
番号 資料 頁 大項目中項目小項目 内容 回答

1 業務の基準 7-16 3

各業務費算出のため以下の書類の情報開示いただけま
すでしょうか。
【報告書】
中央監視装置制御設備
消防設備点検（機器・総合）
自家発電機模擬負荷試験
屋外電気設備点検
電話設備点検
構内情報通信網設備点検
情報表示設備点検
電気時計設備点検
インターホン設備点検
防犯設備点検
昇降機点検
ジェネリンク及びマイクロガスタービンコージェネリンク点
検
クーリングタワー点検清掃
冷却塔ポンプ点検清掃
ハイブリッドソーラー点検
インバーター点検
BEMS 機器類、計装自動計測機
水力発電装置点検
井戸装置点検
【図面】
意匠図
単線結線図
給排水設備図面
空調・換気図面
機械設備図面
床材一覧表

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】令和３年７月13日（火）　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】
７月８日（木）午後5時までに「公募要項２(４)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】横浜こども科学館指定管理者選定
公募」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。
・閲覧可能文書のみの開示とします。

2 公募要項 13 5 4
提出する登記事項証明書について、正本1部は原本、副
本６部は写しで差し支えないでしょうか。また、発行日の
制限はありますでしょうか。

原本は正本１部で、副本６部及び応募団体を特定できな
いようにしたうえでファイルに綴じた６部については、写し
で差し支えありません。
発行日は提出日の３か月以内としてください。

3 公募要項 13 5 4
提出する納税証明書「その３の３」について、正本1部は
原本、副本６部は写しで差し支えないでしょうか。また、
発行日の制限はありますでしょうか。

上記と同様です。

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
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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

4 公募要項 13 5 4
ファイルに綴じた副本６部提出との記載がありますが、
アからトまで全ての書類が対象となりますでしょうか。

アからトまで全ての書類が対象となります。

5 公募要項 13 5 4
応募団体が特定できないようにしてファイルした６部につ
いては、イ 事業計画書（様式２）のみが対象でよろしい
でしょうか。

アからトまで全ての書類が対象となります。

6 公募要項 13 5 4
応募団体を特定できないようにしたイ 事業計画書（様
式２）を作成する際、協力団体名及び再委託先は記載し
てもよろしいでしょうか。

協力団体名及び再委託先を記載することで、応募団体
が特定されることがなければ、記載することは妨げませ
ん。

7 公募要項 13 5 4

提出用CD-ROM２枚に格納するデータについて、アから
トまで全ての書類が対象となりますでしょうか。また、様
式６はエクセルファイルデータとし、その他はPDFデータ
でよろしいでしょうか。

貴見の通りです。格納データ形式についても、貴見の通
りで構いません。

8 公募要項 13 5 4
応募団体が特定できないようにして作成したファイルの
データはCD-ROM２枚に格納すべきでしょうか。

CD-ROM２枚に格納してください。

9 応募関係書類 様式３

指定管理料提案書及び収支予算書の作成にあたり、過
去の実績を目安に提案を求めるとありますが、コロナ
ウィルスの影響を加味したうえで5年間の収支計画を作
成すべきでしょうか。

新型コロナウイルスの影響による新たな生活様式に対
応した施設運営の考え方を踏まえた提案をしてください。

10 応募関係書類 様式３

団体の概要の所在地記入欄に、「※法人の場合は登記
簿上の本店所在地を記入」とありますが、登記簿上の本
店（大阪住所）ではなく、横浜こども科学館を管轄してい
る東京事業所の所在地を記載することは可能でしょう
か。

登記簿上の本店所在地を記入してください。ただし、個
別の事情で記載できない場合は、「公募要項２(４)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
りご連絡ください。

11 業務の基準 5 2 2-3
ホームページの開設方法（外部サーバー、クラウド利
用、セキュリティ）について規定はあるでしょうか。

特にありません。
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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

12 業務の基準 4 2
2-2
2-4

指定事業にある「科学に関する体験講座等の開催」と自
主事業の「教室事業等」の違いをご教授ください。

自主事業の「教室事業等」は利用料金とは別に料金を
徴収して実施するものです。

13 業務の基準 4 2 2-2 1
横浜市立図書館と連動されているのでしょうか。または
独自の管理で貸出・返却の運営しているのでしょうか。
選書は誰が行っているのでしょうか。

独自の管理で運営しています。既存書籍等の管理や新
書の追加は指定管理者が行います。

14 公募要項 1 2 3
「横浜こども科学館の指定管理者の候補者の選定等に
関する要綱」を公開していただけないでしょうか。
Web上で見つけることが出来ませんでした。

選定関係資料に追加します。

15 公募要項 13 5 4

「・個人情報（個人の氏名や電話番号、個人が特定でき
る写真・肖像等）は掲載しないでください」
とありますが、個人の承諾があった場合は、掲載しても
よろしいでしょうか。

貴見の通りです。

16 公募要項 13 5 4

正本はファイルやステープラー等で留めずクリップ留め
するとのことですが、登記事項証明書等、元々ステープ
ラーで留められているものはそのままでよろしいでしょう
か。

貴見の通りです。

17 公募要項 13 5 4

「各書類にはページ数及びインデックスを付けてくださ
い」とのことですが、納税証明書や労働保険料の写しな
ど、ページ数の付与が難しい書類もございます。事業計
画書等、様式によりページ数が付与できるもののみに付
けるという認識でよろしいでしょうか。

貴見の通りです。

18 公募要項 13 5 4
「応募団体が特定できないように」する6部につきまして、
様式５・様式５－３・様式６等の個人名・連絡先はマスキ
ングが必要でしょうか。

貴見の通りです。
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19 公募要項 13 5 4
「コ 法人に当たっては、法人の登記事項証明書」につき
まして、履歴事項全部証明書の提出でよろしいでしょう
か。

貴見の通りです。

20 公募要項 13 5 4
「ソ 法人税及び法人市民税の課税対象となる収益事業
等を実施していないことの宣誓書」は株式会社は提出不
要という認識でよろしいでしょうか。

貴見の通りです。

21 公募要項 3 4 4 ケ
収支予算案に人件費上昇分を確保しており、雇用労働
条件の改善を見込んでいるため、（様式 賃－１）の提出
を辞退することは可能でしょうか。

賃金水準の変動率がマイナスとなる可能性もあるため、
提出を辞退することは認められません。

22 公募要項 3 4 4 ケ

（様式　賃－１）の提出が必須の際は、
・１人１年当たりの基礎単価について、該当職種1名分の
社内規定額を提示すればよろしいでしょうか。
・基礎単価の記入は、部署ごともしくは、役職ごとのどち
らが適当でしょうか。
・基礎単価の記入は、共同事業体の構成団体も対象と
なりますでしょうか。

記載方法につきましては、「指定管理者制度における賃
金スライドの手引き」を参照してください。（選定関係資料
に追加します。）

23 公募要項 3 4 4 ス

税務署発行の納税証明書「その３の３」の発行が期日ま
でに間に合わない際は、納税証明書「その１」を代替えと
して提出し未納税額等をご確認いただくことは可能でしょ
うか。

応募書類の受付期間までに発行が間に合わない場合
は、納税証明書「その１」を添付していただいても構いま
せんが、発行され次第、納税証明書「その３の３」をご提
出ください。

24 業務の基準 4 2 2-1 3
休館日がパンフレットの記載と異なりますが、どちらで考
えればよろしいでしょうか。

休館日は、第３月曜日（祝日にあたる場合は翌日）と１月
１日～３日及び１２月２９日～３１日となっています。ただ
し、横浜市の承認を得て、休館日に開館し、また開館日
に休館することができます。

25 業務の基準 11 3 3-8 廃棄物の実績値をご教示ください。 別紙[廃棄物排出量一覧」を参照してください。
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26 公募要項 2 4 4 イ

指定管理料について、自主事業にかかる経費と自主事
業収入の差（粗利）がそのまま指定管理料から差し引か
れていますが、これは予算案として計上するのでしょう
か。もしくは、決算時に計上するのでしょうか。

予算案として計上してください。

27
その他

（令和２年度
事業報告書）

34
別紙５
コロナウイルス費用負担金の算出根拠をご教授くださ
い。

休館期間の減収額や利用再開後の実収支差額、感染
対策経費等から算出しています。

28 公募要項 4 4 5

市会議決にて指定の議決が得られないことによる開始
延期となった場合、指定管理者が負担すると記載されて
おりますが、具体的にどのような負担があるのでしょう
か。

施設の運営を開始できないことによる利用料金収入の
減等の負担があります。

29 業務の基準 6 2 2-5 3

その他施設運営に関する業務において、（3）傷病者へ
の対応として「AED を設置し」とありますが、これは指定
管理者側で新たに設置を行う物でしょうか。その場合、
必要と想定している台数が規定されているのであればご
教授願います。

AEDは備品として施設に設置済みです。

30 業務の基準 7 3
3-1
3-2

長期保全更新計画について、維持されてきた保全業務
との整合性を取る必要があるため、既存の情報をいただ
けますでしょうか。

事業計画書「小破修繕計画」をご確認ください。

31 業務の基準 7 3
3-1
3-2

定期点検・整備業務の消耗品更新の際、６０万円まで指
定管理者負担ですが、建築物保守管理業務記載の修繕
費年間３００万円以内とは別枠として考えることでよろし
いでしょうか。
また、費用に掛かる税について、「3-1」では『消費税込』
で記載されておりますが、「3-2(5)」では『消費税別』と記
載されており、正しくはどちらの記載でしょうか。

貴見の通りです。
税負担については、『消費税別』です。業務の基準を修
正します。

32 業務の基準 8 3 3-2 6
メーカーのメンテナンスである昇降機に関してメーカー企
業および担当者の情報を頂きたいです。

昇降機メーカーは中央エレベーター工業（１、２号機）及
びフジテック（３号機）です。担当者については、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。
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33 業務の基準 8 3 3-2 7

ESCO 設備に関する業務について、「維持管理業務に係
る費用負担は市と指定管理者が協議の上決定する」と
記載があるため、本指定管理業務の業務費に当該費用
は含めないとして良いでしょうか。

貴見の通りです。

34 業務の基準 10 3 3-4 2
備品管理業務について、具体設備・機材/業務量把握の
ため備品台帳および管理実績の提示をお願いします。

選定関係資料に追加します。

35 業務の基準 10 3 3-5 2
「機械警備等を用いて」との記載がありますが、現状の
機械警備の仕様等を提示願います。また、既存警備の
実施状況の情報（シフト・警備日誌等）をご教授ください。

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。

36 業務の基準 別紙

電気保安管理業務について、指定管理者がみなし設置
者として主任技術者を選任するのか、横浜市が主任技
術者を選任するのか、またその選任費用について指定
管理者負担なのか、横浜市負担なのかご教授願います

指定管理者が主任技術者を選任し、係る費用も負担し
ます。

37 業務の基準 別紙
受変電設備点検業務について、実績ですと毎月１回と
なっておりますが、具体的な業務内容をご教示ください。

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。

38 業務の基準 別紙
受変電設備の法定点検(停電メンテナンス等)の実施は、
指定管理者にて実施するのでしょうか。

貴見の通りです。

39 業務の基準 別紙

ダムウエーターの定期点検について、業務基準に記載
はありますが、令和2 年の実績を確認すると記載があり
ませんでした。現状、ダムウエーターは設置されている
のでしょうか。
設置されているようでしたら、メーカーをご教示ください。

ダムウエーターは設置されています。メーカーはフジテッ
クです。
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40 業務の基準 7 3
3-1
3-2

指定管理者が法により定められた点検作業(法定点検)
を実施するのでしょうか。もし、指定管理者が実施する場
合、点検項目を全てご教示ください。

貴見の通りです。ただし、建築基準法第12条に基づく点
検は横浜市で行います。点検項目については、「維持保
全の手引き」等を参照してください。

41
その他

（今年度の館
内工事）

施設HPの「館内工事による長期臨時休館のお知らせ」
に2021年11月1日(月)～2022年1月31日(月) 3ヵ月間と
あります。どのような工事を行うか、情報を公開していた
だけないでしょうか。

３階宇宙トレーニング室の天井改修工事を行います。
〈既存天井（溶接メッシュユニット天井）の撤去及び撤去
後の補修等〉

42 応募関係書類 様式４

「過去１年間、他都市での活動実績を含む。」とあります
が、令和元年3月より令和2年度は、コロナ禍であったた
め、管理施設のある自治体の方針により、多くの活動が
中止となっております。
令和1年度にさかのぼって活動実績を記載したいのです
が、よろしいでしょうか。

令和元年度実績を記載することは妨げませんが、令和
元年度の実績であることがわかるように記載し、令和２
年度実績も含め２枚以内にまとめてください。

43 業務の基準 11 3 3-7
建築物環境衛生管理技術者の選任は含まれるとの認識
でよろしいでしょうか。

貴見の通りです。

44 業務の基準 別紙 自家発電機器のメーカーをご教示ください。 明電舎です。

45 質問回答５

質問のご回答に「アからトまで全ての書類が対象となり
ます。」とございますが、役員名簿、登記簿、会社パンフ
レット等対象になる全ての提出書類をマスキングする必
要があるとのことでしょうか。

貴見の通りです。
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46 質問回答８

質問のご回答に「CD-ROM２枚に格納してください。」とご
ざいますが、役員名簿、登記簿、会社パンフレット等対
象になる全ての提出書類をマスキングしたPDFデータを
格納すべきでしょうか。

貴見の通りです。

47 質問回答22

質問のご回答に「記載方法につきましては、指定管理者
制度における賃金スライドの手引きを参照してくださ
い。」とございますが、対象資料を参照したうえで、記載
方法の不明点についてご質問させていただきました。詳
細についてご教示いただくことは可能でしょうか。

・１人１年当たりの基礎単価について、該当職種1名分の
社内規定額を提示すればよろしいでしょうか。
→基礎単価は、指定期間中に一律で用いる単価である
ため、指定期間を通じて用いることが可能な額を算出し
てください。
定期昇給等賃金水準の変動以外の要素により、人件費
の単価が変わることが予想される場合には、それを勘案
して、基礎単価を算出していただくことになります。
例えば、指定期間中の雇用形態別の賃金水準スライド
の対象となる人件費の総額を、配置予定総人数で除す
ことで算出した、平均額とすることなどが考えられます。

・基礎単価の記入は、部署ごともしくは、役職ごとのどち
らが適当でしょうか。
→雇用形態別に記入してください。

・基礎単価の記入は、共同事業体の構成団体も対象と
なりますでしょうか。
→指定管理者から直接雇用されている者は対象となり
ます。
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