
横浜市港北公会堂第２期指定管理者公募に係る
質問・回答項目一覧

平 成 2 5 年 ７ 月 1 8 日

港 北 地 振 第 6 0 0 号

横浜市港北区長 小川 浩之

※順番は、質問受付順になります。

番号 分野 詳細 内　　容 回　　答

1 特記仕様書 ＡＥＤについて

港北公会堂には常設のＡＥＤの配置は無
く、指定管理者が導入し、管理するので 区の予算で配置済みです。

　　※　この回答に対する追加質問や、質問回答期間を経過した後の質問、申請にあたっての相談等には一切応じら
れませんので、ご注意下さい。

1 特記仕様書 ＡＥＤに いて く、指定管理者が導入し、管理するので
しょうか。

区の予算で配置済みです。

2
平成23年度
港北公会堂
収支予算書

光熱水費に
ついて

支出部分につきまして、運営に関わる水光
熱費は港北区の予算となり、指定管理者は
計上しなくともよろしいのでしょうか。ま
た、ガス料金は０円となっておりますが、
ガス器具はないのでしょうか。

光熱水費は区の予算で計上しています。な
お、ガス器具はありません。

平成23年度
消費税に この予算書は人件費以外は税込（５％）金

3
平成 年度
港北公会堂
収支予算書

消費税に
ついて

この予算書は人件費以外は税込（５％）金
額の認識でよろしいのでしょうか。

その通りです。

4
平成26年度
収支予算書

消費税に
ついて

消費税に関しましては何％として積算させ
ていただければよろしいのでしょうか。

消費税は、５％で積算してください。

不具合等を解決してからの指定管理者公募
であると思われますが、竣工以来、今年度
で35年目となります

5
施設につい

て
修繕に
ついて

で35年目となります。
現状の不具合や今後５年間で修繕が必要な
箇所や、定期点検等で修繕が既に指摘され
ている備品、設備に関しての指摘事項は解
決する方向と思われますが、万が一解決し
ないで引き継ぐ場合には、どの程度の修
繕・改修費が見込まれているのでしょう
か。また、今後５年間における改修計画等
の有無を含めまして予算等をご教示くださ

現時点での大きな修繕計画はありません。
なお、修繕等に関する詳細は、仕様書５
（２）、６（４）に記載している通りであ
り、記載事項以外のことについては、お示
しできません。

の有無を含めまして予算等をご教示くださ
い。

6 公募要項
収支計算書
について

前事業年度の収支計算書を提出するように
記載されております。弊社には計算書類と
して、①貸借対照表②損益計算書③株主資
本等変動計算書④個別注記表⑤比較個別貸
借対照表（資産の部、負債の部、純資産の
部）⑥比較個別損益計算書を事業報告書と
して作成しており、収支計算書という書類

会社と 作成 ま

収支計算書については、①貸借対照表、②
損益計算書を御提出ください。任意団体等
で、これらを作成していない場合は、これ
に類する書類の提出をお願いします。ま
た 前事業年度の収支計算書は 年度毎の

は会社として作成しておりません。
　前事業年度の収支計算書は、年度毎の計
算書類で賄うことは可能でしょうか。御教
示ください。

た、前事業年度の収支計算書は、年度毎の
計算書類で賄うことは可能です。

ホワイエの

他施設ではこうした取り組みを見た事がな
いのですが、こちらは現指定管理者の独自
の取組なのでしょうか。
また、この場合の賃料は目的外使用許可取
得対象業務となるのでしょうか なお 賃 広告の取扱いについては 特記仕様書11

7

ホワイエの
有料広告ス
タンドにつ

いて

広告事業に
ついて

得対象業務となるのでしょうか。なお、賃
料はどのような取扱いとなっているのです
か。
　 後に、広告物設置に際しての有料・無
料の線引きはどのあたりでなさっているの
でしょうか。また、新管理者に移行した場
合、この取り組みは継承するのでしょう
か。

広告の取扱いについては、特記仕様書11
ｐ、４（２）にある通りです。なお、現在
の有料広告スタンドを継承する必要はあり
ません。



8
施設使用料
の改訂につ

いて

消費税に
ついて

来春からの消費税増税に伴い、施設使用料
の改訂（増額）等はお考えでしょうか。

消費増税に関することについては、現在横
浜市で協議中です。

現行の指定管理者から業務運営を継承する
際、ＰＣ等を含め各種施設、設備を継承す
ることになると思うのですが、どの程度迄
の情報（利用者の情報など）を継承させて

各種施設、設備の継承については、特記仕
様書９ｐ（４）及び特記仕様書添付の備品

9
備品や情報
の継承につ

いて

業務の引き
継ぎに
ついて

の情報（利用者の情報など）を継承させて
いただけるのでしょうか。
　また、ウインドウズＸＰのメーカーサ
ポートが来春終了します。セキュリティ面
を考えると現在、ＸＰで稼働しているマシ
ンは入れ替えが必要となると思われます
が、現行の設備で何台がその対象になりま
すか。

様書９ｐ（４）及び特記仕様書添付の備品
台帳をご参考ください。なお引き継ぎにつ
いては、「横浜市指定管理者制度運用ガイ
ドライン」に沿って適正に行います。ま
た、備品の現況についても、上記備品台帳
記載の通りです。

現場説明会の際にホール上手袖のパイプを

10
ホール上手
袖について

ホールにお
ける苦情に

ついて

現場説明会の際にホ ル上手袖のパイプを
伝う雨音（水流音）が気になりました。静
かな演目の時に客席に聞こえてしまう等、
この音に起因したクレーム等は過去にござ
いましたでしょうか。その場合は、どのよ
うな対応をしてらっしゃいますか。

クレーム等は過去にありません。

11 特記仕様書
独自の取組
について

「原則として持ち帰ってもらうよう協力を
求める」協力が得られなかった場合には、
有料でのゴミ引き取りサービスを行っても

協定締結の際に別途協議いたします。11 特記仕様書
について 有料でのゴミ引き取りサービスを行っても

よいか。

協定締結の際に別途協議いたします。

12
特記仕様書 保安警備業

務について
開館時間帯は職員の館内巡回で、夜間のみ
機械警備とすることでよいのでしょうか。

その通りです。

指定管理者 建物価格、敷地使用料それぞれの「市長が 市長が近隣地域又は類似地域の貸付料水準
13 特記仕様書

指定管理者
が提案し実
施する事業

建物価格、敷地使用料それぞれの「市長が
定める額」の金額はいくらとなるのでしょ
うか。

市長が近隣地域又は類似地域の貸付料水準
その他の事情を考慮して定める額であり、
年度ごとで変動いたします。

14 特記仕様書
料金表につ

いて

リハーサル室があるのでしょうか。公会堂
利用実績では０％ですし、見学時にもな
かったと思いますが、料金表に記載されて
いるので、一応確認させてください。

リハーサル室はありません。

15 収支予算書
植栽管理に

ついて
建物周辺の植栽は管理の範囲でしょうか。

建物周辺の植栽は、指定管理者の管理外で
す。

16 収支予算書
光熱水費に

ついて

収支予算表に光熱水費の支払いが無いが、
不要なのでしょうか。管理費外で無料なの
でしょうか。有料の場合、過去３年間の光
熱水費及び使用量を教えてください

区の予算で計上しています。

熱水費及び使用量を教えてください。

17 特記仕様書
指定管理者
が提案し実
施する事業

指定管理者主催で、コンサート、寄席等の
自主事業は開催可能でしょうか。その場合
も目的外使用許可が必要で、さらに会場使
用料を納入する必要があるのでしょうか。

区との協議によりますが、自主事業の場合
は減免対象外です。

18 特記仕様書
指定管理者
が提案し実

利用者の催事の内容により主催者側に舞台
関係の専門家が必要になる場合があります
が 指定管 者 事業と 専門家 派遣

区との協議によります18 特記仕様書 が提案し実
施する事業

が、指定管理者の事業として専門家の派遣
を有料で行うことは可能でしょうか。

区との協議によります。

19 公募要項
提出書類に

ついて

応募書類（ク）「前事業年度の収支計算
書」と（ソ）「貸借対照表・損益計算書」
は同様の書類となります。該当年度の収支
計算書１部の提出で、両項目を兼用とさせ
ていただいてもよろしいでしょうか。

同じ書類で構いませんが、それぞれ
（ク）、（ソ）として御提出ください。



20 仕様書
人員配置に

ついて

講堂（ホール）を利用する際に、利用者の
安全を担保するために舞台技術者が配置さ
れていると考えております。
　現在の舞台技術者の基本配置人数をご開
示ください。

現行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く、利用者が安
全・快適に利用できる体制をご提案いただ
きたいと考えているため、お示しできませ
ん。

21

港北公会堂
指定管理者
評価基準項

配点に
ついて

管理運営経費の縮減において40点の配点と
なり、配点の多くを占めております。経費
が安いほど点数が高いと考えてよろしいで

公募型プロポーザル方式により、総合的に
審査いたします。評価基準項

目
ついて が安いほど点数が高いと考えてよろしいで

しょうか。
審査いたします。

22 施設
備品に
ついて

講堂（ホール）において、付帯設備以外で
指定管理者が持ち込まれて利用されている
機材等（機材・数）をご教示ください。

特記仕様書に添付の備品台帳（商品台帳）
記載の通りです。


