
番号 分類 ページ 大項目 中項目 小項目 内容 回答

1
参考資料等

（管理区分表）

図書館と公会堂の光熱水費の経費負担が公会
堂になっていますが、過去3ヵ年の図書館と公会
堂の光熱水費の実績額をお知らせください。

20年度は耐震工事で閉館期間がありましたので、22、
21、19年度の実績を掲載します。
22年度：￥16,691,984
21年度：￥14,538,459
19年度：￥16,416,169

2

参考資料等
(公会堂維持
管理業務一

覧）

現在の各業務の委託先及び年間委託金額をお知
らせください。

別紙１を御覧ください。

3 仕様書 ４ ６ （１） ア
過去３ヵ年のその他収入の実績額をお知らせくださ
い。

その他収入については、全て、自動販売機の手数料
収入となります。20年度は耐震工事による閉館期間
がありましたので、22、20、19年度の実績額を掲載し
ます。
22年度：￥691,113
21年度：￥692,559
19年度：￥674,761

4 仕様書 ５ ６ （４） イ
過去３ヵ年の１件６０万円未満の修繕費の実績額を
お知らせください。

別紙２を御覧ください。

5 その他
講堂の控え室（洋室）に絵画が飾ってありました
が、絵画が破損してしまった場合のリスクはどこに
ありますか？

リスク分担表のとおりです。

横浜市保土ケ谷公会堂指定管理者公募に関する質問回答

※下記の回答に示す、各経費の過去の実績値等はあくまで参考値となります。

※特記仕様書、管理区分表について、訂正、差換えをしましたので、改めてご確認ください。なお、訂正部分は赤字表記となっています。



番号 分類 ページ 大項目 中項目 小項目 内容 回答

6 仕様書 ２ ５ （１） 現在の人員体制と勤務表の開示を願います。

館長代行（館長は地域協働課長が兼務）と、６名の職
員（嘱託員３名、アルバイト３名）の計７名で、公会堂
の業務を行っています。勤務体制については、 低２
名の配置を行い、早番・遅番の交代制でローテーショ
ンを組み、業務を行っています。
早番：８時45分から15時45分まで（１時間の休憩有）
遅番：15時15分から22時15分まで（１時間の休憩有）

7
申請書類

事業計画書
（様式２）

事業計画書は、項目は同じままで、様式の変更は
可能でしょうか。また、フォント・枚数など決まりはご
ざいますか。

様式の変更は認められません。ただし、現在の様式
の外枠については、ページいっぱいに広げていただく
等編集は可能です。枚数は各項目Ａ４判１枚に収めて
ください。フォント、カラー等は自由です。

8 仕様書 ５ ６ （４） イ

建物・付帯設備の修理・保守履歴の開示を願いま
す。
また、今後修理等の必要なところがあるのか、あれ
ば内容をご教授願います。

別紙２を御覧ください。
現在のところ、施設の利用に支障をきたすような修繕
箇所はありませんが、必要と思われる修繕が発生し
ましたら、随時対応します。

9

参考資料等
(公会堂維持
管理業務一

覧）

現在、外部委託をしているところはありますか。
ある場合には、外部委託の内容・業者名・金額の
開示を願います。

別紙１を御覧ください。

10
申請書類

収支予算書
（様式３）等

施設使用料の収入（部屋別）、光熱水費、広告収
入、等の詳細の開示を願います。

使用料の部屋別での統計はとっておりません。
光熱水費については、回答１、その他の収入について
は、回答３を御覧ください。



番号 分類 ページ 大項目 中項目 小項目 内容 回答

11 特記仕様書 ８ ３ （２） 各機器の仕様を教えてください。
参考資料として、設備管理業務の委託仕様書を掲載
しましたので、ご参照ください。

12 特記仕様書 ８ ３ （２） 現在の設備点検表をご開示ください。
参考資料として、平成22年度末の設備管理月報を掲
載しましたので、ご参照ください。

13 受電設備の契約量をご開示ください。 契約電力は、238kwです。

14 特記仕様書 10 ３ （７）
空気環境測定業務の内容でポイント数を教えて
ください。

８箇所です。

15 特記仕様書 10 3

「合築施設の維持管理業務分担」では清掃部分
で専有に◎がついておりますが、【保土ケ谷公会
堂・保土ケ谷図書館管理区分表】の日常管理は
１で専有部分は自主的に管理となっております。
どちらを参考にすればよいですか。

清掃については、特記仕様書10ページの「合築施設
間の維持管理業務分担」のとおりです。その他の業務
については、参考資料の「管理区分表」のとおりです。
なお、「合築施設間の維持管理業務分担」についは、
表現があいまいだったため、訂正して、差換えまし
た。再度ご確認ください。



番号 分類 ページ 大項目 中項目 小項目 内容 回答

16 仕様書 ５ ６ 過去3年分の事業収支の詳細を教えてください。
公会堂単体での収支はありません。
各参考数値を基に積算してください。

17 その他
過去3年分の部屋（ホール含む）ごとの利用団体
実績と、その内の減免団体を教えてください。

利用団体名については、お示しできません。

18 特記仕様書 12 ４ （３）
過去3年分の自主事業（貸館以外のもの）の実績
を教えてください。

貸館以外の事業は行っていません。

19

参考資料等
(公会堂維持
管理業務一
覧）

現在委託している業務及びその委託先を教えて
ください。

別紙１を御覧ください。

20 仕様書 ２ ５ （１）
現在の、区職員と嘱託職員、アルバイト、委託を
含めた勤務体制・人員体制を教えてください。

回答６をご参照ください。



番号 分類 ページ 大項目 中項目 小項目 内容 回答

21

参考資料等
(公会堂維持
管理業務一

覧）

保守管理項目の提示及びその項目別の平成２２
年度費用実績をお示しください。

別紙１を御覧ください。

22 仕様書 ５ ６ （４） イ 修繕費の過去３年分実績をお示し下さい。 別紙２を御覧ください。

23 特記仕様書 11 ４ （１）

指定管理者は既存の自動販売機を撤去し、新た
に設置し、その売上手数料を指定管理者の収入
にしてもよろしいのでしょうか。

可能です。ただし、自動販売機設置の際に、横浜市に
対して、目的外使用許可申請をご提出いただき、許可
を得た上で、目的外使用料をお支払いただくことにな
ります。

24 特記仕様書 12 ４ （３）

本施設においては、指定管理者は、自主事業
（演奏会、舞踊等）を実施し、そのチケット代を指
定管理者の収入にすることを禁止しているという
判断でよろしいでしょうか。

貸館施設であるため、これまでに自主事業実施の実
績はありません。

25
参考資料等

（管理区分表）
光熱水費の過去３年分実績をお示し下さい。 回答１をご参照ください。



番号 分類 ページ 大項目 中項目 小項目 内容 回答

26

参考資料等
(公会堂維持
管理業務一

覧）
（公会堂利用

状況）等

公会堂諸施設における、過去の収支内訳書を開
示してください。
収入については、各部屋の稼働率もあわせてご
開示願います。
支出については、消耗品費の内訳、現在の委託
先と委託金額も合わせてご開示くださ
い。

公会堂単体での収支や、使用料の部屋別での統計
はとっておりません。
収入については、回答３及び、参考資料の公会堂利
用状況（過去３ヵ年分）をご参照ください。
また、稼働率についても、公会堂利用状況をご参照く
ださい。
現在の委託先、委託金額については、別紙１をご参
照ください。消耗品費については、回答39をご参照く
ださい。

27 特記仕様書 ７ ３
施設の維持管理業について、各項目の仕様の詳
細をお知らせください。

参考資料として、清掃、設備管理業務、冷温水機点検
保守委託の各業務委託仕様書を掲載しましたので、
ご参照ください。

28 特記仕様書 ７ ２ （４） ア
現在施設に設置されているAEDの取扱いについ
てお知らせください。

現在設置しているＡＥＤは保土ケ谷区でリース契約し
ているもので、期限は、平成24年３月31日までとなっ
ています。平成24年度以降については、指定管理業
務として、対応をお願いします。



番号 分類 ページ 大項目 中項目 小項目 内容 回答

29 仕様書 ５ ６ （１） イ
過去３年分の支出内訳を人件費、事務費、事業
費、光熱水費、警備業務・設備保守点検業務・清
掃業務等にわけてお示しください。

回答１、回答39、別紙１、別紙２をご参照ください。

30 仕様書 ６ ８
指定管理者が引き継がなければならないリース
物品などございますか。

ありません。

31 特記仕様書 ３ １ （８） イ

横浜市が主催、共催又は後援する行事等に使
用する場合には優先的に受け付けるとあります
が、過去３年間でこれに該当したものを教えてく
ださい。また、これらが開催される時に、指定管
理者はどのような協力をすることが想定されるか
教えてください。

横浜市の主催、共催、後援それぞれの行事の統計は
とっておりませんが、昨年度の行事一覧がございます
ので、別紙３をご参照ください。ただし、行事一覧にあ
る行事は、広く一般区民に開かれた行事のみとなって
おります。
また、横浜市の主催、共催、後援行事の開催に当
たって、特別な業務は発生しませんので、他の一般利
用と同じく、特記仕様書３ページ「２　施設の運営業
務」を参考に、適切な施設運営をお願いいたします。

32
申請書類

事業計画書
（様式２）

様式２の事業計画書は、各項目でＡ４判１枚以内
にまとめとなっていますが、提案内容のバック
ボーンとなる資料、より詳細な資料等は、資料と
して添付してもよろしいでしょうか。

回答７をご参照ください。

33
申請書類

事業計画書
（様式２）

「現在、管理運営している主な施設名」の「※必
要に応じ行を追加してください」とありますが、こ
れは行を追加してもＡ４サイズの１枚に収めなけ
ればならないでしょうか。

Ａ４判１枚に収めていただきますよう、お願いします。



番号 分類 ページ 大項目 中項目 小項目 内容 回答

35
参考資料等
（公会堂維持
管理業務一覧

舞台設備保守の現行会社と設備維持管理の現
行会社をご教示頂きたい。

別紙１を御覧ください。

36
参考資料等
（公会堂維持
管理業務一覧

過去の設備の維持管理に要した経費、運営に要
した経費をご教示ください。

別紙１、別紙２を御覧ください。

37 その他
図面上（空調・機械・電機など）から機器の台数
等が読み取れないため、現行の維持管理の仕様
（機器の台数、容量など）をご教示ください。

参考資料として、設備管理業務の委託仕様書を掲載
しましたので、ご参照ください。

38 特記仕様書 ８ ３ （２）
建築基準法第12条に関する業務で、横浜市が実
施するのは特定建築物定期検査、建築物定期
調査で良いでしょうか。

建築基準法第12条に関する業務で、横浜市が実施す
る業務は、建築物及び、建築設備（昇降機を除く）定
期点検となります。

39 その他

過去の衛生消耗品（水石鹸、トイレットペーパー、
ペーパータオル等）、設備消耗品（管球、Ｖベル
ト、冷温水発生機で使用する薬品）の実績値及
びかかった費用をご教示ください。

過去の消耗品費の実績は以下のとおりです。
22年度：￥2,536,380
21年度：￥415,800
20年度：￥640,017
22年度実績にはスタッキングチェア（公会堂の可動椅
子購入実績（￥1,466,640）も含まれています。）



番号 分類 ページ 大項目 中項目 小項目 内容 回答

40 仕様書 ５ ６ （４）
前年度及び前々年度の経費の内訳を公表して
頂けないでしょうか。

公会堂単体での収支はありません。
各参考数値を基に積算してください。

41 仕様書 ５ ６ （４） イ

指定管理者が負担する小破修繕の負担は、1件
60万未満が対象とのことですが、施設の築年数
から考え、年間の発生する60万未満の小破修繕
件数を入札参加者では、想定することができま
せん。入札の公平性を保つためにも、今回の公
募で小破修繕費として計上すべき金額をご提示
頂けないでしょうか。
（又は年間の小破修繕総額の上限を決めて頂け
ないでしょうか）

過去の実績（別紙２等）をご参照の上、必要な費用計
上を行ってください。

42
参考資料等
（リスク分担

表）

指定管理者の責めに帰さない施設の損傷（例え
ば、利用者による破損等）の修復費用は、市の
負担と理解で宜しいでしょうか。
（指定管理者の責めに帰さない施設の損傷の修
復費用が１件あたり60万未満の場合でも指定管
理者の負担でないことを確認させてください）

リスク分担表のとおりです。

43 特記仕様書 10 ３ （８） 現在の廃棄物量実績をご教示下さい。

22年度の廃棄物量実績は以下のとおりです。（単位：
㎏）
白コピー用紙：35.8、雑誌（本・小冊子）：130.1
新聞：33.4、段ボール28.6、その他の紙：185.4
燃やすごみ：955.7、プラスチック類：67.4
ペットボトル：10.1、缶：4.8、びん：6.5
小さな金属類：7.5、スプレー缶：2.0
蛍光管：40.2、乾電池：3.4

44
参考資料等

（管理区分表）

日常管理の備考にトイレットペーパーの交換、蛍
光灯の交換については、公会堂で行う。とありま
すが、内容及び主体3　の「共用部及び敷地内の
管理については公会堂が実施する。」との理解で
図書館専用部は対象外と理解で宜しいでしょう
か。

日常管理については、それぞれの専用部分は、各々
で管理することになりますが、トイレットペーパーと蛍
光灯の交換については、図書館専用部分も含めて、
公会堂で実施することになります。
なお、特記仕様書10ページの「合築施設間の維持管
理業務分担」についは、表現があいまいだったため、
訂正して、差換えました。再度ご確認ください。



番号 分類 ページ 大項目 中項目 小項目 内容 回答

45 仕様書 ５ ６ （１） イ

現在の委託内容について、項目と金額をお教え
いただきたい。
　　例）冷温水発生器保守　￥●●●,●●●（税
込、年額）

別紙１を御覧ください。

46 仕様書 ２ ５ （２）

現在、保守点検を実施されていない設備があっ
た場合、次年度に保守点検を実施するために、
指定管理料の増額など指定管理料の見直しが
可能と見込んでよろしいでしょうか。

現在、ご指摘のような設備はないものと考えています
が、仮に、新たな保守点検の必要性が出てきた場合
は、その都度協議となります。

47
参考資料等
（公会堂維持
管理業務一覧

法令点検以外に、保守点検を必要とする設備一
覧をお教えください。

参考資料の「公会堂維持管理業務一覧」をご参照くだ
さい。

48 その他

現在、駐車場管理として、常駐の係・担当者は配
置されているのでしょうか。
配置されているようでしたら、勤務時間と人数を
お教えください。

現在、駐車場管理として、常駐の係員、担当者等は配
置しておりません。

49
参考資料等

（管理区分表）
光熱水費について、図書館部分の按分方法をお
教えください。

参考資料の管理区分表のとおり、光熱水費について
は、図書館分も含めて、公会堂の負担となります。



番号 分類 ページ 大項目 中項目 小項目 内容 回答

50 仕様書 ７ 10 （２）
過去３ヵ年分の事業報告書の開示をお願いしま
す。

直営施設のため、事業報告書は作成しておりません。

51 仕様書 ７ 10 （１）
過去３ヵ年分の事業計画書の開示をお願いしま
す。

直営施設のため、事業報告書は作成しておりません。

52 仕様書 ２ ５ （１） ア
現状（直近）の運営組織体制の開示をお願いしま
す。

回答６をご参照ください。

53 仕様書 ２ ５ （１） ウ 昨年度の年間催事実績の開示をお願いします。
別紙３を御覧ください。ただし、別紙３の行事一覧に掲
載の行事は、広く一般区民に開かれた行事のみと
なっております。

54 仕様書 ５ ６
過去３ヵ年分の収支予算書（明細含む）の開示を
お願いします。

公会堂単体の収支はありません。
各参考数値を基に、積算してください。



番号 分類 ページ 大項目 中項目 小項目 内容 回答

55
参考資料等

（管理区分表）

管理区分表中にある電気、上下水道、ガス料金
は公会堂が検査確認するとありますが、公会堂
が図書館分の費用についても負担するのでしょ
うか。また、平成22年度及び21年度の光熱水の
各項目の使用料金及び使用量をお教えくださ
い。

回答１及び、回答49をご参照ください。

56
参考資料等

（管理区分表）

委託業務中に行わなければならない、委託内容
については、両施設にて協議の上決定するとあ
りますが、現状では委託業務すべてを公会堂に
て発注し、その経費を負担することと考えてよろ
しいのでしょうか。そのことを踏まえ、公会堂が
行っている委託業務全般の平成22年度における
項目、項目毎の委託料金および委託先につい
て、お教えください。

管理区分表及び、特記仕様書10ページの「合築施設
の維持管理業務分担」をご参照ください。
なお、「合築施設間の維持管理業務分担」についは、
表現があいまいだったため、訂正して、差換えまし
た。再度ご確認ください。
委託料金、委託先等については、別紙１を御覧くださ
い。

57 特記仕様書 ８ ３ （３）

図書館の清掃業務を公会堂指定管理者が業務
を実施するにあたり、現状の図書館部分の日常
清掃の頻度、時間帯及び清掃時間はどのような
内容にて行っていますか。

参考資料として、清掃委託仕様書を掲載しましたの
で、ご参照ください。

58 特記仕様書 10

参考「合築施設間の維持管理業務分担」にて、
専有部に記載のある○印は公会堂専用使用部
分及び共用部の事項のみと考えてよろしいでしょ
うか。
保安警備部分の専有部分に○印がありますが、
特記仕様書 9頁にある内容は、一括で公会堂指
定管理者が発注するとございます。どのように考
えたらよろしいのか、再度ご教示ください。

「合築施設間の維持管理業務分担」についは、表現
があいまいだったため、訂正して、差換えました。再
度ご確認ください。

59
参考資料等

（管理区分表）

照明器具等の管球類は図書館部分も公会堂に
て購入及び交換を行うと考えた場合、過去2年間
程度の図書館も含めた全域的な交換実績及び
購入料金等をお教えください。
また、管球の省エネルギー化工事等、今後ご予
定はございますでしょうか。

回答39をご参照ください。
今のところ、省エネルギー化工事等の予定はございま
せん。



番号 分類 ページ 大項目 中項目 小項目 内容 回答

60 特記仕様書 ３ １ （６）
昨年（２２年度）公会堂で市が主催・共催した事
業と今年度の事業予定を提示してください。

行事について、主催、共催等の統計はとっておりませ
ん。
昨年度の行事一覧については、別紙３を御覧くださ
い。
なお、別紙３に掲載された行事については、広く一般
区民に開かれた行事のみとなっています。

61 特記仕様書 ７～10 ３

随所に「専門業者への業務委託を行うこと」とあ
るが、これらを行う能力を持つ企業が事業体の
中にある場合は委託せず指定管理者が行って
かまわないでしょうか。

能力を有する場合、指定管理者が行うことは可能で
す。

62 その他
今現在、冷暖房を入れるのは利用時間のどのく
らい前を目安に入れているのですか。

その日の室内環境にもよりますが、目安としては、30
分前を目安として、運転しています。

63 その他

駐車場が図書館と共用になっていますが、事前
に公会堂利用者の駐車車両がわかっている場
合優先して押さえることは可能ですか。（特に身
障者用駐車スペース）

できません。ただし、事前に荷物の搬入や、身障者用
の駐車スペースの確保が必要となった場合は、公会
堂裏のスペースをご案内する等の対応をとっていま
す。

64 特記仕様書 ７ ２ （４）
ア

ほか

現在置いてあるAEDを引き継ぐことは可能です
か。同様に自動販売機も引き継ぐことは可能で
すか。また、入れ替える場合の撤去費用は指定
管理者が負担するのですか。

ＡＥＤについては、回答28をご参照ください。
自動販売機については、保土ケ谷区と業者間との覚
書において平成24年３月31日までの設置期間となっ
ています。平成24年４月１日以降、引続き、現設置業
者の自動販売機を利用するかどうかは、指定管理者
の判断となります。
また、撤去費用については、同覚書において、設置業
者の負担で行うこととなっています。

65 特記仕様書 ８ ３ （３）

定期清掃業務

平成22年度実績に給水に関する水槽清掃年1回
となっておりますが、給水設備（受水槽･高架水
槽）の容量をご教示ください。

受水槽２基：それぞれ１０t
高架水槽１基：１０t



別紙１

保守委託管理委託先一覧（平成２２年度）

業務

建物設備維持管理

非常用発電機点検

冷温水器保守委託

簡易専用水道検査

害虫駆除

水道水水質検査

レジオネラ属菌検査

消防用設備点検

舞台音響設備点検

ガス警報器設備保守点検

電話交換設備保守委託

昇降機保守点検

小荷物専用昇降機保守点検

車椅子用昇降機点検

自動ドア保守点検

舞台照明設備点検

舞台吊物設備点検

機械警備業務委託

清
掃
等

清掃業務 \6,961,500国際ビルサービス株式会社

\392,700

電
気
・
機
械
設
備

\357,000

\130,410

建
物
等

\550,200

\258,300

\120,750

金額

\396,900

\2,047,500

衛
生
管
理

\33,600

\179,550

\87,150

\3,500

委託先

国際ビルサービス株式会社

\239,400

\94,500

\124,950

\126,000

\774,900

三洋電機サービス株式会社

パナソニック電工エンジニアリング株式会社

株式会社神奈川ナブコ

守谷輸送機工業株式会社

守谷輸送機工業株式会社

広洋産業株式会社

オーヤラックスクリーンサービス株式会社

株式会社エコ・クリエイティブ・ジャパン

新森平工業株式会社

セコム株式会社

\9,135,000

平山防災設備株式会社

通信設備株式会社

新コスモス電機株式会社東日本支社

株式会社ネットクリエイト

株式会社エコ・クリエイティブ・ジャパン

株式会社サンレイ

共進電機工業株式会社



保土ケ谷公会堂修繕内容一覧
（別紙２）

22年度 修繕内容 金額

ピアノ修繕 \63,000

冷温水機修繕 \255,045

高置水槽塗装他 \347,319

非常用放送設備修繕 \71,610

自動扉修繕 \8,400

自動扉錠前交換 \44,100

天井材補修 \141,750

22年度合計 \931,224

21年度 修繕内容 金額

非常用発電機煙道不具合補修 \505,050

放送設備修繕 \39,165

消火用補給水槽ボールタップ止弁配管 \42,000

非常用発電機装置不具合調査 \212,100

空調設備ほか改修 \153,930

感知器交換工事 \26,250

駐車場ライン・フロアヒンジ工事 \403,200

送風機モーター修繕 \96,180

和室障子張替他修理 \50,400

シンク水漏修理 \12,180

玄関他鍵修繕 \67,200

空調機修理 \97,741

自家発電設備修繕 \218,610

21年度合計 \1,924,006

20年度 修繕内容 金額

誘導灯交換 \73,500

中央監視盤冷却ファン交換 \28,980

手摺りブラケット交換 \33,075

エアフィルター修理 \52,500

空調機分解洗浄 \97,650

電波時計修理 \3,150

舞台照明修理 \47,250

緞帳修理 \456,750

20年度合計 \792,855
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