
令和３年５月３１日 

 

公募型プロポーザル参加予定者 様 

 

市民交流センター指定管理候補者選定に関する公募型プロポーザルの内容について質問があり

ましたので、以下の通り回答します。 

 

No. 質問項目 回答内容 

1 募集要項 p.1 

 

「境港市民交流センター条例（令和３年境港市条例第８

号）」を提示してください。公募資料、市の例規集、市ホー

ムページなどを見ても提示されていません。 

条文を市ホームページの指

定管理候補者募集ページに

掲載します。 

2 募集要項 p.3表中 

 

選定スケジュールについてですが、指定管理者の指定はい

つの市議会で決定となるのでしょうか？ 

令和３年９月議会で議決予

定です。 

3 募集要項 p.4 3（６）2）、p.5 3（７）3）② 

 

p.5 で申請書類の著作権は申請者にあるとされており、申

請書類には境港市情報公開条例第７条（３）アの情報が多

分に含まれていると考えます。申請書類の情報公開につい

ては、申請者に確認することなく全面公開となりますか？

競争上の優位性の観点からお答えください。 

申請者に確認することなく

全面公開することはありま

せん。 

4 募集要項 p.4 （５）、１）、② 

 

（カ）正味財産増減計算書を弊社は作成しておりませんの

で、損益計算書、貸借対照表、監査報告書を含む決算書で

よろしいですか？ 

差し支えありません。 

5 募集要項 p.4 （５）、１）、② 

 

（ク）「法人等の所在地における市民税」とありますが、税

目は法人市民税と法人事業税の２つでよろしいですか？

（弊社の管轄では完納証明は出ません） 

差し支えありません。 

6 募集要項 p.4 （５）、１）、④ 

 

見積書については、他の１０部（正本１部、副本９部）の

ファイルとは別に正本１部提出するということでよろしい

ですか？ 

見積書の正本１部を提出し

てください。 

7 募集要項 p.5 ３（９） 名称は非開示です。 



 

選定順位を公表する際に、不選定となった団体の名称を開

示しますか？ 

8 募集要項 p.6 評価項目と配点 

 

カフェ提案の加算点はどの項目に加算され、それは最大何

点ですか？ 

「評価項目１１ 管理運営

の基本方針の実現」の評価

項目の一つです。見積額の

採点以外は、全て同じ配点

としています。 

9 募集要項 p.6 ４（１） 

 

指定管理候補者選定委員会の委員のメンバー構成、人数、

属性等について開示ください。 

委員総数は６名で、市職員

からの委員２名、外部から

の委員４名の構成です。 

10 募集要項 p.6 ４（１） 

 

指定管理候補者の選定プロセスに関与する外部のコンサル

タントや組織等は存在しますか？ 

存在しません。 

11 募集要項 p.7 指定管理者が行う業務の範囲 

 

文化・芸術・交流に関する業務にある①、②、③の３つの

定義を詳細に開示ください（どういう条件を満たせばどの

事業に分類できるか）。 

①、②に関しては、鑑賞のみ

でなく、市民が参加・体験で

きるプログラムについても

提案してください。③に関

しては、管理運営計画に掲

げる「交流」というキーワー

ドを実現するための取組を

提案してください。 

12 募集要項 p.7 指定管理者が行う業務の範囲 

 

開館準備業務の内容について詳しく教えてください。 

スタッフ研修、オペレーシ

ョン確認、各種契約、備品準

備、事前予約受付業務等、令

和４年７月の開館に向けた

業務全般です。令和４年３

月３１日までの開館準備業

務については、指定管理者

に別途業務委託します。 

13 募集要項 p.7 6（１）、p.8～9 8（１）※・（２）５）、様

式第 3号 

 

募集要項 p.8～9及び様式第 3号にある「自主事業」とは、

p.7に記載される「文化・芸術・交流に関する業務」を指す

と考えてよろしいですか？ 

ご指摘のとおりです。 

14 募集要項 p.7 6指定管理者が行う業務の範囲 （1）文化・

芸術・交流に関する業務 

具体的な予定はありませ

ん。 



 

現在、市が主催、共催し実施している芸術文化等の事業で、

交流センター設置後に当該施設で継続して行うべき事業が

ありましたらご教示ください。 

15 募集要項 p.7 6指定管理者が行う業務の範囲 （2）運営

に関する業務 ③開館式典開催業務 

 

開館式典開催業務は指定管理者の裁量のもと一から企画す

るものでしょうか？それとも市の主導のもと、何らかの形

で協力させていただくものでしょうか？ 

前者の場合、自主事業の一つとして実施する認識でよろし

いでしょうか？ 

後者の場合、予定で構いませんので、集まる人数、時間、

イメージしている主要なイベント内容、実施場所、実施回

数など詳細をご教示ください。 

市と指定管理者との協働で

行います。市との役割分担

等、詳細については、業務委

託の際に別途協議します。 

◆実施場所：市民交流セン

ター 

◆実施回数：１回 

◆時間：未定 

◆イベント：未定 

◆人数：ホール（８０８席）

での一般観覧 

16 募集要項 p.8 8 経費に関する事項 

 

指定管理料の上限を積算した際の、利用料金収入積算額を

開示ください。  

利用料金その他の収入見込

額は１４，８１８千円です。 

17 募集要項 p.8 8 経費に関する事項 

 

「※指定期間中に、「８ 経費に関する事項の（２）の４）

人件費」の算出根拠が下がった場合、指定管理委託料を変

更する場合があります。」とありますが、これは積算時と比

し、最低賃金が下がるなど世の中の給与水準が下がったケ

ースを想定しているのでしょうか？ 

舞台運営担当２名（常勤）及

び舞台技術１名（委託）を含

む６名分（常勤５名＋委託

１名）の人件費相当を指定

管理委託料に算定していま

す。職員が想定人数より大

幅に少ない場合や給与額が

想定より大幅に低額な場合

を想定したものです。 

18 募集要項 p.8 8 経費に関する事項 

 

「災害その他不可抗力に起因する場合は、指定管理者と協

議するものとします。」とありますが、感染症等の流行に伴

う利用料金等の減収は協議対象になりますか？ 

新型コロナウイルス等の感

染症流行も要因と見做しま

す。 

19 募集要項 p.8 8 経費に関する事項 

 

精算方式とする「８ 経費に関する事項の（２）の２）」に

は「委託費」は含まれません。これは、精算をすると明示

されている「修繕費」との理解でよいでしょうか？それと

も、「８ 経費に関する事項の（２）の１）委託費」を指す

ものでしょうか？ 

（２）１）委託費の誤りです

ので、訂正します。委託費に

いては、施設維持管理に要

した実費を精算します。 



前項が「８ 経費に関する事項の（２）の１）委託費」を

指す場合、委託費に含まれている業務を、直接指定管理者

が実施する場合の精算の取り扱いについてご教示くださ

い。 

20 募集要項 p.8 8 経費に関する事項（１） 

 

指定管理料の積算根拠をご教示ください。 

指定管理料の積算根拠は非

公開です。 

21 募集要項 p.8 8 経費に関する事項（１）※、施設維持管

理業務の基準 

 

委託費５１,０００千円の積算根拠（施設維持管理業務の基

準にある業務の内訳）をご教示ください。 

市民交流センターは、新築

の建物であり、委託費の正

確な積算が困難なため、同

規模の施設で想定される平

均的な額を計上している。 

22 募集要項 p.8 8 経費に関する事項（１） 

 

委託費は精算方式となっていますが、予算と決算の差異を

全て精算するという意味ですか？ご教示ください。 

１９のとおり。 

23 募集要項 p.8 8 経費に関する事項 16 行目 『※指定期

間中に、「8 経費に関する事項の（2）の 4」人件費」の算

出根拠が下がった場合、指定管理委託料を変更する場合が

あります。』 

 

「算出根拠が下がった場合」について具体例をご教示願い

ます。企業努力によって削減した人件費（時間外勤務の抑

制等）についても該当しますでしょうか？ 

１７のとおり。 

24 募集要項 p.8 8 経費に関する事項 （1）指定管理委託料

の上限 

 

委託費については精算方式とありますが、清掃業務を委託

ではなく、清掃員を直接雇用した場合の取り扱いについて

ご教授下さい。 

直接雇用する清掃員につい

ては、人件費に含めます。 

25 募集要項 p.8 8 経費に関する事項 （1）指定管理委託料

の上限 

 

人件費の算出根拠をご提示ください。 

１７のとおり。 

26 募集要項 p.8 8 経費に関する事項 （2）指定管理料に含

まれるもの 2）事務費 

 

事務費の中に光熱水費がありませんが、指定期間中の３年

間は市が負担するという認識でよろしいでしょうか？ 

光熱水費は、市の負担とし

ます。 

27 募集要項 p.8～9 8（１）※・（２）５）、様式第 3号 特にありません。 



 

自主事業の事業本数などの目途がありましたらご教示くだ

さい。 

 

28 募集要項 p.9 （２）２）事務費 

 

リース料は、賃借料に含まれますか？ご教示ください。 

リース料は賃借料に含まれ

ます。 

29 募集要項 p.9 （２）２）事務費 

 

雑費・新聞図書費・被服費・交際費・諸会費・研修費等、項

目を適宜追加してよろしいでしょうか？ご教示ください。 

差し支えありません。 

30 募集要項 p.9 8（２）2）p.11 10 ３）、p.12 

 

指定管理者リスクとなる修繕について、P.9、11では、「１

件あたり５０万円未満」とありますが、P.12のリスク分担

表では「１件あたり３０万円未満」とあります。正しいの

はどちらですか？または修繕の内容が異なるのでしょう

か？ 

５０万円の誤りですので、

訂正します。 

31 募集要項 p.9 8（２）2）p.11 10 ３）、p.12、様式第 3

号 

 

修繕費については１件の上限額は提示されていますが、収

支予算書に見込むべき修繕費総額の目安をご教示くださ

い。 

年間の修繕費は、５０万円

を見込んでいます。（新築の

施設であり、多数の修繕は

生じない想定です） 

32 募集要項 p.9 （３）５）諸収入 

 

コピー代・チケット販売手数料・自販機販売収入等、具体

的な項目を、ご教示ください。自販機の設置が許可される

場合、その台数、条件、行政財産目的外使用料等をご教示

ください。 

自主事業による収入、自家

発電機用灯油の売払い金が

主な想定です。 

33 募集要項 p.9 （３）６） 

 

利用料金や利用促進の参考のため、次の資料を開示してく

ださい。 

① 前身の境港市民会館通常開館時の３年分の利用料金
収入 

② 境港市民会館通常開館時の３年分の施設別利用率
（日数、区分など利用率の基準及び母数もご教示く

ださい） 

③ 境港市民会館の利用料金一覧 

別紙資料のとおりです。 



34 募集要項 p.9 ８（６）利用促進の取組 表中『目標稼働時

間』 

 

市民ホール、会議室目標稼働時間の算出根拠をご教示願い

ます。 

年間開館日３５９日のうち

１日平均３時間の目標稼働

時間としています。 

35 募集要項 p.9 ８（６）利用促進の取組 表中『目標稼働時

間』 

 

記載されている時間での基準値のほか、日数・区分・件数

など基準とすべき施設ごとの利用率（日数、区分数、利用

件数など）もご提示ください。 

３４のとおり。 

36 募集要項 p.9 ８（７）1） 

 

境港市民交流センター条例別表の利用料金表を開示してく

ださい。（または条例全文開示） 

条文を市ホームページの指

定管理候補者募集ページに

掲載します。 

37 募集要項 p.10 ８（７）２） 

 

境港市民交流センター条例第 16 条の減免規定を提示して

ください。（または条例全文開示） 

条文を市ホームページの指

定管理候補者募集ページに

掲載します。 

38 募集要項 p.10 9協定に関する事項 （1）基本的な考え方 

 

条例第 8 条の条文をご教示願います。（または条例全文開

示） 

条文を市ホームページの指

定管理候補者募集ページに

掲載します。 

39 募集要項 p.10 8経費に関する事項 （7）利用料金の取扱

い 2）利用料金の減免 

 

年間の減免額はいくら位を想定されておりますのでしょう

か？ 

減免額の見込は不明です。 

40 募集要項 p.14 13（４）職員 

 

「職員のうち半数以上を目標に市内在住者からの雇用に努

めてください。」とありますが、設備員、清掃員、舞台管理

者等の常勤委託先もこの条件に含みますでしょうか？ 

設備員、清掃員、舞台管理者

等の常勤委託先もこの条件

に含みます。 

41 募集要項 p.14 13（５）カフェ運営の提案 

 

カフェスペースの図面等の資料を希望します。 

別途提供します。 

42 募集要項 p.14 13（５）カフェ運営の提案 

 

カフェに関し、市で準備いただける内装、調理器具、什器

等を明示し、指定管理者が負担しなければいけない範囲を

別途明示します。 



明確化してください。 

43 募集要項 p.14 13（５）カフェ運営の提案 

 

指定期間（契約期間）が３年で、カフェ部分に関し大きな

投資を実施することは困難です。何らかのリスク軽減補助

策はありますか？ 

カフェ運営に必要な最低限

の機器等は、市で準備しま

す。ランニングコストを含

めそれ以外の経費は、事業

者の負担となります。 

44 募集要項 p.14 13（５）カフェ運営の提案 

 

カフェ運営は指定管理業務の範疇ですか、範囲外ですか？

後者の場合、行政財産使用許可等取得の手続きは必要でし

ょうか？その場合、費用はいくらかかりますか？ 

カフェスペースも含めて施

設管理を指定管理者に委託

しますが、カフェ運営は指

定管理業務外となります。 

45 募集要項 p.14 13（５）カフェ運営の提案 

 

カフェを委託する場合、施設使用料の設定は、指定管理者

に任せられますでしょうか？ご教示ください。 

カフェ施設使用料の設定

は、指定管理者にお任せし

ます。 

46 募集要項 p.14 13（５）カフェ運営の提案① 

 

カフェの運営について提案する場合は、様式第 2 号、第 3

号とは別途、提案書を提出するということですか？ 

ご指摘のとおりです。 

47 募集要項 p.14 13（５）カフェ運営の提案② 

 

カフェ運営に関する経費の範囲を、具体的にご教示くださ

い。 

４３のとおり。 

48 募集要項 p.14 13（５）カフェ運営の提案② 

 

カフェ運営の経費は、指定管理委託料には含めないとあり

ますが、収入も同様の扱いとなりますでしょうか？ 

ご指摘のとおりです。 

49 施設概要書 2 

 

A-2.設計主旨（3）にある「自衛隊による定期コンサート」

等は、「募集要項 P.7 6 指定管理者が行う業務の範囲（1）

文化・芸術・交流に関する業務」の範囲内で行う想定でし

ょうか？もしくは、別途市が主催して実施されるのでしょ

うか？ 

「自衛隊による定期コンサ

ート」は、自衛隊による主催

事業です。 

50 平面図 

 

「募集要項 １ 募集する施設の概要 （5）施設等の概要 

施設の内容」に含まれる「リハーサル室兼小会議室」およ

び「和室」については平面図に記載がありませんので図示

をお願いします。 

窓口で設計図書を閲覧して

ください。 



51 別添 施設維持管理業務の基準 

 

直営となる図書交流広場部分にかかる維持管理業務も指定

管理者が実施するという認識でよろしいでしょうか？ 

図書館維持管理について

は、清掃以外の維持管理業

務は指定管理者が行いま

す。 

52 別添 施設維持管理業務の基準 建築設備保守点検 

 

各業務項目について、メーカー名、機種・規格、数量につ

いて、ご教示ください。 

現在、確定していません。 

53 別添 施設維持管理業務の基準 舞台設備保守点検 

 

各業務項目について、メーカー名、機種・規格、数量につ

いて、ご教示ください。 

舞台設備の設置（点検）業者

は以下の通りです。 

【会社名】 

（株）サンケンエンジニア

リング（大阪支店） 

【住所】   

大阪府吹田市芳野町 2-8 

【TEL】 

06-6338-8052 

54 別添 施設維持管理業務の基準 ピアノ保守点検 

 

メーカー名、機種・規格、数量について、ご教示ください。 

スタインウェイ D-274（フル

コン） 

【会社名】 

（有）西川ピアノ調律所 

【住所】 

鳥取市西町 4丁目 421 

【TEL】 

0857-23-8766 

 

ヤマハ CF-ⅢS（フルコン） 

【会社名】 

平田ミュージックトミヤ楽

器店 

【住所】 

米子市道笑町 1丁目 34 

【TEL】 

55 別添 施設維持管理業務の基準 清掃業務 

 

対象となる床・ガラス等の材質・面積等を、ご教示くださ

い。 

設計図書より想定している

面積として硬質床材仕様は

約２,０４０㎡、弾性床材仕

様は約１,６６２㎡、カーペ

ットは約１,３５１㎡、外部

ガラスは約８６９㎡、内部

ガラスは約５５３㎡、鏡は



約３２㎡です。 

56 別添 施設維持管理業務の基準 機械警備装置および防犯

カメラ 

 

メーカー名、機種・規格、数量について、ご教示ください。 

◆機械警備装置：機種・規格

未定、数量２台 

◆防犯カメラ： 

57 別添 施設維持管理業務の基準 ホール・舞台施設設備操

作管理 

 

「ホール原則３名」とは、ホール稼働時３名で対応が原則

という意味でしょうか？ご教示ください。 

「常駐管理者１名」とは、ホール非稼働時にも１名は常駐

するという意味でしょうか？ご教示ください。 

舞台運営担当２名（常勤）及

び舞台技術１名（委託）を含

む６名分（常勤５名＋委託

１名）の人件費相当を指定

管理委託料に算定していま

す。市民交流センターのホ

ールを安定的に運営してい

くために、原則３名のホー

ル担当配置が必要であると

考えています。 

58 別添 施設維持管理業務の基準 ホール・舞台施設設備操

作管理 

 

ホール・舞台施設操作管理について、利用料金に含まれる

舞台操作人員は３名ということですか？それを越える増員

については利用者負担ということでよろしいですか？ 

５７のとおり。 

59 様式第 3号 

 

自主事業予算書における「総経費」とは何を示すものでし

ょうか？ 

事業費のことです。 

60 様式第 3号 

 

自主事業予算書における収入の部の「委託料」とは何を示

すものでしょうか？可能であれば例示でご教示ください。 

指定管理委託料のことで

す。 



61 様式第 3号 

 

様式第３号に関する前述の２つの質問とも関連しますが、

各項目名が示す内容がわかりにくいため、以下のイベント

を例に様式への記入方法をご教示ください。 

（事業内容：コンサート、収入の部：チケット単価 1000円、

販売枚数 500 枚、チケット収入合計（チケット単価×販売

枚数）50万円、支出の部：イベンターへの委託料 100万円、

広報宣伝費 20万円、著作権料 5万円、その他 5万円、支出

合計 130万円、収支差：マイナス 80万円）。 

 

事

業

名 

①募集対象 自主事業予算額 

②募集人数  

総

経

費 

収 入 支 出 

③１人当た

り参加費 

委

託

料 

参

加

費 

講

師

謝

金 

材

料

費 

そ

の

他 

        

       

       

        
 

事業名の欄に「コンサー

ト」、①・②にはコンサート

の募集対象・人数、③には

１，０００円との記載にな

ります。 

収入・支出の内訳について

は、様式を適宜修正し、質問

に記載のある内訳を記載い

ただいて差し支えありませ

ん。 

62 様式第 3号 

 

項目の中で、「管理費」「事務経費」については、要項本文

の中に記載はありませんが、その内容について、ご教示く

ださい。 

指定管理委託料上限額７

８，４００千円うち、委託費

５１，０００千円の他に、事

務費、一般管理費、自主事業

費を計上しています。 

63 様式第 3号 

 

様式第６号では、消費税は含めないとなっていますが、様

式第３号は、含めるのでしょうか？租税公課もありますの

で、含めて記載する方がよろしいかと思います。ご教示く

ださい。 

様式第３号は、消費税を含

めた額で記載してくださ

い。（様式第６号には、消費

税を含めない額を記載して

ください。） 

64 様式第 6号 （注 2） 

 

「経費負担の内訳」とは、「様式第３号」と、どう異なるの

か、ご教示ください。 

経費負担の内訳について

は、様式第３号の提出をも

って替えることができま

す。 

65 その他 

 

施設の予約受付は、いつから、どの機関が主体で開始する

予定ですか？ 

開館６ヶ月前から指定管理

者が予約受付を行います。 

66 その他 令和４年３月３１日までの



 

令和４年７月開館で、同年４月に指定管理業務開始という

ことですが、前倒しの開館準備業務が発生すると思われま

す。（広報宣伝、予約受付、備品準備、開館記念事業準備な

ど）これらの業務は、指定期間開始後に開始するというこ

とですか？市が直接行い、指定期間開始時に引き継ぐかた

ちですか？それとも別途委託契約等を締結して前倒しで実

施することになるのでしょうか？ 

開館準備業務及び開館式典

開催業務については、指定

管理者に別途業務委託しま

す。開館式典開催業務には、

式典の準備業務も含まれま

す。市との役割分担につい

ては、業務委託の際に別途

協議します。 

67 その他 

 

施設（ホール、諸室）に導入予定の備品一覧をご提示くだ

さい。 

使用料が必要な備品につい

ては、規則別表に記載して

います。その他は主に机・椅

子です。 

 


