
横浜市中村地区センター第3期指定管理者選定　質問及び回答

書類 ページ 質　問　項　目 質　問　内　容 回　　答

1 仕様書 P2.5(1)(ウ) 利用料金の減免について

指定管理者の裁量において、優先利用
及び減免利用の対象となっている団体
名及び事業内容、減免割合等をご教示
ください。

特記仕様書（４）イ利用料金の減免の基準
の「その他指定管理者が公益上特に認めた
場合」として、基準に沿って指定管理者が
実施しています。団体名等は現指定管理者
が実施している内容のためお示しできませ
ん。

2 公募要項 P4（イ） 提出方法・部数について

正本１部をクリップ止め、残りの９部
はフラットファイル等にファイリング
を行う方法で提出することが可能かご
教示ください。

構いません。

3
特記仕様
書

P10.37行目.7 目的外使用許可について

飲料自動販売機のうち２台は、さくら
貯金振興会が目的外使用許可を申請し
ているとありますが、この２台につい
て指定管理者が関与していることがあ
ればご教示ください。また、飲料自動
販売機４台以外に、現指定管理者が目
的外許可申請及び減免申請（減免内
容、減免理由、減免金額）を行ってい
るものがあればご提示ください。

南区さくら貯金振興会が申請している２台
については、指定管理者の関与はありませ
ん。また現指定管理者が自動販売機４台以
外に目的外使用許可申請をしていることは
ありません。

4
特記仕様
書

P1 施設の特徴について

「地域ニーズを取り入れた料理室や娯
楽コーナなどに特徴があり～」とある
が、他地区センターと比べて特異する
点をご教示ください。

特記仕様書P１に記載のとおり、「地域ニー
ズを取り入れた料理室や娯楽コーナ」など
に特徴があります。

5
特記仕様
書

P6.4 維持管理業務の基準
管理エリア図（外溝、植栽管理含む）
をご提示ください。

別紙資料1のとおりです。

6
特記仕様
書

P1.第2.1
職員の雇用・配置体制につい
て

現指定管理者の職員の雇用人数、職
制、１週間（月から日曜日まで）の配
置体制をご教示ください。

現指定管理者が実施している内容ですの
で、お示しできません。

7
特記仕様
書

P5.カ. 図書コーナーについて
現在、図書コーナーにおいて専任ス
タッフが配置されているのかご教示く
ださい。

現指定管理者が実施している内容ですの
で、お示しできません。利用者が快適に利
用できる体制をご提案いただきたいと考え
ます。
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書類 ページ 質　問　項　目 質　問　内　容 回　　答

8 仕様書 P2.イ 利用料金について

現在の指定管理期間に、利用料金収入
が大幅に増加しているが、施設、設
備、利用料金等の変更が起因するよう
であれば、変更内容をご教示くださ
い。

現指定管理者が実施している内容ですの
で、お示しできません。

9
特記仕様
書

別紙1　11行目 管理範囲ほかについて

当地区センターにはグラウンﾄﾞ（中
庭）があるが、指定管理者が管理する
範囲（利用方法、利用ルール、維持管
理業務等）についてご教示ください。
また現在までにグラウンドを使用した
自主事業及び他団体と連携したイベン
ト等が実施されていれば事業内容等を
ご教示ください。

指定管理者の管理範囲については、質問５
の回答のとおりです。利用方法、利用ルー
ル、維持管理業務等については、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ます。自主事業及びイ
ベント等については、業務報告書の様式12
「自主事業報告書」をご覧ください。

10
特記仕様
書

P6.4 維持管理業務の基準

現在表面化している修繕箇所をご教示
ください。またその内、翌年（指定管
理開始年度）に持ち越される想定があ
るものについて、ご教示ください。

現時点ではありません。

11 特記仕様書 P8.(5) 保安警備業務について

監視カメラが設置されていますが、
リース契約であれば、契約内容（リー
ス期間、リース金額等）をご提示くだ
さい。また、この他にリース契約があ
れば、引き続き契約を行わなければな
らないものに関して、契約内容（リー
ス期間、リース金額等）をご提示くだ
さい。

現指定管理者の実施事項のため、お示しで
きません。また、現指定管理者の実施事項
は必須の内容でもありません。利用者が安
全、快適に利用できる体制をご提案いただ
きたいと考えております。

12 その他 平成25年度利用状況について
各部屋の月毎の稼働率を直近3か年分
ご提示ください。

別紙資料２のとおりです。

13 その他 利用状況について
平成22～平成25年度の部屋別稼働率を
教えてください。

別紙資料２のとおりです。

14 その他 利用状況について
平成25年度の部屋別、時間帯別稼働率
を教えてください。

別紙資料２のとおりです。
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書類 ページ 質　問　項　目 質　問　内　容 回　　答

15 特記仕様書 P1.第2.1
職員の雇用・配置体制につい
て

館内の美化活動において、地区セン
タースタッフ以外の方（委託業者を除
く）の協力を得て実施されている例が
あれば、ご教示ください。

現指定管理者が実施している内容ですの
で、お示しできません。利用者が快適に利
用できる体制をご提案いただきたいと考え
ます。

16 その他 その他

過去及び現在、指定管理者が自治会や
近隣公共施設と連携を取って実施した
業務又は自主事業等があればご教示く
ださい。

指定管理者が実施している自主事業につい
ては、業務報告書の様式12「自主事業報告
書」をご覧ください。

17 その他
平成25年度収支決算書につい
て

雑入、光熱水費について内訳をご教示
ください。

別紙資料３のとおりです。

18 その他
平成25年度の業務報告書につ
いて

収支決算書の雑収入の内訳とそれぞれ
の金額について教えてください。

同上

19 公募要項 P4 労働保険料について

口座振替になっており直近平成26年2
月14日でした。次回は9月8日予定です
が、提出書類としては平成26年2月14
日の通帳コピーでよろしいのでしょう
か？それとも未納を証明する書類を提
出するのでしょうか？

通帳のコピーは認められません。神奈川労
働局発行の「労働保険料・一般拠出納入証
明交付申請書」など、支払いを証明できる
もの又は、未納でないことを証明できる書
類の提出をお願いします。

20 その他 備品について 備品台帳をお示しください
別紙資料５のとおりです。このほか、指定
管理者が自己負担により調達した備品があ
ります。

21 その他 業務報告書について

収支決算書のリース料金が０円になっ
ていますが、コピー機などリース契約
のものがないということでよろしいで
しょうか？もしある場合は、リース契
約の物品とその金額、またその契約を
継続するということでしょうか？

現指定管理者の実施事項のため、お示しで
きません。また、現指定管理者の実施事項
は必須の内容でもありません。
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書類 ページ 質　問　項　目 質　問　内　容 回　　答

22 その他 その他
多目的室にあるカラオケは固定です
か？それとも他室へ移動できるもので
しょうか？

固定式です。

23 その他
平成25年度の業務報告書につ
いて

収支報告書の光熱水費の内訳とそれぞ
れの金額について教えてください。

別紙資料３のとおりです。

24 仕様書 P2.(1)オ 利用要綱について
利用要綱の策定が業務にありますが、
現状の物は開示して頂けますでしょう
か？

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ます。参考資料の
「地区センター利用促進ガイドライン」と
別紙資料４の「横浜市地区センターの運営
にあたって」を参照ください。

25 その他 収支決算書について
平成21年度～平成25年度収支決算書の
雑入内訳は開示頂けますでしょうか？

別紙資料３のとおりです。

26 その他
警備業務、設備保守点検業務
について

警備業務、設備保守点検業務と記載が
ありますが、対象設備機器一覧及び点
検仕様書等はありますでしょうか？ま
た警備業務に関しての仕様（監視カメ
ラの台数、異常監視場所等）も教えて
頂けますでしょうか？管理対象設備点
検報告書等の開示は可能でしょうか？

保守点検の対象設備機器一覧は、別紙資料
５のとおりです。点検仕様については、仕
様書の参考資料にある維持管理業務一覧
（参考例）を参照いただきご提案くださ
い。警備業務の仕様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。カメラの台数・監視場所等は防犯の観
点からお示しできません。なお、点検報告
書は業務報告書の様式４「維持管理・保守
点検実施状況」のとおりです。

27 その他 維持管理業務について

建物の図面（対象設備図面含む）、床
の仕上げ材料、各部屋、コーナー毎の
面積がわかる資料は頂けますでしょう
か？（ガラス清掃、屋外清掃等仕様も
ございましたら教えてください）

建物図面、床の仕上げ材料等は別紙資料５
のとおりです。清掃仕様については仕様書
の参考資料にある清掃仕様書を参照いただ
き、ご提案下さい。設備図面を閲覧に供し
ます。図面は、南区地域振興課で8月11日
（月）から15日（金）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。
（閲覧希望の場合、地域振興課区民施設担
当まで事前にご連絡ください）。

28
特記仕様
書

P2　2利用基準 利用方法について

利用区分が4区分に分かれています
が、区分の間で時間のインターバルが
ありませんが、次の利用者がスタート
時間まで部屋の外で待つ形なのでしょ
うか？（インターバル時に利用施設の
簡単な目視点検、簡易清掃等を行いた
いと考えていましたので、現状どのよ
うな運営をされているのか教えてくだ
さい。）

時間区分内で適切に利用をしています。
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29 その他 備品について

現状の備品一覧を開示頂けますでしょ
うか？（行政から貸与の備品等もござ
いましたら教えて頂けますでしょう
か？）

質問20の回答どおりです。

30 応募書類 様式５ 収支予算書について

利用料金収入[Ａ]は５％で計算するよ
うありましたが、様式５（５－①）指
定管理料②（ニーズ対応費分）[Ｅ]は
そのまま５％で計算し記載するのか、
それとも５％で割戻し、８％で計算記
載しなおすのか教えてください。
【収入の部・支出の部とも同等かと思
います。】

ニーズ対応費は利用料金収入見込額の１／
３なので、そのまま[Ａ］×１／３で算出し
て下さい。

31 その他 収支決算書について

各年度事業計画書には光熱水費が「電
気料・ガス料金・水道料金」で別れて
記載されていますが、事業報告上は３
つ纏めての記載になっております。
個々の推移は開示頂けますでしょう
か。また各契約容量等は開示頂けます
でしょうか。

別紙資料３のとおりです。契約容量等は別
紙資料５の設備容量のとおりです。

32 その他 公租公課について

過去の事業報告書を拝見しましたとこ
ろ公租公課項目にばらつきがあるよう
です。内容の詳細を開示頂けますで
しょうか。

現指定管理者が実施している内容ですの
で、お示しできません。

33 その他 エレベーターの点検について

建築物保守管理業務の中でエレベー
ター保守点検等があろうかと思います
が、点検に関してはメーカー点検で
しょうか。またフルメンテナンス点
検、ＰＯＧ点検でしようか。

現指定管理者の実施事項は、必須の内容で
はありませんので、お示しできません。法
令等を遵守したうえで、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
と考えております。
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