
豊明市文化会館指定管理者募集に係る質問事項と回答

番号 質問内容 回答

1

要項５ページ　指定管理者の収入と支出
平成３０年度から令和３年度の指定管理者の収入支出実績のご開示をお
願いします。ご開示に当たっては５Ｐの指定管理者の収入科目（１）から
（３）支出科目（４）から（６）に明記されている各課目ごとの金額明細を入れ
た収支実績としてご開示いただきますようお願い申し上げます。

参考資料1のとおりです。一部、企業ノウハウのため現指定管理者様より
開示不可となっております。

2

要項３ページ　(３)文化芸術事業に関する業務①市の受託事業として行わ
なければならない事業ア.市民参加型事業
平成３０年度から令和３年度に実施された市民参加型事業（①市民美術
展、②呈葉事業、③市民フェスティバル、④文化芸術事業）について、各事
業ごとに係る支出金額、参加費（有料の場合）、参加人数実績を各年度ご
とにご開示いただきますようお願い申し上げます。

参考資料2のとおりです。一部、企業ノウハウのため現指定管理者様より
開示不可となっております。
※豊明市HPの「豊明市の教育」をご参照ください。

3

要項３ページ　(３)文化芸術事業に関する業務①市の受託事業として行わ
なければならない事業ア.市民参加型事業、呈茶事業
平成３０年度から開催している呈茶事業開催にお力添えをいただいている
のは、豊明市文化協会に加盟されている茶道クラブの皆さま方という理解
でよろしいでしょうか。また年間で延べ１００日を超える実施になりますが、
これに係る支出金額を平成３０年度から令和３年まで、各年度ごとにご開
示いただきますようお願い申し上げます。

呈茶事業の協力者についてはお見込みのとおりです。支出額については
参考資料2のとおりです。

4

要項３ページ　(３)文化芸術事業に関する業務②自主事業として行うことが
可能な事業ア.～オ.
平成３０年度から令和３年度に開催された自主事業（①指定管理者が独
自に企画する公演・教室等、②物販事業、③改修事業、③その他事業）に
ついて、各事業ごとの参加費（有料の場合）、参加人数実績を各年度ごと
にご開示いただきますようお願い申し上げます。

企業ノウハウのため現指定管理者様より開示不可となっております。
※豊明市HPの「豊明市の教育」をご参照ください。

5

要項３ページ　(３)文化芸術事業に関する業務③文化芸術支援活動ア～
ウ
平成３０年度から令和３年度に行われた文化芸術支援活動（①文化芸術
団体育成のための支援、②文化芸術に関わる次世代育成のための支
援、③地域と協働した発信性のある事業）について、実施した業務内容、
その業務ごとに係る支出金額、参加費（有料の場合）、参加人数実績を各
年度ごとにご開示いただきますようお願い申し上げます。また本事業を実
施する際に係る経費を受託事業費から流用することは可能でしょうか。併
せてご教示お願いします。

企業ノウハウのため現指定管理者様より開示不可となっております。受託
事業費の流用については、流用先の事業内容にもよりますので、協議さ
せていただきます。
※豊明市HPの「豊明市の教育」をご参照ください。



番号 質問内容 回答

6

その他　令和3年度利用状況実績
平成３０年度、令和元年度、令和２年度の利用状況実績についても、ご開
示いただいた令和３年度利用状況実績に準じた形式で、ご開示いただき
たくお願い申し上げます。

参考資料3のとおりです。

7

仕様書１０ページ　第６章その他３.損害賠償責任
現指定管理者様が加入している保険をご開示いただきますようお願い申し
上げます。また当該施設に関係して市が加入されている保険があれば併
せてご開示いただきますようお願い申し上げます。

現指定管理者様が加入している保険は、全国公立文化協会　公立文化施
設賠償責任保険（サイバープロテクター、利用者見舞費用・個人賠償責任
保険）です。市で加入している保険は建物総合損害共済保険です。

8

要項５ページ　指定管理者の収入と支出（４）維持管理・運営費用⑤光熱
水費
平成２９年度から令和３年度の光熱水費について、電気、ガス、水道、そ
れぞれの支出実績金額を各年度ごとにご開示いただきますようお願い申
し上げます。

参考資料4のとおりです。平成29年度については水道料金1,140,071円、ガ
ス料金1,393,695円、電気料金11,693,732円です。なお、平成29年度は施設
改修を行っておりましたので、大・小ホール・リハーサル室・練習室1・2は
閉館しておりました。

9

仕様書６ページ　６備品管理業務（３）備品の帰属
現指定管理者様が指定管理料で購入せず、その帰属が現指定管理者様
にある備品があれば、ご開示いただきますようお願い申し上げます。

ホワイトボード×1、デジタルサイネージ（移動式）×1、コリドールに設置の
サイドテーブル×2、サインスタンド×数本、PC及び関連機器、館内電話
機、その他

10

仕様書６ページ　６備品管理業務（２）備品台帳
豊明市文化会館の備品台帳をご開示いただきますようお願い申し上げま
す。

生涯学習課窓口にて8月31日まで閲覧していただけます。コピーは不可で
す。

11

仕様書６ページ　６備品管理業務（３）備品の帰属
豊明市文化会館で市に帰属する備品としてＰＣ、複写機、印刷機等の事務
機器類はありますでしょうか。ある場合はその機種及び台数をご開示いた
だきますようお願い申し上げます。

印刷機1台　RICOH　Satelio　DD4450ｐ
複写機１台　RICOH　MP3353

12

仕様書３ページ　８利用料金の減免
平成３０年度から令和３年度の利用料金の減免金額の合計及び減免対象
者を各年度ごとにご開示いただきますようお願い申し上げます。また併せ
て市が主催する事業で利用を減免した金額も併せてご開示いただきます
ようお願い申し上げます。

参考資料5のとおりです。

13

仕様書４ページ　第３章１．建築物保守管理業務
平成３０年度から令和３年度に現指定管理者様が実施された修繕業務の
詳細及びその実施料金を各年度ごとの一覧としてご開示いただきますよう
お願い申し上げます。

参考資料6のとおりです。一部、企業ノウハウのため現指定管理者様より
開示不可となっております。
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14

その他　施設の有効活用に関すること　　　談話室について
談話室の広さをご教示いただきたくお願い申し上げます。またＪＡ様から返
却される際に室内がどのような状態でお戻しいただけるのかも併せてご教
示いただきたくお願い申し上げます。

談話室の面積は100㎡です。現状は厨房設備が撤去されており、原状復
旧は行わない状態での返却となります。

15

その他　第5次豊明市総合計画第7次実施計画書記載　市制５０周年記念
市民による合唱会開催
上記計画書の中で令和５年度に予定されている市民合唱会は受託事業と
しての市民参加事業に含まれないものという理解でよろしいでしょうか。ま
た含まれる場合は開催に当たり指定管理者が行なう業務内容及び負担す
る金額予算をご教示いただきたくお願い申し上げます。

市制５０周年記念合唱会は受託事業ではございません。

16

その他　第5次豊明市総合計画第7次実施計画書記載　文化会館屋上防
水改修工事
上記計画書の中で令和５年度に予定されている文化会館屋上防水改修
工事に伴なって施設を休館する予定は無いという理解でよろしいでしょう
か。ご教示いただきたくお願い申し上げます。

屋上防水改修工事については大規模改修（令和６年度から令和７年度予
定）に変更する予定ですので、工事期間中に休館することはございます。

17

仕様書５ページ　４清掃業務（２）定期清掃
市が承認し現指定管理者様が行なっている定期清掃について、その清掃
業務内容、清掃範囲をご教示いただきたくお願い申し上げます。

清掃は性能発注とさせていただきますので、清掃作業方法、清掃作業頻
度は必要であると思われる方法、頻度でご提案ください。

18

その他　指定管理料積算表
現地見学会時に配布いただきました指定管理料積算表の中の歳入課目、
事業外収入概算計1,518,000円について、コピー機使用料、行政財産目的
外使用料、貸付収入等、各課目ごとの概算金額内訳をご開示いただきたく
お願い申し上げます。

参考資料の記載に誤りがございました。事業外収入については指定管理
料の積算から除きます。この分は委託料の歳出に入っておりましたので、
限度額に変更はございません。不備があり申し訳ございませんでした。

19
要項１０ページ　(3)申請書類
様式ごとにインデックスを付けて提出した方がよろしいでしょうか。

インデックスを付けていただければと存じます。

20

仕様書２ページ　4.施設の休館日及び利用時間(2)利用時間
「申請を受けたものについては午前8時30分から9時まで、または午後9時
から10時まで延長して使用できる。」とありますが、過去3年間でどのくらい
利用があるのかお示しください。

参考資料7のとおりです。

21

仕様書３ページ　7.利用料金の設定(2)利用料金の徴収
現在の利用料金徴収方法は窓口での支払いのみでしょうか。
キャッシュレス等の利用がございましたら、詳細をご教示ください。

窓口で現金による料金徴収です。
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22

仕様書４ページ　1.建築物保守管理業務
修繕は1件当たり50万円（税込み）を上限として指定管理者が負担とありま
すが、過去3年間で指定管理者が実施した修繕内容をご教示ください。

参考資料6のとおりです。

23

その他　指定管理料積算
説明会時に配布された「指定管理料積算」資料の中で、施設使用料が記
載されていますが、この数字は令和3年度の結果をもとに記載された数字
という認識でよろしいでしょうか。
可能であれば、コロナウイルス感染が流行する前の平成29～31年度
分の施設使用料をご教示いただけますでしょうか。

平成29年度　 14,547,430円（大・小ホール、リハーサル室・練習室1・2は工
事のため貸館を休止）
平成30年度　 24,943,740円
令和元年度　 　21,407,995円

24
仕様書８ページ　2.自主事業(2)談話室活用事業
現指定管理者が実施している談話室活用事業をご教示ください。

JA産直センター、ひまわりバス待合、休憩スペース、講座開催等です。

25

その他　新型コロナウイルス感染症防止対策
緊急事態宣言等が発出された場合等、ホール利用をされる際に、客席数
の利用制限人数等は設定されていますでしょうか。

文化庁の方針に沿った運営をお願いしています。

26
その他　電気・ガス供給会社について
現在の電気、ガスの契約相手先をご教示ください。

令和4年度現在の契約は、電気：中部電力ミライズ、ガス：東邦ガスです。

27

その他　委託費について
説明会時に配布された「指定管理料積算」に記載のある、仕様上の委託
費について3600万円が計上されています。内訳について各業務の受託業
者及び受託金額をお示しください。

現行の契約業者と委託料については企業ノウハウに係るため現指定管理
者より開示不可となっております。現指定管理者様の実績から500万円程
増額して積算しております。

28

その他　委託費について
説明会時に配布された「指定管理料積算」に記載のある、仕様上の委託
費について、直営時（指定管理者導入前）の各業務の受託業者及び受託
金額をお示しください。

参考資料8のとおりです。

29

その他　電気・ガス料金について
説明会時に配布された「指定管理料の積算方法について」の資料で、光
熱水費は物価上昇等を考慮したものとありますが、どの程度上昇を見込
まれておりますか、ご教示ください。

実績から35％程を上乗せして積算しています。
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30

仕様書４～７ページ　維持管理業務について
令和2年度、令和3年度における
（仕様書P.4～5）2.機械設備等管理業務（1）～(14)、
（仕様書P.5）4.清掃業務(2)定期清掃
（仕様書P.6）5.環境衛生管理業務
（仕様書P.6）8.茶室庭園等管理業務
（仕様書P.7）9.外構、植栽、駐車場及びその他屋外部分の管理業務（仕様
書P.7）11.特定建築物調査報告業務、建築設備検査報告業務及び防火設
備検査報告業務
の実施月をご教示いただきますようお願いします。

参考資料9のとおりです。一部、企業ノウハウのため現指定管理者様より
開示不可となっております。

31

要項１ページ　楽屋について
２公募の概要　（１）対象施設③施設概要
オ.１F面積・・以下の諸室部分に楽屋１・２の利用人員数が記載されており
ます。記載がありませんが、楽屋３・４の利用人員は何名でしょうか。ご教
授ください。

楽屋３・４の利用人数はどちらも３名です。記載がされておらず申し訳ござ
いません。

32

要項１ページ　楽屋について
２公募の概要　（１）対象施設③施設概要
オ.１F面積・・以下の諸室部分に楽屋１・２の利用人員数が記載されており
ます。楽屋を利用される場合、楽屋そのものが少ないと想定されますが、
そのような場合は、どの部屋を楽屋として利用されるのでしょうか。ご教授
ください。

大ホールについては楽屋1・2、練習室1（和室）、小ホールについては楽屋
3・4が基本的な楽屋扱いとなっております。出演者の多い催事等について
はギャラリー、会議室1・2、リハーサル室、練習室2を状況に応じてホール
と同時に借りていただき楽屋・控室としてご利用いただいております。

33

要項３ページ　自主事業としての改修事業
（３）文化芸術事業に関する業務　②自主事業として行うことが可能な事業
の中に、「エ.改修事業」とございますが、具体的にどのような事業のことな
のかをご教授ください。

例えば、壁面を展示スペースとして貸し出すためにピクチャーレールの設
置を行う等、利用者の利便性や施設の魅力向上にかかることを想定して
います。

34

要項３ページ　自主事業としての改修事業
（３）文化芸術事業に関する業務　②自主事業として行うことが可能な事業
の中に、「エ.改修事業」とございますが、過去に於ける具体的な改修事業
の実例（内容・収支）をご教授ください。

手すりの設置等の利便性向上の改修を行っております。

35

要項９ページ　６.応募に関する事項（１）応募資格
「愛知県内に事業所を有する法人その他の団体」と記載がございますが、
事業体を組成する場合は、代表団体が上記資格を満たしていれば良いと
の認識で宜しいでしょうか。ご教授ください。

原則として全ての法人が愛知県内に事業所を有していることが望ましいで
す。
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36

仕様書２ページ　（３）資格について
「（３） 施設管理に従事する者のうち１人は、足場の組立て等作業主任者、
玉掛技能者、建築物環境衛生管理技術者、甲種防火管理者の資格を有
していること。」とあります。この資格のうち、「玉掛技能者」の資格がなぜ
必要であるのかをご教授ください。

※玉掛技能講習
制限荷重1t以上の揚貨装置及びつり上げ荷重1t以上のクレーン、移動式
クレーンもしくはデリックの玉掛け業務に従事する方は、労働安全衛生法
に基く技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。

舞台機構、吊物設備等の取り扱い、仮設物及び重量物吊り込み作業及び
その立ち合いにおいて、事故防止の観点から安全作業について十分な知
識、技能を有している者の判断基準として「玉掛技能者」を資格要件とさせ
ていただきました。

37

仕様書２ページ　（３）資格について
「（３） 施設管理に従事する者のうち１人は、足場の組立て等作業主任者、
玉掛技能者、建築物環境衛生管理技術者、甲種防火管理者の資格を有
していること。」とあります。この資格のうち、「玉掛技能者」の資格が必要
となる職員は、具体的には何を担当される職員なのでしょうか。ご教授くだ
さい。

質問36をご覧ください。

38

仕様書２ページ　（３）資格について
「（３） 施設管理に従事する者のうち１人は、足場の組立て等作業主任者、
玉掛技能者、建築物環境衛生管理技術者、甲種防火管理者の資格を有
していること。」とあります。当資格は、指定管理運営開始前に取得してい
なければなりませんでしょうか、開始後早々の取得（１年以内）ではだめで
しょうか。ご教授ください。

申請時には資格要件が揃っていなくてもかまいませんが、指定管理開始
日には資格要件を満たしている必要があります。

39

仕様書５ページ　２．機械設備等管理業務
「（１） 舞台機構設備保守点検（２） 舞台照明設備保守点検
（３） 舞台音響設備保守点検」とありますが、点検の基準はあるのでしょう
か。維持管理業務添付資料も確認させていただきましたが、記載がござい
ませんでしたのでご教授ください。

法定点検以外は性能発注とさせていただきますので、利用者が安全かつ
快適に利用できる状態を維持していただけるようご提案いただきたく存じ
ます。

40

仕様書５ページ　２.機械設備等管理業務
「（6） 移動間仕切り保守点検」とありますが、点検の基準はあるのでしょう
か。維持管理業務添付資料も確認させていただきましたが、記載がござい
ませんでしたのでご教授ください。

法定点検以外は性能発注とさせていただきますので、利用者が安全かつ
快適に利用できる状態を維持していただけるようご提案いただきたく存じ
ます。



番号 質問内容 回答

41

仕様書５ページ　２.機械設備等管理業務
「（13） 大・小ホール連結椅子保守点検」とありますが、点検の基準はある
のでしょうか。維持管理業務添付資料も確認させていただきましたが、記
載がございませんでしたのでご教授ください。

法定点検以外は性能発注とさせていただきますので、利用者が安全かつ
快適に利用できる状態を維持していただけるようご提案いただきたく存じ
ます。

42

仕様書５ページ　３．舞台関係総合管理業務
「ホール利用時には催物に適した音響、照明、舞台機構オペレーター
を配置すること。」と記載がございますが、催物の演出内容によっては、配
置人員が異なってしまいます。公平・公正な人員配置をご検討させていた
だきたく、配置人員の基本配置人数をご教授ください。

催事内容により、人員配置もご提案いただきたく存じます。

43

仕様書５ページ　３．舞台関係総合管理業務
「ホール利用時には催物に適した音響、照明、舞台機構オペレーター
を配置すること。」と記載がございますが、催物の演出内容によっては、配
置人員が異なってしまいます。お客さまには公平に基本配置人員を決め
たく思いますが、演出内容によっては基本配置人員を越える増員要望もあ
ると思われます。お客さまから要望された場合の増員対応（有料）に関しま
しては、お客さまとの協議事項という認識で宜しいでしょうか。ご教授くださ
い。

公演の内容によって舞台の増員が必要な場合の人件費は指定管理料に
見込んでおりますが、特殊な演出等、想定を超える人員が必要であり、利
用者からの要望であれば、協議していただければ結構です。

44

その他（維持管理事業添付資料３ページ）　舞台機構設備保守点検仕様
書
「舞台機構設備保守点検仕様書」がございます。当施設の大小ホールの
舞台機構を導入されたベンダ社名（最終施工納入会社名、途中で改修工
事が行われて担当法人が変わった場合は その最終施工納入会社名）を
ご教授ください。

サンセイ株式会社です。

45

その他（維持管理事業添付資料５ページ）　舞台照明保守点検仕様書
「舞台照明保守点検仕様書」がございます。当施設の大小ホールの照明
システムを導入されたベンダ社名（最終施工納入会社名、途中で改修工
事が行われて担当法人が変わった場合は その最終施工納入会社名）を
ご教授ください。

パナソニックEWエンジニアリング株式会社です。

46

その他（維持管理事業添付資料１０ページ）　舞台音響保守点検仕様書
「舞台音響保守点検仕様書」がございます。当施設の大小ホールの音響
システムを導入されたベンダ社名（最終施工納入会社名、途中で改修工
事が行われて担当法人が変わった場合は その最終施工納入会社名）を
ご教授ください。

教育産業株式会社です。
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47

その他　指定管理収支
現指定管理者の過去に於ける運営収支が開示されてないので、効果的・
効率的な予算の積算が不可能な状況にございます。2018年度以降～現
在に至るまでの事業報告書（収支報告）をご開示ください。

参考資料1のとおりです。一部、企業ノウハウのため現指定管理者様より
開示不可となっております。

48

その他　利用状況実績
参考資料として令和３年度の利用状況実績が開示されておりますが、平
成30年度・令和元年度の利用状況実績をご開示願います。

質問6を参照してください。

49

仕様書４ページ　２．機械設備等管理業務
現在の建物設備運転監視業務おこなっています、設備員の配置人数及び
勤務時間などローテーションをご教授下さい

企業ノウハウのため現指定管理者様より開示不可となっております。法定
点検以外は性能発注とさせていただきますので、利用者が安全かつ快適
に利用できる状態を維持していただけるようご提案いただきたく存じます。

50

仕様書５ページ　２．機械設備等管理業務（９）電気工作物保守点検
電気設備の全体の設備容量をご教授下さい。〇〇〇KVA
また、非常用発電機の容量 〇〇〇KVA も併せてご教授下さい。

変圧器の容量は900KVA、自家用発電機容量は250KVAです。

51

仕様書５ページ　２．機械設備等管理業務
点検内容に「改正フロン法に伴う点検」「非常用発電機負荷試験」の記載
がありませんが、指定管理者で実施と考えてよろしいでしょうか？いずれも
法定点検です。

お見込みのとおりです。

52

仕様書５ページ　４．清掃業務（１）日常清掃
現在の清掃員の配置人数及び勤務時間などローテーションをご教授下さ
い

企業ノウハウのため現指定管理者様より開示不可となっております。法定
点検以外は性能発注とさせていただきますので、利用者が安全かつ快適
に利用できる状態を維持していただけるようご提案いただきたく存じます。

53

仕様書５ページ　４．清掃業務（２）定期清掃
清掃基準表などあるでしょうか？
床の材質、清掃方法、清掃面積、清掃回数（〇回／年）
また、窓ガラス清掃はガラス面積、清掃回数（〇回／年）も併せてご教授
下さい。

法定点検以外は性能発注とさせていただきますので、利用者が安全かつ
快適に利用できる状態を維持していただけるようご提案いただきたく存じ
ます。参考までに市が実施していた際の仕様等をお示しします。（参考資
料10）

54

仕様書５ページ　２．機械設備等管理業務
オイルタンク等地下タンクの保守点検の記載がありませんが、当該施設に
は設置無しと、見込んで宜しいでしょうか？

お見込みのとおりです。

55

仕様書５ページ　２．機械設備等管理業務
防火対象物定期点検の記載がありませんが、当該施設は「特例認定」を
取得しているのでしょうか？それとも指定管理者で実施すべき点検でしょう
か？

特例認定は受けておりません。指定管理者様で実施していただきます。



番号 質問内容 回答

56

仕様書６ページ　８．茶室庭園等管理業務
施肥、害虫駆除、剪定、除草、草刈の年間の実施回数をご教授下さい。ま
た、剪定はどのような木を何本、何㎡実施すれば宜しいかご教授下さい。

法定点検以外は性能発注とさせていただきますので、利用者が安全かつ
快適に利用できる状態を維持していただけるようご提案いただきたく存じ
ます。また、樹木等一覧表は参考資料11のとおりです。

57

仕様書６ページ　９．外構、植栽、駐車場及びその他屋外部分の管理業務
施肥、害虫駆除、剪定、除草、草刈の年間の実施回数をご教授下さい。ま
た、剪定はどのような木を何本、何㎡実施すれば宜しいかご教授下さい。
また、外構、駐車場の管理は具体的に何をどのように管理を行えば宜しい
でしょうか？

法定点検以外は性能発注とさせていただきますので、利用者が安全かつ
快適に利用できる状態を維持していただけるようご提案いただきたく存じ
ます。また、樹木等一覧表は参考資料11のとおりです。

58

仕様書７，８ページ　１．受託事業について
受託事業の市民参加型事業①市民美術展②呈葉事業③市民フェスティ
バルと併せて④文化芸術事業年１０本を目安に企画し開催するにあたっ
ては、市が予定する受託事業経費を上回る支出金額となった場合は指定
管理者がその支出を負担して実施するということでよろしいでしょうか。ご
教示お願いします。

事業経費を上回った場合の補填はございません。

59

仕様書７，８ページ　１．受託事業について２．自主事業について
受託事業として行なう④文化芸術事業年１０本を目安に開催するにあた
り、自主事業として指定管理者が独自に企画する公演等と併せて年１０本
を開催するということは可能でしょうか。ご教示お願いします。

受託事業と自主事業は別の事業としてください。

60

要項３ページ　（3）文化芸術事業に関する業務①市の受託事業として行わ
なければいけない事業　ア市民参加型事業
市民美術展　呈茶事業　市民フェスティバルにかかわる経費を教えてくだ
さい。また収入があるようでしたら教えてください。

参考資料2のとおりです。一部、企業ノウハウのため現指定管理者様より
開示不可となっております。

61

仕様書５ページ　2．機械設備等管理業務（13）大・小ホール連結椅子保守
点検
前回公募時には隔年での保守点検でしたが、今回から毎年実施するので
すか。

法定点検以外は性能発注とさせていただきますので、利用者が安全かつ
快適に利用できる状態を維持していただけるようご提案いただきたく存じ
ます。

62

その他（維持管理事業添付資料１１ページ）舞台音響設備保守委託仕様
書
（音響測定調査項目）
・システムのオーバーオール特性
・デッキ類の周波数特性・Ｗ／Ｆ・ドリフト・トルク
この2項目を外した保守測定は可能でしょうか。

法定点検以外は性能発注とさせていただきますので、利用者が安全かつ
快適に利用できる状態を維持していただけるようご提案いただきたく存じ
ます。

63

その他（維持管理事業添付資料１０ページ）　舞台音響保守委託仕様書
大ホール・小ホールの電力増幅器架の詳細機器リストと音響設備の系統
図・回路図はございますでしょうか。

参考資料12のとおりです。
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64
仕様書５ページ　2機械設備等管理業務（3）舞台音響設備保守点検
現在の音響設備保守点検業者を教えてください。

企業ノウハウのため現指定管理者様より開示不可となっております。

65

仕様書２ページ　施設の休館日及び利用時間
現在の施設ホームページの開館日カレンダー（機能）を拝見したところ、
4/28 以降、館日表示がされておりませんが、これは指定管理者により休
館日を無くし、開館日にしているということでしょうか。

館日表示がされておりませんが、以前表示されていたのと同様に毎週月
曜日（ただし月曜日が休日の場合はその直後の休日以外の日）、年末年
始（12月29日～1月3日）を休館日としています。

66

仕様書８ページ　自主事業⑶物販事業
目的外使用許可により、自動販売機等を設置できるとありますが、現在、
施設に設置している自販機は、現指定管理者様設置していて、入替できる
という認識で宜しいでしょうか。

入替えは可能です。

67
仕様書８ページ　自主事業⑶物販事業
自動販売機の目的外使用料をご教示ください。

参考資料13の計算式により求めます。

68
仕様書６ページ　６．備品管理業務
備品管理台帳（備品リスト）の開示をお願いいたします。

生涯学習課窓口にて8月31日まで閲覧していただけます。コピーは不可で
す。

69

その他　受信料
NHK、ケーブルTV、有線放送等、設置等が必要で引継ぎが必要な契約は
ありますでしょうか。
ある場合は契約先と年間費用の実績をご教示ください。

引継ぎが必須となる契約はございません。

70

仕様書４ページ　2.機械設備等管理業務
(9)電気工作物保守点検について、具体的な仕様（設置設備、台数、容量、
単線結線図、電気主任技術者選任有無等）をご教示ください。

市が実施していた際の仕様書をお示しさせていただきます。（参考資料14）

71

仕様書４ページ　2.機械設備等管理業務
(11)自動扉保守点検について、具体的な仕様（設置台数、メーカー、点検
頻度等）をご教示ください。

東玄関×1（DSN-75D）、西玄関×1（DSN-75D）、談話室×1（VS-60S）、
メーカーはナブコドアです。法定点検以外は性能発注とさせていただきま
すので、利用者が安全かつ快適に利用できる状態を維持していただける
ようご提案いただきたく存じます。

72
その他（維持管理事業添付資料１３ページ）　自動制御機器中央監視盤及
び制御盤
中央監視装置のメーカーをご教示ください。

メーカーはアズビルでございます。

73
その他（維持管理事業添付資料３６ページ）　受水槽清掃業務仕様書
受水槽の台数、容量をご教示ください。

直方体パネル式2槽1基で総容量は48.0㎥です。
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74

要項７ページ　5．指定管理者の 公募及び 審査、 剪 定に関する 事項（６）
第二次審査 （プレゼンテーション 審査 ）
①提出書類に基づくプレゼンテーショ（口頭のみ 15 分間の予定）とありま
すが、 プレゼン資料の持ち込みやロジェクター投影等はで きないとうこで
しょか。

原則は申請書類と口頭でのプレゼンテーションとなります。プロジェクター
については、使用される場合の準備、片付け等も含めて15分間で行ってい
ただければ可とします。

75

要項７ページ　5．指定管理者の 公募及び 審査、 剪 定に関する 事項（６）
第二次審査 （プレゼンテーション 審査 ）
「入室は 2名以内」とありますが、共同事業体であっても 2名以内というこ
でしょか。また、プレゼンテーションと質疑応答の間に入室者の入れ替わり
は可能でしょうか。

お見込みのとおりです。共同事業体であっても入室者は2名以内です。
プレゼンテーションと質疑応答の間の入室者の入れ替わりもできません。

76

要項３ページ　市の受託事業として行わなければならない事業
現行指定管理期間に係わる、事業実施報告等、事業実施内容及び収支
実績を、事業ごとに、開示願います。

参考資料2のとおりです。一部、企業ノウハウのため現指定管理者様より
開示不可となっております。

77

要項３ページ　自主事業として行うことが可能な事業
現行指定管理期間に係わる、事業実施報告等、事業実施内容及び収支
実績を、事業ごとに、開示願います。

企業ノウハウのため現指定管理者様より開示不可となっております。

78

要項３ページ　文化芸術活動支援
現行指定管理期間に係わる、支援事業実施報告等、支援事業実施内容
及び収支実績を、事業ごとに、開示願います。

企業ノウハウのため現指定管理者様より開示不可となっております。

79

要項４ページ　施設運営収入　利用料金収入
現行指定管理期間に係わる、利用料金収入の過去実績を、大ホール・練
習室・会議室等対象施設別に、ご教示ください。
なお、利用率、稼働率、利用人数についても、ご教示ください。

利用料金収入については参考資料15のとおりです。利用率等につきまし
ては参考資料3のとおりです。
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80

要項４ページ様式１４-A　指定管理料
（様式１４－A）では、通常、指定管理料の対象となる「維持管理運営に係
わる消費税、印紙代等」が「③その他（公租公課）」として分類され、指定管
理料の対象外となるように見受けられます。
（３）指定管理料＝（２）支出（①＋②受託＋③）－収入（①＋受託）となるべ
きと思われますが、対応をご指示願います。
また、（様式１４－A）は指定管理料を算定する趣旨からすれば、対象外の
項目は、別記すべきかと思われますが、対応をご指示願います。
説明会で配付頂いた「指定管理料積算」における「事業外収入」は、指定
管理料の対象となっていますが、積算上は、資料にある「1,518千円」の明
細を開示願います。
また、要項P5では、自主事業収入として、「その他の収入（複写機等）」と
なっており、「指定管理料積算」資料にある「事業外収入計・コピー機使用
料」と整合性が無いようにも取れます。対応を、ご指示願います。

参考資料の記載に誤りがございました。事業外収入については指定管理
料の積算から除きます。この分は委託料の歳出に入っておりましたので、
限度額に変更はございません。不備があり申し訳ございませんでした。

81

要項５ページ　指定管理者の収入と支出
表にある、施設維持管理業務（４）維持管理・運営費用について、①人件
費から⑬その他経費等まで、現行指定管理期間の実績値を、開示願いま
す。

参考資料1のとおりです。一部、企業ノウハウのため現指定管理者様より
開示不可となっております。

82
要項７ページ　審査委員会について
審査委員会委員メンバーの属性をご教示ください。

学識経験者や財務に関する見職を有する者、地域の団体・学校の代表
者、豊明市役所の部長等です。

83

要項１０ページ　申請書類・提出書類について
「②　カ　法人にあたっては、当該法人の登記事項証明書」とありますが、
履歴事項全部証明書のご提出でもよろしいでしょうか、ご教示願います。

履歴事項全部証明書のご提出で構いません。

84

要項１０ページ　申請書類・提出書類について
「②　カ　法人にあたっては、納税証明書（その１）」とありますが、「法人税」
と「消費税及び地方消費税」両方の『その1（納税額等証明）』をご提出する
という認識で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。「法人税」と「消費税及び地方消費税」両方の納税
額等証明書を提出してください。

85

要項１０ページ　申請書類・提出書類について
「②　カ　法人にあたっては、納税証明書（法人市町村民税）」とあります
が、法人本社所在地の法人市町村民税のご提出で宜しいでしょうか、ご教
示願います。

本社所在地のご提出で構いません。



番号 質問内容 回答

86

要項１４ページ　情報公開について
指定管理者に選定されなかった場合も、提出した書類は公開の対象にな
るのでしょうか。
また、公開に当たり、団体に公開内容を事前に問い合わせることなく全面
公開となりますか。

豊明市情報公開条例に基づいて公開します。第7条第3項、第15条第2項、
第3項を参照してください。

87
仕様書１ページ　職員の配置
現行指定管理者の配置状況について、ご教示ください。

現指定管理者様より開示不可とのことですが、市としては正職員5名と非
常勤職員4名をローテーションで配置すると考えております。

88

仕様書４～７ページ　維持管理に関して指定管理者が行わなければならな
い業務の基準
１建築物保守管理業務から11特定建築物報告業務、建築設備検査報告
業務及び防火設備検査報告業務までの、現行指定管理者の契約金額
を、ご教示ください。

令和4年度までは市が直接契約しております。令和3年度の12条点検の契
約金額は、建築物・建築設備定期点検等でで825,000円です。その他維持
管理に係る費用は企業ノウハウのため現指定管理者様より開示不可と
なっております。

89

仕様書５ページ　指定管理者の収入と支出
支出・施設維持管理業務について、使用料及び賃借料のうち、引き継ぐべ
きリース等長期契約はありますか、ご教示ください。

長期継続契約はありませんが、談話室の利用についてJAあいち尾東の豊
明フレッシュセンターは令和５年度末まで利用希望と聞いております。

90

仕様書５ページ　指定管理者の収入と支出
支出・施設維持管理業務について、保険料のうち、現行指定管理者の加
入している、施設賠償責任保険の付保内容を、ご教示ください。

現指定管理者様が加入している保険は、全国公立文化協会　公立文化施
設賠償責任保険（サイバープロテクター、利用者見舞費用・個人賠償責任
保険）です。

91

仕様書６ページ　美術品の展示
所蔵美術品の一覧をご開示ください。また、保管場所、保管方法について
もご教示ください。

生涯学習課窓口にて8月31日まで閲覧していただけます。コピーは不可で
す。

92

仕様書７～８ページ　受託事業・自主事業
受託事業・自主事業について、平成30～令和3年度分の現指定管理者の
実績（事業名、事業内容、収支、集客数等）をご開示ください。

参考資料2のとおりです。一部、企業ノウハウのため現指定管理者様より
開示不可となっております。

93

仕様書８ページ　自主事業における目的外使用料について
①施設内の空いているスペースを利用した自主事業、②談話室活用事
業、③物販事業について、それぞれ過去5年分の目的外使用料の実績額
を開示ください。

①平成30年度　233,729円　令和1年度　244,852円　令和2年度　249,360
円　令和3年度　244,840円　令和4年度　208,694円
②令和3年度　201,135円　令和4年度　201,050円

94
仕様書８ページ　改修事業について
改修事業について、実績があればその具体的内容、収支等をご教示くだ
さい。

手すりの設置等の利便性向上の改修を行っております。



番号 質問内容 回答

95

仕様書８ページ　談話室活用事業
談話室活用事業で使用できる厨房設備について、現状どのようなものが
あるか具体的にご教示ください。

現状は厨房設備が撤去されております。
14の回答も参照してください。

96

その他（維持管理事業添付資料）　維持管理に関して指定管理者が行わ
なければならない業務
仕様書P4～P7にある業務のうち、電気工作物保守点検、衛生設備保守点
検、自動扉保守点検、大・小ホール連結椅子保守点検、舞台関係総合管
理、清掃、保安警備、茶室庭園等管理、外構・植栽・駐車場及びその他屋
外部分の管理、廃棄物処理、特定建築物調査報告・建築設備検査報告・
防火設備検査報告について、業務の詳細仕様を、ご教示ください。

特定建築物調査報告は3年に1度、建築設備検査報告については毎年
行ってください。法定点検以外は性能発注とさせていただきますので、利
用者が安全かつ快適に利用できる状態を維持していただけるようご提案
いただきたく存じます。

97
その他　洋式トイレについて
館内の便器の総数と、その中の洋式トイレの数をご教示ください。

参考資料16のとおりです。

98

その他　指定管理料積算
平成30年度～令和３年度までの歳入（会館使用料、事業収入（受託事業、
自主事業）、事業外収入（コピー機、目的外使用料、貸付収入））の実績値
をご教示願います。

参考資料1のとおりです。一部、企業ノウハウのため現指定管理者様より
開示不可となっております。

99

その他　指定管理料積算
平成30年度～令和３年度までの歳出（人件費、消耗品費、光熱水費、修
繕料、通信運搬費、保険料、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、そ
の他、文化事業経費（受託事業費、自主事業費））の実績値をご教示願い
ます。

参考資料1のとおりです。一部、企業ノウハウのため現指定管理者様より
開示不可となっております。

100

その他　指定管理料積算
保険料の備考にある施設賠償責任保険・災害補償保険についてですが、
最低限加入すべき内容がありましたらご教示願います。

現指定管理者様が加入している保険は、全国公立文化協会　公立文化施
設賠償責任保険（サイバープロテクター、利用者見舞費用・個人賠償責任
保険）です。この内容の保険には最低限加入をお願いします。

101

要項４ページ　（１）指定管理料
　前回(2017年度)公募時より、指定管理料が減少している要因をご教示く
ださい。5年前と比較し、現在は「人件費単価の上昇」や「水道光熱費単価
の上昇」など、「増加要因」が多く、当該上昇を見越した指定管理料の設定
なのでしょうか。
例えば、指定管理料とは別に「賃金上昇に伴う賃金スライド適用(上昇分を
別途指定管理者へ補填)」等といった検討余地が貴市にあるか、ご教示く
ださい。

指定管理料の限度額が減少している要因は、令和２年４月１日より施設使
用料が２割増額したことと、市全体の方針により直営の期間内に新電力へ
の切り替えを行ったことです。人件費の上昇については上昇分を見込んで
積算をしております。光熱水費については、上昇分を見込んではおります
が、今後の情勢が不明であるため、精算等については協議事項としてい
ます。



番号 質問内容 回答

102

要項４ページ　(4)維持管理・運営費用
　修繕料・備品購入費について「金額を定め、年度終了後執行残額を市に
返還」とありますが、逆に「金額を定め、年度終了後定めた金額を超えた
分は、市より別途補填」という考えはおありでしょうか。

定めた金額を超えた場合、市からの補填は行いません。

103

要項４ページ　(4)維持管理・運営費用
修繕に関する、過去の履歴（指定管理者にて実施した修繕履歴／貴市に
て実施した修繕履歴の両方）を過去5ヵ年分頂けますでしょうか。

参考資料6のとおりです。一部、企業ノウハウのため現指定管理者様より
開示不可となっております。市で行った修繕については参考資料17のとお
りです。

104

要項４ページ　(4)維持管理・運営費用
備品購入に関連する、過去の履歴（指定管理者にて購入した履歴／貴市
にて購入した履歴の両方）を過去5ヵ年分頂けますでしょうか。

備品台帳を生涯学習課窓口にて8月31日まで閲覧していただけます。コ
ピーは不可です。

105

要項５ページ　5.(4)審査委員会
審査委員会のメンバー（氏名・経歴）と合計人数についてご教示いただけ
ますでしょうか。

9名です。学識経験者や財務に関する見職を有する者が3名、地域の団
体・学校の代表者が4名、豊明市役所の部長等が2名です。

106

要項１２ページ　7.(3)リスク分担
水道光熱費の上昇に関するリスク分担は「協議事項」という理解でよろし
いでしょうか。

お見込みのとおりです。

107

要項１２ページ　7.(3)リスク分担
新型コロナウイルス等の、今後予期できにくいパンデミックに対する対策
費用は「協議事項」という理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

108
仕様書１ページ　1.職員の配置
現在の常駐職員配置人員とローテーション表をご教示ください。

現指定管理者様より開示不可とのことですが、市としては正職員5名と非
常勤職員4名について、必要な人数をローテーションで配置すると考えて
おります。

109

仕様書２ページ　1.(3)職員の配置
建築物環境衛生管理技術者の資格を有していることとありますが法的に
常駐義務はないと認識しています。保健所への選任及び定期点検でよろ
しいですか。

お見込みのとおりです。常駐は必要ありません。

110

仕様書２ページ　4.(2)利用時間
「申請を受けたものについては…（中略）…１０時まで延長して使用でき
る。」とありますが、過去5ヵ年での延長申請された件数（または日数）をご
教示ください。

参考資料7のとおりです。
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111

仕様書４ページ　12市の行事への協力
貴市が主催、共催する行事などには、指定管理者は協力すること。とあり
ますが、過去５か年での当該貴市が主催、共催で催された行事（件名、日
数）をご教示ください。

豊明まつり（2日間）、成人式（2日間）です。

112

仕様書４～７　1.建築物保守管理業務～12.外部委託
直近3ヵ年分の維持管理業務について、各業務（建築物保守管理・機械設
備等管理・舞台関係総合管理・清掃・環境衛生管理・保安警備・茶室庭園
等管理・外構、植栽、駐車場及びその他屋外部分の管理・特定建築物調
査報告等検査関連業務）の個別の委託金額・委託業者名をご教示くださ
い。

質問27、質問88を参考にしてください。

113

仕様書７ページ　11.特定建築物調査報告業務、建築設備検査報告業務
及び防火設備検査報告業務
当該業務について、前回公募時には業務として指定がなかったように見受
けられます。今回の公募より追加となった理由をご教示ください。
なお、自治体が保有する施設は、検査・調査を行うことが必要かと思いま
すが、報告は不要との認識です。（当該報告は、自治体（つまり貴市）に対
して行うため、貴市保有建物の検査・調査結果を自らに報告する形になり
ます。）この点についても方針がありましたらご教示ください。
また、指定管理料が5年前と比較し減少しているにもかかわらず実施する
事が追加されている相互関係についてご教示ください。さらに、当該業務
は別途費用による取扱いになる等、貴市内に検討の余地があるのかご教
示ください。

指定管理料については使用料の改定、新電力への切り替え等により減額
となっております。しかし、委託料については現指定管理者様の実績から
大幅に増額して積算し、１２条点検は十分に行えると見込んでおります。

114

仕様書７　11.特定建築物調査報告業務、建築設備検査報告業務及び防
火設備検査報告業務
当該業務のうち、「特定建築物定期調査業務」の前回実施年月をご教示く
ださい。

令和３年７月５日に実施しております。

115

仕様書９ページ　２．自主事業談話室活用事業
現在談話室がJAの産直としての利用になっていますが、指定管理者が負
担している行政財産目的外使用料をお示しください。

令和3年度　201,135円
令和4年度　201,050円

116

その他（維持管理事業添付資料）　付属設備
ホールの催事利用者が動画配信などに使える光回線などのインターネット
環境はありますでしょうか。

貸出用の回線はありません。

117
その他（維持管理事業添付資料３３ページ）　ピアノ点検仕様書
ピアノはオーバーホールされていますか？

現指定管理期間でのオーバーホールはありません。
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118

要項１２ページ　７．協定に関する事項（３）リスク分担の考え方
「利用料金」には、施設利用料と付属設備利用料が含まれると考えます
が、新型コロナウイルス感染症拡大が要因となる利用取消の補填はどの
ような精算方法だったのか、実績をお示しください。
また、減免利用についてはどのような精算方法だったのかお示しください。

利用料金については、市の要請により閉館となったキャンセル分について
は全額補填し、開館していてもコロナの影響を受け利用者が減少している
ことを考慮し、過去２年の平均との差額の半分を市が負担しました。減免
利用のキャンセル分については全額補填を行いました。

119

要項４ページ　４．事業収支に関する事項（４）維持管理・運営費用
施設損傷は修繕料が１件当たり５０万円（税込）を超える場合などは、市の
負担となっておりますが、大・小ホールの天井改修などは実施済みでしょう
か。
舞台や維持管理にかかわる今後の修繕料の計上をするために、現在予
定されております大規模改修計画をお示しください。

ホールの天井は平成29年度に改修済です。大規模改修については現在
計画を策定中ですが、指定管理期間中に実施する予定です。

120

その他（現地見学会資料指定管理料の積算方法について）　2．光熱水費
について
「実績を見て精算等については協議」、とありますが、実績が予算を上回っ
た場合は補填をいただけるという理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。施設の稼働率等を加味し、協議の上補填します。

121

仕様書７～９ページ　第４章 文化芸術事業に係る業務の基準文化芸術事
業の実績について
現在の指定管理期間で実施されてきた文化芸術事業（受託事業、自主事
業、文化芸術活動支援）の事業名、日にち、参加者数、大まかな収支など
をご教示ください。

質問2、質問4を参考にしてください。

122
その他（現地見学会資料）　指定管理料積算
受託事業費4,800,000円に、施設利用料、および付属設備利用料は含まれ
ていますでしょうか。

お見込みのとおりです。

123

要項１０ページ　申請書類について
「1)法人税、消費税、地方消費税及び法人市町村民税の納税証明書
（発行後3か月以内のもの）
　　・納税証明書（その1）
　　・納税証明書（その3の3）
　　・納税証明書（法人市町村民税に係るもの）」
とありますが、上記3種類の納税証明書全て提出の必要があるということ
でしょうか。

全て提出の必要があります。

124

その他（現地見学会資料指定管理料積算方法について）　1．積算項目に
ついて
積算についての額が示されておりますが、こちらは現指定管理者の実績
値でしょうか。

指定管理期間の実績値の平均を基準として、仕様の変更分や物価の上
昇分等を考慮して積算しております。
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125
その他（利用状況実績）　利用状況実績について
現在の指定管理期間のうち、令和3年度以外の利用状況実績をご開示く
ださい。

利用料金収入については参考資料15のとおりです。利用率等につきまし
ては参考資料3のとおりです。

126
仕様書３ページ　8．利用料金の減免
市が主催する事業以外で利用料金を減免した金額については、指定管理
料に含まれず、精算がないということでしょうか。

市の主催、共催事業以外で利用料金を減免することは想定しておりませ
ん。

127

その他（指定管理料積算資料）　事業外収入について
7月 25 日の現地見学会でいただ「指定管理料積算」歳入部、 事業外収入
について ¥1,518,000 との記載があります想定る内訳 の金額をお示しくだ
さい。

参考資料の記載に誤りがございました。事業外収入については指定管理
料の積算から除きます。この分は委託料の歳出に入っておりましたので、
限度額に変更はございません。不備があり申し訳ございませんでした。

128

要項４頁・その他（指定管理料積算資料）　指定管理料について
7 月25 日の現地見学会でいただいた「指定管理料積算」下段に指定管理
料の計算式は「指定管理料上限額（年額）＝維持管理運営費用－施設運
営収入＋減免前渡し分」と記載がありますが、募集要項P4 ４（１）指定管
理料には「指定管理料＝維持管理運営費用＋受託事業費－施設運営収
入－受託事業収入」と記載されていますがこの違いについてご教示願い
ます。

参考資料の記載に誤りがございました。事業外収入については指定管理
料の積算から除きます。この分は委託料の歳出に入っておりましたので、
限度額に変更はございません。不備があり申し訳ございませんでした。

129

要項４頁・その他（様式１４）・その他（指定管理料積算資料）　指定管理料
の積算方法について
募集要項および様式１４り、指定管理料の積算方法は「支出（ ①維 持管
理運営費用＋②受託事業費）－収入（①施設運営収入＋②受託事業収
入）」とあります。
説明会配布の積算資料では、「支出（ ①維持管理運営費用＋②受託事業
費）－収入（①施設運営収入＋②受託事業収入＋ 事業外収入 ）」となっ
ており、事業外収入も計算にいます。どちらで積算すればいしょうか。
また後者の場合、事業外収入 は様式１４「その他」欄に計上で よろしい
でょうか。

参考資料の記載に誤りがございました。事業外収入については指定管理
料の積算から除きます。この分は委託料の歳出に入っておりましたので、
限度額に変更はございません。不備があり申し訳ございませんでした。

130

仕様書４頁・その他（維持管理事業添付資料）　保守点検の回数目安
「維持管理事業添付資料」に各設備の保守点検に関する仕様が書かれて
いますが一部に年間の点検回数等目安が書かれていないものがありま
す。業務仕様書 P4 第 3章― 2機械設備等管理業務にも回数の記載がな
いため点検費の積算ができません。回数をお示し頂くか「 設備機能維持と
利用が快適に利用できる良好な環境」について具体的基準をお示しくださ
い。

法定点検以外は性能発注とさせていただきますので、利用者が安全かつ
快適に利用できる状態を維持していただけるようご提案いただきたく存じ
ます。



番号 質問内容 回答

131

仕様書８頁　目的外使用料について
業務仕様書 P8 2．自主事業（１）、（２）、（３）に記載の「豊明市財産の使用
料」について質問させてください。「施設内の空いているスペース」とはホー
ルや会議室などのように施設利用料金が定められた空間以外、例えば屋
外の公開空地や駐車場等を指すとの理解でよろしいょうか。

屋内、屋外ともに、貸館以外のスペースを想定しています。

132

要項１０頁・その他（様式集）　提案書・体裁について
提出書類様式集の中で特に提案書部分については作成に当たり、文字
数、書体、色、フォント数（大きさ）、網掛け、また、 1ページあたりの余白の
大きさ等変更は定められた枚数制限の中であれば可能でしょうか。

A4サイズで枚数制限、記載項目が様式どおりであれば文字数、書体等は
問いません。

133

要項３頁・仕様書７頁　外構、植栽、駐車場及びその他屋外部分の管理業
務について
募集要項 P3 （２）施設の維持管理に関して行わなければならない業務の
⑧ 、および業務仕様書 P7 9. 外構、植栽、駐車場及びその他屋外部分の
管理業務について、具体的な仕様をお示しください。

植栽や駐車場、インターロッキングの雑草について、市民の方から度々ご
意見をいただいておりますので、施設の管理が行き届いているとの印象を
与える状態を維持していただきたく存じます。

134

要項３頁・その他（指定管理料積算資料）　特定建築物調査報告業務、建
築設備検査報告業務及び防火設備検査報告業務 について
募集要項 P3 （２）施設の維持管理に関して行わなければならない業務の
⑪特定建築物調査報告業務、建築設備検査報告業務及び防火設備検査
報告業務に 関する記載があります「昇降機等検査」及び外壁調査」も含ま
れるとの理解でよろしいょうか。
また、当該業務は 7月 25 日の現地見学会において配布の「指定管理料
積算」の歳出の部、委託料の機械設備 等保守委託の備考欄にありま す「
12 条点検」のこと理解すればよろしいでょうか 。

お見込みのとおりです。

135

要項４頁　指定管理料について
募集要項 P4 ４．事業収支に関する事項（１）指定管理料に記載の上限額
が、前回の指定管理者募集時の募集要項よりも減額となっておりますが、
その減額根拠をご教示ください。

101の回答を参照してください。

136

仕様書７頁　特定建築物調査報告業務、建築設備検査報告業務及び防
火設備検査報告業務について
業務仕様書 P7 11 .特定建築物調査報告業務 、設備検及び防火設備検
査報告業務について、 次期指定管理 期間 に実施すべき 項目をどの時
期に（指定～期間のいつ）行うかご教示くださ。

いずれも令和３年７月５日に実施しております。それぞれの報告期限に間
に合うよう実施していただければ特に時期の指定はございません。参考ま
でに、令和３年度の報告期限は１１月末でした。


