
横浜市旭スポーツセンター　指定管理者公募　質問・回答一覧

番
号

書類 頁
大項
目

中項
目

小項
目

詳細
項目

内容 回答

1
業務
の
基準

9 第2 １ (9)

「基本開館時間」内に実施するスポーツ教室の種類で、あらかじめ
市や区が種類（内容）を決めるものはありますか？種類（内容）は
指定管理者が全て決めるものなのでしょうか。
また、「基本開館時間」内に実施するスポーツ教室の講師料は、市
や区が決めた種類（内容）のものでも指定管理者が負担することに
なるのでしょうか。

基本開館時間内に実施するスポーツ教室について、市や区が種類等
を決めるものはありませんが、事前に区の承認を得る必要がありま
す。（業務の基準９ページから「(9)スポーツ教室等の提供」を参
考にしてください。）

2
業務
の
基準

10 第2 １ (9) エ

スポーツ教室の指導者で専門的（バレーボール、卓球、バドミント
ンといった）な指導者は区でご紹介いただく事が可能という事で
しょうか。
また、ひと教室あたりの講師料をご教示ください。

業務の基準１０ページにも記載しておりますが、まずは指定管理者
で必要な指導者を確保していただき、必要があれば、現在施設で
行っているスポーツ教室の指導者や体育協会等を紹介することは可
能です。
講師料は決まったものがありませんので、応募団体で調査の上、ご
提案ください。

3
業務
の
基準

11 第2 １ (11) インターネットのホームページの開設は必須でしょうか。
利用者に必要な情報を提供し利便性を向上させるためにも、ホーム
ページは開設してください。開設にあたっては、業務の基準１１
ページ「(11)広報とスポーツ情報の提供」を参考にしてください。

4
業務
の
基準

13 第2 １ (17)
旭区体育協会事務局の光熱水費は按分とのことですが、按分の割合
はどの程度でしょうか。また、過去３年の光熱水費の内訳（水道、
電気、ガス）をお示しください。

別紙１を参考にしてください。

5
業務
の
基準

16 第3 2 (3)
現在実施している定期点検および整備業務の一覧を教えてくださ
い。

定期点検、整備業務については、旭区ホームページで公開してい
る、現指定管理者の事業計画書及び別紙２をご覧ください。なお、
保守管理業務については、横浜市が策定した「維持保全の手引き」
及び「施設点検マニュアル」に基づき実施してください。

6
業務
の
基準

16 第3 2 (3)
中央監視システムが導入されているとおもいますが、業務仕様（設
置メーカー、遠隔監視の有無、遠隔監視の内容）を教えていただけ
ますでしょうか。

遠隔監視の内容、設置メーカーについては別紙３のとおりです。

7
業務
の
基準

18 第3 6 植物の種類リスト・実施範囲及び回数を教えてください。

植物のリストは設計図書内にありますのでご確認ください。高木や
中低木の本数・面積については別紙４のとおりです。実施範囲は敷
地内すべてが対象となり、回数については、施設の美観を維持し、
利用者や近隣住民の迷惑とならないようにしてください。

8
業務
の
基準

19 第4 3
自動販売機の設置台数に制限はありますか。また、酒類・たばこ類
は除き、販売する物品に制限はありますか。

設置台数に制限はありませんが、スペースに限りがあることや利用
者の安全性や利便性を考慮して必要な数にしてください。
販売する物品については、施設の設置目的や公共施設であることを
十分にご理解いただき、予め販売する物品の内容等を区に提出し、
承認を得ることが必要です。
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番
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大項
目
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目

小項
目

詳細
項目

内容 回答

9

事業計
画書・
事業報
告書

21年度事業報告書および22年度の収支予算計画表の開示をお願い申
し上げます。

旭区ホームページに掲載しましたのでご覧ください。

URL　http://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/oshirase/shitei-
kanrisha/kuminshisetsu/

10

事業計
画書・
事業報
告書

H18年度からH22年度までの維持管理運営費用の中の設備管理費及び
委託料の内訳と各委託業務毎の金額についてご教示下さい。

業務委託の内訳は、別紙２をご覧ください。金額については、現指
定管理者が実施している事項は、応募書類の作成に必須のものでは
なく、応募団体の能力を活かしてご提案下さい。

11
運営
内容

支出（修繕費、委託費等）の各年度の内訳をご開示願います。
支出額については、旭区ホームページの事業報告書をご覧くださ
い。
修繕一覧と委託業務の一覧は、別紙２及び別紙５をご覧ください。

12
運営
内容

各教室の定員・会場・料金・参加率等の開示をお願いいたします。
横浜市旭スポーツセンターのホームページをご覧ください。
URL　http://yspc.or.jp/asahi_sc_ysa/

13
運営
内容

職員配置のサポートスタッフの業務内容をご開示願います。
受付業務、清掃（点検）業務、体育館室及びテニスコートの用具準
備及び片付け業務等です。
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別紙１

旭区体育協会事務局　年間費用負担額（過去３年）

（単位：円）

料金
請求
月数 数量

331.2 12 1

17.3 12 1

360.0 12 1

30.4 12 2

170.6 12 1

57.6 12 4

200.0 12 1ゴミ 2,400.0

合　　計 （税込み） 16,444

パソコン 729.6

蛍光灯 2,764.8

ポット（水道込み） 2,047.2

項　　目 金　　　額

複合機 3,974.4

電話 207.6

モデム 4,320.0



別紙２旭スポーツセンター　設備管理・委託一覧

○設備管理費

施設清掃巡視総合管理

消防設備点検業務

温水ヒーター保守点検業務

ソーラーシステム集熱系保守点検業務

警備保安業務

エレベーター保守点検業務

自動ドア保守点検業務

自家用電気工作物点検業務

樹木管理業務

公共建築物定期点検

トレーニング機器保守点検

バスケットゴール保守点検

受水槽水道検査

廃棄物処理業務

○委託料

現金集配金業務

入金機保守委託

利用統計システム保守委託

スポーツ教室委託



別紙３

中央監視システム

設備名 設置会社 遠隔操作

非常用放送設備 松下通信工業㈱ 各室場の非常放送操作

自動火災報知受信機 ニッタン㈱ ガス漏れの受信、火災の受信、発報ベル

動力監視警報盤 ㈱杉生電機製作所 吸気・排気ファン、ボイラー給湯ポンプの作動、異常警報

館内時計（親時計） ㈱シチズン 館内子時計の調整

館内チャイム シナノケンシ㈱ 定時放送の操作

エレベーター 日本エレベーター製造㈱ 非常電話の通話

駐車場監視制御盤 テクニカル電子㈱ 駐車場入退場ゲートの操作、駐車台数設定

防犯カメラ ビクター、ドットウェルPMS 防犯カメラの画像録画

インターホン通話 松下通信工業㈱ 各室場のインターホン通話



別紙４

旭ＳＣ

中低木管理

旭ＳＣ

高木管理

機械草刈（肩掛）

1,278.5

旭ＳＣ 13

中低木（本）

76

低木刈込（㎡）

1,478.2

対象面積（㎡）

高木（本）

事業所名

事業所名

1,602.0

人力除草 機械草刈（ロータリー）

933.8



別紙５

№ 修繕内容 № 修繕内容
1 喫煙所出入口扉修繕 1 自動ドア修繕
2 卓球台修繕 2 トレーニング室機器修繕
3 移動ステージキャスター修繕 3 第一体育室排気ファン部品交換修繕
4 玄関脇スロープタイル交換修繕 4 屋外給水管漏水修繕
5 旭スポーツセンターボイラー修繕 5 第一体育室窓ガラス修繕
6 便器修理他工事 6 第二体育室演台キャスター交換修繕
7 館内トイレ修繕 7 旧喫茶室空調更新工事
8 トレーニング室機器修繕 8 第一体育室給排気ベアリング交換修繕
9 第三体育室放送設備修繕 9 第三体育室窓オペレーター修繕

10 卓球台修繕 10 第一体育室鉄格子修繕
11 男女更衣室ロッカー交換修繕 11 第一体育室コンセント保護工事
12 トレーニング室機器修繕 12 トレーニング室機器修繕
13 ボイラー配管修繕 13 第一体育室観客席上化粧板
14 第三体育室放送設備修繕 14 給排気ベルト交換修繕
15 外灯鉄柱柱脚部補強工事 15 第二体育室非常扉修繕
16 第一体育室電球：安定機交換修繕 16 トレーニング室機器破損溶接修繕
17 駐車場ライン引き修繕 17 事務室及び研修室窓レバーハンドル修繕
18 男子トイレ他小破損修繕 18 ラットプルダウンボルト交換
19 玄関アプローチ塗装工事 19 第二体育室水銀ランプ交換修繕
20 玄関風徐室天井配線修繕 20 第一体育室吊バトン修繕
21 トレーニング室機器修繕 21 ボイラー部品交換修繕
22 外灯柱修繕 22 受水槽給水管漏水修繕
23 トレーニング室床面修繕 23 消火用呼水槽取替え工事
24 駐車場花壇修繕 24 キャビネット鍵取付及び更衣室ブラインド取付工事
25 男女シャワー室タイル交換修繕 25 女性トイレフラッシュバルブ漏水修繕
26 第一・第二体育室扉修繕 26 幼児用跳び箱頭部帆布張替え修繕
27 施設案内看板他改修工事 27 2階ロビーウォータークーラー修繕
28 外灯ランプ交換修繕 28 駐車場及び駐輪場照明設備改修工事
29 第二体育室電球交換修繕 29 トレーニング室ウルトラトレーナー撤去工事
30 館内各所小破損修繕 30 第一体育室水銀灯ランプ交換工事
31 電源工事 31 ボイラー部品交換修繕
32 第三体育室放送設備修繕 32 2階男女トイレ改修工事
33 事務室放送設備修繕 33 監視カメラ増設及び改修工事
34 トレーニング室機器修繕
35 第二体育室ネット交換修繕

旭スポーツセンター修繕箇所一覧

18年度 19年度
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別紙５

№ 修繕内容 № 修繕内容
1 1階男子トイレ改修工事 1 キャットアイEC-2300R　ダイナモプーリー位置調整
2 ラットプルダウンワイヤー交換修繕 2 ライフステップ7500オ－ルタネーターオーバーホール
3 2階男女トイレペーパーホルダー交換工事 3 第一体育室窓ガラス修繕工事
4 2階女子便所手洗器洗浄管取替工事 4 ニッタク卓球台修繕
5 給水管改修及びバルブ取替え工事 5 ボイラー部品取替え修繕
6 入口ロビー電源増設工事 6 1階ホール照明用安定器交換工事
7 バスケットゴールリング固定ボルト交換 7 自動昇降機漏電リレー交換工事
8 第一体育室観客席引出口破損修繕 8 点字ブロック修繕工事
9 第一体育室ガラス交換工事 9 印刷機　修理作業

10 2階女子トイレ換気扇交換工事 10 1階女子トイレフラッシュバルブ取替工事
11 駐輪場入口スロープ拡張工事 11 第三体育室入口引戸錠交換工事
12 第一体育室放送設備修繕 12 女子シャワー室タイル修繕工事
13 第一体育室窓ガラス交換工事 13 蓄電池触媒栓及び電流計切替交換工事
14 ランニングマシーン修繕 14 トレーニング室機器小破損部修繕
15 内蔵式バレーボール支柱修繕 15 障害者用スロープタイル修繕工事
16 ニッタク卓球台バンパー付修理 16 バスケットゴール補修工事
17 トレーニング室前天井塗装工事 17 フロアーベンチ修繕
18 卓球台ガイドカバー修繕 18 事務室エアコン点検工事
19 フットサルゴール修繕 19 第一体育室電磁接触器交換工事
20 レッグプレス滑車部分修繕 20 ポンプ室屋根防水改修工事
21 1階女子トイレ　詰り修理工事 21 ランニングマシーン電源コード交換修繕
22 バレーボールネット修理 22 電話設備更新工事
23 トレーニング室前照明改修工事 23 バドミントン床金具用天板　移動式ミラーキャスター溶接修繕
24 コンセント取替修繕 24 ロビーガラス取替工事
25 ラインポンプ漏水修理 25 消防設備改修工事

26 煙感知器交換工事
27 第一体育室照明設備修繕
28 卓球台修繕
29 卓球台ストッパー修繕
30 レッグプレス修繕
31 体育室床保全工事
32 1階女子トイレ改修工事

20年度 21年度

旭スポーツセンター修繕箇所一覧
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