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指定管理者公募に係る質問及び回答について 

 

 対象施設：総合体育館・指定公園・運動場 

 

※重複する質問は、１題として回答しています。 

№ 質 問 内 容 回    答 

1 

総合体育館以外の自家用電気工作物の施設名とそれらの設備容量

（トランス容量）は。 

【高圧・低圧】 

・星ケ台競技場 105KVA 

・市営球場   110KVA 

・星ケ台第 1 テニスコート 75KVA 

【低圧】 

・共栄テニスコート 32KVA 

・向島テニスコート 36KVA 

・笠原梅平運動広場 49KVA 

2 
総合体育館の設備スタッフの人員・ローテーションを教示された

い。 

従業者の配置や勤務シフトは応募者の提案事項です。 

3 
総合体育館の清掃のスタッフ人員・ローテーションを教示された

い。 

従業者の配置や勤務シフトは応募者の提案事項です。 

4 
総合体育館以外で、保守点検が必要な施設及び空調機器の台数・能

力を教示されたい。 

特記仕様書に記載のとおり。 

5 
総合体育館は「ビル管法」の対象となる特定建築物であるか。ビル

管者の選任は必要であるか。 

対象建物ではありません。 

6 
新型コロナウイルス感染症が発生した場合の消毒や清掃に係る費用

は市側で負担すると考えてよいか。 

市と指定管理者の協議によります。 

7 
総合体育館は３年に１回の「特定建築物定期調査業務」は含まれる

か。 

建築基準法第 12 条第 1 項の規定に基づく定期調査報告に該当するので含ま

れます。 
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8 

各施設の維持管理について、点検方法、機能保全策、危険防止及び

修繕の考え方及び具体的内容を施設ごとに示すこととありますが、

法的以外業務は性能発注と考えてよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

9 
現行の点検方法、機能保全策、危険防止及び修繕の考え方について

ご教示ください 

ご質問の内容は応募者の提案事項です。 

10 
施設管理経費の収支計画について示すこととありますが、施設管理

業務範囲をご教示ください。 

共通仕様書及び特記仕様書に記載のとおりです。 

11 過去3年間の人的警備の実施状況をご教示ください 人的警備は実施していませんが、応募者の提案事項です。 

12 
法改正に伴う非常用予備発電装置の点検方法は、負荷運転試験1回/

年でしょうか。整備作業のどちらでしょうか。ご教示ください。 

現在、整備作業は毎月、負荷運転試験は 1 回/年実施しています。 

13 

５年間の委託料の総額（595,406,000 円）について、前回公募時の

737,921,000 円より大幅に減額しておりますが、その理由について

ご教示ください。 

委託料の積算内訳等は公表していません。 

14 

職員の配置については、総合体育館及び星ケ台管理事務所の２施設

に配置するという認識でよろしいでしょうか。差し支えなければ、

現在の各施設配置人数をご教示いただけますでしょうか。 

従業者の配置や勤務シフトは応募者の提案事項です。 

15 平成 28 年度～平成 30 年度の利用料金に関してその内訳及び金額 別紙「公募参考資料」をご覧ください。 

16 
平成 28 年度～平成 30 年度の事務費（備品・消耗品費、通信運搬

費、印刷製本費）に関してその内訳及び金額は。 

別紙「公募参考資料」をご覧ください。 

17 平成 28 年度～平成 30 年度の光熱水費（電気・ガス・水道代）。 別紙「公募参考資料」をご覧ください。 

18 
平成 28 年度～平成 30 年度の外部委託費（差し支えなければ、各

委託業務の費用）に関してその内訳及び金額は。 

別紙「公募参考資料」をご覧ください。 

19 
平成 28 年度～平成 30 年度の賃借（リース）等契約が継続する機

器等に関してその内訳及び金額についてご教示ください。 

引継ぎ予定のリース物件は、総合体育館の便座除菌クリーナー及び玄関マッ

ト（445,500 円/年）です。 

20 「登記簿謄本」は、「履歴事項全部証明」でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 

21 「法人税、消費税」の納税証明書は、「納税証明書その 3の 3（未 過去 3 年分の未納がないことが証明できる書類であれば差し支えありませ
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納が無いことの証明）」の提出でよろしいでしょうか。 ん。 

22 

該当の納税証明書は本社所在地で問題ないでしょうか 

また、新型コロナウイルスの影響で、徴収猶予を受ける申請を予定

しており、平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日の事業年度の

納税証明書は提出できません。 

そのため、平成 28 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日の法人事業

税、都道府県民税の書類の提出でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。新型コロナウイルスの影響で納税猶予を受けられる

場合は、平成 28 年度から 3 ヵ年分の納税証明書をご提出ください。 

23 団体構成表の構成員名簿は役員までの記載でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。 

24 

評価項目１０の「適正な金額が提示されているか」とありますが、

指定管理料上限額に対する提案額の割合で機械的に評価点を算出す

るのでしょうか。 

基本的には、上限額に対する割合で機械的に評価点を算出するものではあり

ません。施設管理や事業内容を勘案し適正な金額が提示されているかを評価

します。 

25 

採点方法についてご教示ください。 

①各委員が個別で採点した得点の合計値で比較しますか。 

②ABC 評価、5 段階評価、10 段階評価等を採用していますか。そ

れとも委員に委ねる形でしょうか 

③優先交渉権者は、各委員の第一位の過半数で選定されますか。 

採点方法については、評価項目ごとの点数を委員間討議による合議制により

決定します。 

26 

提案説明（プロポーザル）時の申請者の参加人数は、的確な回答を

する必要があるため、特に人数制限はないという認識でよろしいで

しょうか。 

3 人以内とさせていただきます。 

27 

プロジェクター及びスクリーンは貴市で準備されますか。ご準備い

ただく場合、プロジェクターのメーカー・型番などをご教示くださ

い。また、プロジェクターを応募者側が持ち込ませていただいてよ

ろしいですか。資料の配布は可能でしょうか。可能な場合、何部ご

準備すればよろしいでしょうか。 

事前に提出いただいた申請書類により説明をお願いします。よって、プロジ

ェクター及びスクリーンは使用不可とします。 

資料の配布は可能とし、配布する場合 15 部をご用意ください。 

28 
利用者サービスの観点から、利用者へのサービスレベルを落とさな

いということが重要かと思いますので、スポーツ教室の本数・内容

お見込みのとおりです。 
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や利用者対応（接客・接遇等）水準も併せて、令和 3 年 4 月 1 日か

ら現在の施設運営水準を下回らないことという認識でよろしいでし

ょうか。 

29 

現時点ですでに予定されている大規模修繕・備品購入はございます

か。 

また、大規模修繕の実施主体は貴市という認識でよろしいでしょう

か。 

仮に実施される場合、工事内容・時期及びそれに伴う支出予算、工

事期間中の従業員の配置など、指定管理者に求められるものがあれ

ばご教示ください。 

大規模修繕は、市の公共施設全体の調整により実施されるものであり、現時

点において実施が決定されているものはありません。 

大規模修繕は、市において実施します。実施される場合、工期等につきまし

ては、指定管理者と協議します。 

30 

「乙が自ら購入、搬入し、保管等する備品等については、乙の所有

とする。」とありますが、指定管理者が変更となった場合に撤去さ

れる。乙の所有備品をご教示ください。 

主なものは以下のとおりです。 

【屋外施設】パソコン 4 台、レジ 1 台、金庫 1 台、リールモア（芝刈機）1

台、草刈機 1 台 

【総合体育館】カウンター1 台、ロビーチェア 12 台、複合機 1 台、ラボー

ド（ランニングマシン）3 台、コードレスリカンベントバイク 3 台、ニュー

ステップ 1 台 

31 

現在自販機が貸付制度によって他団体に設置されていますが、指定

管理者にて新たに設置することは可能でしょうか？可能である場

合、目的外使用料をご教示ください。 

自動販売機の設置の必要が生じた場合については、原則、市による入札によ

り設置業者を選定します。 

32 

今般の新型コロナウイルス感染拡大等により、施設の利用環境が大

幅に制限された場合、事業者側で予期できるものではありませんの

で、利用料収入・自主事業収入への補償をいただける認識でよろし

いでしょうか。 

30 日以内の臨時休館等及び一部の利用停止に係る運営リスクは指定管理者

の負担、30 日を超える臨時休館等及び一部の利用停止に係る運営リスクは

市の負担とします。補償内容については両者による協議によるものとしま

す。 

33 

ネーミングライツ事業者が変更となった場合、指定管理者側でコン

トロールできる類ではありませんので、変更にかかる費用は市にご

負担をいただける認識でよろしいでしょうか。 

市が設置している案内看板等の作成費用等、基本的に指定管理者の負担はあ

りませんが、指定管理者が作成している封筒、印刷物、ホームページ等の変

更に係る負担が発生します。 
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34 

利用料の改定について、貴市にて料金改定をされた場合、 

利用者数とそれに伴う利用料収入に影響があったその差額に 

ついては、貴市で補填して頂けるという認識でよろしいでしょうか 

利用料金が改定された場合、その後の指定期間の委託料の額を変更すること

があります。 

35 

各施設の利用時間の記載がありますが、現在の指定管理者の申

請等により利用時間の変更や臨時開館、臨時休館をしている実

績がございましたらご教示をお願いします。  

尚、過去３か年分について変更目的なども合わせてご教示をお

願いします。 

以下のとおりです。 

令和元年度 星ケ台競技場の共用時間の延長（11 日間） 陸上競技団体の

夜間練習のため 

36 

自動販売機の設置等、目的外使用に係る使用料等とは、自動販

売機の販売手数料（自動販売機事業者からのマージン）も含ま

れますか、それとも自動販売機設置に係る目的外使用料や自動

販売機設置に係る電気代のことでしょうか、ご教示をお願いし

ます。  

また、現在自動販売機は何台の設置がありますか、施設ごとに

ご教示をお願いします。 

自動販売機の設置に係る貸付料です。販売手数料は含まれません。 

尚、自動販売機の設置契約は、令和 3 年度からは原則、市と設置事業者の直

接契約となる予定です。 

37 過去３か年における減免の実績を施設ごとにご教示ください。 別紙「公募参考資料」をご覧ください。 

38 

委託料の額の積算根拠をご教示願います。  

尚、収支計算の参考に過去３か年の収支報告書などをご開示願いま

す。 

委託料の積算内訳等は公表していません。 

39 
適切な従業員配置に係る参考資料として、現在の勤務体制について

ご開示をお願いします。 

従業者の配置や勤務シフトは応募者の提案事項です。 

40 
指定管理者の加入する保険について、補償内容や金額などに条件、

制限はございますか、ご教示ください。 

保険の補償内容及び額等については条件を付しません。 

41 

現行指定管理者の備品については、次期指定管理者へ引継ぎされる

のでしょうかご教示下さい。また、現行指定管理者備品のリストを

ご開示ください。 

主なものは以下のとおりです。 

【屋外施設】パソコン 4 台、レジ 1 台、金庫 1 台、リールモア（芝刈機）1

台、草刈機 1 台 
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【総合体育館】カウンター1 台、ロビーチェア 12 台、複合機 1 台、ラボー

ド（ランニングマシン）3 台、コードレスリカンベントバイク 3 台、ニュー

ステップ 1 台 

42 
利用者・近隣住民から寄せられている苦情や要望等がございました

ら内容をご教示願います。（過去３カ年） 

事業報告書を文化スポーツ課で閲覧してください。 

43 現行指定管理者の事業実績をご開示願います。 事業報告書を文化スポーツ課で閲覧してください。 

44 

物品販売に係るサービス提供を行う際には、市の許可及び許可に係

る目的外使用料等の手数料の支払いは必要でしょうか、ご教示願い

ます。  

また、現行指定管理者の物品販売内容についてご開示をお願いしま

す。 

物品販売に係るサービス提供については、市と協議が必要です。 

現行指定管理者は、サプリメント等販売の実績があります（目的外使用料な

し）。 

45 

過去 3 年間の修繕実績を開示ください。 主な修繕、改修工事等は以下のとおり。 

１．総合体育館 

【平成 29 年度】 

幼児体育室絨毯張替修繕（756 千円）、 

※以下、指定管理者による修繕 

卓球台アジャスター修理、マッサージチェアリモコンケーブル修繕、ストレ

ッチングボード角度調節盤修繕、卓球台キャスター、マッサージ器修繕、照

明灯ランプ取替、非常灯バッテリ交換、誘導灯本体及びバッテリ等不良箇所

修理、粉末消火器具交換、バレーボールネット修理、プレスベンチ保護材・

ラボードローラー交換、マシンワイヤー交換、コイルリース交換、オペレー

タ排煙装置取替、第 2 競技場他スチールドア建具修理、1 階女子トイレＦＶ

取替、男子更衣室シャワー水栓取替、スタンド鏡修理、ランニングマシン走

行ベルト交換、ロビー長椅子修繕、空調機修繕、誘導灯取替、スプリンクラ

ー設備不備点検、電動カーテン修繕、移動式バスケットボール車輪取替、3

階乗り場押し釦修繕、マッサージチェア座面クッション交換、体育館外部投
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光器ランプ取替、体育館出入口エンジンドア修繕、フロアヒンジ取替、オペ

レーター排煙装置修繕、体育館屋外時計塔修繕、電気給湯器点検、ボイラー

配管温度調整修理、チェストプレスウェイト調整ピン交換、ロータリートー

ソ＆ツイスト角度調整レバー交換、リカンベントバイクバッテリー交換、ハ

ンドボールゴール修理、飲料水受水槽内給水管取替、駐輪場照明機器取替、

トレーニング機器点検、スプリンクラー用配管バルブ取替、ガス漏れ警報器

取替、誘導灯修繕、消火器取替 

【平成 30 年度】 

第 2 競技場排煙窓等補修（1,077 千円）、更衣室シャワー取替（1,507 千

円）、第 1 競技場吊天井改修（184,821 千円）、第 1 競技場壁面等改修

（11,350 千円）、第 1 競技場カーテンレール改修（7,874 千円）、トイレ改修

（18,679 千円）、出入口フロアヒンジ取替（867 千円）、トイレ壁タイル修

繕（3,513 千円）、防犯カメラ取替（10,714 千円） 

※以下、指定管理者による修繕 

冷水機配管修繕、バスケットゴール修繕、トレーニングマシン消耗部品交

換、トレーニングマシンワイヤー交換、事務所裏口スチールドアクローザー

修理、多目的トイレガイドローラー取付調整、排煙装置修繕、スチールドア

修繕、マッサージチェア修理・背面カバー交換、チェーンケース・障子金具

取替、排煙窓ハンドルＢＯＸ・メインケーブル取替、誘導灯・通路等取替修

繕、雨漏り修繕、防火点検不良箇所修繕 

【令和元年度】 

第 2 競技場建具補修（1,253 千円） 

※以下、指定管理者による修繕 
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２．屋外体育施設 

【平成 29 年度】 

星ケ台競技場高跳用ウレタンマット修繕（200 千円）、星ケ台競技場観覧席

防水補修（28,404 千円）、星ケ台運動広場放送棟天井補修（896 千円）、向

島テニスコート改修（5,670 千円） 

※以下、指定管理者による修繕 

市営球場等確認測量、市営球場ホームベース・ピッチャープレート更新、星

ケ台テニスコート第 1 照明ランプ取替、脇之島北公園駐車場内洗面台修繕、

脇之島北公園公園灯更新、向島テニスコート防風ネット更新、星ケ台競技場

フィールド芝コアリング、星ケ台テニスコート殺虫灯取替、市営球場放送設

備修繕、星ケ台テニスコート第 1 照明ランプ取替、共栄公園木製歩道橋やぐ

ら修繕、星ケ台競技場ワイヤレスマイクロホン更改、星ケ台競技場走高跳用

上面マット更改、星ケ台競技場オーバーシード、共栄公園身障者用トイレ修

繕、共栄テニスコート照明用安定器取替、星ケ台競技場砲丸ピットカバー更

改、星ケ台運動広場綱引き用ロープ更改、星ケ台テニスコート第 1 受電設備

接地補修、星ケ台テニスコート第 1 殺虫灯安定器修繕、笠原梅平運動広場照

明盤修繕、星ケ台競技場ＡＥＤパッド更改、星ケ台運動広場貸出用長机更

改、共栄公園外灯及び庭園灯ランプ取替修繕、星ケ台運動広場排水改良、市

営球場照明機器タイマー取替 

 

【平成 30 年度】 

星ケ台競技場器具庫シャッター補修（2,182 千円） 

※以下、指定管理者による修繕 

梅平運動広場衛生器具取付修繕、共栄公園管理事務所内トイレ水栓修繕、共

栄公園男子トイレ水栓修繕、星ケ台競技場 2 階トイレ小便器修理、太陽公園

女子トイレ手洗い器修理、向島テニスコート給湯器配管修理、滝呂公園屋外
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水栓柱漏水修理、星ケ台第 1 テニスコートトイレ洗面器修理、梅平運動広場

屋外水栓柱取替、星ケ台競技場スターティングブロック修理、向島テニスコ

ート浄化槽用放流ポンプ交換、向島テニスコートシャワー用給湯器修繕、共

栄公園 3 面時計塔修繕、星ケ台競技場街路灯球替え修繕、星ケ台競技場建具

等修繕、星ケ台競技場走高跳用マット修繕、星ケ台競技場走高跳・棒高跳用

マット修理、星ケ台競技場ＹＯ式スタート発信装置、共栄公園男子トイレ水

栓修理、向島テニスコート照明ランプ及び殺虫灯取替、多治見運動公園外

灯・防犯灯ランプ取替・投光機スイッチ取替、共栄公園砂場砂補充、向島テ

ニスコートクラブハウス電灯引込線移設 

【令和元年度】 

星ケ台競技場外壁等補修（48,447 千円）、星ケ台運動公園第 6 駐車場不陸修

繕（497 千円）、旭ケ丘弓道場床修繕（99 千円） 

※以下、指定管理者による修繕 

星ケ台競技場枯損木補植、脇之島北公園水飲み場修繕、共栄公園水水飲み場

修繕、弓道場的枠等整備、滝呂球場塁ベース交換、星ケ台競技場外周路照明

ランプ交換、脇之島運動広場手洗い場水栓修繕、星ケ台管理事務所エアコン

修理、向島テニスコートナイター照明灯取替、共栄公園エアコン修理、星ケ

台競技場円盤・やり修理、梅平運動広場電気絶縁部改修、共栄公園三面時計

塔修繕、太陽公園外灯修繕、梅平運動広場水銀灯ランプ取替、星ケ台競技場

消火器具不具合箇所修繕、共栄公園テニスコート水銀灯及び安定器取替 

46 

利用料金の分析にあたり、過去３ヵ年分の各施設利用状況をご開示

下さい。  

（利用区分（個人利用・専用利用）ごとに人数、件数、料金、利用率

など）  

また、利用料金について、現在、回数券や定期券などの発行はして

いますでしょうか、また、発行しているのであれば使用期限などを

利用状況は、別紙「公募参考資料」をご覧ください。 

回数利用券は、総合体育館トレーニング室、星ケ台競技場個人利用、旭ケ丘

弓道場用の発行があります。 

使用期限の定めはありませんので、令和３年度以降も使用できます。 

料金精算については、お見込みのとおりです。 
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定めているのか、ご教示下さい。  

合わせて、使用期限が無い場合は、令和３年度以降についても、使

用できるという考え方でよろしいでしょうか、ご教示下さい。  

尚、その際、回数券使用による利用料金については、現行指定管理

者との協議により、料金精算(現行指定管理者から次期指定管理者へ

支払い)できる考え方でよろしいでしょうか。 

47 
建築設備保守管理業務について、 

点検内容、点検回数の記載のある別紙 1 をご開示ください。 

特記仕様書別紙１のとおりです。（当初ホームページの掲載に漏れがありま

した。） 

48 

建築設備保守管理業務について 

経費積算にあたり、各保守点検の対象機器、メーカー、型番などを

ご開示ください。  

（消防、自家発電装置、エレベーター、空調機器、照明制御システ

ム、受水槽等） 

特記仕様書別紙１のとおりです。 

メーカー、型番は、現地（星ケ台管理事務所）にご確認ください。 

49 

建築設備保守管理業務について 

委託料について、過去３ヵ年分の委託費用（業務別内訳金額含む）

の一覧表をご開示ください。 

金額は、別紙「公募参考資料」をご覧ください。 

50 

建築設備保守管理業務について 

本施設の汚水処理は浄化槽でしょうか、下水でしょうかご教示下さ

い。浄化槽の場合は、施設ごとの機器台数、容量などをご開示くだ 

さい。 

基本的に下水道ですが、笠原向島テニスコートは浄化槽（4.750 ㎥）、滝呂

公園は汲み取り式です。 

51 

ゴミの処理方法並びに年間処理数量（過去３ヵ年分）についてご教

示下さい。  

（処理方法：第三者委託、処理センターへの持込み、地域ゴミとし

ての運搬収集など） 

現在のゴミの処理方法は処理センターへ持ち込んでいます。 

年間処理数量は、平成 29 年度 71.84t、平成 30 年度 61.91t、令和元年度

38.56t です。 

52 
現在、指定管理者としてリース契約している物品について、引継ぎ

がなされるものについて、物品の一覧及びリース金額について、適

引継ぎ予定のリース物件は、総合体育館の便座除菌クリーナー及び玄関マッ

ト（445,500 円/年）です。 
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正な収支計画作成のためご開示ください。  

また、電話機などもリースでしょうか、回線が引かれている施設に

付きましては、回線の権利は市が所持されている物でしょうか、ご

教示願います。  

合わせて、上記同様に、ネット回線は市の所有ですか、それとも指

定管理者ですか、ご教示願います。また、引き継がれるのであれば、

金額についてもご開示願います。 

体育施設の電話及びネット回線は市の所有で、使用料金は指定管理者による

支払です。 

53 

本指定管理者案件において、指定管理者が管理する施設の管理区分

（境界）の分かる資料のご開示を下さい。  

・光熱水費について、種別（電気、水道、ガス）の支出内訳額及び使

用量について３ヵ年分ご教示ください。（月ごとに）  

・現状を踏まえた適正な事業計画書及び収支計画書作成のため、過

去３か年における事業報告書（管理業務の実施状況、利用状況表、

収支状況、自主事業の実施状況、点検結果、自己評価等） をご教示

願います。  

・特記仕様書には、建築物定期調査や建築設備の定期点検などの建

築物に係る定期点検等の仕様がありません。点検対象外の施設であ

るとの理解で宜しいでしょうか、ご教示ください。 

施設の図面は、文化スポーツ課及び緑化公園課で閲覧してください。 

光熱水費は、別紙「公募参考資料」をご覧ください。（ガスの集計は少額の

ためありません。） 

事業報告書は、文化スポーツ課で閲覧してください。 

定期点検については、特記仕様書別紙１のとおりです。 

 

 


