
番号 資料 頁 大項目中項目小項目 内容 回答

1 業務の基準 10 3
各建物設備（電気設備、消防設備、空調設備、昇降機設
備等）の設備点検報告書を閲覧させていただくことは可
能でしょうか。

次のとおり閲覧の機会を設けます。
【場所】横浜こども科学館内
【日時】平成27年8月10日（月）　午前10時～午後5時
【人数】1団体あたり3名まで
【時間】1団体あたり1時間まで
【申込方法】
8月6日（木）午後5時までに「公募要項2(7)問合せ先」
に記載されているメールアドレスへ電子メールにより
申し込んでください。
件名を【閲覧希望】とし、本文に団体名、氏名、閲覧を
希望する時間帯を記載してください。
申込受付後、こども青少年局青少年育成課より時間帯
等について連絡します。
【備考】
・申込は応募説明会に出席した団体に限ります。
・閲覧場所からの持ち出しはできません。
・複写機の用意はありません。

2 業務の基準 10 3

展示物並びに宇宙劇場内機器の保守点検業務につい
て、各機器のメーカーによる定期点検が行われていると
いう認識でよろしいでしょうか。また展示物ごとのメー
カーをご教示下さい。

現指定管理者の実施事項は、応募書類の作成に必須
の内容ではないためお示ししません。
保守点検業務については、業務の基準に則り、機器の
安全性を確保し、利用者が安全・安心に利用できるよう
な体制を提案してください。
展示物の一覧については別紙１「展示物一覧」を参照し
てください。

3 その他
定期清掃の内容について、清掃対象となるブラインド及
びカーテンの枚数をご教示下さい。

別紙２「管理対象設備表」を参照してください。

4 その他
現状レンタルしているマットの枚数、サイズをご教示下さ
い。

１５００ミリ×２４００ミリ：２枚
１２００ミリ×１８００ミリ：１枚

5 業務の基準 6 2
入館者の手続き業務の参考として、26年度の4月、8月、
12月の、入館者数と宇宙劇場の入場者数の「日計」をお
示しください。

別紙３「平成２６年度入館者数」を参照してください。

6 業務の基準 10 3
科学館の設備機器管理業務について、管理対象の「設
備機器表」をご教示ください。

別紙２「管理対象設備表」を参照してください。

7 業務の基準 12 3
清掃業務について、施設の面積表、床材の種別表、窓
ガラス等清掃面積表をご教示ください。

別紙２「管理対象設備表」を参照してください。

横浜こども科学館　公募要項等の内容に関する質問への回答



8 公募要項 14 8 （5）
財産目録を作成していない場合には、これに類する書類
を提出することでよろしいでしょうか。

各法人形態により様式が異なる場合は、財務会計がわ
かる書類を提出してください。

9 公募要項 14 8 （5）
登記簿謄本に関しましては、「履歴事項全部証明書」を
提出することで宜しいでしょうか。

貴見の通りです。

10 その他（様式）
収支予算書に記載する金額は、平成２８年度から平成３
２年度まで、すべて消費税率８％との理解で宜しいでしょ
うか。

現行の8％で算出をしてください。
指定管理期間中に消費税率が改正された場合は、リス
ク分担表のとおり協議となります。

11 その他（様式）
様式２（団体の概要）の財務状況の欄に「次期繰越収支
差額」とありますが、企業会計上、こうした科目を管理し
てはいないため、未記入としても宜しいでしょうか。

該当がない場合は、未記入で結構です。

12 公募要項 14 8 （5）
労働保険料の納付証明書につきまして、過去２年間とあ
りますが、今現在、未納がないことを証明した「労働保険
料等納入証明」を提出することで宜しいでしょうか。

貴見の通りです。

13 業務の基準 10 3
科学館の維持管理業務のそれぞれについて、再委託は
可能でしょうか。

制限はありませんが、再委託を行う場合は、責任の所在
が不明確になるなどの問題が生じないよう、施設の適正
な維持管理を行ってください。

14 業務の基準 10 3
科学館の維持管理業務のそれぞれについて、委託の内
訳金額をご教示下さい。

現指定管理者の実施事項は、応募書類の作成に必須
の内容ではないためお示ししません。

15 公募要項 14 8 （5）

公益法人において、収支計算書を作成管理することは
団体の任意となっておりますが、応募者が公益法人の
場合においても収支計算書（またはこれに代わるもの）
の提出は必須でしょうか。

各法人形態により様式が異なる場合は、財務会計がわ
かる書類を提出してください。

16 公募要項 15 8 （5）
提案書はWord、Excel、PowerPointを使用して作成する
こととありますが、提出するデータはPDF形式に変換した
もので差支えないでしょうか。

PDFに変換していただいても構いません。



17 業務の基準 7 2 2 （1）

基本事業として宇宙劇場（プラネタリウム）の番組制作と
投影を行うことと有りますが、宇宙劇場の設備以外にも
天文教育、観測のための設備や備品が有る場合、その
概要についてご教示頂きたくお願いします。

備品として、天体望遠鏡を６台保有しています。

18 その他

インターネット上に公開されている横浜市の収支報告書
に「リース車両」に関する支出についての記載が有りま
すが、当該の車両の車両数と車種をご教示頂きたくお願
い致します。

応募書類の作成に必須の内容ではないためお示ししま
せん。

19 その他
インターネット上に公開されている横浜市の収支報告書
に「リース車両」に関する支出についての記載が有りま
すが、リース車両の引き継ぎは可能でしょうか。

応募書類の作成に必須の内容ではないためお示ししま
せん。























清掃業務基準表

名称 床形状 面積

㎡

Ｂ２Ｆ

展示室 ビニール床タイル 147.8

特別展示コーナー ビニール床タイル 212.7

暗室 　　　　　〃 9.0

塗装室 　　　　　〃 10.0

工具庫 　　　　　〃 9.0

ビデオ編集室 　　　　　〃 35.5

機械室 合成樹脂塗料 35.5

自家発電室 防塵塗料 31.1

バッテリー室 　　　　　〃 10.4

ＥＶ機械室（１，２，３，） 　　　　　〃 37.4

空調機スペース（ｌ．２） 　　　　　〃 63.0

Ｓｌ階段室（延べ） ビニール床タイル 172.0

避難通路 　　　　　〃 5.6

付室 　　　　　〃 10.0

男子便所 モザイクタイル 15.7

女子便所 　　　　　〃 11.7

ＥＶ１．２．３号機 ビニール床タイル 16.3

小計 832.7

Ｂ１Ｆ

中央監視室 ビニール床タイル 25.9

　　　〃　（洗面所） 　　　　　〃 2.1

　　　〃　（湯沸室） 　　　　　〃 1.5

見学テラス 　　　　　〃 22.6

ブリッジ 　　　　　〃 34.5

避難通路 グレーテイング 5.6

廊下（１） ビニール床タイル 62.7

管理室 　　　　　〃 12.7

車椅子用便所 モザイクタイル 5.8

男子便所 　　　　　〃 7.3

女子便所 　　　　　〃 8.4

団体室前廊下 ビニール床タイル 45.8

廊下　（２） 　　　　　〃 6.4

脱衣室 　　　　　〃 2.4

浴室 磁器タイル 2.4

用具庫 ビニール床タイル 3.8



清掃人控え室 　　　　　〃 8.6

バス運転手控え室 　　　　　〃 10.4

湯沸室 　　　　　〃 2.9

スペースシアター空調室 コンクリート 150.5

ＥＶ機械室 　　　　　〃 10.9

泡消火ポンプ室 　　　　　〃 18.5

Ｓ２階段（延べ） ビニール床タイル 147.7

Ｓ３，４階段（延べ） 　　　　　〃 39.0

駐車場 コンクリート 466.1

団体休憩室（１，２） ビニール床タイル 181.7

休憩コーナー（含む前廊下） 　　　　　〃 99.6

準備室（１） 　　　　　〃 42.5

　〃　（２） 　　　　　〃 49.5

小計 1,477.8

１Ｆ

喫茶厨房 せつ器質タイル 17.6

喫茶室 ゴムタイル 80.0

集会室 　　　〃 68.4

集会室入り口廊下 ビ二一ル床タイル 32.7

外部用男子便所 モザイクタイル 5.5

　〃　女子便所 　　　〃 4.5

倉　庫 ビ二一ル床タイル 7.4

湯沸室 　　　〃 2.2

男子便所 モザイクタイル 10.5

女子便所 　　　〃 8.9

ホール ビ二一ル床タイル 82.6

工房 　　　〃 63.1

バックヤード 　　　〃 17.0

教室 カーペット 67.1

ブリッジ ビ二一ル床タイル 34.6

厨房倉庫 　　　〃 11.1

避難通路 　　　〃 5.6

ホワイエ 　　　〃 222.4

エントランスホール 　　　〃 81.3

風除室 ゴムマット 25.6

発券カウンター カーペット 11.4

インフォメーション 　　　〃 17.6

女子ロッカー ビ二一ル床タイル 25.4

売店 　　　〃 39.1

天文事務室 カーペット 22.7



天文準備室 　　　〃 15.0

オムニマックス映写室 　　　〃 74.3

車椅子便所 モザイクタイル 4.7

職員用便所 　　　〃 2.4

湯沸室 ビ二一ル床タイル 2.1

ウエイテングサークル 　　　〃 150.5

シアター前室（２ケ所） カーペット 6.4

廊下 ビ二一ル床タイル 25.7

男子便所 モザイクタイル 11.1

女子便所 　　　〃 9.4

ポンプ室 コンクリート 12.1

スペースシアター通路 カーペット 191.5

スペースシアター内 　　　〃 166.1

小計 1,635.6

２Ｆ

展示室ラボ ビ二一ル床タイル 45.2

ビデオライブラリー カーペット 32.5

コンピューター室 　　　〃 32.1

図書室 　　　〃 34.3

会議室 　　　〃 57.5

研修室 　　　〃 43.5

ブリッジ ビニール床タイル 34.6

避難通路 グレーティング 5.6

廊下 ビニール床タイル 89.4

シアター出ロホール 　　　〃 85.0

管理事務室 カーペット 132.2

館長室 　　　〃 32.4

〃　　前室 ビニール床タイル 10.3

湯沸室 　　　〃 2.7

男子便所 　　　〃 4.7

女子便所 　　　〃 3.8

男子ロッカー室 　　　〃 8.2

和室 畳敷（６畳） 8.4

Ｓ７階段（延べ） コンクリート 144.0

小計 806.4

３Ｆ

メンテナンスルーム前通路 ゴムタイル 13.4

メンテナンスルーム 　　　〃 10.5

展示室 　　　〃 147.9



ブリッジ ビニール床タイル 33.1

避難通路 　　　〃 5.6

男子便所 モザイクタイル 16.0

女子便所 　　　〃 14.2

シアター入口前室 カーペット 9.8

リア映写室 　　　〃 68.9

小計 319.4

４Ｆ

展示室 ビニール床タイル 140.3

ブリッジ 　　　〃 34.6

廊下 　　　〃 71.3

避難通路 グレーティング 5.6

フアンルーム コンクリート 16.2

小計 268

５Ｆ

倉庫（旧ホストコンピューター
室） カーペット 21.0

ステージ床 20.0

プログラム室 　　　〃 11.0

展示室 　　　〃 254.2

ブリッジ ビニール床タイル 33.5

避難通路 　　　〃 5.6

男子便所 モザイクタイル 14.8

女子便所 　　　〃 11.5

車椅子便所 　　　〃 3.7

小計 375.3

合計 5,339.9



その他の清掃箇所

１．ブラインド清掃

階 高さ 巾 箇所 面積　ｍ2

南側 1.5 8.7 1 13.1

北側 1.5 1.8 1 2.7

研修室 1.5 0.75 6 6.8

会議室 1.5 0.75 4 4.5

ベガ 2.4 3.5 1 8.4

会議室 2.4 3.5 3 25.2

喫煙場所 2.4 3.7 1 8.9

計 69

２．カーテン清掃

階 高さ 巾 箇所 面積　ｍ2

２階 1.8 1.9 2 7

場所

場所

シアター

２階

事務室

１階



空調冷暖房設備

項目 数量 単位

1 ポンプ類 23 台

2 全熱交換器 4 台

3 空気調和機 16 台

4 フアンコイル 32 台

5 濾過器 1 式

6 定風量バルブ 26 台

7 パッケ‐ジエアコン 10 台

8 自動制御機器 1 式

9 給排気フアン類 18 台



　　　　　　　消防用設備一欄表

項目 数量
1

消火器 計７５本

屋内消火栓設備

消火栓 計２３基

ポンプ １台

電動機 １基

電動機制御装置 １基

起動装置 １基

呼水装置 １基

呼水警報装置 １基

貯水槽 1基

ホース ４６本

ノズル ２３本

ヘッド 計７５５個

ポンプ １台

電動機 １基

電動機制御装置 １基

ポンブ起動装置 １基

呼水装置 １基

呼水警報装置 １基

圧力タンク １基

貯水槽 １基

へッド　　 計４２個

ポンプ １台

貯水槽 １基

電動機 １基

電動機制御装置 １基

ポンプ起動装置 １基

圧力タンク １基

手動式起動操作部 ２基

一斉開放弁 １基

呼水装置 １基

呼水警報装置 １基

噴霧ヘッド ４２個

2

3
　　　　　　スプリンクラー　設備

4
　　　　　　　　　ドレンチャー設備



項目 数量

　　　　　　　ハロゲン化物消火設備

消火薬剤　　 ハロン１３０１　　　　　

ヘッド ３個

容器、本数 計２本

容器弁開放装置 ２台

警報装置 ２基

手動式起動装置 ２基

起動装置 １基

放出表示灯 ２基

開口部自閉装置 1基

区画 ４区画

泡ヘッド ６９個

感知ヘッド ３２個

ポンプ １台

電動機 １基

電動機制御装置 １基

ポンブ起動装置 １基

一斉開放弁 １基

呼水装置 １基

呼水警報装置 １基

　　　　　　　粉末消火設備

薬剤容器 １本

窒素ガス容器 １本

安全弁 １基

圧力容器 １基

ホース、ノズル １式

格納箱 １個

5

7

　　　　　　　　泡消火設備　　　　
6



項目 数量

　　　　　自動火災報知設備

受信器

警戒区域 ４９／５０Ｌ

副受信器 １基

定温式スポット型 １１個

空気管式感知器 ３個

スポット型イオン化式 （非蓄積）　１９２個　　（蓄積）１個　　計１９３個

スポット型光電式 　　〃　　　　　　１２個

差動式スポット型 １個

地区音響装置 ２３基

発信器 ２３基

非常放送設備

本器

増幅器

操作部

遠隔操作部

スピーカー 計１２６個

壁掛け型 １３個

埋込型 ５９個

その他 ５４個

避難設備

斜降式救助袋 ２基

滑り台 ４基

11 誘導灯 　　　　　　　　　計１９３台

特大型　　　　　　　５台

大型　　　　　　　　３４台　　　　　　　　　

中型　　　　　　　　３９台

小型　　　　　　　　１台

大型　　　　　　　　１台　　　　　　　　　

中型　　　　　　　　１６台

小型　　　　　　　　５台

客席誘導灯 　　　　　　　　　　　９２台

12

単体型保護箱

　　　　　非常用コンセント設備　　　　　　　計７基

避難口誘導灯

通路誘導灯

9

10

8



項目 数量

13

連動制御盤 ６８／７０窓　　　１式

感知器煙式３種イオン ５９個

防火シヤッタ‐ ２８基

防火扉 ６０基

可動式防煙垂壁 １４基

防火ダンパー ６８基

排煙ロ ２１基

排煙機 ６台

14

15 　　　　　　　　消火用補助水槽

　　　　水槽 １基

16 　　　　　　非常電源（自家発電）設備　１式

17 　　　　　　　　　蓄電池設備　１式

　　　　　　防火、排煙設備

       　　　　 消防隊専用送水口設備　１式



機器数量表 こども科学館
分類１ 数量 単位

電気設備 1 式
電気設備 15 面
電気設備 18 面
電気設備 32 面
電気設備 1 式
電気設備 15 面
電気設備 8 台
電気設備 10 台
電気設備 1 台
電気設備 7 面
電気設備 22 個
電気設備 3 台
電気設備 8 面
電気設備 25 個
電気設備 3 組
電気設備 1 面
電気設備 1 面
電気設備 1 組
電気設備 1 台
電気設備 1 台
電気設備 1 台
電気設備 1 組
電気設備 12 個
電気設備 1 台
電気設備 1 組
電気設備 1 組
電気設備 1 組
電気設備 1 箇所
電気設備 3 基
電気設備 3 基
電気設備 1 基
電気設備 5 m
昇降機 3 基昇降機 エレベーター１Ｄ

雷保護設備 棟上導体

外灯 外灯１Ｄ
外灯 外灯１Ｍ
雷保護設備 突針

直流電源設備 整流装置１Ｗ
直流電源設備 蓄電池
構内配電線路・構内通信線路 構内配電線路・構内通信線路（ハンドホール）

自家発電設備 バルブ
自家発電設備 試運転
直流電源設備 整流装置１Ｄ

自家発電設備 冷却水タンク
自家発電設備 換気装置
自家発電設備 排気管

自家発電設備 配電盤１Ｗ
自家発電設備 始動用空気圧縮装置
自家発電設備 燃料タンク等

受変電設備 低圧 指示計器１M
自家発電設備 自家発電装置
自家発電設備 配電盤１Ｍ

受変電設備 高圧 指示計器１Ｍ
受変電設備 高圧 進相コンデンサ
受変電設備 低圧 指示計器１D

受変電設備 高圧 交流遮断器
受変電設備 高圧 計器用変成器
受変電設備 高圧 指示計器１Ｄ

電灯・動力設備 照明器具のランプ交換
受変電設備 高圧 盤類（閉鎖型、低圧盤を含む）
受変電設備 高圧 変圧器

電灯・動力設備 分電盤
電灯・動力設備 照明制御盤
電灯・動力設備 制御盤

電灯・動力設備 照明器具の点灯状態
分類2 項目名
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