質問への回答（公園プール）
NO

資料名等

頁

質問内容（質問票の原文のまま記載をしています）

対象公園

回答

公募要項

7

（4）管理経費 イ 指定管理料
六角橋公園・白幡仲町 可能です。
利用料金収入※2について、直近の実績及び企業努力による収入増も見込んだ上で、横浜市が設定 公園
した利用料金収入見込み額から減額して提案することは可能でしょうか。ご教示ください。

公募要項

12

（6）業務実施上の留意事項 ウ その他（ク）公租公課
実績を踏まえた上で、事業者税を事前に見込んだ積算額を提示して宜しいのでしょうか。ご教示くだ
さい。

六角橋公園・白幡仲町 構いません。
公園

公募要項

14

（6）業務実施上の留意事項 ウ その他
（ト）ウェブアクセシビリティ
適合レベルについて市が想定されておりましたら、ご教示ください。

六角橋公園・白幡仲町 横浜市ではウェブアクセシビリティ方針
公園
（https://www.city.yokohama.lg.jp/aboutweb/weba
ccessibility/accessibility-policy.html）を策定し、
「JIS X 8341-3:2016の適合レベルAA」への準拠を
目標としています。

公募要項

18

（3）審査・選定の手続きについて ア 審査方法
応募団体は施設長予定者を必ず含めた出席と記載されておりますが、1案件に3施設含まれるような
場合は、3施設の施設長が出席するのでしょうか。もしくは、統括責任者が出席すれば宜しいでしょう
か。ご教示ください。

六角橋公園・白幡仲町 ４施設が同一の応募単位となっている場合は、統
括責任予定者１名、施設長予定者２名とすることが
公園
できます。それ以外の施設については、施設長予
定者が出席してください。

公募要項

19

（4）応募手続きについて
六角橋公園・白幡仲町 提案書（様式９以降）に通しでページを振ってくださ
い。様式１から様式８までのページの記載は不要で
各書類にはページ数を付すと記載されておりますが、様式ごとにページを振るのか、全て通しでペー 公園
す。
ジを振るのかどちらでしょうか。ご教示ください。

公募要項

19

（4）応募手続きについて
六角橋公園・白幡仲町 インデックス名は応募書類様式集の表紙に記載の
インデックス番号の通りとしてください。
各書類にはインデックスを付すと記載されておりますが、インデックス名は申請書類番号で宜しいで 公園
提出する予定が無い様式については、綴じたりイン
しょうかか。また、辞退届など提出する予定が無い様式については綴じたりインデックスを挟んだりする
デックスを貼った用紙を挟んだりする必要はありま
必要はございますか。ご教示ください。
せん。インデックス番号も欠番としてください。

公募要項

19

（4）応募手続きについて
六角橋公園・白幡仲町 原本及び「様式9〜24の提案書類一式」と「様式賃1」については製本（ファイル綴じ可）してください。
提出書類の原本及び「様式9〜24の提案書類一式」と「様式賃-1」についてはファイル綴じして宜しい 公園
のでしょうか。ご教示ください。

共通管理業務仕様書

4

六角橋公園・白幡仲町 構いません。
（5）園内発生廃棄物の処理 エ
公園及び公園施設内に廃棄物が不法投棄された場合は、速やかに処分してくださいと記載されてお 公園
りますが、処理費は積算項目として見込んで宜しいのでしょうか。ご教示ください。

共通管理業務仕様書

4

（7）その他 カ
備品修理について規定する金額と規定されておりますが、金額をご教示ください。

六角橋公園・白幡仲町 公募要項に記載の通り、１か所１件あたり税込10万
円までとなります。
公園

共通管理業務仕様書

7

（14）公園プールの開場準備業務について
開場準備に係る人工代は見込んで宜しいでしょうか、ご教示ください。

六角橋公園・白幡仲町 構いません。
公園

共通管理業務仕様書

9

（20）日常管理について カ
排水前に横浜市が支持をした項目の水質検査を実施と記載されておりますが、項目をご教示くださ
い。

菊名池公園・綱島公園 現在、公園プールでは排水前の水質検査は不要と
なります。
共通管理業務仕様書に記載の「排水前に横浜市
が指示をした項目の水質検査を実施してくださ
い。」の記載は訂正いたします。

指定管理者制度にお
ける賃金水準スライド
12 の手引き

3

（4）配置予定人数の算出
菊名池公園・綱島公園 各応募団体が定めている１日あたりの労働時間を
雇用総人数ではなく、人工を指すと記載されておりますが、勤務時間が異なる職員については8時間
基に算出をお願いします。１日に職員を配置しなけ
勤務をベースに考えれば宜しいでしょうか。ご教示ください。（例）1日に職員を配置しなければならな
ればならない時間数を各応募団体が定めている１
い時間数が68時間の場合、68÷8＝8.5人工など
日あたりの労働時間で除して人工を算出してくださ
い。
（4）人員体制について
菊名池公園・綱島公園 統括施設長がいずれかの公園プールの施設長を
2公園施設の統括施設長1名、それぞれの公園施設の施設長及び副施設長を配置すると記載されて
兼任することも可能です。
おりますが、統括施設長がどちらかの公園の施設長を兼務することはできないと言うことで宜しいで
しょうか。ご教示ください。

指定管理者共通公募
要項

12

(オ) 利用の継続について、利用者に関する情報は、利用者の同意を得て、指定期間終了時には次 磯子腰越公園・芦名橋 指定管理者の変更により、利用者の利用継続を妨
期指定管理に引き継ぐことと記載がございますが、どの程度・範囲の情報が対象となりますでしょうか。 公園・森町公園・洋光 げることのないよう、必要な情報は、次期指定管理
者に適切に引き継ぎを行ってください。
台南公園

指定管理者共通公募
要項

19

申請書類について、直近3年間(事業年度)の貸借対照表、財産目録、損益計算書の記載がございま 磯子腰越公園・芦名橋 構いません。
すが、当社は3月決算のため平成30年度の決算書類が提出期限までに間に合わない可能性がありま 公園・森町公園・洋光
す。その際、平成27年度～平成29年度分の提出でよろしいでしょうか。
台南公園

特記仕様書

3

(10)管理棟について、消防設備については、集会施設についても法定点検を行うことと記載がござい 磯子腰越公園・芦名橋 森町公園管理棟は現状では消防設備の法定点検
ますが、法定点検費用および消火器等の新規購入を必要とする場合は指定管理者の負担となります 公園・森町公園・洋光 義務はありません。
でしょうか。
台南公園
個別仕様書の消防設備に係る記載を削除します。
今後、法改正や設備改造により法定義務が生じた
ら消火器購入や法定点検を実施してください。その
場合、費用負担は協議します。

特記仕様書

3

(10)管理棟について、集会施設直近3年分の消防設備等点検結果報告書を開示していただけますで 磯子腰越公園・芦名橋 森町公園管理棟は現状では消防設備の法定点検
しょうか。
公園・森町公園・洋光 義務はありませんので、消防設備等点検結果報告
台南公園
書はありません。
個別仕様書の消防設備に係る記載を削除します。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

特記仕様書
13

14

15

16

17

応募書類様式集

様式9 3.その他において、個人が特定できる肖像等は掲載しないでくださいと記載がございますが、ぼかす 磯子腰越公園・芦名橋 ぼかし、マスキング等の画僧処理により、個人が特
公園・森町公園・洋光 定できないようにしていただければ構いません。
等の画像処理を行い表記することは可能でしょうか。
台南公園

応募書類様式集

様式 2 収支予算書の(2)支出の部において、人件費は税抜きにて算出を行い、それ以外の項目について
23 は税込にて算出を行うという解釈でよろしいでしょうか。

18

19

20

21

磯子腰越公園・芦名橋 人件費は非課税です。その他課税項目に関しては
公園・森町公園・洋光 税込で算出してください。
台南公園

指定管理者共通公募
要項

12

(オ) 利用の継続について、利用者に関する情報は、利用者の同意を得て、指定期間終了時には次 平安公園・岸谷公園
期指定管理に引き継ぐことと記載がございますが、どの程度・範囲の情報が対象となりますでしょうか。

指定管理者の変更により、利用者の利用継続を妨
げることのないよう、必要な情報は、次期指定管理
者に適切に引き継ぎを行ってください。

指定管理者共通公募
要項

19

申請書類について、直近3年間(事業年度)の貸借対照表、財産目録、損益計算書の記載がございま 平安公園・岸谷公園
すが、当社は3月決算のため平成30年度の決算書類が提出期限までに間に合わない可能性がありま
す。その際、平成27年度～平成29年度分の提出でよろしいでしょうか。

構いません。

応募書類様式集

様式9 3.その他において、個人が特定できる肖像等は掲載しないでくださいと記載がございますが、ぼかす 平安公園・岸谷公園
等の画像処理を行い表記することは可能でしょうか。

ぼかし、マスキング等の画僧処理により、個人が特
定できないようにしていただければ構いません。

応募書類様式集

様式 2 収支予算書の(2)支出の部において、人件費は税抜きにて算出を行い、それ以外の項目について
23 は税込にて算出を行うという解釈でよろしいでしょうか。

人件費は非課税です。その他課税項目に関しては
税込で算出してください。

22

23
横浜市の公園及び公
園施設指定管理者共
24 通公募要項

18

イ選定基準について
選定評価委員会の定める最低基準との表記がありますが、最低基準をお示しください。

平安公園・岸谷公園

元町公園、弘明寺公
現在選定期間中の為お示しできません。
園、中村公園、野庭中
央公園、大坂下公園、
しらゆり公園、宮沢町第
二公園

質問への回答（公園プール）
NO

質問内容（質問票の原文のまま記載をしています）

資料名等

頁

対象公園

回答

横浜市の公園及び公
園施設指定管理者共
通公募要項

19

（4）応募手続きについて
提出する原本1部、写し1部の資料については両面印刷でしょうか、片面印刷でしょうか。

元町公園、弘明寺公
園、中村公園、野庭中
央公園、大坂下公園、
しらゆり公園、宮沢町第
二公園

原本は両面印刷で構いません。写しは片面印刷と
してください。
また、それ以外に提出いただく「様式９～様式24の
提案書類一式」と「様式賃―１」の４部の写しについ
ては両面印刷で構いません。

横浜市の公園及び公
園施設指定管理者共
26 通公募要項

19

提案書（様式９以降）に通しでページを振ってくださ
い。様式１から様式８までのページの記載は不要で
す。

横浜市の公園及び公
園施設指定管理者共
27 通公募要項

19

横浜市の公園及び公
園施設指定管理者共
通公募要項

19

（4）応募手続きについて
元町公園、弘明寺公
各書類のページ番号については、各書類ごとに付すのでしょうか、すべての書類の通し番号を付すの 園、中村公園、野庭中
央公園、大坂下公園、
でしょうか。
しらゆり公園、宮沢町第
二公園
（4）応募手続きについて
元町公園、弘明寺公
※「様式9～24」「様式賃-1」について、原本1部、写し1部の他に提出する写しのうち「②製本してある 園、中村公園、野庭中
央公園、大坂下公園、
写し」とはファイル綴じしてるものという認識でよろしいでしょうか。また、両面印刷でよろしいでしょう
しらゆり公園、宮沢町第
か。
二公園
（4）応募手続きについて
元町公園、弘明寺公
※「様式9～24」「様式賃-1」については、原本1部、写し1部の他に4部の写しとデータ提出とあります 園、中村公園、野庭中
が、下の①と②を見ると合計5部の提出が必要と読み取れます。どちらが正しいのでしょうか。
央公園、大坂下公園、
しらゆり公園、宮沢町第
二公園

横浜市の公園及び公
園施設指定管理者共
29 通公募要項

19

一つの応募単位に対して、応募関係書類を全て揃
えて提出してください。そのため、複数の応募単位
に応募いただく場合も、全て書類を提出してくださ
い。

横浜市の公園及び公
園施設指定管理者共
30 通公募要項

19

（4）応募手続きについて
元町公園、弘明寺公
申請書類1～18について、複数グループに提出する際も、全グループ分提出する必要がありますか。 園、中村公園、野庭中
央公園、大坂下公園、
しらゆり公園、宮沢町第
二公園
申請書類
元町公園、弘明寺公
8 直近3年間の貸借対照表、財産目録、損益計算書とありますが、決算の都合上、5月20日時点で提 園、中村公園、野庭中
出可能な3年分の提出でよろしいでしょうか。
央公園、大坂下公園、
しらゆり公園、宮沢町第
二公園

公園及び公園施設共
通管理業務仕様書

5

（2）利用料金に関すること
元町公園、弘明寺公
「オ 利用料金徴収時には、利用者に領収書を交付してください。」とありますが、公園プールの個人 園、中村公園、野庭中
利用者に対しても領収書の交付は必要でしょうか。
央公園、大坂下公園、
しらゆり公園、宮沢町第
二公園

個人利用者に対しても領収書の交付を行ってくだ
さい。
領収書の様式は自由であるため、半券等の対応で
も可能です。

公園プール特記仕様
書

-

3 特記事項 （4）人員体制について
統括施設長がいずれかの施設の施設長を兼務することは可能でしょうか。

25

28

31

32

製本してある写しとは、ファイル綴じ、ホチキス止め
等により製本してある写しという意味です。また、両
面印刷で構いません。
原本１部、製本していない写し１部をご提出いただ
き、「様式９～様式24の提案書類一式」と「様式賃
―１」についてはさらに製本してある写し４部をご提
出ください。

構いません。

元町公園、弘明寺公
可能です。
園、中村公園、野庭中
央公園、大坂下公園、
しらゆり公園、宮沢町第
二公園

