
新市民会館指定管理者応募に関する質問一覧

質問
番号

資料名
ペー
ジ

項目 質問内容 回答

1 募集要項 2 4指定管理者の公募及
び選定の方式

評価会議のメンバー名、所属、肩書き等について公表願います。 8月11日の評価会議において、評議員の承諾を得たう
えで公表予定です。

2 募集要項 3 7管理運営方針
(3)指定期間内の目標
エ

募集要項では年間開館日数を３５０日設定とありますが、条例上の
休館日を除くと９日の差になり、この日数で施設設備等の保守点検
を行うことになるのでしょうか。また、現在の指定管理者は当該保
守点検の日数は何日になっているのでしょうか、あるいは、開館日
数は何日でしょうか。

お見込みのとおりです。
保守点検・開館日数は、現指定管理者の企業ノウハ
ウに係ることであるため、公表できません。

3 募集要項 4 9 指定管理者が行う業
務の範囲

ふれあい財団が本施設にて過去に実施した事業一覧を開示願いま
す。

資料１をご覧ください

4 募集要項 4 9 指定管理者が行う業
務の範囲

ふれあい財団が本施設にてH28年度以降に計画している事業一覧
（特に規模・開催日時）を開示願います。

資料２をご覧ください

5 募集要項 4 9 指定管理者が行う業
務の範囲

ふれあい財団の事業への全面的に協力とありますが、財団が想定し
ている具体的な内容を提示願います。また、その協力は、別途収支
計画上で費用発生を伴うものでしょうか。

資料２をご覧ください

6 募集要項 4 10 経理に関する事項 法改正による業務の追加があった場合、指定管理料の増額について
は別途協議によるのかどうか、ご教示願います。

市の方針を決定したうえで、協議になります。

7 募集要領

維持管理業
務基準書

5

5

10経理に関する事項
(2)指定管理料の精算

修繕費には、①建築設備の修繕、②設備更新設備等（維持管理基準
P5）、③その他備品④舞台関係等が考えられるが、修繕費は全て計
上するのでしょうか。
また、設備更新設備は、概算金額が年度ごと示されていますが、こ
の額はそのまま計上しなければならないのでしょうか。

募集要項に明記されたとおりです。
　・全て計上してください。
　・設備更新費用は、計上してください。

8 募集要項 5 10経理に関する事項
(1)指定管理料の支払
方法

駐車場使用料は予算計上するのでしょうか（提案した指定管理料に
別枠で上乗せされるのでしょうか）

指定管理料に計上してください。

9 募集要項 5 (1）指定管理料の支払
方法

修繕費･光熱水費･駐車場使用料については概算払いとする、とあり
ますが、収支予算書に予算額を記載し、実施額が予算額を下回る場
合は余剰金を市へ返還し、実施額が予算額を上回る場合は、市にて
負担するという認識でよろしいでしょうか。

基本は、予算の範囲内での支払いのため、予算額を
上回る場合は協議になります。

10 募集要項 5 10経理に関する事項
(2)指定管理料の精算

募集要項5Pに23年度から26年度指定管理料（決算）が記載されてい
ますが、市HPに各年度協定がアップされており、差異があります
が、これは精算項目の返納分と思われます。そこで、各年度の修繕
費、光熱水費、駐車場使用料の精算額をお示しください。

現指定管理者の企業ノウハウに係ることであるた
め、公表できません。
【参考】
　修繕費・・各年度上限を450万として協定を結んで
います。
　光熱水費・・募集要項の想定額を参照ください。
（Ｐ6のとおり）
　駐車場使用料・・業務基準書、稼働率等から積算
ください。

11 募集要項 5 10経理に関する事項
(2)指定管理料の精算

設備更新設備以外の修繕費は指定管理料提案額に影響を与えるもの
であるが、これら全てを申請者の提案として計上とする一方、余剰
分は精算で返納することの趣旨をお示しください。当該趣旨を踏ま
えて計上いたします。（申請者は、指定管理料提案額に影響を及ぼ
す修繕費の計上額は、指定管理料を抑制する意味でも、返納を回避
する意味でも最小経費を計上しますが、その結果（事業年度終了
後）、適切な維持管理によって、計上した修繕費予算を実績額が下
まわった場合でも精算・返納するとするのであれば、返納の趣旨が
不明です。経営努力、維持管理努力により修繕費を抑制したとすれ
ば返納しないか、あるいは、返納するのであれば、他の指定管理者
募集では通常行われているように、予算計上するのであれば相当額
を市が指定するか又は予算計上はしない形で、別途市が指定する額
を指定管理料に上乗せして精算する方式が一般的です。）

施設の長寿命化を図るために適切な修繕計画が必要
であり、オリンパスホール八王子と同規模程度の管
理運営実績のある経験や、建築年数や機械の対応年
数など、企業が持つ専門的なノウハウが発揮される
ものと考えており提案を求めるものです。また、精
算については、市の方針によるものです。

12 募集要項 5 10経理に関する事項
(3)区分経理

指定管理者独自の事業実施に関する会計は指定管理業務と分けると
されていますが、実施を計画している場合今回の申請に当たって
は、区分した収支予算書は提出しなくてよろしいか。また、提出す
る「収支予算書」には別枠として当該収支を計上しなくてよいので
しょうか。

・収支予算書を提出してください。
※独自の事業は、指定管理者の収益となるホールの
利用料金により実施するため、金額を把握する必要
があるため、指定管理者の収入として、収支予算書
に計上してください。

13 募集要項 5 10経理に関する事項
(3)区分経理ア

～団体自体とは分離して経理書類を作成しと記載されています
が、経理書類は何を指していますか。

公の施設管理に係る出納関係帳簿、領収書類など管
理業務にかかる本施設のみの独立の帳簿です。

14 募集要項 5 10経理に関する事項
(8)事業所税

市HPに指定管理27年度協定がアップされており、年間指定管理料と
して132,437千円とされているが、募集要項P5では同年度指定管理
料として137,402千円とされ、その差額は4,965千円で事業所税分か
と思われますが、
①27年度協定の指定管理料額に含まれてない理由を教示願います。
②27年度から26年度指定管理料（決算）が記載されていますが、当
該事業所税は現指定管理者が提案した指定管理料（HPにアップ）に
加算して支払われているのでしょうか、あるいは、当該決算額に含
まれているのでしょうか。年度ごとにお示しください。
③今回の申請では当該事業所税分は指定管理料として必ず計上する
ということで間違いないでしょうか。
④全ての申請者は計上するとした場合、仮に事業所税が課税されな
かった場合、市に当該分を返納するのでしょうか。

募集要項に明記されたとおりです。
　①必ず課税ではないため、納税義務が発生した際
に年度協定変更を行います。
　②加算して支払っています。
　③計上してください。（Ｐ6のとおり）
　④お見込みのとおりです。

15 募集要項 6 10経理に関する事項
(2)指定管理料の精算

光熱水料費をそのまま(想定額)計上しないで提案額とした場合は、
精算する趣旨を修繕費の精算と同様にお示しください。

募集要項で示した想定額を計上してください。
※オリンパスホールの電気料金については、サザン
スカイタワー八王子全体の電気量により単価が決ま
り、店舗数の増減によっても変動するため、ホール
単独の実績による電気料金だけでは見込めないため
精算とします。

16 募集要項 6 10経理に関する事項
(4)市が支払う経費

光熱水料費の想定額を40,000千円とされているが、その額はそのま
ま予算計上することで間違いなでしょうか。

募集要項で示した想定額を計上してください。

17 募集要項 6 10 経理に関する事項
（4）市が支払う経費
に含まれるもの

空調機に供給される温水・冷水については、電気やガスを使用し全
体共用部から供給を受けていると認識しておりますが、これらの使
用にあたる費用は発生せず、光熱水費に含まれるという認識でよろ
しいでしょうか。含まれない場合、過去5年間の実績額をご教示下
さい。

光熱水費に含まれます。

18 募集要項 6 10 経理に関する事項
（4）市が支払う経費
に含まれるもの

照明の交換履歴をご開示下さい。 平成23年度：263本
平成24年度：411本
平成25年度：465本
平成26年度：658本
平成27年度：78本（H27.6末現在）

19 募集要項 6 (4)　ウ　管理費 管球等の設備消耗品費の、5年間各年の実績額をご教示下さい。 指定管理者の企業ノウハウに係ることであるため、
公表できません。経験とノウハウから積算してくだ
さい。

20 募集要項 6 (4)　ウ　管理費 トイレットペーパー･水石鹸等の衛生消耗品費の、5年間各年の実績
額をご教示下さい。

指定管理者の企業ノウハウに係ることであるため、
公表できません。経験とノウハウから積算してくだ
さい。

21 募集要項 6 (4)　ウ　管理費 光熱水費の、5年間各年の実績額をご教示下さい。 質問10を参照してください。

22 募集要項 6 (4)　ウ　管理費 修繕費（小修繕費）の、5年間各年の実績額をご教示下さい。 質問10を参照してください。

23 募集要項 6 (4)　ウ　管理費 備品購入費の、5年間各年の実績額をご教示下さい。 指定管理者の企業ノウハウに係ることであるため、
公表できません。経験とノウハウから積算してくだ
さい。
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24 募集要項 6 10経理に関する事項
(6)ﾁｹｯﾄ・施設予約ｼｽﾃ
ﾑの利用

施設予約・チケットシステム関連機器の保守を指すのでしょうか。
とすれば、当該機器は市からの貸与であり、指定管理者が保守契約
を結ぶのでしょうか、市とすれば、金額を示してください。また、
年１２回の保守は必要なのでしょうか

募集要項に明記されたとおりです。保守費用は、市
が支払うので、指定管理料への計上は不要です。

25 募集要項 6 10経理に関する事項
(7)ＤＣＰ

DCP(デジタル・シネマ・プロジェクター)のこれまでの使用実績を
示してください。

２６年度　１件




26 募集要項 6 10経理に関する事項
(9)収入とみこまれる
もの

物販手数料は記述がありませんが計上していいのか。
また、当ホールにおいては現在、指定管理者（市への協議、主催者
との協議を前提に）で徴収可能となっていると思われますが、当該
手数料は現在の指定管理者に対して市側とし物販手数料の徴収に関
してどのような承認の基準を持っているのでしょうか。

収入として見込まれるものは、募集要項に明記され
たとおり計上してください。
※市民会館条例第１３条で物販の販売行為は、原則
禁止していますので、事案が発生したときに、協議
をしていただくことになります。

27 募集要項 10 （5）応募書類 ※財務状況の確認のために、サ（健康保険加入を確認できる書類）
を社名が分からないように別途１部提出してください。とあります
が、サではなく、ク（財務諸表）のことを指すのでしょうか。ご教
示ください。

お見込みのとおりです。
募集要項（7.22版）で訂正済みです。

28 募集要項 11 13応募方法等
(5)応募書類(ア)・
（ウ)

団体の概要書の常勤従業員数の常勤の定義と非常勤の定義を示し
てください。
団体役員名簿には理事・評議員・監事を記載するのでよろしいで
すか。

各団体の定義に従ってください。

29 募集要項 11 １３応募方法等
（5）応募書類
ウ 応募に関する書類

（オ）法人登記事項証明書に関しては「履歴事項全部証明書」を提
出すればよいでしょうか。ご教示ください。

「履歴事項全部証明書」を提出してください。

30 募集要項 11 １３応募方法等
（5）応募書類
ウ 応募に関する書類

（カ）納税証明書に関しては「その３の３」を提出すればよいで
しょうか。ご教示ください。

「その３の３」を提出してください。

31 募集要項 11 １３応募方法等
（5）応募書類
ウ 応募に関する書類

（ク）財務諸表の各種書類に関しては、非上場企業であるため作成
していない書類が含まれておりますが、そちらに関しては作成され
ているもののみで提出する形でもよろしいでしょうか。ご教示くだ
さい。

作成されているもののみを提出してください。

32 募集要項 11 ウ（エ） （エ）表明・確約書について、（様式5-2）指定管理者団体役員用
とあるが、会社役員全員分提出するという認識で間違いないでしょ
うか。

お見込みのとおりです。

33 募集要項 11 ウ（オ） ( エ)法人登記事項証明書とありますが、
「履歴事項全部証明書」を提出するとの理解で宜しいか、ご教示
願います。

質問29を参照してください。

34 募集要項 11 ウ（ク） 財産目録を作成していない場合には、「財産目録に準ずる書類」を
提出することで宜しいか、ご教示願います。

お見込みのとおりです。

35 募集要項 12 b 共同事業体を結成する場合の構成団体が応募書類は（ウ）～（シ）
とありますが、（ア）団体の概要 及び（イ）申請団体の定款・寄
付行為等 は構成団体は提出しなくて宜しいのでしょうか。ご教示
ください。

（ア）及び（イ）の提出もお願いします。

36 募集要項 14 15 審査に関する事項
(1)審査方法

所管課が評価会議の意見と総合評価を判断し審査を行い、とありま
すが、「総合評価」における評価基準をご開示下さい。

より良い提案を受けたいため非公開とします。
募集要項の評価項目を参照してください。

37 募集要項 14 １５審査に関する事項
（2）二次審査

二次審査において、パワーポイントの等の映像を用いることが可能
とありますが、その場合のプロジェクターの用意は申請者が行うと
いう認識でよいでしょうか。ご教示ください。

市で用意します。

38 募集要項 14 １５審査に関する事項
（3）評価項目

各評価項目の配点をご教示ください。 全項目において、より良い提案を受けたいため非公
開とします。

39 募集要項 15 15 審査に関する事項
(3)評価項目

前回公募時は、各評価項目の評価点が記載されておりました。今回
は記載がないため、各項目における評価の配点をご教示下さい。

質問38を参照してください。

40 募集要項 15 16 審査に関する事項
(3)評価項目

評価項目には「収支計算書」が含まれますが、収支計算書の中に
は、概算払いとしている光熱水費や修繕費が含まれます。これらは
精算項目となっていることから、指定管理者の収支計画における評
価項目には適さないと考えられます。
評価の際には、概算払い（精算項目）を除く価格での評価を行うと
いう認識でよろしいでしょうか。

光熱水費は、募集要項に掲載している予定額を計上
するよう求めていますので評価の対象にはなりませ
ん。他の精算項目は、提案による評価の対象としま
す。
修繕費は、質問11を参照してください。
駐車場使用料は、業務基準書、稼働率等から積算く
ださい。

41 募集要項 21 (3)施設の保全計画に
ついて

施設の現況図及び保全計画を作成し提出する、とありますが、具体
的にどのような資料を想定しておりますでしょうか。現在オリンパ
スホールで作成している、本資料がございましたら、開示をお願い
いたします。また、それらの資料がない場合は、事業者からの提案
という認識でよろしいでしょうか。

前回の応募時には、作成を義務づけていなかったの
で、現指定管理者の企業ノウハウに係ることである
ため、開示できません。
事業者からの提案でお願いします。

42 募集要項 21 30その他の業務に関す
ること(3)施設の保全
計画

●設備の保全計画
指定管理期間中に施設の保全計画を作成し提出することになってい
ますが、施設以外の設備も含まれますか。
含まれるとした場合、舞台装置、照明、音響については、設置当初
に市に対して提出されていると思いますが、第２期の期間中に提出
する必要があるのでしょうか。

舞台、照明、音響は施設を構築する一部であり、施
設以外の設備と考えておりません。前回作成以降、
国では、「インフラ長寿命化基本計画」の作成や、
各市町村に「公共施設等総合計画」の策定を指示す
るなど、施設の長寿命化に関する考え方は全国的に
重要になっています。国や市の計画をもとに、民間
が持つ最新の専門的なノウハウの提案を求めます。

43 募集要項 21 30その他の業務に関す
ること(3)施設の保全
計画

●施設の保全計画
(1)個別の公共施設の長寿命化方針や中長期保全計画の策定につい
て、保全計画を策定している自治体の多くが、自治体の全公共施設
の長寿命化や計画策定に関する方針を示して、それに基づき各施設
の保全計画を策定している場合がほとんどですが、八王子市にはそ
のような方針はないのでしょうか。あれば、お示しください。仮
に、当該市の方針がない場合に個別の施設で保全計画を策定した場
合は、「ものさし」の違う（使用可能年数の設定、「時間計画型保
全」か「状態監視型保全」かなど）保全計画が寄せ集まることにな
り、これをもとに市公共施設全体の管理方針を策定すれば齟齬が生
じる恐れがあります。この点についてもお考えを示してください。
(2)保全計画は内容、レベルによって大きな幅があります。費用に
も違いが出てきます。市としてどのような考え方で、どの程度のも
のを作ればいいと考えているのか、明らかにしてください。（募集
要項P15の評価項目の施設長寿命化の欄で、「適切な経費の算定」
が評価対象となっていますが、それが不明確なままでは、算定でき
ません。
(3)保全計画の基本的考え方として、一般的に「時間計画型保全」
と「状態監視型保全」に分けられるといわれていますが、どちらの
方式を考えているのでしょうか。
(4)上記設備の保全計画のとおり、舞台関係では設置業者から保全
計画書が提出されていますが、オリンパスホールについては設計を
担当し現在指定管理者となっているNTTファシリティーズからは提
出されていないのでしょうか。
(5)天井脱落対策及びエレベーター等の脱落防止対策として、国土
交通省は建築基準法施行令の一部を改正する政令を公布・施行して
いますが、当該政令を踏まえた保全計画は策定しなくてよいので
しょうか。
施設の耐震化は保全計画上の重要な点となりますので、説明願いま
す。

(6)初期状態を確認することは、計画策定上重要な要素になります
が、現在の指定管理者においても施設の点検が行われていると思い
ますので、今後の保全計画を考えるうえで、当該点検結果を開示願
います。
(7)一般に中長期保全計画には修繕工事や改修工事が含まれます
が、現在市の公共施設の大規模改修工事計画等はどのように進めら
れているのでしょうか。また、老朽化した施設の大規模改修工事計
画についての基本的考え方はどのようになっているのでしょうか。
指定管理者に求めている保全計画の内容を上記との関連でお示しく
ださい。地方財政の状況が厳しいなかで、財政フレームを踏まえた
現実的で効果的な計画が求められていると考えますが、市はどのよ
うな修繕・改修計画を求めているのか基本的な考え方をお示しくだ
さい。
（8）市の第８次行財政改革推進計画（２７～２９年度）において
施設マネジメントの取組の項目があり、これに関連してお伺いしま
す。
①公共施設の実態把握として資産データ（状況・評価）は２６年度
中に完了とされていますが、オリンパスホールについて調査結果を
開示願います。
②全体の計画策定として、基本方針の策定が２７年度上期に予定さ
れていますが、どのようなものですか。また、これを踏まえて保全
計画を策定しなくてよいのでしょうか。
③公共施設の保全計画は２６年度から策定の予定となっています
が、直営施設等で既にできているものがあれば、参考にしたいので
開示願います。また、当該保全計画の策定は２６年度から開始され
ていますが、市として策定にあたっての考え方、方針はどのような
ものになっているのでしょうか。どのような基準で策定されている
のでしょうか。
どの程度のものを作ればいいのかの参考にします。
④施設マネジメント推進計画は２７～２８年度策定となっています
が、指定管理者が作成するオリンパスホールの保全計画は、当該推
進計画を踏まえなくていいのでしょうか。
⑤保全マニュアルを２７年度に改訂することになっていますが、現
状のマニュアルを開示願います。

（1）現在策定中です。来年度中に「公共施設等総合
計画」を策定するので、提案内容については、協議
していきます。

（2）管理運営実績のある経験や、企業の持つノウハ
ウの範囲で対応できる内容を提案してください。

（3）今回、特に方式は考えていないので、企業の持
つノウハウを提案してください。

（4）前回は募集要綱に記載がないため保全計画書の
提出は求めていないが、その都度提案を受け予算化
しています。
（5）事業者の提案になります。

（6）点検内容は、現指定管理者の企業ノウハウに係
ることであるため、開示できません。施設の状態に
ついては、故障の都度、修繕を実施しており、設備
の不具合や保守点検の不備はありません。修繕履歴
については、資料4を参照してください。

（7）施設の大規模改修の考え方は、来年度策定の
「公共施設等総合計画」で示します。また、指定管
理者に求める保全計画についても同計画で示す予定
です。
今回の提案については、企業のノウハウにより実施
できる提案を求めます。提案の実施については、指
定期間中に実施について協議をしていきたいと考え
ます。

（8）
①今年度中に策定予定の「施設白書」にて、公表を
するため、現在は公表できません。
②～④は現在策定中であり、詳細についは公表され
ていないため、今回の選定には反映しません。
⑤既存の「保全マニュアルは」昔に作成されたもの
であり、内部的なマニュアルのため公表はしていま
せん。2/4
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44 募集要項 22 リスク分担表 消費税率変更リスクを今回、協議とした根拠をご提示ください。今
後消費税率が10%を超える変更があった場合に事業者側が負うには
負担が過大と考えます。

消費税率の変更については、市全体の施設について
検討し、市の方針で決定するため協議とします。

45 募集要項 10～
11

１３応募方法等
（5）応募書類

財務状況の確認の為、サについては団体が特定できない状態にして
くださいとの記載がありますが、サとはウの（サ）を指しているの
でしょうか、もしくはウの（サ）ではなく（ク）の財務諸表を指し
ているのでしょうか。ご教示ください。

質問27を参照してください。

46 募集要項
募集要項
一部変更

1　応募資格 1,800席程度の規模のホールの管理運営の実績があることとありま
すが、今回公募する施設規模が最大2,021席であることから1800席
程度の規模のホール運営実績のない団体は応募不可であるとの理解
でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
※1,800席については、親子席、立見席を含まない固
定席の数を根拠としております。

47 維持管理業
務基準書

2 2建築設備保守管理業
務

この業務は「全体共用により実施。立ち合いのみ」とあるが、「全
体共用とは」どのような意味でしょうか。
また、当該保守点検経費は計上するのか。計上するとした場合、機
械警備委託と同様の業者への指定となるのか。他の業者への委託は
不可でしょうか。

サザンスカイタワー八王子の共用部分を管理する防
災センターが点検実施します。当該保守点検経費は
計上の必要はありませんが、専有部となる業務内で
の点検となる為、指定管理者側の立会いが必要で
す。

48 維持管理業
務基準書

2 ２　建築設備保守管理
業務　（１）電気設備
保守点検

電気保安規定を開示下さい。 電気保安規定はサザンスカイタワー八王子の防災セ
ンターで管理していますので確認してください。

49 維持管理業
務基準書

2 ２　建築設備保守管理
業務　（１）電気設備
保守点検

高圧遮断器のメーカー、型番、仕様を開示下さい。 メーカー：富士電機　型番：HA12AX-A1
仕様はメーカーへ確認ください。

50 維持管理業
務基準書

2 ２　建築設備保守管理
業務　（１）電気設備
保守点検

電気設備の停電作業は、3年に1回とありますが、最終実施年月日を
ご教示下さい。また、他の副電気室と同日実施でしょうか。

平成26年3月4日～3月5日にサザンスカイタワー全体
の停電作業を実施しています。ホール以外の電気室
については、専有部分以外であり管理対象外なので
把握していません。

51 維持管理業
務基準書

2 ２　建築設備保守管理
業務　（4）自動ドア
設備保守点検 、(5)
シャッター保守点検

建具表、キープランのわかる資料をご開示下さい。若しくは、自動
ドア2台のメーカーと仕様、シャッター1台のメーカーと仕様をご開
示下さい。

建具表、キープランは、防犯上開示できません。
自動ドアメーカー：ナブコシステム
シャッターメーカー：文化シャッター

52 維持管理業
務基準書

2 ２　建築設備保守管理
業務　（６）昇降機設
備保守点検

EV-15～17について、「定期的に技術者を派遣し・・・」とありま
すが、実施頻度は事業者からの提案という認識でよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

53 維持管理業
務基準書

2～5 1建築保守管理業務
　　　　～
8指定期間中の設備更
新

今回（説明会時追加分含めて）「指定管理者維持管理業務基準書」
で示されている保守管理項目は、第１期に比較して相当数増加して
いますが、
①法定点検以外の項目は、市としてのあくまでも「基準」＝目安な
のか、それとも絶対要件なのか、
②既に現指定管理者において実施されているものでしょうか、①、
②とも増加項目それぞれについてお示しください。

維持管理業務基準書のとおり実施してください。
①最低限実施してもらいたい項目です。
②前回の募集要項は建物建設前に発表したもので
す。完成後の運営実態から、現指定管理者と協議を
行い、全ての項目を追加実施したものです。

54 維持管理業
務基準書

3 2　 建築設備保守管理
業務
(3)消防用設備保守点
検

全体共用により実施。立会いのみ、との記載がございますが、費用
の負担はありますでしょうか。ある場合は、過去5年間、各年の実
績金額をご開示下さい。

質問47を参照してください。

55 維持管理業
務基準書

3 ２　建築設備保守管理
業務　（８）電気温水
器・ガス給湯器保守

ガス給湯器のメーカー、型番、仕様を開示下さい。 メーカー：ノーリツ　型番：GQ-5012WZ-2
仕様はメーカーへ確認ください。

56 維持管理業
務基準書

3 ３　舞台機構、舞台音
響・照明・映像設備保
守管理業務

エントランスホール等の高天井の照明交換は、現在どのように実施
しておりますでしょうか。

高所作業台等を利用して対応しています。

57 維持管理業
務基準書

3 2 建築設備保守管理業
務

自動ドア設備保守点検については、専門性の高い設備であり、尚且
つ施設利用者の安全に影響するため、メーカーによる点検を実施す
るという認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

58 維持管理業
務基準書

3 2 建築設備保守管理業
務

シャッター保守点検については、専門性の高い設備であり、尚且つ
施設利用者の安全に影響するため、メーカーによる点検を実施する
という認識でよろしいでしょうか。

事業者の提案となります。

59 維持管理業
務基準書

3 2 建築設備保守管理業
務

昇降機設備保守点検については、専門性の高い設備であり、尚且つ
施設利用者の安全に影響するため、メーカーによる点検を実施する
という認識でよろしいでしょうか。また、現在の保守メンテナンス
契約形態（フルメンテナンス･POG等）をご教示下さい。

お見込みのとおりです。
現在も、利用者の安全のため、メーカーによるフル
メンテナンスサービスを実施しています。

60 維持管理業
務基準書

4 2 建築設備保守管理業
務

電気設備年次点検に伴うＩＴ機器調整業務について、現在実施して
いる詳細な実施内容をご教示下さい。

資料3をご参照ください。

61 維持管理業
務基準書

4 5備品・消耗品の保守
管理業務(2)ア

基本協定書第11条(2)により指定管理料及び利用料金収入の財源で
購入した備品は甲(市)に帰属するものとするとありますが、これは
現指定管理者から引き継がれるという理解でよろしいか。
現指定管理者から引き継がれる場合、備品の品名・規格について全
てお示しください。
また、①ＡＥＤ②電話機及びＦＡＸ③金庫は、引き継がれますか。
その場合も規格をお示しください。

備品は市の所有になるため、市から引き継ぎます。
現指定管理者が購入した備品は、全て市に帰属され
ているため、品名・規格は、ホームページで公開し
ている参考資料「八王子市民会館備品一覧」を参照
してください。
電話機、金庫は備品ではありませんが備え付けにな
ります。ＡＥＤ及びＦＡＸは指定管理者で用意して
ください。

62 維持管理業
務基準書

4 備品・消耗品の保守管
理業務(2)コ

維持管理業務基準書Ｐ4に荷捌駐車場のくだりで「共益費」が記載
されていますが、当該共益費は指定管理料募集要項の「市が支払う
経費」に含まれないことから、市負担の考えでよろしいか。指定管
理者とすれば、金額を示してください。

募集要項に明記されたとおりです。
　・市の負担です。

●施設の保全計画
(1)個別の公共施設の長寿命化方針や中長期保全計画の策定につい
て、保全計画を策定している自治体の多くが、自治体の全公共施設
の長寿命化や計画策定に関する方針を示して、それに基づき各施設
の保全計画を策定している場合がほとんどですが、八王子市にはそ
のような方針はないのでしょうか。あれば、お示しください。仮
に、当該市の方針がない場合に個別の施設で保全計画を策定した場
合は、「ものさし」の違う（使用可能年数の設定、「時間計画型保
全」か「状態監視型保全」かなど）保全計画が寄せ集まることにな
り、これをもとに市公共施設全体の管理方針を策定すれば齟齬が生
じる恐れがあります。この点についてもお考えを示してください。
(2)保全計画は内容、レベルによって大きな幅があります。費用に
も違いが出てきます。市としてどのような考え方で、どの程度のも
のを作ればいいと考えているのか、明らかにしてください。（募集
要項P15の評価項目の施設長寿命化の欄で、「適切な経費の算定」
が評価対象となっていますが、それが不明確なままでは、算定でき
ません。
(3)保全計画の基本的考え方として、一般的に「時間計画型保全」
と「状態監視型保全」に分けられるといわれていますが、どちらの
方式を考えているのでしょうか。
(4)上記設備の保全計画のとおり、舞台関係では設置業者から保全
計画書が提出されていますが、オリンパスホールについては設計を
担当し現在指定管理者となっているNTTファシリティーズからは提
出されていないのでしょうか。
(5)天井脱落対策及びエレベーター等の脱落防止対策として、国土
交通省は建築基準法施行令の一部を改正する政令を公布・施行して
いますが、当該政令を踏まえた保全計画は策定しなくてよいので
しょうか。
施設の耐震化は保全計画上の重要な点となりますので、説明願いま
す。

(6)初期状態を確認することは、計画策定上重要な要素になります
が、現在の指定管理者においても施設の点検が行われていると思い
ますので、今後の保全計画を考えるうえで、当該点検結果を開示願
います。
(7)一般に中長期保全計画には修繕工事や改修工事が含まれます
が、現在市の公共施設の大規模改修工事計画等はどのように進めら
れているのでしょうか。また、老朽化した施設の大規模改修工事計
画についての基本的考え方はどのようになっているのでしょうか。
指定管理者に求めている保全計画の内容を上記との関連でお示しく
ださい。地方財政の状況が厳しいなかで、財政フレームを踏まえた
現実的で効果的な計画が求められていると考えますが、市はどのよ
うな修繕・改修計画を求めているのか基本的な考え方をお示しくだ
さい。
（8）市の第８次行財政改革推進計画（２７～２９年度）において
施設マネジメントの取組の項目があり、これに関連してお伺いしま
す。
①公共施設の実態把握として資産データ（状況・評価）は２６年度
中に完了とされていますが、オリンパスホールについて調査結果を
開示願います。
②全体の計画策定として、基本方針の策定が２７年度上期に予定さ
れていますが、どのようなものですか。また、これを踏まえて保全
計画を策定しなくてよいのでしょうか。
③公共施設の保全計画は２６年度から策定の予定となっています
が、直営施設等で既にできているものがあれば、参考にしたいので
開示願います。また、当該保全計画の策定は２６年度から開始され
ていますが、市として策定にあたっての考え方、方針はどのような
ものになっているのでしょうか。どのような基準で策定されている
のでしょうか。
どの程度のものを作ればいいのかの参考にします。
④施設マネジメント推進計画は２７～２８年度策定となっています
が、指定管理者が作成するオリンパスホールの保全計画は、当該推
進計画を踏まえなくていいのでしょうか。
⑤保全マニュアルを２７年度に改訂することになっていますが、現
状のマニュアルを開示願います。

（1）現在策定中です。来年度中に「公共施設等総合
計画」を策定するので、提案内容については、協議
していきます。

（2）管理運営実績のある経験や、企業の持つノウハ
ウの範囲で対応できる内容を提案してください。

（3）今回、特に方式は考えていないので、企業の持
つノウハウを提案してください。

（4）前回は募集要綱に記載がないため保全計画書の
提出は求めていないが、その都度提案を受け予算化
しています。
（5）事業者の提案になります。

（6）点検内容は、現指定管理者の企業ノウハウに係
ることであるため、開示できません。施設の状態に
ついては、故障の都度、修繕を実施しており、設備
の不具合や保守点検の不備はありません。修繕履歴
については、資料4を参照してください。

（7）施設の大規模改修の考え方は、来年度策定の
「公共施設等総合計画」で示します。また、指定管
理者に求める保全計画についても同計画で示す予定
です。
今回の提案については、企業のノウハウにより実施
できる提案を求めます。提案の実施については、指
定期間中に実施について協議をしていきたいと考え
ます。

（8）
①今年度中に策定予定の「施設白書」にて、公表を
するため、現在は公表できません。
②～④は現在策定中であり、詳細についは公表され
ていないため、今回の選定には反映しません。
⑤既存の「保全マニュアルは」昔に作成されたもの
であり、内部的なマニュアルのため公表はしていま
せん。
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質問
番号

資料名
ペー
ジ

項目 質問内容 回答

63 維持管理業
務基準書

5 4 清掃及び廃棄物処理
業務

現指定管理者における、清掃スタッフの配置人数及び配置時間をご
教示下さい。

現指定管理者の企業ノウハウに係ることであるた
め、開示できません。規模等から積算してくださ
い。

64 維持管理業
務基準書

5 4 清掃及び廃棄物処理
業務

専有部で排出される廃棄物の処分について、興業利用の際に発生す
る廃棄物については主催者が実施し、指定管理者は日常的に発生す
る廃棄物の処分を実施するという認識でよろしいでしょうか。ま
た、過去5年間、各年の廃棄物処理費用をご教示下さい。

・お見込みのとおりです。
・費用については指定管理者の企業ノウハウに係る
ことであるため、開示できません。経験とノウハウ
等から積算してください。

65 維持管理業
務基準書

5 7機械警備保守業務 機械警備委託は予算計上するのでしょうか（提案した指定管理料に
別枠で上乗せされるのでしょうか）

指定管理料に計上してください。

66 維持管理業
務基準書

5 ８　指定期間中の設備
更新設備等

各設備の設備更新時期検証のため必要となりますので、これまでの
設備更新履歴をご開示下さい。

機器の更新履歴はありません。

67 維持管理業
務基準書

5 ８　指定期間中の設備
更新設備等

設備機器・舞台機器の修繕履歴をご開示下さい。 資料4をご参照ください。

68 維持管理業
務基準書

5 ８　指定期間中の設備
更新設備等

交換・整備に使用する部品や機器は、既存の物と同等の能力を出せ
るものであれば、メーカー等の縛りはありませんでしょうか？

基本は純正品ですが、都度協議とします。

69 維持管理業
務基準書

5 ８　指定期間中の設備
更新設備等

上水加圧給水ポンプ・中水加圧給水ポンプの交換は１ユニット全て
を交換という認識でよろしいでしょうか？

ポンプのみの交換です。

70 維持管理業
務基準書

5 ８　指定期間中の設備
更新設備等

直流電源装置のメーカー、型番、仕様をご開示下さい。 メーカー：ジーエス・ユアサパワーサプライ
型番：TR-SNTR10050-A
仕様はメーカーへ確認ください。

71 維持管理業
務基準書

5 ８　指定期間中の設備
更新設備等

自動制御装置のメーカー、型番をご開示下さい。 メーカー：アズビル　型番：savic-net FX
仕様はメーカーへ確認ください。

72 維持管理業
務基準書

5 ８　指定期間中の設備
更新設備等

真空式温水ボイラーのメーカー、型番、仕様をご開示下さい。 メーカー：ヒラカワ　型番：VEC-10ESR-H
仕様はメーカーへ確認ください。

73 維持管理業
務基準書

5 ８　指定期間中の設備
更新設備等

冷蔵庫・冷凍機のメーカー、型番、仕様をご開示下さい。 メーカー：ホシザキ電機　型番：IM-95TM（全自動製
氷機）
メーカー：ホシザキ電機　型番：RFT-150PTE1（テー
ブル型冷凍冷蔵庫）
メーカー：ホシザキ電機　型番：RT-120SNE-RML
（テーブル型冷蔵庫）
仕様はメーカーへ確認ください。

74 維持管理業
務基準書

6 ８　指定期間中の設備
更新設備等

日常清掃、定期清掃、特別清掃を実施してください、との記載があ
りますが、「清掃細目表」に特定管理部分は記載されておりますで
しょうか。記載されている場合、特定管理部分とされている項目名
をご教示下さい。記載されていない場合、それぞれの床材･面積・
日常清掃と定期清掃の実施内容と頻度をご教示下さい。

7月22日に実施した、現地内覧会時に配布した最新版
の清掃細目表を参照下さい。なお、ホームページに
ついても、7月22日に更新してあります。

75 維持管理業
務基準書

6 9 指定期間中の設備更
新設備等

指定管理期間中に下記設備の更新が必要となります、とあります
が、期間中に必ず実施しなければならないのでしょうか。若しくは
設備の状況に応じて、更新を実施するか否か事業者の提案によるも
のでしょうか。

予防保全のため、指定期間中に実施してください。

76 維持管理業
務基準書

6 9 指定期間中の設備更
新設備等

各年度概算金額の記載がありますが、こちらの金額を収支予算書の
「修繕費」に記載するという認識でよろしいでしょうか。また、こ
の概算金額については、設備更新に関わる費用のみであり、通常の
修繕費は事業者にて算出するという認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです

77 維持管理業
務基準書

6 9 指定期間中の設備更
新設備等

設備更新費用算出のために必要となりますので、各設備の不具合発
生内容と対応内容をまとめた資料をご開示下さい。

不具合については、都度修繕を実施しているので、
現在、設備の不具合は発生しておりません。

78 維持管理業
務基準書

6 9 指定期間中の設備更新
設備等

(ウ)電力量計の周期期限等に「平成31年11月・12月、平成32年5
月」と記載がありますが、7台それぞれの周期期限をご教示下さ
い。

1系受電電力量計　：　(平成28年11月)
2系受電電力量計　：　(平成28年11月)
直流電源装置用　：　(平成29年3月)
電力量計SMF-4　：　(平成31年11月)
電力量計SMF-13　：　(平成31年11月)
電力量計調光盤室　：　(平成31年12月)
電力量計アンプ室　：　(平成31年12月)
電力量計4-M1-C2　：　(平成31年12月)
電力量計イベント盤　：　(平成32年5月)
電力量計ビュッフェ盤　：　(平成32年5月)

79 維持管理業
務基準書

- - 平成21年に公募された維持管理業務基準書と今回の維持管理業務基
準書を比較すると、大幅な項目の追加がございます。追加項目につ
いては、現指定管理者は既に実施しており、募集要項5ページに記
載のある現指定管理者の指定管理料に、費用は含まれているという
認識でよろしいでしょうか。また含まれている項目と含まれていな
い項目がある場合は、その項目をご教示下さい。

前回の維持管理基準書は、建設前であったため、開
館後に、現指定管理者と協議をし項目を追加のう
え、指定管理料として費用を含めています。

80 収支予算書 - - 収支予算書の修繕費の欄には、130万未満の修繕費用と設備更新に
関わる概算費用を合計した額を記載するという認識でよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

81 様式 1 事業計画書
記入要領

事業計画書の様式に関して、表現方法の制限はありませんと記載が
ありますが、フォーマット等は自由にアレンジ可能という認識で良
いでしょうか。また、印刷時の指定（片面・両面）があればご教示
ください。

・事業計画書のアレンジは可能です。
・印刷については、片面でお願いします。

82 様式 1 事業計画書
注意事項

右下の四角にページ番号を記入してくださいとありますが、「No.
-　　-」の部分のことを指しているのでしょうか。また、その場合
の記入例をお示しください。

・お見込みのとおりです。
・記入例は、右上様式番号と評価項目のページ番号
です。
例）基本方針【様式1-1】2ページ目　　　　№ 1－1
－2

83 様式 1 事業計画書 各設問ごとに2枚以内でまとめることとありますが、各様式下部に
記載されている「※書ききれない場合には、別紙に記載してくださ
い。」に関しては2枚で書ききれない場合の別紙という認識でよい
でしょうか。

各設問ごとに2枚以内でまとめることとしているた
め、別紙が2枚目になります。

84 電気図面 電
2201

設備内容 4階ホール事務室に設置されている、自動火災報知器の副受信盤
は、ホール内で発生した異常信号の復旧作業は可能でしょうか。ま
た建物の防災センターでのみ復旧が可能な場合、防災センターのス
タッフにて復旧作業を実施しているという認識でよろしいでしょう
か。また、異常信号が発生した場合の現地対応は、防災センタース
タッフ・指定管理者スタッフどちらで実施しているのでしょうか。

防災センターでのみ復旧が可能です。
自動火災報知器の異常検知の際は、防災センタース
タッフが一次駆付けを行い、緊急連絡体制により指
定管理者も駆付けを行います。
他設備の異常検知の際は、緊急連絡体制により指定
管理者が駆付けを行い、対応します。

85 その他 - - 建物の防災センターにて、ホールの中央監視装置、自動火災報の異
常が検知されたときの対応内容を教えて下さい。

自動火災報知器の異常検知の際は、防災センタース
タッフが一次駆付けを行い、緊急連絡体制により指
定管理者も駆付けを行います。

86 その他 - - 指定管理者で保守メンテナンスを実施するエレベーターの制御監視
版は、4階ホール事務室に設置されているという認識でよろしいで
しょうか。またエレベーター不具合時には、防災センタースタッフ
ではなく、指定管理者にて対応するという認識でよろしいでしょう
か。

制御監視盤は防災センターに設置されています。
エレベーター不具合の際は、指定管理者が対応しま
す。

87 その他 - - ホール部分の照明や空調の制御装置は、4階事務室内に設置されて
いるという認識でよろしいでしょうか。また、ホール部分の照明・
空調の不具合等については、防災センタースタッフでなく指定管理
者にて対応しているという認識でよろしいでしょうか。

制御装置は4階事務室に設置されています。
ホール部分の照明・空調の不具合の際は、指定管理
者が対応します。

88 その他 - - 現指定管理者における、施設常駐スタッフの配置人数及び配置時間
をご開示ください。またその内の、各スタッフの役割（運営・設備
等）をご教示下さい。

指定管理者の企業ノウハウに係ることであるため、
公表できません。経験とノウハウ等から積算してく
ださい。
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