
令和３年３月26日までに受け付けた質問への回答は以下のとおりです。

№ 質問事項 回答

1 要項
1ページ
1.対象施設及び価格設定等

「個別に応募する場合と３施設全てに応募する場合では、価格設定
が異なります。」とございますが、指定管理者応募団体が体育館ご
とに異なる3社（荻窪体育館A社、高円寺体育館B社、大宮前体育館C
社）のネーミングパートナーの応募を取りまとめた場合は、3施設全
てに応募する場合に該当しますでしょうか。

「３施設全てに応募する場合」とは、ネーミング
ライツパートナーの応募者が３施設全てに応募す
る場合となります。よって、ご質問のケースによ
うに指定管理者応募団体の取りまとめのもと、３
施設全てにネーミングパートナーの応募がある場
合でも、それぞれの施設へのネーミングライツ
パートナー応募者が異なる場合は適用されませ
ん。

2 要項
1ページ
1.対象施設及び価格設定等

「個別に応募する場合と３施設全てに応募する場合では、価格設定
が異なります。」とございますが、2施設での応募では価格設定に変
更はございますでしょうか。

２施設での応募の場合は価格設定に変更はござい
ません。

3 要項
3ページ
4.募集要項
(3)応募書類

4/28～5/10の応募時に提出する書類は（３）応募書類の内①～⑥・
⑧のみで⑦に関しては選定後、提出するとの理解でよろしいでしょ
うか。
また、⑧について指定管理者への応募を共同事業体で申請した場合
に共同事業体を構成する団体の1つが単独でネーミングライツパート
ナーに応募する際も必要となるのでしょうか。

応募書類の内、⑦に関しては、指定管理者候補者
の選定後、選定された団体又はその関連企業等
に、区から別途提出を求めます。4/28～5/10の応
募時には提出の必要はありません。
⑧については、ご質問のケースは必要ありませ
ん。

4 要項
3ページ
4.募集要項
(3)応募書類

様式にある「特記事項」は①申込書【第1号様式】に付帯（含まれ
る）様式か②企画提案書【任意様式】の例示なのかご教示くださ
い。

「特記事項」は①申込書【第1号様式】に付帯する
ものです。②企画提案書【任意様式】は、地域貢
献や区民サービス向上につながる提案がある場合
に別途ご提出ください（提出は任意）。

5 要項
3ページ
4.募集要項
(3)応募書類

複数の施設に応募する場合、申込書以外の各書類についても施設ご
とに用意し提出するのでしょうか。

同一募集要項内の複数施設の応募の場合は、①申
込書・②企画提案書（提出任意）・⑦通称名看板
等のデザイン案以外の共通書類については、施設
ごとの提出は不要です。
なお、質問No.3の回答のとおり、⑦通称名看板等
のデザイン案については、該当する団体に対し、
後日、別途提出を求めますので、4/28～5/10の応
募時には提出の必要はありません。

項目

杉並区荻窪体育館、杉並区高円寺体育館及び杉並区大宮前体育館
ネーミングライツパートナー募集要項に関する質問と回答



№ 質問事項 回答項目

6 要項

4ページ
5.通称名看板等の掲出に関
わる留意事項
(2)通称名看板等の掲出に係
る制限及び配慮基準

ネーミングライツパートナーとして施設に設置する看板等に関し
て、募集要項に記載のほか、具体的な素材の規定等はありますで
しょうか。

素材の規定は特に定めていません。なお、指定管
理者候補者の選定後、応募書類⑦を提出される場
合には、要項５ページ ６実施手順「屋外広告物の
表示・掲出に係る事前確認（８月～９月）」の際
に、素材を含め、ご提案の看板について事前の確
認をお願いします。

7 要項

7ページ
10.契約の概要
(4)費用負担
　区とネーミングライツ
パートナーの費用負担区分

看板等の設置・整備などの費用がネーミングライツパートナーの契
約金の他に別途負担が必要とございますが、すでに区内施設でネー
ミングライツ事業を実施されている実績があると存じます。条例へ
の許可申請書、またその申請にかかる費用、看板設置・整備費用な
ど、別途かかる費用について参考情報としてご開示願えますでしょ
うか。

各種許可申請に際し、添付書類等の作成に伴う経
費の負担はございますが、申請自体に掛かる費用
はありません。また、看板設置及び修理等の維持
管理、契約期間終了後の原状回復費用について
は、ネーミングライツパートナーの負担となりま
す。
既実施施設の看板設置費用等につきましては、
ネーミングライツパートナーが負担しており、区
といたしましては把握しておりません。

8 別紙１
ネーミングライツ掲載箇所
事例

各看板等の素材及び規格（大きさ等）をご教示ください。

別紙「看板等の素材及び大きさ等」をご確認くだ
さい。ただし、別紙１に記載した看板等には、建
設当初に設置したものもあり、全ての看板等につ
いて規格をお示しすることが出来ません。
なお、通称名看板を設置する際には、各看板の設
置方法等について、ネーミングライツパートナー
からの提案を基に、既設看板の形態等を踏まえ、
個別に協議をさせていただきます。



看板等の素材及び大きさ等 

１．荻窪体育館 

看板等 写真 サイズ・素材 

別紙１  

１.荻窪体育館 

 ①正面入口・看板 

 
【サイズ】 

横 3000×縦 470 

別紙１  

１.荻窪体育館 

 ②正面自動ドア上・看板 

 
【サイズ】 

横 2100×縦 260 

別紙１  

１.荻窪体育館 

 ③正面入口右側・石銘板 

 
【サイズ】 

横 1500×縦 600 

【素材】 

  白御影石 ミガキ仕上 

 

別紙１  

１.荻窪体育館 

 ④正面入口左側・看板 

 
【サイズ】 

幅 400×高さ 2000×奥行 300 

別紙１  

１.荻窪体育館 

 ④正面入口左側・案内板 

 
【サイズ】 

掲示板上部 

：横 1500×縦 150  

【素材】 

 掲示板上部 

：t1.2カラーステンレス 

 H.L仕上 

  文字部分 

  ：アクリル切文字 

※サイズの単位は mm です。 

※素材は図面等で確認できるもののみ 

記載しています。 

別 紙 



２．高円寺体育館 

 

 

 

看板等 写真 サイズ・素材 

別紙１  

２.高円寺体育館 

 ①環七通沿・看板 

 
【サイズ】 

Ａ：横 840×縦 3350（3050） 

Ｂ：横 1800×縦 1500 

Ｃ：横 300×縦 1650 

 

別紙１  

２.高円寺体育館 

 ①環七通沿・ステップ表示 

 
【文字サイズ】 

横 140×縦 140 

別紙１  

２.高円寺体育館 

 ②体育館入口表示 

 
【サイズ】 

文字高さ 120 

文字厚み 20 

【素材】 

SUS箱文字 塗装仕上 

別紙１  

２.高円寺体育館 

 ③環七通沿・案内板 

 
【サイズ】 

横 140×縦 1460 

別紙１  

２.高円寺体育館 

 ④建物１階駐輪場 

 
【サイズ】 

文字高さ 160 

文字厚み 20 

【素材】 

SUS箱文字 塗装仕上 

A 

B 
C 



３．大宮前体育館 

 

 

看板等 写真 サイズ・素材 

別紙１  

３.大宮前体育館 

 ②施設案内板（両面） 

 
【案内板サイズ】 

横 2450×縦 1200 

【素材】 

 案内板：SUS曲げ加工 塗装仕上げ 

    （N90三分艶） 

 表示：シルク印刷 

別紙１  

３.大宮前体育館 

 ③メインエントランス 

自動ドア両扉両面 

 
【板サイズ】 

横 350程度×縦 105 

【素材】 

  面板：アルミ板 t3.0 

    ウレタン塗装仕上 

     （日塗工 N-95） 

 表示：シルク印刷（１色） 

別紙１  

３.大宮前体育館 

 ④施設看板 

 
※看板内部に LED照明設置あり 

【面板サイズ】 

横 560×縦 2080 

【素材】 

  表示面 

：ステンレス 1.2t曲げ加工 

 色 N-90三分艶 

文字部分 

：アクリルクリア裏当 t3 

  ３M スコッチカルデュアルカラーフィルム 

  （表：黒 糊面：白） 

  アクリルクリア t5 

  アクリル黒 t3 及びアクリル切

り文字象嵌 t5 

  （筐体 文字表面よりチリ 0.8mm） 


