
平成３０年１１月 

 

各 位 

豊田市指定管理者選定委員会事務局 

 

 

指定管理者の内定について 

 

 下記のとおり、平成３１年４月から管理運営を行う指定管理者を内定しました。なお、指定

管理者の指定は、市議会での議決により正式決定されます。 

 

記 

 

１ 指定管理者内定団体 

  別添資料「次期指定管理者一覧」のとおり。 

 

  ※別添資料における選定区分の「単独 ○号」とは、豊田市公の施設に係る指定管理者

の指定手続等に関する条例（平成１６年条例第３２号）第２条における該当号

数（単独指名理由）を表すものです。 

 

２ 公募施設の選定結果について  

プレゼンテーション審査を実施しました。当該審査の結果は、「プレゼンテーション審査結

果」を御参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上  



次期指定管理者一覧（公募）

NO 施設名 数 条例所管課 施設所管課
選定

区分

指定

期間
次期指定管理者（内定団体） 参考：現在の運営団体

1 豊田市下山西部プール 1 スポーツ課 下山支所 公募 ５年 （株）日本クリーナー （株）日本クリーナー

豊田市高橋コミュニティセンター 1 地域支援課

加茂川公園 1 公園緑地管理課

豊田市藤岡体育センターほか 1

豊田市藤岡総合グランド野球場 1

豊田市藤岡運動広場 1

豊田市藤岡テニスコート 1

4 豊田市藤岡ふれあいの館 1 藤岡支所 藤岡支所 公募 ５年 ホーメックス（株） ホーメックス（株）

5 王滝渓谷バーべキュー場 1 商業観光課 商業観光課 公募 ５年 豊松町椿木地区 豊松町椿木地区

6 豊田市五ヶ丘運動広場 1 スポーツ課 スポーツ課 公募 ５年 （公財）豊田市体育協会 （公財）豊田市体育協会

7 とよた市民活動センター 1 市民活躍支援課 市民活躍支援課 公募 ５年 （公社）豊田市シルバー人材センター （公社）豊田市シルバー人材センター

8 豊田地域文化広場 1 市民活躍支援課 市民活躍支援課 公募 ５年 ホーメックスグループ共同企業体 ホーメックス（株）

9 豊田市高齢者温泉休養施設寿楽荘 1 高齢福祉課 高齢福祉課 公募 ５年 （株）平畑温泉観光サービス （株）平畑温泉観光サービス

10 豊田市東山デイサービスセンター 1 高齢福祉課 高齢福祉課 公募 ５年 （社福）恩賜財団愛知県同胞援護会 （社福）恩賜財団愛知県同胞援護会

11 豊田市老人福祉センター豊寿園 1 高齢福祉課 高齢福祉課 公募 ５年 （社福）豊田市社会福祉協議会 （社福）豊田市社会福祉協議会

豊田市平戸橋いこいの広場 1 文化財課 民芸館

平戸橋公園 1 公園緑地管理課 民芸館

豊田市高岡公園体育館 1 スポーツ課

高岡公園 1 公園緑地管理課

若園運動広場 1 スポーツ課

14 駐輪場（愛環梅坪駅駐輪場ほか44施設） 45 交通安全防犯課 交通安全防犯課 公募 ５年 蔦井（株） （株）ガード・リサーチ

12

スポーツ課13

（株）技研サービス（株）技研サービス５年公募

ホーメックス（株）ホーメックス（株）５年公募

５年 （株）都市環境サービス （株）都市環境サービス

2

スポーツ課 藤岡支所3 公募

高橋支所 公募 ５年 ホーメックス（株） ホーメックス（株）
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次期指定管理者一覧（公募）

NO 施設名 数 条例所管課 施設所管課
選定

区分

指定

期間
次期指定管理者（内定団体） 参考：現在の運営団体

豊田市高岡コミュニティセンター 1 地域支援課

豊田市六鹿会館 1 高岡支所

豊田市高岡運動広場 1 スポーツ課

猿投棒の手ふれあい広場 1

豊田市棒の手会館 1
文化財課

高岡支所

16

15

ホーメックス（株）ホーメックス（株）５年公募文化財課

アクティオ（株）アクティオ（株）５年公募
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次期指定管理者一覧（単独指名）

NO 施設名 数 条例所管課 施設所管課
選定

区分

適用

条例

指定

期間
次期指定管理者（内定団体） 参考：現在の運営団体

足助トレーニングセンター 1 農政課

足助農山村広場 1 公園緑地管理課

豊田市足助グラウンド 1

豊田市足助テニスコート 1

矢作川島崎公園（スポーツ施設部分） 1 公園緑地管理課

豊田市旭弓道場 1

豊田市旭総合体育館 1

豊田市旭武道場 1

3 豊田市稲武夏焼グラウンド 1 スポーツ課 稲武支所 単独 5号 5年 (公社）豊田市シルバー人材センター （公社）豊田市シルバー人材センター

4 上郷公園 1 公園緑地管理課 上郷支所 単独 5号 2年 （公財）豊田市文化振興財団 （公財）豊田市文化振興財団

豊田市猿投コミュニティセンター体育館 1

豊田市猿投コミュニティセンター武道場 1

下山トレーニングセンター 1 農政課

下山運動場 1 農政課

7 豊田市藤岡山村広場 1 スポーツ課 藤岡支所 単独 2号 5年 藤岡石畳地区地域づくり協議会 藤岡石畳地区地域づくり協議会

8 柳川瀬公園 1 公園緑地管理課 スポーツ課 単独 2号 5年 かみごうスポーツクラブ かみごうスポーツクラブ

豊田市古瀬間運動広場 1

豊田市東山運動広場 1

豊田市東山体育センター 1

旭支所

猿投支所

下山支所

スポーツ課9

1

2

5

6

（公財）豊田市文化振興財団

（公社）豊田市シルバー人材センター

（公財）豊田市文化振興財団

しもやまスポーツクラブ

ＮＰＯ法人美里スポーツクラブ単独 2号 5年

2年

単独 2号 5年

単独 5号 2年

スポーツ課

スポーツ課

スポーツ課

スポーツ課

足助支所 （公財）豊田市文化振興財団

（公社）豊田市シルバー人材センター

（公財）豊田市文化振興財団

しもやまスポーツクラブ

ＮＰＯ法人美里スポーツクラブ

単独

単独 2号 5年

5号
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次期指定管理者一覧（単独指名）

NO 施設名 数 条例所管課 施設所管課
選定

区分

適用

条例

指定

期間
次期指定管理者（内定団体） 参考：現在の運営団体

豊田市末野原運動広場 1 スポーツ課

豊田市高橋運動広場 1 スポーツ課

土橋公園（スポーツ施設部分） 1 公園緑地管理課

豊田市石野運動広場 1 スポーツ課

豊田市保見運動広場 1 スポーツ課

豊田市松平運動広場 1 スポーツ課

11 中央公園 1 公園緑地管理課 スポーツ課 単独 3号 5年 （株）豊田スタジアム （株）豊田スタジアム

12 猿投公園 1 公園緑地管理課 スポーツ課 単独 3号 5年 （公財）豊田市体育協会 （公財）豊田市体育協会

13 毘森公園 1 公園緑地管理課 スポーツ課 単独 3号 5年 （公財）豊田市体育協会 （公財）豊田市体育協会

14 豊田市旭高原自然活用村 1 旭支所 旭支所 単独 3号 5年 （株）旭高原 （株）旭高原

15 豊田市香嵐渓施設 1 足助支所 足助支所 単独 3号 5年 （株）三州足助公社 （株）三州足助公社

16 豊田市百年草（デイサービスセンターを除く） 1 足助支所 足助支所 単独 3号 5年 （株）三州足助公社 （株）三州足助公社

17 豊田市香恋の里 1 下山支所 下山支所 単独 3号 5年 （株）香恋の里 （株）香恋の里

18 豊田市産業福祉施設どんぐりの里いなぶ 1 稲武支所 稲武支所 単独 3号 5年 （株）どんぐりの里いなぶ （株）どんぐりの里いなぶ

19 旭農林会館 1 農政課 旭支所 単独 3号 3年 旭観光協会 豊田森林組合

鼎館 1

御内製作工房 1

21 豊田市稲武どんぐり工房 1 稲武支所 稲武支所 単独 3号 5年 いなぶ観光協会 いなぶ観光協会

22 豊田市高岡農村環境改善センター 1 農地整備課 農地整備課 単独 2号 5年 農村環境改善センター管理協会 農村環境改善センター管理協会

23 豊田市森林会館 1 森林課 森林課 単独 3号 3年 一般社団法人ウッディーラー豊田 豊田森林組合

（公財）豊田市文化振興財団

足助支所 御内自治区

（公財）豊田市文化振興財団

御内自治区

スポーツ課10

20 足助支所 単独 2号 5年

単独 5号 2年
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次期指定管理者一覧（単独指名）

NO 施設名 数 条例所管課 施設所管課
選定

区分

適用

条例

指定

期間
次期指定管理者（内定団体） 参考：現在の運営団体

下山憩の家 1 ものづくり産業振興課

下山基幹集落センター 1 農政課

25 豊田市西部コミュニティセンター 1 地域支援課 地域支援課 単独 5号 5年 (株)豊田ほっとかん (株)豊田ほっとかん

26 豊田市自然観察の森 1 環境政策課 環境政策課 単独 3号 5年 （公財）日本野鳥の会 （公財）日本野鳥の会

27 豊田市新婚者住宅始め５住宅 21 定住促進課 定住促進課 単独 1号 3年 愛知県住宅供給公社 愛知県住宅供給公社

28 豊田市交流館（全２８館） 28 市民活躍支援課 市民活躍支援課 単独 3号 2年 （公財）豊田市文化振興財団 （公財）豊田市文化振興財団

29
豊田産業文化センター及び豊田市青少年セ

ンター
2 商業観光課

市民活躍支援課

商業観光課

次世代育成課

単独 3号 2年 （公財）豊田市文化振興財団 （公財）豊田市文化振興財団

30 城跡公園足助城 1 文化財課 足助支所 単独 3号 5年 (株)三州足助公社 （株）三州足助公社

31 喜楽亭 1 文化財課 民芸館 単独 5号 2年 （公財）豊田市文化振興財団 （公財）豊田市文化振興財団

32 豊田市総合野外センター 1 次世代育成課 次世代育成課 単独 3号 2年 （公財）豊田市文化振興財団 （公財）豊田市文化振興財団

33 豊田市民文化会館 1 文化振興課 文化振興課 単独 3号 2年 （公財）豊田市文化振興財団 （公財）豊田市文化振興財団

34 豊田市民ギャラリー 1 文化振興課 文化振興課 単独 3号 2年 （公財）豊田市文化振興財団 （公財）豊田市文化振興財団

35 豊田市コンサートホール・能楽堂 1 文化振興課 文化振興課 単独 3号 2年 （公財）豊田市文化振興財団 （公財）豊田市文化振興財団

36 豊田市歌舞伎伝承館 1 文化財課 文化財課 単独 5号 2年 （公財）豊田市文化振興財団 （公財）豊田市文化振興財団

37 豊田市農林漁家高齢者センター 1 農政課 稲武支所 単独 5号 5年 （公社）豊田市シルバー人材センター （公社）豊田市シルバー人材センター

38
豊田市福祉就業センターふれあいの家（山室

花はうす含む）
2 市民活躍支援課 市民活躍支援課 単独 3号 5年 （公社）豊田市シルバー人材センター （公社）豊田市シルバー人材センター

（公社）豊田市シルバー人材センター単独 2号 5年 （公社）豊田市シルバー人材センター24 下山支所
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次期指定管理者一覧（単独指名）

NO 施設名 数 条例所管課 施設所管課
選定

区分

適用

条例

指定

期間
次期指定管理者（内定団体） 参考：現在の運営団体

豊田市百年草（デイサービスセンター） 1 足助支所 5号

豊田市小原福祉センターふくしの里 1 総務監査課

豊田市下山保健福祉センターまどいの丘 1 総務監査課

豊田市藤岡福祉センターふじのさと 1 総務監査課

豊田市稲武福祉センター 1 総務監査課

足助まめだ館 1 総務監査課

豊田市旭老人福祉センターぬくもりの里 1 総務監査課

40 豊田市こども発達センター 1 障がい福祉課 障がい福祉課 単独 1号 5年 （社福）豊田市福祉事業団 （社福）豊田市福祉事業団

41 豊田市障がい者総合支援センター 3 障がい福祉課 障がい福祉課 単独 3号 5年 （社福）豊田市福祉事業団 （社福）豊田市福祉事業団

42 豊田市さくらワークス 1 障がい福祉課 障がい福祉課 単独 5号 5年 （社福）こじま福祉会 （社福）こじま福祉会

豊田市障がい者福祉会館 1

サン・アビリティーズ豊田 1

44 豊田市知的障がい者生活ホーム喜多ハウス 1 障がい福祉課 障がい福祉課 単独 5号 5年 （社福）豊田市福祉事業団 （社福）豊田市福祉事業団

45 豊田市福祉センター 1 総務監査課 総務監査課 単独 3号 5年 （社福）豊田市社会福祉協議会 （社福）豊田市社会福祉協議会

46 豊田市藤岡保健センター 1 （保）総務課 （保）総務課 単独 5号 1年 （社福）豊田市社会福祉協議会 （社福）豊田市社会福祉協議会

47 豊田市里山くらし体験館 1 足助支所 足助支所 単独 3号 3年 一般社団法人おいでんさんそん 直営

48 （仮）梅坪台運動広場 1 スポーツ課 スポーツ課 単独 2号 3年※ 梅坪・浄水スポーツクラブ 直営

※平成31年10月1日～平成34年3月31日まで

3号
総務監査課 単独 5年 （社福）豊田市社会福祉協議会（社福）豊田市社会福祉協議会

43 障がい福祉課

39

障がい福祉課 （社福）豊田市社会福祉協議会単独 3号 5年 （社福）豊田市社会福祉協議会
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