
番号 質疑 回答
1 両施設の設備維持管理業務について、一括委託に含まれない施設およ
び附属設備のリストの開示をお願いします。また、それらについて、
機種、台数、使用年数、故障履歴、点検履歴を教えてください。

一括委託に含まれない委託等は次のとおりです。
●市民会館(グリーンホール)の委託業務
①舞台管理業務委託、②吊物保守点検業務委託、③音響設備保守点検
業務委託、④照明設備保守点検業務委託、⑤ピアノ保守点検業務委
託、⑥清掃・設備管理業務委託、⑦夜間管理業務委託、⑧環境衛生管
理業務委託、⑨殺菌消毒業務委託、⑩夜間機械警備業務委託、⑪自動
扉保守点検業務委託、⑫エレベーター保守点検業務委託、⑬電気保安
業務委託、⑭消防用設備点検業務委託、⑮防火対象物定期点検業務委
託、⑯樹木剪定業務委託、⑰トイレ衛生設備取替業務委託、⑱特殊建
物建築物調査業務委託
●メイプルホールの委託業務
①舞台管理業務委託、②舞台吊物保守点検業務委託、③舞台音響設備
保守点検業務委託、④舞台照明設備保守点検業務委託、⑤ピアノ
（ベーゼン）保守点検業務委託、⑥ピアノ（ヤマハ）保守点検業務委
託、⑦殺菌消毒業務委託、⑧ＡＶ・ＩＴＶ保守点検業務委託、⑨エア
フレッシュナー取替業務委託
各委託業務の詳細は、別添資料「契約書（部分開示）・仕様書（部分
開示）」の該当部分を確認してください。

2 過去3年間の一括委託に含まれない施設及び附属施設の点検簿を開示し
てください。また、これらの業務を外注している場合、外注先の名
称、金額、点検頻度、その他契約内容を教えて下さい。

点検頻度、契約内容等の詳細は、別添資料「契約書（部分開示）・仕
様書（部分開示）」の該当部分を確認してください。
その他の内容は開示しません。

3 一括委託に含まれない施設の清掃について、範囲・面積・仕様を教え
て下さい。

詳細は、別添資料「契約書（部分開示）・仕様書（部分開示）」の該
当部分を確認してください。

4 一括委託の施設および付帯設備の保守点検について、保守点検内容・
設備の種類・台数・故障履歴について教えて下さい。

詳細は、
https://www.city.minoh.lg.jp/jyuutaku/h29sougouhyouka/siyousyoi
tiran.html
で確認してください。

5 一括委託の清掃について、頻度・清掃内容・体制について教えて下さ
い。一括委託の清掃内容が、指定管理者の提案内容からみて不十分な
場合は追加で指定管理者で清掃を行いたいため、清掃を行っている時
間帯や人数などできるだけ詳細な情報をお願いします。

詳細は、
https://www.city.minoh.lg.jp/jyuutaku/h29sougouhyouka/siyousyoi
tiran.html
で確認してください。

質疑回答書

1/7



番号 質疑 回答
質疑回答書

6 消防設備について、現在の設置台数、点検先等の詳細を教えて下さ
い。

詳細は、別添資料「契約書（部分開示）・仕様書（部分開示）」の該
当部分及び
https://www.city.minoh.lg.jp/jyuutaku/h29sougouhyouka/siyousyoi
tiran.html
で確認してください。

7 警備設備について、設置状況、契約先等の詳細をお願いします。 グリーンホールの設置状況は、送信機１、操作ボックス１、電源装置
１、制御器１、火災移報機１、熱線感知器(立体)２３、熱線感知器
（面）４
メイプルホールは
https://www.city.minoh.lg.jp/jyuutaku/h29sougouhyouka/siyousyoi
tiran.html
で確認してください。

なお、契約先情報は開示しません。

8 現在の舞台管理業の体制について、教えて下さい。毎日の勤務人数、
再委託している場合は、外注先、金額、人数を教えて下さい。

点検頻度、契約内容等の詳細は、別添資料「契約書（部分開示）・仕
様書（部分開示）」の該当部分を確認してください。
その他の内容は開示しません。

9 舞台設備の点検は指定管理者の業務でしょうか。業務の場合、現在の
点検業者、契約内容、金額を教えて下さい。

点検頻度、契約内容等の詳細は、別添資料「契約書（部分開示）・仕
様書（部分開示）」の該当部分を確認してください。
その他の内容は開示しません。

10 設備に関する有資格者の配置が募集要項に記載されていませんが、防
火管理者以外の有資格者の配置は不要という理解でよろしいでしょう
か。

詳細は、別添資料「契約書（部分開示）・仕様書（部分開示）」の該
当部分を確認してください。

11 利用料金に舞台スタッフの人件費は含まれていますか。含まれている
場合、何名分含まれていますか。また、舞台スタッフの増員があった
場合、利用者から増員分の費用を徴収することは可能でしょうか？

詳細は、別添資料「契約書（部分開示）・仕様書（部分開示）」の該
当部分を確認してください。

12 建築基準法上の3年に1度の定期点検については指定管理者の業務で
しょうか。また、前回の点検年月日を教えて下さい。

前段はお見込みのとおり。
グリーンホールは令和元年度に実施します。
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13 ピアノについて、保守点検の現在の頻度、点検業者、金額を教えて下
さい。
また、点検業者の指定はありますか。

詳細は、別添資料「契約書（部分開示）・仕様書（部分開示）」の該
当部分を確認してください。なお、点検業者指定はありません。

14 指定管理者が行う事業については、優先的な予約をすることができま
すか。また、施設の利用にあたっての、利用料金の取扱いはどのよう
になりますか？

指定管理者が実施する事業については、市民利用を妨げない範囲にお
いて優先的な予約が可能です。
料金の取扱いについては、箕面市立市民文化ホール条例及び同条例施
行規則の規定に拠ることとなります。

15 提案様式のうち何点かのタイトルに、「企業の〜」とついています
が、本法人は企業では有りません。「法人の〜」と書き換えてよろし
いでしょうか。また、提案書類全体について、同様の表現で統一して
よろしいでしょうか。

必要に応じ読み替えてください。

16 両施設の過去3年間の収支状況について開示をお願いします。特に支出
項目については、なるべく細かく（業務委託先毎の支払いを含め）教
えて下さい。

指定管理者のホームページhttp://minoh-bunka.com/koukai.htmlで確
認してください。
なお、公開する内容は、ホームページで公開している内容のみとしま
す。

17 過去3年間の各施設の利用状況（利用件数、利用回数、利用人数、利用
率、減免の回数・内容）を教えて下さい。

箕面市のホームページ
https://www.city.minoh.lg.jp/shisei/toukei/shisei/index.htmlで
確認してください。
なお、公開する内容は、ホームページで公開している内容のみとしま
す。

18 指定管理者に引き継がれるリース契約など、はじめから費用計上をし
ておく必要のある経費項目はありますか？

特にありません。

19 現指定管理者が収受した、2020年度に市民が利用する利用料金は、通
常前受金扱いになっています。このお金について、次期指定管理者に
引き継がれるのでしょうか？

令和2年4月1日以降の利用にかかる前受金は、現指定管理者から引き継
がれます。

20 募集要項記載の芸術文化振興にかかる事業について、過去5年間の事業
実施実績を教えて下さい。事業名、事業内容、収入、支出を含む、一
覧の開示をお願いします。

指定管理者のホームページhttp://minoh-bunka.com/koukai.htmlで確
認してください。
なお、公開する内容は、ホームページで公開している内容のみとしま
す。
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21 両施設の人員体制について、特に人数の規定はなく、提案事項である
との理解でよろしいでしょうか。

お見込みとおり。

22 現在のスタッフの人員体制（所属人数・シフト・時間別の配置人数）
について教えて下さい。

人員体制については、募集要項５管理運営の基準、（１）開館時間等
及び（３）人員体制に関する業務水準を満たす事ができると提案者が
判断する体制で提案してください。

23 ホームページの作成にあたり、現指定管理者から写真等の引き継ぎは
可能でしょうか。

可能です。

24 ホームページの作成にあたり、URLは現在のものを引き継いで使用する
のでしょうか。それとも、新たに取得するのでしょうか。

現在のURLは引き継ぎできません。
提案者のURL又は新たに取得してください。

25 保険について、現在加入しているものがあれば、内容・金額を教えて
下さい。また、必ず入らなければならない保険があれば、教えて下さ
い。

保険名：賠償責任保険
保証金額については提案者が提案してください。

26 現在開催している事業で、引き続き開催を求める事業があれば教えて
下さい。

特にありません。

27 市民等により開催されている事業で、指定管理者が協力しなければな
らないものがあれば教えて下さい。また、現在共催・協力している事
業があれば教えて下さい。

指定管理者のホームページhttp://minoh-bunka.com/koukai.htmlで確
認してください。
なお、公開する内容は、ホームページで公開している内容のみとしま
す。

28 AEDの現行の設置台数および設置箇所を教えて下さい。 グリーンホール：1台（グリーンホール事務所に設置）
メイプルホール：1台（中央生涯学習センター事務所に設置）

29 指定管理者が備品を購入するにあたり、上限額が定められていれば教
えて下さい。

特にありません。

30 法改正により、令和4年12月以降使用できない旧規格B帯ワイヤレスマ
イクはありますか。また更新が必要な場合、指定管理者負担でしょう
かもしくは市負担でしょうか。

旧規格のワイヤレスマイクが存在します。
市の費用で更新を行う予定です。

31 現在の電力会社との契約電力サイズを教えて下さい。 グリーンホールは株式会社エネット、基本料金数量182kW(H31.2)
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32 説明会時に電気、水道等の負担金の資料を頂きましたが、これ以外に
は運営管理に関わる負担金はないという理解でよろしいでしょうか。

あくまでも公共料金（光熱水費、電話代）の参考として示した数値で
す。
直接契約を行う委託料等については別途必要となりますので。応募者
が積算してください。

33 現指定管理者が使用している備品で備品台帳に記載されていないもの
（指定管理者独自の備品）はありますか。ある場合、これらの備品は
次期指定管理者に引き継がれますか。

現指定管理者との協議事項となります。

34 紙幣の刷新により、使用できなくなる機器または更新しなければいけ
ない機器はありますか。

施設の備品では紙幣を判別する機器はありません。

35 現在の両施設のLED化の状況について教えて下さい。
また、LED化がされていない場合、指定管理者の提案でLED化を行うこ
とは可能でしょうか。

照明器具としてＬＥＤ化は実施していません。
ただし、ＬＥＤ電球等で対応可能な場合は交換に合わせてＬＥＤ電球
に順次変更しています。
器具を含めてＬＥＤ化を提案される場合は、提案後に市との協議とな
ります。

36 現状、定期的に発生する近隣住民とのトラブル等が有りましたら教え
てください。

グリーンホールでは、利用者等の騒音による苦情、植栽剪定に対する
要望があります。
メイプルホールでは特にありません。

37 現指定管理者の指定管理期間における自己評価結果および市の評価結
果を開示してください。

箕面市ホームページ
https://www.city.minoh.lg.jp/soumu/shiteikanri/shiteikanri.html
で確認してください。
なお、公開する内容は、ホームページで公開している内容のみとしま
す。

38 条例・規則以外に運営の基準として定められている通達や運営要領が
あれば教えて下さい。

特にありません。

39 現在の危機管理体制および危機管理マニュアルを開示してください。 現在の体制については開示しません。
募集要項５管理運営の基準(12)危機管理体制等の確立に記載する内容
について、提案者が必要であると判断するマニュアルを作成してくだ
さい。

40 債務負担行為は設定しますか。 委託料を支出する場合は、債務負担行為を設定します。
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41 今後の修繕予定表があれば教えて下さい。 現時点での修繕予定はありません。

42 雨漏りはありますか。あれば、状況を詳しく教えて下さい。 グリーンホールのホール部分で長雨の場合に雨漏りがあります。

43 様式6-1に委託料提案書とありますが、10年ほど前に指定管理者の契約
は委託ではなく委任であるとの解釈が総務省・国税庁より通達されて
いると思います。結ばれる協定は、業務委託ではなく委任であり、協
定書への印紙も不要であるとの認識であってますでしょうか。また、
こちらの様式の「委託料」の表記を指定管理料の表記に変更してよろ
しいでしょうか。

指定管理者の指定は、行政処分の委任です。協定書は契約書で無いこ
とから印紙貼付の必要はありません。
様式の表記については、支出予算科目において委託料とされているこ
とからも様式に誤りは無いため変更しないでください。

44 収支等の金額の表記は、すべて消費税（10%）込でよろしいでしょう
か。

消費税率は10%で計算してください。

45 様式7-(1)について
自己資本比率の計算において、Bに総資本とありますが、こちらは、総
資産の誤りではないでしょうか。2006年の会社法施行により、総資本
と総資産の額が異なる場合がありえると本法人会計士より指摘を受け
ました。
また、本法人はNPO法人であり、そもそも自己資本がありません。この
様式通りに計算することが不可能（自己資本がゼロ円のため、割り算
ができない）なのですが、どのように記載したらよろしいでしょう
か。

貸借対照表の数値を用いてください。
なお、必要に応じて「自己資本」は「正味財産」と、「総資本」は
「総資産」と読み替えてください。

46 グリーンホールのホール棟解体後が駐車場になるとありますが、この
駐車場の管理権原はどこになるのでしょうか。

管理権原者は指定管理者となります。

47 グリーンホールのホール棟が解体された後、現在の受電設備を使用せ
ずに、直接電気を引き込む方法などを電気代節約の方法として取るこ
とは可能でしょうか。

提案内容について、別途協議を行った後に決定します。
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48 ５管理運営の基準（１３）グリーンホールの特殊事情　駐車場の管理
について

　②ホール棟の取扱いについて
　使用停止後、一定期間の後ホール棟の解体撤去とありますが、指定
管理者の費用算定するにあたり、大きく管理コストが変わるため、具
体的なスケジュールについてご説明をお願いします。

後日回答します。

49 ５管理運営の基準（１３）グリーンホールの特殊事情　駐車場の管理
について

　③会議室棟の取扱いについて
　ホール棟解体時に、受電設備など併せて会議室棟で改修される工事
についてあればご説明をお願いします。

後日回答します。

50 ５管理運営の基準（１３）グリーンホールの特殊事情　駐車場の管理
について
　
　市役所本庁駐車場との相互利用が条件とありますが、現在、市の駐
車場は無料にて整理のため警備員を配置しておられますが、有料化・
無料化を含め運用について指定管理者の裁量で決定していくのでしょ
うか？
　また、相互利用のため、同一運用とした場合、市の警備会社に費用
を負担して業務をお願いすることは可能でしょうか。

後日回答します。

51 駐車場が有料化される予定はありますか？有料化の場合、機器の設置
を指定管理者で行う必要はありますか？

後日回答します。

52 駐車場の管理業務は清掃及び簡易な修繕との認識でよろしいでしょう
か。混雑時等の誘導業務を行う必要はありますか。

後日回答します。
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