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玉村町社会体育館「指定管理者」 募集要項等に関する質問と回答 

ページ・項目・質問内容は、いただいた文面そのままで記載しています。 

№ 種別 ﾍﾟｰｼﾞ 項目 質問内容 回答 備考 

1 

未記入 未記入 未記入 現在委託している業者の一覧をご教示く
ださい。 
 
 

夜間・休日窓口等業務【(株)NSP群馬】 
機械警備業務【群馬警備保障(株)】 
庭木等管理業務【萩原造園土木(株)】 
自家用電気工作物保安業務【貫井電気
管理事務所】 
自動ドア保守点検業務【(株)群馬ナブ
コ】 
消防設備保守点検業務【飯塚消火器】 
トレーニング機器保守点検業務【セノ
ー(株)】 
ガラス清掃【株式会社 リッケン】 
防火設備定期検査報告【株式会社大塚
消防設備】 
建築物定期調査報告（３年に１度）【蛭
川建築設計事務所】※R2年度実施分。 
 

 

2 

未記入 未記入 未記入 現在の職員配置は 4名となっております
が、その中には貴町の職員も配置となっ
ていると思われます。現在の関係資料に
はその部分の人件費の記載はないと思わ
れますが、その分の積算金額はどのよう
に示せばよろしいでしょうか。 
 

仕様書 1ページ２基本事項（2）組織及
び人員配置に記載のあるとおり、管理
運営に必要な体制を確保するために、
指定管理者が必要とする人数で人件費
を積算してください。 
 

 
 
 

3 

未記入 未記入 未記入 令和 4年度の電気料金の補正はどの程度
を見越しているのかご教示ください。 

補正後の予算総額は、2,415千円となり
ます。 

 

4 

未記入 未記入 未記入 平成 30年・31年の備品購入費の詳細を
ご教示ください。 

平成 30年 
卓球台（2台）432,000円 
バーベルセット 412,560円 
ランニングマシン 788,400円 
工場扇スイファン（3台） 38,556円 
自動券売機 1,819,800円 
フラットアジャスタブルベンチ 
183,600円 
マッスルビルダーDXセーフティースタ
ンド 33,264円 
スクワット台 27,000円 
ゴムマット（54枚） 370,332円 
ストレッチマット（2枚） 123,984円 
メッシュバックチェア 8,521円 
清掃用クリーナー 30,564円 
平成 31年 
レッグカール＆エクステンション 
775,440円 
クロームダンベル  334,800円 
コードレスバイク 1,365,100円 
熱中症指数計（2個） 15,098円 
 

 

5 

仕様書 1ページ (2)組織及び
人員配置ア 

仕様書 P1(2)組織及び人員配置 アに記
入しております労働基準法とは働き方改
革が施行された後の労働基準法という認
識でよろしいのかご教示ください。 
 

お見込みのとおり。  
 

6 

仕様書 3ページ  仕様書P3(イ)にあります電子媒体による
受付～その対応とは指定管理料でその費
用も対応することという認識でよろしい
のかご教示ください。 
 

電子媒体による受付は導入時期が未定
であるため、今回の提案価格には含ま
なくて結構です。 
導入決定後に協議いたします。 

 

7 

仕様書 6ページ  仕様書P6(イ)にあります物販事業での目
的外使用料とは募集要項 8Pにあります
自動販売機と同じ単価・計算でよろしい
のかご教示ください。 

物販事業につきましては、町長あての
許可申請及び使用料の納入が必要とな
ります。使用料など詳細につきまして
は、「玉村町行政財産使用料条例」およ
び「玉村町財務規則」「行政財産目的外
使用許可事務取扱要領」等をご参照く
ださい。 
 

 

8 

未記入 未記入 未記入 現在減免が認められている団体名・団体
数を具体的にご教示ください。 

「玉村町社会体育館の設置及び管理に
関する条例施行規則」第 13条に記載の
あるとおり、学校、教育委員会関係団
体や町が公用に使用する場合が減免対
象となっており、事前に町と協議した
ものとなります。 
 

 
 
 
 



2 

 

9 

未記入 未記入 未記入 現在貴町が把握している交換が必要なト
レーニング器具をご教示ください。 

適正な点検を実施しているため、現状
の交換予定はありません。 

 

10 

未記入 未記入 未記入 過去に寄せられた苦情、大きな事故等あ
りましたらご教示ください。 

直近 5年程度、大きな苦情や事故等は
ありませんが、利用者の熱中症による
救急搬送等の事例がありました。 

 

11 

未記入 未記入 未記入 今までの修繕実績及び修繕予定、未修繕
設備等詳細をご教示ください。 

令和 3年度に長寿命化のための大規模
改修工事を実施しておりますので、修
繕予定はありません。 

 
 
 
 

12 

未記入 未記入 未記入 今後の備品、設備等の更新予定をご教示
ください。 

現在のところ予定はありません。  

13 

仕様書 21ペー
ジ 

別紙７ 仕様書・P21別紙 7・建築物定期報告およ
び防火設備定期検査報告業務仕様書つい
て検査報告と図面を拝見させていただく
ことはできますでしょうか。      
 

必要に応じて提示いたします。  

14 

仕様書 16ペー
ジ 

別紙 5 仕様書・P16別紙 5・自家用電気工作物保
安管理業務仕様書 3（1）月次点検が毎月
1回となっているのは、現在設置されて 
いる監視装置だと毎月 1回の点検が必要
ということよろしいのでしょうか。 
 

お見込みのとおり。  

15 

募集要項 14ぺー
ジ 

 募集要項 P14・13（2）ウについて、現在
加入している保険内容をご教示くださ
い。 

現在加入している保険内容は 
支払限度額 
身体障がい 1名  1億円 
      1事故 3億円 
財物損壊  1事故 1億円 
の賠償責任保険に加入しております。 
 
また、町全体で加入している全国町村
会総合賠償保障保険にも加入していま
す。 
身体賠償 1名 2億円 
     1事故 20億円 
財物賠償 1億円円 
補償保険 死亡 500万円 
     後遺障害 20～500万円 
     入院 2万～30万円 
     通院 0.5万円～12万円 
      

 

16 

未記入 未記入 未記入 自主事業などで会議室を利用するのは可
能でしょうか。 

例規上、貸出不許可条項等に該当しな
ければ、基本的には利用可能と判断し
ます。 
 

 

17 

関係資料 1ページ  指定管理者関係資料・P1・1の年度別利
用状況の内訳で「その他」は何の人数で
しょうか。 
 

ステージ、2階ロビー、会議室等の利用
者の総計です。 

 

 

18 

関係資料 1ページ  指定管理者関係資料・P1・1の年度別利
用状況の内訳で利用料金の無料の方は、
各項目で何名いらっしゃいますでしょう
か。ご教示ください。 

R1年度（10月以降） 
トレーニングルーム 
65才以上 のべ 1,708人 
身障者手帳所持者 のべ 63人 
アリーナ等  
なし 
R2年度 
トレーニングルーム 
65才以上 のべ 1,876人 
身障者手帳所持者 のべ 9人 
アリーナ等  
65才以上 なし 
身障者手帳所持者 のべ 22人 
R3年度 
トレーニングルーム 
65才以上 のべ 401人 
身障者手帳所持者 のべ 2人 
アリーナ等  
65才以上 なし 
身障者手帳所持者 のべ 6人 
R4年度 
トレーニングルーム 
65才以上 のべ 1,444人 
身障者手帳所持者 のべ 64人 
アリーナ等  
65才以上 1人 
身障者手帳所持者 のべ 23人 
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19 

関係資料 9ージ  指定管理者関係資料・P9・6の年間利用
券の有効期限について、令和 5年度の 4
月以降も有効期限が残っている方は、ど
のような対応になりますでしょうか。 

有効期限まで使用可能としてくださ
い。 
 

 

20 

未記入 未記入 未記入 

 

会議室 A・Bの延床面積をご教授くださ
い。 

会議室１ 87.312㎡ 
会議室 2 64.383㎡ となります。 

 

21 

募集要項 2ページ 4指定管理者
が行う業務
の範囲 
（2）施設の
維持管理に
関する業務 

清掃業務について、現状実施している内
容及び１日の清掃時間についてご教授く
ださい。  
また、日常清掃業務の業務報告書がござ
いましたらご開示ください。 

 

常に清潔な施設の維持を念頭に、巡回
し、汚れのある箇所の清掃、トイレや
シャワー室等の衛生的な状態の保持、
枯れ葉等の回収や軽微な除草などを、
開館前、および利用状況により適宜実
施しており、現在はコロナ対策として
備品等の消毒も実施しております。 
１日の作業時間については、状況によ
り異なります。 
報告書については、現行の委託事業者
は、事業者の書式にてご報告いただい
ております。 
 

 

22 

募集要項 3ページ 「5 指定管
理者の公募
に関する事
項 
（2）指定管
理者の応募
手続き」 

現地説明会について、「応募する団体は
必ず参加してください」とありますが、
共同事業体を組成して申請する場合、構
成団体においても現地説明会の参加は必
須事項でしょうか。 

募集要項 5ページ 6応募に関する事項
（1）応募者のウ共同企業体（グループ
団体）申請の場合の条件(イ)「グルー
プを構成するすべての団体は、前記ア、
イの条件を満たす必要があります」と
記載のあるとおり、ア応募資格(イ)の
説明会に出席することとなっておりま
す。 
 

 

23 

募集要項 5ページ 6 応募に関
する事項 
（1）応募者 

イ 応募者の制限について、（オ）地方自
治法第 244条の 2第 11項の規定により指
定の取り消しを受けた団体は応募ができ
ないとありますが、一度指定の取り消し
を受けた場合、応募不可期間の定めがご
ざいましたらご教授ください。 
 

応募不可期間の定めは特にありませ
ん。 
（オ）に記載のあるとおり、取り消し
を受けた事がある団体は、欠格事項と
なります。 

 

24 

募集要項 5ページ 6 応募に関
する事項 
（2）応募書
類 

事業計画書、及び自主事業企画書につい
て、所定の項目が記載されていれば独自
様式を使用してもよろしいでしょうか。  

 

事業計画書および自主事業計画書につ
きましては、様式で求める必要事項が
記載されていれば、独自様式でも構い
ません。 

 

25 

募集要項 7ページ 7 経理に関
する事項 
(1)指定管理
経費 

ア 指定管理経費について、「支払金額は
町の予算額以内」とございますが、上限
金額をご提示いただくことは出来ますで
しょうか。 

上限金額については設定しておりませ
ん。 
指定管理候補者からの提案価格を基に
細目協議を実施し、予算計上します。 
 

 

26 

募集要項 8ページ 7経費に関す
る事項 
 (2)自主事
業収入と支
出 

イ 自主事業に係る経費現在設置につい
て、現在設置されている自動販売機（2
台）について、令和 7年 9月 30日の期限
満了まで継続とありますが、満了期限以
降の設置は可能でしょうか。継続設置と
した場合は設置場所使用料の支払い対象
となるのでしょうか。 

 

満了期限以降は、指定管理者が必要に
応じて場所、台数を選定し設置するこ
ととします。その場合は、新たに行政
財産の目的外使用申請及び設置場所使
用料の納入が必要となります。また、
現行の自動販売機（2台）を継続して設
置希望する場合は、現行設置業業者と
協議の上、設置可能です。 
尚、館内への飲料の自動販売機の新規
の設置は、令和 7年 9月 30日まで不可
となります。 
 

 

27 

募集要項 17ペー
ジ 

様式 2 指定
申請書 

本指定管理業務の申請について、業務を
管轄しているのが会社の本店ではなく営
業所の場合、営業所にて申請することは
可能でしょうか。 

 

営業所にて申請することはできませ
ん。申請に係る名義人・所在地等は、
会社の本店（商業登記簿に記載のとお
り）としてください。 

 

28 

仕様書 1ページ 2 基本的事
項 
（2）組織及
び人員配置 

現在の職員配置体制をご教示ください。 町職員３名、会計年度任用職員１名、
夜間・休日受付業務等委託（2人工）で
業務しておりますが、町職員は管理業
務のみを実施しているわけではありま
せん。 
 

 

29 

仕様書 4ページ 4 業務内容 
(2)施設の維
持管理に関
する業務 
 

カ 施設・設備点検業務について、記載
されている点検業務以外の法定点検業務
等がございましたらご教授ください。 

現状特にありません。  

30 

仕様書 5ページ 4 業務内容 
(2)施設の維
持管理に関
する業務 

ク 簡易修繕業務について、過去３か年の
施設修繕箇所及び金額をご教示くださ
い。 

平成 30年度 
給湯室内コンセント移設 22,216円 
事務室前コンセント増設 25,261円 
平成 31年度 
防火設備修繕 91,260円 
トイレつまり修繕 10,800円 
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令和 2年度 
トレーニングルームコンセント増設  
94,600円 
防火扉制御盤交換  99,000円 
更衣室ドアノブ修繕  35,750円 
給水栓設置  47,300円 
自家用発電機バッテリー修繕  
176,968円 
令和 3年度 
簡易修繕なし（大規模改修工事） 
 

31 

仕様書 5ページ 4 業務内容 
(2)施設の維
持管理に関
する業務 
 

ケ 備品管理・点検業務について、現状の
施設備品台帳をお示しください。 

必要に応じて提示いたします。  

32 

仕様書 10ペー
ジ 

フロア案内 各部屋の寸法がわかる平面図がございま
したらご開示いただけますでしょうか。 

必要に応じて提示いたします。  

33 

仕様書 13ペー
ジ 

別紙 3 トレ
ーニングル
ーム機器保
守点検業務
仕様書 
 

配置されているマシンでリース費が発生
するものがございましたらご教示くださ
い。 
 

現在配置しているのもので、リース費
が発生している器具はありません。 

 

34 

仕様書 13ペー
ジ 

別紙 3 トレ
ーニングル
ーム機器保
守点検業務
仕様書 
 

マシンの交換を提案することは可能でし
ょうか。可能な場合、既存マシンの撤去
費用は指定管理者負担となりますでしょ
うか。 

提案していただく事は可能ですが、協
議の上、対応させていただきます。 

 

35 

仕様書 25ペー
ジ 

別紙 9 警備
業務仕様書 

令和 5年、6年は町の長期契約を引き継
ぐとありますが、同様に令和７年度に長
期契約を結び、次期指定管理期間に引き
継ぐことは可能でしょうか。 
 

契約期間等は協議していただく事にな
りますが、次期指定管理期間に引き継
ぐことは可能とします。 
ただし、指定管理者交代時の協議がま
とまらなかった場合の違約金等につい
ては、町は関与いたしません。 
 

 

36 

関係資料 1ページ 1 体育館年
度別利用状
況 

各施設の利用料収入をご教示ください。
「その他」部分の人数内訳、及び利用料
収入内訳をご教示ください。 

H30年度 
アリーナ等利用料 1,900,435円 
トレーニングルーム 4,760,400円 
ステージ 6,727人 利用料（照明料
含）78,595円 
2階ロビー 2,424人 利用料（照明料
含）41,200円 
ランニングコース 集計なし 
会議室 6,208人  
 
H31年度 
アリーナ等利用料 1,764,879円 
トレーニングルーム 4,252,300円 
ステージ 9,298人 利用料（照明料
含）62,955円 
2階ロビー 2,273人 利用料（照明料
含）29,510円 
ランニングコース 集計なし 
会議室 6,752人 利用料（エアコン
含） 16,260円 
 
R2年度 
アリーナ等利用料 1,321,020円 
トレーニングルーム 915,650円 
ステージ 3,471人 利用料（照明料
含）18,690円 
2階ロビー 集計なし 
ランニングコース 集計なし 
会議室 154人 利用料（エアコン含） 
6,170円 
 
R3年度 
アリーナ等利用料 120,530円 
トレーニングルーム 160,550円 
ステージ 419人 利用料（照明料含）
560円 
2階ロビー 集計なし 
ランニングコース 集計なし 
会議室 集計なし 
 
R4年度の 7月末時点 
アリーナ等利用料 708,260円 
トレーニングルーム 835,800円 
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ステージ 3,313人 利用料（照明料
含）10,460円 
2階ロビー 903人 利用料（照明料含）
4,980円 
ランニングコース 600人 利用料（照
明料含）2,190円 
会議室 1,506人 利用料（エアコン
含） 9,650円 
シャワー 71人 利用料 7,400円 
 

37 

関係資料 1ページ 1 体育館年
度別利用状
況 

各施設の稼働率をご教示ください。 稼働率につきましては、統計をとって
おりませんので、お示しできませんが、
説明会の際にお示しいたしました 6月
と 7月の施設の利用状況をご参考にし
てください。 
 

 

38 

関係資料 2ページ 令和 4年度
社会体育館
管理関係 歳
入歳出当初
予算 

委託料「窓口受付事務・日常清掃業務等」
金額が令和元年と比較し約 650万円増と
なっておりまが、増額となった要因をご
教授ください。 
 

令和４年度より、夜間・休日窓口受付
業務と清掃業務を合わせて、全日１人
工から２人工に増員し、業務委託を実
施しております。 

 

39 

関係資料 ２～4ペ
ージ 

社会体育館
管理関係 

各年度における備品購入費及び清掃用具
借上げ料の内訳をご教示ください。 
 

関係資料中平成 30年度・31年度の備品
購入につきましては、質問№4の回答を
ご参照ください。今年度の備品購入に
つきましては、ランニングマシン 1台
の購入予算となっております。 
清掃用具借上げ料につきましては、モ
ップの借用のみとなっております。 
 

 

40 

未記入 未記入 その他 令和 4年度の電気代使用量及び使用料金
実績をご教示ください。 
 

使用料金につきましては、8月 29日の
説明会時にご提示しましたとおりです
が、使用量含めたものを再提示いたし
ます。 
4月 
13,453円（301KWｈ）、外灯 2,683円 
5月 
13,453円（4,674KWｈ）、外灯 2,812円 
6月 
156,572円（5,087KWｈ）、外灯 2,862
円 
7月 
208,827円（6,939KWｈ）、外灯 2,553
円 
 

 

41 

未記入 未記入 未記入 今年度は玉村町直営管理と認識している
が、委託業者の名簿を開示していただき
たい。 

質問№１の回答をご参照ください。  

42 

未記入 未記入 未記入 今年度あるいは過年度中に玉村町で締結
したリース契約のうち、指定管理者に管
理を移管した場合、指定管理者に契約当
事者の名義を変更する必要のある契約は
あるか。 
 

現在リースの契約を締結している契約
はありません。 

 

43 
 

未記入 未記入 未記入 指定管理業務を行うにあたり、指定管理
者が自ら締結したリース契約に基づいて
設置した備品について、指定管理者の方
で撤去しても差し支えないか。 
 

仕様書 5ページのケ 備品の管理・点
検に記載のあるとおりとします。 

 

44 

未記入 未記入 未記入 塵芥処理について具体的な記載が見当た
らない。処理方法を明示していただきた
い。 

燃えるゴミにつきましては、近隣の地
区の収集日に併せて回収してもらって
おり、その他のゴミにつきましては、
玉村町クリーンセンターへ連絡・確認
後、直接搬入しており、現在は、費用
負担なく処理しております。 
 

 

45 

未記入 未記入 未記入 ③関係資料 令和４年度歳入歳出当初予
算および決算資料（参考）と維持管理（設
備）項目がリンクしていないのは何故か 
 
１ 警備関係 
○3関係資料２ページ 委託料には内訳と
して夜間機械警備との項目があるが、パ
トロール業務及び夜間機械警備以外の警
備についての記載がなく、委託料の有無
や取り扱いが不明確である。 
○1募集要項２ページ（２）施設の維持管
理に関する業務には警備業務、パトロー
ル業務があるが、警備業務が夜間機械警
備のみのことを指しているのか不明確で
ある。 
○2仕様書３ページにパトロール業務、４

 
１警備関係 
関係資料の委託料「夜間警備」は、仕
様書 4ページキ 警備業務①警備業務
仕様書（別紙９）に係る委託料です。 
募集要項 2ページの（2）施設の維持管
理に関する業務のカ「警備業務」にあ
たり、機械警備のみを示しています。 
仕様書 3ページに記載のあるアのパト
ロール業務は、管理運営上の施設内の
巡回業務となります。 
 
２消防設備に係る保守点検業務 
関係資料 2ページの委託料「防火設備
保守点検業務」は仕様書 20ページの別
紙 9「消防用設備等保守点検仕様書」の
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ページに警備業務、２４、２５ページに
機械警備に係る仕様書が掲載されてい
る。４ページの警備業務についての記載
を確認すると、人的警備と夜間機械警備
双方が指定管理業務であるのかが不明確
である。 
２ 消防設備に係る保守点検業務 
○3関係資料２ページ 委託料には内訳と
して防火設備保守点検等業務という記載
がある。 
○1募集要項２ページ（２）施設の維持管
理に関する業務には施設・設備点検業務
という記載があるが、防火設備の保守点
検等の業務が含まれるのかが不明確であ
る。 
○2仕様書２０ページには消防用設備等保
守点検仕様書が記載されている。 
仕様書の記載内容からして、○3関係資料
２ページ 委託料 防火設備保守点検等
業務に消防設備保守が含まれるとする
と、金額が過度に低廉であると思われる。 
 ３ 清掃に関すること 
○3関係資料２ページ 委託料には内訳と
して窓口受付事務・日常清掃業務等と、
ガラス清掃という記載がある。 
○1募集要項２ページ（２）施設の維持管
理に関する業務には清掃業務という記載
があるが、 
日常清掃業務・ガラス清掃業務を総称し
て表記しているのかが不明確である。 
 

業務に係る委託料であり、募集要項及
び仕様書に記載のある施設の維持管理
に関する業務に含まれます。 
委託料については、現行委託は点検の
みの実施であり、修繕等が発生した場
合は、別途必要な額となります。 
 
３清掃に関すること 
仕様書に記載のある清掃業務を全てま
とめて清掃業務と表記しております。 
 
 

46 

募集要項 ７ペー
ジ 

 

７ 経理に
関する事項 

(1)指定管理経費 ウ維持管理運営費用
について、その他経費等とはどのような
経費のことをいうのか。  

募集要項 22ページ、別紙様式 5 玉村
町社会体育館に関する収支予算書に記
載のあるその他経費（委託料、賃借料、
保守管理費、原材料費、備品購入費、
諸経費等）を想定しておりますが、必
要に応じて計上してください。 
 

 

47 

仕様書 4ページ イ 清掃業
務 

「駐車場について、日常及び定期的に清
掃」との記載があるが、仕様書 １１ペ
ージ 清掃業務の仕様書には記載がな
い。駐車場の清掃は指定管理者業務に含
まれるのか。含まれるとした場合、現状
ではどのように清掃しているのか、委託
であれば費用を明示していただきたい。 
 

指定管理業務に含まれます。 
現状、駐車場に落ちているゴミの収集
及び軽微な除草を職員及び夜間・休日
窓口受付等業務委託業者が実施してお
ります。費用は夜間・休日窓口受付業
務等業務委託費に含まれております。 

 

48 

仕様書 11ペー
ジ 

別紙２ 
清掃及び樹
木植栽管理
業務仕様書 

清掃業務について、現状では委託してい
るのか。また、１日当たりの従事者数及
び所要時間を明示していただきたい。 

ガラス清掃のみ専門業者へ委託してお
ります。それ以外の日常清掃は、職員
及び夜間・休日窓口受付等業務委託業
者が実施しております。 
その他の清掃内容等は、質問№21の回
答をご参照ください。 

 

49 

仕様書 11ペー
ジ 

別紙２ 
清掃及び樹
木植栽管理
業務仕様書 

事務室、会議室、ロッカールーム、シャ
ワールーム、トイレ、健康相談室、放送
室について床面積を明示していただきた
い。また、器具室や倉庫が清掃対象とな
るのか。 

事務室 64.525㎡ 
第１会議室 87.312㎡ 
第２会議室 64.383㎡ 
ロッカールーム(男子)50.922㎡、（女
子）51.045㎡ 
シャワールーム（男子）16.892㎡（女
子）17.241㎡ 
トイレ（男子）16.550㎡、19.690㎡ 
（女子）18.260㎡、23.625㎡（多目的）
6.325㎡ 
健康相談室 17.937㎡ 
放送室 12.775㎡ 
 
清掃につきましては、施設（敷地内含
む）全てが対象となります。 
 

 

50 

仕様書 11ペー
ジ 

別紙２ 
清掃及び樹
木植栽管理
業務仕様書 

窓ガラスについて、現状ではどのくらい
の頻度で清掃しているのか。 

業務委託での清掃は、年 1回実施して
おり、日常の簡易なガラス清掃は、適
宜実施しております。 

 

51 

仕様書 11ペー
ジ 

別紙２ 
清掃及び樹
木植栽管理
業務仕様書 

清掃業務を履行するにあたり、作成が必
要な書類がある場合は内容及び現行の様
式を明示していただきたい。 
 

仕様書 6ページ（3）その他業務のカ、
業務報告書の作成の（ア）日次業務報
告書内に必要事項を記載してくださ
い。 
現行の委託事業者は、事業者の書式に
てご報告いただいております。 
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52 

仕様書 11ペー
ジ 

別紙２ 
清掃及び樹
木植栽管理
業務仕様書 

清掃業務全般についての留意事項を明示
していただきたい。 

留意事項については、特段ありません
が、清潔で良好な施設環境や利用者サ
ービスの向上を念頭に置き、業務の実
施をお願いいたします。 
 

 

53 

仕様書 11ペー
ジ 

別紙２ 
清掃及び樹
木植栽管理
業務仕様書 

清掃作業箇所ごとの作業内容を明示して
いただきたい。 

想定される作業につきましては、施設
内は、巡回時に発見した汚れのある箇
所は適正洗剤及びほうき、ブラシ、掃
除機等の適正な清掃用具を用いて、常
に清潔の保持に努めること。トイレ及
びシャワー室についても適正洗剤を用
いた洗浄や拭き清掃、ごみ処理等を行
い、衛生面において常に清潔な状態を
維持すること。 
また、適宜トイレットペーパーやハン
ドソープ、消毒液等の補充を実施する
こと。 
駐車場等は、投棄物やゴミの収集作業、
枯れ葉の回収や軽微な除草を実施する
こと。等が考えられます。 
 

 

54 

仕様書 20ペー
ジ 

別紙 6 
消防用設備
等保守点検
仕様書 

内容に、項目が 1～6で記載があるが、台
数や個数が記載されていないので明示し
ていただきたい。例：自動火災報知設備
の型式やメーカー及び感知器（煙及び熱）
の数 

設備の概要は以下のとおりです。 
 
・消火器 27本 
 
・火災報知設備（ホーチキ株式会社製） 
P型 1級複合盤 壁掛型 30回線 1台 
 
・感知器（ホーチキ株式会社製） 
露出型光電式スポット型 2種 23個 
露出型光電式スポット型 3種 2個 
露出型差動式スポット型 2種 58個 
露出型定温式スポット型防水型 1種 
１個 
露出型定温式スポット型防水型 特種 
15個 
差動式分布型 2種 10個 
 
・屋内消火栓（株式会社立売堀製作所
製） 易操作性 1号消火栓 埋込型 
4か所 
 
・非常用放送設備（株式会社 JVCケン
ウッド・公共産業システム製） 
型番 EM-K150-10 1台 
 
・誘導灯設備（パナソニック株式会社
製） 
品番 FA20312 6か所 
品番 FA20322 1か所 
 
・防火扉 1か所 
 

 

55 

仕様書 20ペー
ジ 

別紙 6 
消防用設備
等保守点検
仕様書 

今回、長期修繕完了後に引渡しを受けた
ＬＥＤ化に伴う消防用設備等の詳細を開
示していただきたい。 
 

質問№54の回答欄をご参照ください。  

56 

仕様書 21ペー
ジ 

別紙 7 
建築物定期
報告および
防火設備定
期検査報告
業務 

建築物定期検査（毎年）および建築物定
期調査（３年に１度）のことでよいのか。 
※群馬県は実施不要で任意点検になり、
届け出はできないが、それで差し支えな
いか。 
 

報告先である群馬県前橋土木事務所建
築係に確認したところ、「調査および報
告書の提出は必要」との回答がありま
したので、仕様書のとおり、実施をお
願いします。 

 

57 

仕様書 21ペー
ジ 

別紙 7 
建築物定期
報告および
防火設備定
期検査報告
業務 

区分（防火扉なのかシャッターか）及び
台数を開示していただきたい。 
1，防火扉ならば、片開きもしくは両開き
のどちらか 
2，防火シャッターならば、電動か手動の
どちらか 
3，高所作業を伴う作業はあるか否か 
 

防火設備については、片開きの防火扉 1
か所となります。 
高所作業はありません。 

 

58 

仕様書 24ペー
ジ 
 

別紙 9 
警備業務 

現行の警備会社は、町側と何か年の契約
を締結しているのか。また、指定管理者
側で独自に契約するとした場合、違約金
が発生するのか。 

説明会でも説明しましたが、仕様書に
も記載のあるとおり、今年度（令和 4
年）から 6年度末までの 3か年の契約
となっております。 
現契約解除の場合の違約金につきまし
ては、現行事業者と協議することにな
るかと思いますが、機械の撤去費用等
を含めた負担が発生する可能性はある
ものと想定されます。 
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59 

仕様書 24ペー
ジ 
 

別紙 9 
警備業務 

記載内容からすると、機械警備のみに読
み取れる。①募集要項Ｐ２（2）施設の維
持管理に関する業務の「ア」パトロール
業務とは何をするのか。警備業の認定を
受けた法人が警備をする必要があるの
か。「カ」警備業務とは切り離して、運営
管理の方で「ア」を兼務されることは 
可能か。 
 

ご質問のパトロール業務は、仕様書 3
ページ（2）施設の維持管理に関する業
務のアに記載のある施設内の巡回業務
を実施していただくことになりますの
で、仕様書「警備業務」とは別の業務
となります。 
 

 

60 

関係資料 2～4ペ
ージ 

 委託料夜間機械警備に上記で含まれるの
は「カ」のみが表記されているのか。 

お見込みのとおり。  

61 

関係資料 2～4ペ
ージ 

 委託料夜間機械警備とあるがパトロール
業務の項目はないが何故か。 
 

仕様書別紙 9「警備業務」に記載のある
とおり、機械警備のみの実施となりま
す。 
 

 

62 

関係資料 2～4ペ
ージ 

 今年度予算の委託費のうち、窓口受付業
務と日常清掃業務等の金額内訳を明示し
ていただきたい。 
 

今年度より、夜間・休日窓口受付業務
と日常清掃業務を一体で業務委託して
おりますので、内訳はございません。 

 

63 

関係資料 2～4ペ
ージ 

 委託料防災設備保守点検業務に消防設備
保守は含まれるのか。含まれるのであれ
ば、内訳を開示していただきたい。なお、
消防設備保守が含まれるとすると想定困
難な金額であるとみられる。 
 

現行委託業務は、点検のみの業務とな
っておりますので、保守については含
まれておりません。 

 

64 

関係資料 2～4ペ
ージ 

 現状で設置されている備品の内訳を明示
していただきたい。 

質問№31の回答欄をご参照ください。  

65 

関係資料 2～4ペ
ージ 

 今年度中に購入を予定している備品の内
訳を明示していただきたい。 

ランニングマシン 1台。  

66 

関係資料 2～4ペ
ージ 

 自動扉の型番について、ＤＳＮ－１５０
でしょうか、それともＤＳ－２１でしょ
うか。 
台数も明示していただきたい。 
 

仕様書に誤りがありましたので訂正い
たします。 
現在設置している自動扉の機種及び台
数は下記のとおりです。 
DSN-150 2台 
DSN-75 １台  合計 3台 
 

 

67 

未記入 未記入 その他 弊社は昨年４月１日にグループ会社を吸
収合併している。定款、登記事項証明書、
過去３ヵ年の貸借対照表、損益計算書及
び財産目録について、消滅会社分も提出
の要否。 
 

消滅会社に係る財務書類（直近 2年分）
を提出願います。 

 

 


