横浜市南スポーツセンター第3期指定管理者選定 質問及び回答
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1 その他

教室事業収支

過年度の事業報告書等は区のHPで公開して
直近年度の現指定管理者が実施されて
いますので、参照ください。
いる、スポーツ教室ごとの収支がわか
http://www.city.yokohama.lg.jp/minami/
るものをご開示ください。
60profile/61sisetsu/610801.html

2 その他

改修工事

第３期指定管理期間中に全館または部
分休館を伴うような改修工事の予定は 現時点では予定されておりません。
ありますか。

3 その他

備品

南スポーツセンターの現在の備品台帳を
別紙資料１のとおりです。
ご開示ください。

備品

リース金額は年額総額￥3,426,000．－
現在リース契約をしていて、新たに指
（税抜）です。リース物品を引き続き使用
定管理者に引き継げるもの、そうでな
した場合は、指定管理者切り替えの際に現
いものの物品名とリース金額をご教示
在のリース先と契約し直すことで引き続き
ください。
可能と考えます。

4 その他

5 準

P17

４

「利用者の施設における活動に十分に
資することのできる器具を調達し、管
理を行う。」とありますが、現在のト 指定管理期間開始時の備わっている備品
備品管理業務について レーニングマシンやトレーニング器具 は、指定管理者の判断により継続使用がで
きます。
類は、指定管理者が変更になった場
合、新たな指定管理者がそのまま使用
することができるのでしょうか。

6 公募要項

P16

イ

提案書

ア

「（ク）直近３か年の事業年度の貸借
対照表、財産目録、損益計算書等」に
ついて、団体が特定できないものを１
指定申請書及び事業者 部提出してください。とありますが、 原本及び写しの書類とは別に、１部提出し
これは原本及び写しの提出書類とは別 てください。
に関する書類
に用意するものでしょうか。もしくは
原本あるいは写しの中の１部を黒塗り
したものを提出するのでしょうか。

ア

「次の応募書類を（ア）から順に並
べ、原本を１部、写しを９部提出して
ください。なお、原本及び写しの書類
のうち９部はファイル綴りとし、１部
指定申請書及び事業者 についてはファイルやステープラー等 原本１部をクリップ留めで提出してくださ
で留めず、クリップ留めで提出してく い。
に関する書類
ださい。」とありますが、写しの９部
の他にクリップ留めで提出する書類が
１部（写しの合計10部）必要というこ
とでしょうか。

５

職員配置

現指定管理者が実施している内容ですの
現在の具体的な職員配置体制（配置セ
で、お示しできません。利用者が快適に利
クション・配置ポスト数等、どのセク
用できる体制をご提案いただきたいと考え
ションに常時何人の人員が配置されて
ます。なお、現指定管理者による平成27年
いるのか）についてご教示ください。
度の提案内容は区のHPに公表しています。

４

「南スポーツセンターについては、地
区センター及び地域ケアプラザとの併
設のため、備品管理・廃棄物処理業務
を除く各業務は、指定管理者と区等に
よる管理協定に基づき、スポーツセン
ターの指定管理が施設一括で行うこと 提案いただく収支計画には、南スポーツセ
指定管理者が行う業務
とします」とありますが、地区セン
ンターにかかる部分を反映ください。
ター・地域ケアプラザ分の美本管理業
務・廃棄物処理業務を除く施設の維持
管理業務費用も見積もり、収支計画に
反映させる認識でよろしいでしょう
か。

業務の基

7 公募要項

8 公募要項

9 公募要項

10 公募要項

P15

P15

P２

P２

「８（３） エ評価基準項目につい
て」を参照し作成したものを、原本1 表紙のとおり、写しは９部を提出くださ
部、写しを何部提出提出すればよろし い。
いでしょうか。
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11 公募要項

P４

12 公募要項

P４

13 公募要項

P４

14 公募要項

P５

15 公募要項

16 公募要項

17 公募要項

18 公募要項

P６

P15

P15

P15
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維持管理運営費用

修繕の費用について、「１件あたり
100万円（消費税別）を上限」とあり
ますが、１件あたり100万円以上の修 構いません。
繕提案をしてもよろしいかご教示くだ
さい。

維持管理運営費用

第２期指定管理提案では12条点検分の
費用を計上していましたが、12条点検
は市が行う（契約）ことになり、指定 そのとおりです。ただし、昇降機の12条点
管理料から該当点検費用が差引かれて 検については指定管理者が実施してくださ
います。第３期も横浜市が直接実施し い。
ていただけると考えてよろしいかご教
示ください。

維持管理運営費用

修繕を実施する場合、修繕執行額に対
して、地区センター及び地域ケアプラ
ザの経費負担割合に応じて、負担相当
額を各運営団体がご負担いただけると
考えてよろしいかご教示ください。

管理口座

「１施設当たり１口座を原則」と記載
されていますが、施設毎の収支管理を 施設ごとの収支管理を徹底することを条件
行っていれば１施設１口座設けなくて として、認めることも可能です。
よろしいかご教示ください。

リスク分担

管理経費算出にあたり、消費税率は現
行の８％での算出でよろしいでしょう
か。また、指定管理期間中に消費税率
が改正された場合、リスク分担では協
議となっていますが、差額は指定管理
料の変更で対応いただけると理解して
よろしいかご教示ください。

応募手続きについて

一般社団法人及び一般財団法人に関す
る法律第63条第１項において、役員は
理事及び監事を示しておりますので、 評議員については記載しなくて構いませ
ん。
評議員については申請団体役員名簿
（様式３）の一覧に含めないと理解し
てよろしいかご教示ください。

応募手続きについて

応募書類提出前に役員の改選が予定さ
れています。新役員が登記事項証明書
提出時点で最新のものを提出いただき、役
に反映されるまでに時間がかかるた
め、提出日の申請団体役員名簿（様式 員の改選の結果がわかる資料を添付してく
３）と登記事項証明書内役員名が異な ださい。
る場合がありますがよろしいかご教示
ください。

応募手続きについて

原本を１部、写しを９部提出してくださ
い。なお、原本１部についてはクリップ留
めで提出してください。提出は平成２７年
指定申請書及び事業者に関する書類に
７月３０日（木）午前９時から平成２７年
ついて、原本１部の提出方法、また、
８月３日（月）午後５時まで（午後０時か
写しの部数及び提出方法をご教示くだ
ら午後１時までを除く。）に南区地域振興
さい。
課（区役所４階２４番窓口）まで、持参あ
るいは郵送ください。郵送の場合は８月３
日午後５時必着です。

管理協定のとおり、共用部分にかかる修繕
等は各施設で負担するものと考えます。た
だし高額な場合は各施設間で事前に協議を
行ってください。

現行の消費税率である８％で算出してくだ
さい。指定管理期間中に消費税率が改定さ
れた場合は、本市全体の考え方に則って対
応します。

19 公募要項

P16

(４) 応募手続きについて

写しを９部提出してください。提出は平成
２７年７月３０日（木）午前９時から平成
２７年８月３日（月）午後５時まで（午後
提案書及び収支計画について、写しの
０時から午後１時までを除く。）に南区地
部数及び提出方法をご教示ください。
域振興課（区役所４階２４番窓口）まで、
持参あるいは郵送ください。郵送の場合は
８月３日午後５時必着です。

20 公募要項

P９

(10) 託児サービスの提供

受入対象年齢による託児保育者数の基 特に基準は設けておりません。安全が確保
準はあるかご教示ください。
できる範囲で設定ください。

21 公募要項

P９

(10) 託児サービスの提供

託児保育者の謝金額（時給）の基準は
特に基準は設けておりません。
あるかご教示ください。

横浜市南スポーツセンター第3期指定管理者選定 質問及び回答

書類

業務の基
22 準

業務の基

23 準

業務の基

24 準

業務の基

25 準

業務の基

26 準

ページ

質

問

項

目

質

問

内

容

回

答

供用部分に係る委託契約について、施
行内容等により現指定管理者契約額と
維持管理に関して指定 変更となった場合、地区センター及び
管理者が行わなければ 地域ケアプラザそれぞれの経費負担割
合に応じて、負担相当額を各運営団体
ならない業務の基準
がご負担いただけると考えてよろしい
かご教示ください。

管理協定のとおり、共用部分にかかる修繕
等は各施設で負担するものと考えます。た
だし変更額が大きい場合等は各施設間で事
前に協議を行ってください。

P17

備品について

備品リストをご教示ください。

別紙資料１のとおりです。

P17

備品について

トレーニング室マシンの安全性の確認
のため、現在の型番及び購入年月をご 別紙資料１のとおりです。
教示ください。

P17

備品について

トレーニング室マシンの現在のリース
年額総額（税抜）￥3,426,000．－です。
年額をご提示ください。

P17

備品について

トレーニング用具について、横浜市の
備品の他に指定管理者の用意した用具 ありません。
があれば、ご教示ください。

P14

27 準

P８

現在実施している教室を原則開催したうえ
研修室でヨガ等の教室を開催すること
で、区の承認を得て優先利用枠の範囲内で
はできますか
の開催が可能です。

28 公募要項

P６

指定管理期間中に消費税率が改定された場
消費税が増税予定ですが、現時点では
合は、本市全体の考え方に則って対応しま
どのようにお考えかご教示ください。
す。

業務の基

29 公募要項

P４ ６－
維持管理運営費用
（４）

維持管理運営費用の内、第２期指定管
理における光熱水費に関し、電気、ガ
別紙資料２のとおりです。
ス、水道、の項目別実績をご教示願い
ます。

30 公募要項

P４ ６－
維持管理運営費用
（４）

維持管理運営費用の電気料金につきま 電力の購入先をPPS（新電力事業者）とす
して、電力の購入先をPPS（新電力事 ることは可能ですが、複合施設ですので他
業者）とすることは可能でしょうか。 の施設関係者と協議が必要となります。

31 公募要項

P４ ６－
維持管理運営費用
（４）

維持管理運営費用の内、第２期指定管
理における地区センター、地域ケアプ
ラザを含んだ修繕履歴をご教示願いま
す。

業務の基

32 準

業務の基

33 準

過年度の事業報告書等は区のHPで公開して
いますので、参照ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/minami/
60profile/61sisetsu/610801.html

南スポーツセンターにおいて、下記のとお
り点検報告書等の閲覧日を設けます。
修繕業務・予防保全業務を計画するに
閲覧を希望される団体は７月24日（金）17
P14 第３ 修繕業務・予防保全業
あたり、各設備の点検報告書（日常・
時までに南区役所地域振興課まで御連絡く
１－（１） 務
定期）の閲覧は可能でしょうか。
ださい。
閲覧期間：７月29日（木）10時～17時
建築物保守管理業務・設備機器管理業
務の内、エレベーター保守に関しフル
指定はありません。利用者が快適に利用で
P14 第３ 修繕業務・予防保全業 メンテナンス契約・POG契約の指定は
きる保守点検をご提案いただきたいと考え
ございますでしょうか。或いは現行で
１－（１） 務
ます。
はどちらの契約になっているか、ご教
示頂けますでしょうか。
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34 その他

南区役所において、下記のとおり閲覧日を
設けます。
閲覧を希望される団体は７月24日（金）17
南スポーツセンター、地区センター、 時までに南区役所地域振興課まで御連絡く
地域ケアプラザの各設備図面の閲覧を ださい。
閲覧期間：７月28日（火）から7月29日
希望いたします。
（水）９時～17時まで閲覧可能です。ただ
し、その場での質問についてはお答えでき
ません。

35 公募要項

過年度の事業報告書等は区のHPで公開して
いますので、参照ください。仕様等につい
清掃業務（日常・定期）について、そ
ては利用者が快適に利用できる体制をご提
れぞれの現行清掃仕様、実施回数等の
案いただきたいと考えます。
頻度をご教示願います。
http://www.city.yokohama.lg.jp/minami/
60profile/61sisetsu/610801.html

P16

清掃業務について

36 公募要項

P15

過年度の事業報告書等は区のHPで公開して
いますので、参照ください。仕様等につい
設備保全業務について、現行の定期保
ては利用者が快適に利用できる体制をご提
設備保全業務について 守点検項目、数量、実施回数頻度等の
案いただきたいと考えます。
仕様をご教示願います。
http://www.city.yokohama.lg.jp/minami/
60profile/61sisetsu/610801.html

37 公募要項

P17、P18

38 公募要項

P18

保安警備業務について

保安警備業務（夜間巡回、機械警備含
む）について、それぞれの現行仕様及
び機械警備設置メーカーをご教示願い
ます。

警備業務については利用者が安全、快適に
利用できるようご提案ください。仕様及び
機械警備設置メーカーは防犯の観点からお
示しできません。

種類・数量等に関して、台帳等の準備はあ
外構・植栽管理業務に 植栽の種類、数量、実施頻度等現行仕 りませんので現地でご確認ください。なお
現指定管理者の事業報告書は区のHPで公開
ついて
様をご教示願います。
しております。

