 管理用資材などの分担

① 新潟市側負担

  清掃作業に要する水道光熱費

    トイレットペーパー、手洗石鹸、ゴミ袋

② 受託者側負担

作業服等作業員が身に着けるもの。

    清掃作業に必要な機械･器具・資材・消耗品類

表１ （日常清掃）

区分 場  所 面積（㎡） 作業内容 実施回数

１Ｆ プールサイド 469.2 床洗浄、椅子等清掃

洗顔･うがい設備金具類清掃

毎日

テラス 37.6 

階段（中央） 14.0 床面掃き・拭き 毎日

階段（男子） 9.8 

階段（女子） 12.5 

採暖室（高温） 6.1 床面掃き・拭き、椅子等拭きあ

げ、

壁面（低所）拭き

毎日

採暖室（低温）
12.3 

便所（女子） 26.2 床面掃き・拭き、便器・洗面台

洗浄・

鏡拭き、消耗品補充

毎日

便所（男子） 21.3 

便所（身障者） 5.0 

シャワーゾーン（男子） 10.0 床面･壁面（低所）洗浄

器具類清掃

毎日

シャワーゾーン（女子） 17.4 

シャワー室（身障者） 6.3 

シャワー前室（男子） 15.1 床面洗浄 毎日

シャワー前室（女子） 8.1 

シャワー前室（身障者） 6.0 



更衣室（身障者） 4.0 床面掃き・拭き 毎日

更衣室前室（身障者） 8.7 床面掃き・拭き 毎日

エレベーターロビー 8.2 床面掃き・拭き 毎日

２Ｆ 便所（ロビー、男子） 2.9 床面掃き･拭き、便器・洗面台洗

浄、

鏡拭き、消耗品補充

便所（ロビー、女子） 3.7 

便所（更衣室、男子） 2.9 

便所（更衣室、女子） 3.5 

更衣室（男子） 108.7 床面掃き･拭き、屑籠収集点検、

マット清掃、洗面台洗浄更衣室（女子） 85.6 

更衣室ロビー（男子） 13.0 床面掃き・拭き、屑籠収集点検

更衣室ロビー（女子） 29.0 

シャワーブース（男子） 9.6 床面洗浄、器具類清掃

シャワーブース（女子） 11.0 

着水プールロビー 9.0 床面掃き・拭き

階段（スライダー） 36.6 床面掃き・拭き

無料休憩ロビー 246.1 廃棄物清掃

自販機コーナー 16.4 

表２ （日常清掃）

区分 場  所 面積（㎡） 作業内容 実施回数

２Ｆ エントランススロープ 81.6 床面吸塵、汚れ落とし、灰皿

屑籠収集点検、マット清掃

ゴミ拾い掃き

（項目により実施日が異なる）

週1回

ロビー前室 42.4 

無料休憩ロビー 246.1 

受付コーナー 26.4 

自販機コーナー 16.4 

便所前室 9.7 

バルコニー 40.6 

ブリッジ 21.3 

外周インターロック 564.0 

駐車場 3,225.0 

表３ （定期清掃）

区分 場  所 面積（㎡） 作業内容 実施回数

２Ｆ 更衣室（男子） 108.7 床面除菌洗浄

  （毎月最終月曜日）

毎月

更衣室（女子） 85.6 

表４ （定期清掃）

区分 場  所 面積（㎡） 作業内容 実施回数

１Ｆ 更衣室前室（身障者） 8.7 床面剥離洗浄･床維持剤塗布 年４回

更衣室（身障者） 4.0 

便所（身障者） 5.0 

エレベーターロビー 8.2 

監視室 18.0 



２Ｆ 事務室 33.5 床面剥離洗浄・床維持剤塗布年４回

更衣室（男子） スノコ除菌清掃 年６回

更衣室（女子）

更衣室ロビー（男子） 13.0 床面剥離洗浄・床維持剤塗布

（内剥離清掃年１回含む）

年３回

年１回更衣室ロビー（女子） 29.0 

便所（更衣室、男子） 2.9 

便所（更衣室、女子） 3.5 

表５ （定期清掃）

区分 場  所 面積（㎡） 作業内容 実施回数

１Ｆ 木舟監視室 11.0 床面洗浄・床維持剤塗布

除菌清掃

年２回

階段（（屋外螺旋階段） 14.0 

２Ｆ コインロッカー清掃（大） 90ヵ所除菌清掃 年２回

コインロッカー清掃（小） 380ヵ所

無料休憩ロビー天然石清掃 246.1 床面清掃、床維持剤塗布 年２回

ロビー前室  〃 42.4      〃 年２回

バルコニー  〃 40.6      〃 年２回

ブリッジ   〃 21.3      〃 年２回

表６ （定期清掃）

区分 場  所 面積（㎡） 作業内容 実施回数

１Ｆ 親水プール 360.0 床面・壁面清掃

（１２月末に実施）

年１回

幼児プール 13.0 

ジャグジープール 19.0 

２Ｆ 着水プール 22.4 

ウォータースライダー 75.2 

屋外 流水プール 310.0 床面・壁面洗浄 年１回

夏
季
屋
外
プ
ー
ル

オ
ー
プ
ン
前
実
施

ウォータースライダー 45.0 

着水プール 25.0 

便所（男子） 15.7 床面洗浄、便器、洗面台洗浄

鏡拭き、消耗品補充

年１回

便所（女子） 15.7 

更衣ブース 10.4 床面洗浄 年１回

ロッカーブース 14.0 床面洗浄、ロッカー除菌清掃年１回

螺旋階段 6.2 床面洗浄 年１回

デッキ 512.0 

インターロッキング 481.0 床面吸塵 年１回

パーゴラ 352.2 床面洗浄 年１回

表７ （夏季日常清掃）

区分 場  所 面積（㎡） 作業内容 実施回数

屋外便所（男子） 15.7 床面掃き。拭き、便器・洗面台

洗浄、鏡拭き、消耗品補充

夏季

7/1～

9/15 

便所（女子） 15.7 

更衣ブース 10.4 床面洗浄



ロッカーブース 14.0 

螺旋階段 6.2 床面掃き・拭き

デッキ 512.0 床面洗浄

インターロッキング 481.0 床面吸塵

パーゴラ 352.2  

表８ （繁忙期日常清掃）

区分 場  所 面積（㎡） 作業内容 実施回数

階段（男子） 9.8 巡回点検、床面掃き・拭き

便器・洗面台洗浄、鏡拭き

繁忙日

階段（女子） 12.5 

便所（男子） 26.2 

便所（女子） 21.3 

排水溝 － 巡回点検・異物除去

便所（ロビー・男子） 2.9  

便所（ロビー･女子） 3.7  

便所（更衣室、男子） 2.9  

便所（更衣室、女子） 3.5  

更衣室（男子） 108.7  

更衣室（女子） 85.6  

更衣室ロビー（男子） 13.0  

更衣室ロビー（女子） 29.0  

シャワーブース（男子） 9.6  

シャワーブース（女子） 11.0  

着水プールロビー 9.0  

階段スライダー 36.6  

無料休憩ロビー 246.1 巡回点検、ガラス面汚れ落とし

什器備品清掃

表８－２ （繁忙日）

区分 日付 日数 備考

４月 １ 無料開放日

５月 無 0  

６月 無 0  

７月 2．3．9．10．16～18．23～31 18 土・日・祝日・夏休み

８月 8．22（第2、第4月曜日）を除く毎日 29 夏休み

９月 無 6  

１０月無 0  

１１月無 0  

１２月無 0  

１月 無 0  

２月 無 0  

３月 無 0  

合計 54  



表９ （定期清掃）

区分 場  所 面積（㎡） 作業内容 実施回数

１Ｆ プールサイド排水溝 25.0 除菌洗浄 年４回

ガラス面 158.6 ガラス面洗浄

ガラス面 233.5 ガラス面洗浄

ガラス面 7.2 ガラス面洗浄

外壁面 害虫駆除（蜘蛛の巣等）

表１０ （定期清掃）

区分 場  所 面積（㎡） 作業内容 実施回数

屋外 貯水槽清掃（84.0  ） １基 消毒清掃（水質検査を含む） 年1回

室内エアー屋外取り入れ口（小）（0.25㎡） １枚 フィルター清掃 年６回

室内エアー屋外取り入れ口（大）（20㎡） ２枚

屋内 排水管洗浄 高圧洗浄 年２回

パッケージ型エアコン １２枚 フィルター洗浄 年１２回

オーバーブロータンク（220 ） １基 清掃 年１回

沈殿槽（25.0  ） １基 沈殿物(珪藻土(産業廃棄物９月約３ 、

３月約２ 、計約５ ))除去清掃

年２回



1

管理運営上のリスク分担表

種  類 内  容 
リスク分担 

本市 指定管理者 

物価変動 物価変動による経費の増大  ○ 

金利変動 金利の変動による経費の増大  ○ 

税制・法令

改正 

施設の管理運営に直接関係する制度改正等による経費の増

大又は減少（自主事業にかかるものを除く）
○

上記以外の改正等による経費の増大又は減少 ○

その他の制

度改正 

指定管理者制度に直接関係する条例、規則の改正その他の

制度変更等による経費の増大又は減少 
○  

上記以外の条例、規則等の改正その他の制度変更等による

経費の増大又は減少 
 ○ 

資金調達 資金調達ができなくなったことによる管理業務の中断等  ○ 

管理運営 

本市の責め・指示による事業内容の変更等に関するもの ○  

上記以外の要因による事業内容の変更等に関するもの  ○ 

自主事業にかかる収入の変動  ○

運営時の周辺環境への配慮、住民対策、苦情処理に関する

もの 
 ○ 

本市の発意による施設の大規模修繕（施設の原形を変ずる

改修及び模様替え）や維持補修 
○  

施設・備品

等の損傷 

施設の劣化、破損、故障等（5万円未満）  ○ 

施設の劣化、破損、故障等 

（5万円以上250万円未満） 
△ 

○ 

指定管理料 

(工事費分) 

施設の劣化、破損、故障等（250万円以上） ○  

指定管理者の責めによる施設の損傷  ○ 

指定管理者が設置した備品等の劣化、破損、故障等  ○ 

上記以外の備品等の劣化、破損、故障等 △ ○ 

指定管理者の責めによる備品等の損傷  ○ 
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2

許認可等 

本市が取得すべき許認可等が取得・更新されないことによ

る事業の中止、延期 
○  

指定管理者が取得すべき許認可等が取得・更新されないこ

とによる事業の中止、延期 
 ○ 

不可抗力 

地震、暴風、豪雨、洪水、火災、暴動等、指定管理者の責

めに帰すことのできない自然現象又は人為的な行為による

業務の変更、中止、休業等による損失 

○  

上記のうち、指定管理者が実施する自主事業に対する損失市と指定管理者で協議

管理運営上

の事故等に

伴う損害賠

償 

施設管理上の瑕疵による事故又は指定管理者の責めに帰す

べき行為により利用者に損害を与えた場合 
 ○ 

騒音、振動、悪臭など管理運営上において周辺住民の生活

環境を阻害し損害を与えた場合 
 ○ 

事業終了時

の費用 

指定管理業務の期間が終了した場合又は期間途中における

業務を廃止した場合における事業者の撤収費用、原状回復

費用及び引継に要する費用 

 ○ 

○・・・主負担 △・・・従負担 



管理備品一覧
主な管理物品は以下のとおり

品名・規格等 数量 備考１ 所在場所
テーブル　ＩＴＯ　ＮＺ－１８９０ 1 遊水館
ベンチ　セノー　ＪＴ－９１２８ 20 遊水館
ベンチ 4 遊水館
コインロッカー 1 遊水館
ヨド物置　ＬＭＢＳ３６２２Ｈ 1 遊水館
ロッカー　ＩＴＯ　Ｌ４７ＮＧ 4 遊水館
アルファコインロッカー　ＮＥＤ－４Ｗ 1 遊水館
ロッカー２列５段１０個アルファＮＳ－１６８５Ｗコインロッカー 13 遊水館
ビート板整理棚　セノー　ＪＧ－９１８１ 1 遊水館
コクヨパンフレットスタンド 1 遊水館
アルミビート板ヘルパー兼用棚　トウエイライト　Ｂ－７０６８ 1 遊水館
書庫　ＩＴＯ　６３５５　ガラス戸 1 遊水館
ボード棚　Ｂ－７６３０－４ 1 遊水館
パンフレットスタンド ＩＴＯ　ＫＡー１２ 1 遊水館
ゴミ箱　ＩＴＯ　ＲＧ－３００ＤＳ 3 遊水館
フラワーボックス　ＩＴＯ　ＦＭ－５ＮＧ 2 遊水館
傘立　ＩＴＯ　Ｓ－３２ 2 遊水館
案内板　ＩＴＯ　ＨＴＶ－３１５ 2 遊水館
ライオンアルミホーロー黒板Ｈ－１１ 1規格１８００ｍｍ×９０９ｍｍ 遊水館
投込式残留塩素計 1東亜ディーケーケー株式会社製　ＣＲ－３１Ｐ－Ｆ遊水館
残留塩素センサー 1ＦＣＬ－２２１ＣＡ 遊水館
デジタル残留塩素測定器 1水道機工（株）ＣＲＰ－１０００ポセイドンＤＰＤ残留チェッカー遊水館
デジタル残留塩素測定器　オルトトリジン用 1 遊水館
スポーツタイマー　司電工株式会社　ＳＴ－７ＬＨ 1 遊水館
除雪機　（ヤマハＹＳ－１２８０ＥＤ） 1 遊水館
自走式除草機（ＧＭ６５ＡＷ　バロネス社） 1 遊水館
草刈機 1マキタ　ＭＥＭ２６５０ＵＨＴ 遊水館
水着脱水機 2ＨＳＤ－８－ＨＳ／ＧＳ 遊水館
着水プール用リモコンマイク 1品番：ＪＶＣ　ＰＡ－ｃ５ 遊水館
ギャップレス機能付きＣＤプレイヤーユニット 1品番：ＣＤＵ－Ｔ９６８ 遊水館
アンプスピーカー 1品番：ＷＡ－８７２ＣＤ 遊水館
ポータブルＰＡパック 1 遊水館
ヘッドセット型ワイヤレスマイク 1 遊水館
冷蔵庫　三菱　ＭＲ－Ｔ１６Ｍ 1 遊水館
プールクリーナー　セノーＪＮ－９０２０ 1 遊水館
プールクリーナー　セノーＪＮ９０１２プールロボットＮＺ－７７ 1 遊水館
プールクリーナー　セノー　ＪＮ９０２１ＳＰ－８３Ｌ 1四柳ＳＷＩＴＯＬ　ＳＰ－８３Ｌ型 遊水館
セノー　ＪＳ９６２０ 1高温採暖室用時計 遊水館
硬貨計算機　グローリー　ＣＰ１０ 1 遊水館
水中ポンプ 1 遊水館
滅菌装置（ハイクロネーター） 1自動塩素滅菌器（屋内プール用）ハイクロネーターＢ－６０型遊水館
時計　シチズン防雨型４ＫＧ９５９－０１９ 1 遊水館
残水排水用ポンプ（可搬水中ポンプ） 1規格（株）川本製作所ＵＬ－５０５－０．４Ｓ 遊水館
木舟用排水ポンプ　ツルミポンプＬＢ－４８０ 1 遊水館
診察用寝台　セノーＪＧ－９８１０ 1 遊水館
車椅子 2 遊水館
プールカバー 6Ｂ－６０９８　１ｍ×２６ｍ 遊水館
監視台　セノー　ＪＴ－９５０５ 1 遊水館
監視台　ＪＳＰ－０３Ａ 1 遊水館
コースロープトーエーライトＢ－６０３３プールコースＲＬ７ＳＳ 1 遊水館
プールフロア 13ミズノ　３３ＰＲ－７４１６２ 遊水館
プール用スベリ台 1ミズノ　３３ＰＲ－７４１２７ 遊水館
ＩＴＯ　ＨＴＵー３１５ 1案内板 遊水館
案内標識（駐車場白線） 1 遊水館
案内板（営業時間及び休日表示一式） 1 遊水館
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業務等の報告書 

区  分 提出内容 提出期限

月例事業報告書

・利用者集計

：個人利用・専用利用別の集計及び合計

：年間累計、対前年度比も記載

・無料利用者集計

・体育施設等使用料免除申請一覧

・使用料集計

：個人利用・専用利用・付属設備等別の集計及び合計

：年間累計、対前年度比も記載

・使用料収納状況

・施設の管理状況

・施設利用状況集計（日別）

・自主事業の実施状況

・各種収支状況（自主事業含む）

・資料

翌月１５日まで

年間事業報告書

・利用者集計

：個人利用・専用利用別の集計及び合計

：月別集計、過年度比較も記載

・無料利用者集計

・体育施設等使用料免除申請一覧

・使用料集計

：個人利用・専用利用・付属設備等別の集計及び合計

 ：月別集計、過年度比較も記載

・使用料収納状況

・施設の管理状況（月別）

・管理業務の実施状況

・利用状況分析等

・自主事業集計（内容・収支等）

・公の施設目標管理型評価書（実績）

・収支決算書等

 ：経費執行額一覧・内訳

 ：支払明細

 ：使用料一覧

・資料

本市が指定する 

年度終了後の期日

その他本市が指示する事項 必要に応じ指示

提出先 北区産業振興課
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施設名

管理者名 指定期間 ～

担当課

所在地

根拠法令

設置条例

視 点 評価
※

新潟市北区前新田乙493番地

都市公園法

新潟市都市公園条例

施設概要

敷地面積（管理面積）：41,309.05㎡　　延床面積：2,248.198㎡
建築構造：鉄筋コンクリート2階建
主な施設内容（構成施設の内容）
（屋内施設）①親水プール（長さ25ｍ×5コース），②幼児プール（円形状　広さ13㎡）
　　　　　　③ジャグジープール（広さ19㎡），④屋内スライダー（長さ43ｍ），
　　　　　　⑤採暖室（2部屋）
（屋外施設）①流水プール（1周83ｍ），②屋外スライダー（長さ10ｍ）
　　　　　　③テラス／屋外更衣ブース，④木舟水路（水路1周360ｍ　木舟5艘）

施 設 設 置 目 的

スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的と
して，体育施設を設置する。

管理･運営に関する基本理念，方針等

平成30年度公の施設目標管理型評価書

水の公園福島潟遊水館（有料）

ハピスカとよさか＆アイビス技建共同事業体 平成26年4月1日 平成31年3月31日

北区産業振興課

(１)新潟市都市公園条例（以下「条例」という。）に基づき，スポーツの普及および振興を図り市民の心身の
健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与する管理運営を行うこと。
(２)公の施設管理運営の責務を認識して管理運営を行うとともに，住民サービスの向上や平等利用が確保する
こと。
(３)利用者の意見及び要望を管理運営に反映させること。
(４)利用者に対し，安全で快適な環境を提供すること。
(５)新潟市個人情報保護条例に基づき，個人情報の保護を徹底するとともに，業務上知り得た情報について守
秘義務を遵守すること。
(６)効率的かつ効果的な管理運営を行い経費の削減に努めること。
(７)法令を遵守し施設の管理運営を適切に行うこと。
(８)指定管理者制度を理解し，実践すること。
(９)本市施策の方向性に沿った自主事業の提案・実施に努めること。
　　北区のスポーツの方向性（北区　区ビジョンまちづくり計画より）
　・施設の活用並びに利用促進を図ること。
　・区内でのスポーツ教室，大会，各団体の活動状況をより多くの区民に伝える仕組みづくりを進めること。
　・区民が気軽に親しめるスポーツ活動の場と機会の充実を図ること。
　・スポーツ活動を通じた区民の一体感の醸成を図ること。

評価項目 評価指標 実績 評価コメント
※

施設管理に関する利用者満足
度5段階中3以上が85％以上

市 民

広報の充実
ホームページに施設の情報及
びブログを月5回以上更新

基準者数の達成 利用者数年間 85,000人以上

各種サービス別満足度

※赤字部分は，平成31年

度版から追記
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視 点 評価
※
評価コメント
※

財 務

利用者1人あたりのコスト削減
額（管理施設全ての合計額か
ら算出）

利用者1人あたりのコストを
1,162円以下

管理運営経費の削減
省エネ及び環境に配慮した取り
組みの実施

使用料収入の達成

苦情・要望に対する対応 苦情・要望には14日以内に回答

市 民

使用料収入（免除料金含む）が
年間 17,475千円以上

設置目的（本市施策）に合致し
たサービス提供

・本市施策に合致した自主事業
（スポーツ教室等）を年間○○
件以上実施
・各種スポーツ教室・イベントに
延11,000人以上参加

評価項目 評価指標 実績

業務基準書の人員確保

日常連絡の適切さ
各種報告書の提出期限厳守及
び業務基準書に定められた報
告内容の適切さ業 務

業務基準書等に定める事項の
遵守

その他業務基準書等に定める
事項の遵守

他施設との連携に対する理解
他施設との連携会議を月1回以
上開催

人員計画の合理性妥当性

当該施設の管理に係る関係法
令の遵守

コンプライアンス研修年1回以上

事件・事故発生時の対応の適
切さ

補償を伴う事故発生件数0件

改善勧告時の対応の迅速さ・
適切さ

改善内容に応じて軽易なもの即
日。時間を要するもの1週間以
内に改善対応

安全責任者の配置と安全確保
体制の確立

施設の安全管理に関する訓練
（防火訓練等）年2回以上

人 材

配置人員条件の充足
業務に必要な資格又は専門知
識，経験を有する職員の配置

配置人員の知識やスキルの習
得度

プール管理に対応した研修を，
職員一人当たり年 4回以上受
講

労働基準の充足 労働関係法令の遵守

総 合 評 価 （ 所 見 ）

指定管理者記載欄（アピールしたい事項・未達成項目への改善策等）

【評価基準】
Ａ：要求水準（評価指標）を達成し，かつその達成度・内容が優れている。
Ｂ：要求水準（評価指標）が達成されている。
Ｃ：要求水準（評価指標）が達成されていない。


