
津市久居アルスプラザの指定管理者公募に係る質問回答（1回目、平成30年10月31日）

№ 文書名 頁 質問項目 質問内容 回　　答

1 募集要項 表紙 施設名 アルスプラザの名称決定経緯と由来について開示ください。 津市ホームページに掲載しています。

2 募集要項 2
5　指定管理者の業務に要する経費等
　(1)指定管理者の収入と支出

収入の主な項目中に「助成金」がありますが、これは指定管理者が
自ら独自に申請するのでしょうか。また、何らかの助成金が交付さ
れる場合、その全額が指定管理者の収入となるのでしょうか。

指定管理者が申請するものを指しています。
指定管理者が申請し、助成を得られた場合には、指定管理者の収入となります。

3 募集要項 2
5　指定管理者の業務に要する経費等
　(1)指定管理者の収入と支出

事務費における、備品等の設置に係るイニシャルコストに関して、
ここでいう備品とはどのようなものを想定されていますか。募集要
項 別紙1の2019年度支出に記載のホームページ開設、施設予約シス
テム導入、機械警備導入の各費用を指しているのでしょうか。

募集要項の別紙１に参考として示している事務費や維持管理費の内訳を参照してくだ
さい。

4 募集要項 3
5　指定管理者の業務に要する経費等
　(2)利用料金制の採用

「公平性を確保した上で市場ニーズを踏まえて料金を設定」とあり
ますが、その根拠はどのようなものと想定されていますか。

応募者の提案事項と捉えています。

5 募集要項 3
5　指定管理者の業務に要する経費等
　(3)管理運営経費の取扱い
　　イ　指定管理者の精算

収支計画を上回る利益があった場合には、利益の一部を還元するこ
ととありますが、上回った場合に該当する基準となる額と、そのう
ちの何パーセントを還元する必要があるのかご教示ください。

いずれも応募者の提案事項と捉えています。

6 募集要項 4

5　指定管理者の業務に要する経費等
　(3)管理運営経費の取扱い
　　イ　指定管理料の精算
　　　(ｳ)利用料金収入減免分(マイナス分)

減免対象となる団体および減免率について決定していれば開示くだ
さい。未決定の場合には、どのような団体を対象とする予定である
かの方向性をお教えください。

減免の判断基準は、団体ではなく、事業内容としており、基準及び減免率は、要求水
準書の別紙１のとおりです。（全額減免：備品や空調等も含めた利用料の全額。半額
減免：備品や空調等も含めた利用料の半額。施設利用料のみ全額減免：備品や空調
等を除く利用料。）なお、減免の適用については、事前に津市の承認を得てから行うも
のとしています。

7 募集要項 4

5　指定管理者の業務に要する経費等
　(3)管理運営経費の取扱い
　　イ　指定管理料の精算
　　　(ｴ)自主事業の収支補填分

自主事業の補填額として年間30,398千円が見込まれており、これを
下回ることのないようにとありますが、これは、指定管理者が独自
に行う自主事業と募集要項・要求水準書に基づき行う自主事業の合
算された収支差額として考えれば宜しいのでしょうか。

募集要項・要求水準書に基づき行う自主事業の収支補填額です。津市指定管理者制
度運用等指針に基づく自主事業は、独自採算となります。

8 募集要項 4

5　指定管理者の業務に要する経費等
　(3)管理運営経費の取扱い
　　イ　指定管理料の精算
　　　(ｴ)自主事業の収支補填分

自主事業の補填額の積算根拠について開示ください。 提案内容に先入観を与える可能性があるため、非公表とします。

9 募集要項 4

5　指定管理者の業務に要する経費等
　(3)管理運営経費の取扱い
　　イ　指定管理料の精算
　　　(ｴ)自主事業の収支補填分

表に記載のある補填額を上回る提案が可能でしょうか？ 可能です。

10 募集要項 5
5　指定管理者の業務に要する経費等
　(4)消費税率の引き上げに関する取扱い等

収支計画書の作成においては、すべて税率10%で計算とのことです
が、来年度10月から10%に引き上げられた場合、4-9月までは全項目
において8%で計算し直すということでしょうか。

お見込みのとおりです。また、改正後における経過措置等が図られた場合も同様で
す。
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津市久居アルスプラザの指定管理者公募に係る質問回答（1回目、平成30年10月31日）

№ 文書名 頁 質問項目 質問内容 回　　答

11 募集要項 5 6　関係法令

津市図書館に関する条例、同施行規則が含まれていますが、その根
拠をお示しください。なお、要求水準書23頁に「情報ラウンジにお
いて文化芸術に関する書物を提供」とありますが、図書館機能を想
定されているということでしょうか。

当該条例と規則を含めているのは、津市久居アルスプラザに隣接する津市久居ふるさ
と文学館との連携を要求水準書に求めていることによるものです。

12 募集要項 6 8　津市と指定管理者との責任の分担
建設業者からの引き渡し、備品納入の遅れ等に伴い発生する損失に
ついてのリスクは市の負担でしょうか？

損失の内容にもよりますが、津市側が起因となり発生した損失については、津市の負
担になるものと考えています。

13 募集要項 8 10　選定スケジュール
第2回の質問は第1回の回答に対する再質問に限るとありますが、こ
れは第1回目で自社が行った質問回答に限られるのでしょうか。

他者が行った質問に関する再質問は可能ですが、津市からの回答に対する再質問に
限ります。

14 募集要項 8 10　選定スケジュール

スケジュールにH31年度5月上旬「問い合わせ窓口開設」との記載が
ありますが、専用の電話窓口などを開設するわけではなく、水準書
に記載の「準備業務に係る人員配置」の館長などが対応するとの理
解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

15 募集要項 9
11　応募の手続き
　(2)説明会の開催

今回の申請にあたっては、説明会への参加が応募条件となるので
しょうか。

説明会への参加は応募条件ではありません。

16 募集要項 9
11　応募の手続き
　(2)説明会の開催

応募に当たっては、説明会の参加が必須かご教示ください。 説明会への参加は応募条件ではありません。

17 募集要項 11
11　応募の手続き
　(5)応募書類の提出
　　オ　提出書類

（ア）・（イ）・（ウ）の書類をインデックスを用いるなどして一
つのフラットファイルに閉じることは可能でしょうか。

部数が違いますので、募集要項に記載のとおり分けて提出してください。

18 募集要項 12

11　応募の手続き
　(5)応募書類の提出
　　オ　提出書類
　　　(ｲ)法人等に関する書類
　　　　⑤経営状況を説明する書類

事業報告書、決算関係書類について過去3年分の提出が要求されて
いますが、弊社は昨年、分社化をして設立されており、これらの書
類は1期分しか存在しません。それ以前の2か年分は分社前のもので
よろしいでしょうか？

分社前のもので結構です。

19 募集要項 12

11　応募の手続き
　(5)応募書類の提出
　　オ　提出書類
　　　(ｲ)法人等に関する書類
　　　　⑤経営状況を説明する書類

提出書類（法人等に関する書類）の内、財産目録を企業として作成
していない場合においては提出不要でよいでしょうか？

準ずるもの又は代わるものを提出してください。

20 募集要項 12

11　応募の手続き
　(5)応募書類の提出
　　オ　提出書類
　　　(ｲ)法人等に関する書類
　　　　⑦納税証明書

⑦本社所在地が東京の場合、法人事業税や法人県民税、法人市民税
などは、法人都民税に代わるものと理解しますが、最新の納税証明
書ということで、直近の1年度分の証明書を提出すれば宜しいで
しょうか。

「滞納（未納税額）がないこと」を証明するものを提出してください。これが無い場合は、
直近１年度分の納税証明書を提出してください。
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津市久居アルスプラザの指定管理者公募に係る質問回答（1回目、平成30年10月31日）

№ 文書名 頁 質問項目 質問内容 回　　答

21 募集要項 12

11　応募の手続き
　(5)応募書類の提出
　　オ　提出書類
　　　(ｲ)法人等に関する書類
　　　　⑦納税証明書

納税証明書について、「法人県民税・法人市民税」とございます
が、本社を東京都内に有する場合、「都民税」の提出でよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

22 募集要項 12

11　応募の手続き
　(5)応募書類の提出
　　オ　提出書類
　　　(ｲ)法人等に関する書類
　　　　⑦納税証明書

本社所在地および津市、三重県以外の場所に納税義務がある場合、
本社所在地および津市、三重県以外の納税義務地の証明書の提出も
必要かご教示ください。

必要ありません。

23 募集要項 12

11　応募の手続き
　(5)応募書類の提出
　　オ　提出書類
　　　(ｳ)事業提案に関する書類

事業提案に関する書類①～⑤までの書類に対して、別途添付資料を
盛り込むことは可能でしょうか。可能である場合、添付資料の枚数
制限をお教えください。

別途添付資料を盛り込むことはできません。

24 募集要項 12

11　応募の手続き
　(5)応募書類の提出
　　オ　提出書類
　　　(ｳ)事業提案に関する書類

事業提案に関する書類①～⑤までの書類には、図表や写真、グラフ
等を挿入しても宜しいでしょうか。

④収支計画書（様式13）を除き、図表や写真、グラフ等を挿入することは可能です。

25 募集要項 14

11　応募の手続き
　(5)応募書類の提出
　　カ　事業提案に関する書類の記載要領
　　　(ｳ)事業計画書
　　　　１　基本方針・成果目標
　　　　　(2)成果目標と自己評価

様式のフォームによりとありますが、フォームをお示しください。 募集要項で示している様式12－①のとおりです。

26 募集要項 14

11　応募の手続き
　(5)応募書類の提出
　　カ　事業提案に関する書類の記載要領
　　　(ｳ)事業計画書
　　　　２　実施体制・経営基盤
　　　　　(2)類似施設の実績

共同事業体での応募の場合、構成員ごとに作成しましたらよろしい
でしょうか。

構成員ごとに分けず、同じ表の中に一覧で示し、どの構成員の実績かが分かるように
してください。

27 募集要項 18

11　応募の手続き
　(5)応募書類の提出
　　カ　事業提案に関する書類の記載要領
　　　(ｵ)　地域経済への貢献
　　　　(2)収支計画書の特徴

「事業費に占める地元への発注額」と表にありますが、「事業費」
の定義、および、「地元」の定義について明確化をお願いします。
（市内、県内など）

「事業費」については、支出金額の総額としています。「地元」については、「市内（本社
や支店などが市内にある企業等）」としています。

28 募集要項 18
11　応募の手続き
　(6)提出書類の留意事項
　　ア　提出書類の著作権

応募を検討するにあたり、指定管理者に指定された事業者が策定し
た応募書類の著作権が強制的に市のものとなってしまう趣旨をお教
えください。

指定管理者の提出書類につきましては、津市における内部事務において、複製を行う
ことがあり、主にこれを可能とするために著作権を帰属するものとしています。

29 募集要項 18
11　応募の手続き
　(6)提出書類の留意事項
　　ア　提出書類の著作権

同様に応募を検討するにあたり、前質問に関連して著作権の移転
と、「提出書類の情報公開」に記載のある提案者の競争上の優位性
の是認の不整合に関し市の考えをお教えください。

要求水準書のとおり、提出書類の情報公開（外部への資料提供も含む）において、指
定管理者に指定された事業者に係るものも含め、提出書類には、提出者の競争上の
地位やその他正当な利益を侵害する恐れがあるものが含まれるものと考えるため、情
報公開等を行う場合は、提出者に確認することとしています。

30 募集要項 18
11　応募の手続き
　(6)提出書類の留意事項
　　ア　提出書類の著作権

弊社が作成する応募書類には、当社以外の第三者が著作権を有する
写真、図表等が複数含まれております。この場合も選定された場合
にはそれらも含め著作権が強制的に市のものとなるとの理解で良い
でしょうか？

当該指定管理者指定申請に係る提出書類につきましては、提案内容の性格上、第三
者の著作権や肖像権等を含むことも想定しており、これらを含めて全て津市に帰属す
ることはできないということもあるものと認識しています。このため、提出書類を使用す
る場合は、提出者に確認することとしています。
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津市久居アルスプラザの指定管理者公募に係る質問回答（1回目、平成30年10月31日）

№ 文書名 頁 質問項目 質問内容 回　　答

31 募集要項 19
12　指定管理者の選定
　(3)選定員会による審査及び選定
  (4)審査の日程等

一次審査合格者のみが二次審査へ進むと理解しましたが、二次審査
へは何団体が進める予定でしょうか。また、一次審査（12月中旬か
ら下旬）、二次審査（1月上旬から中旬）が予定されており、かつ
二次審査書類は3日前までに事務局提出とされております。年末年
始を挟むスケジュールであるため、より良い内容の資料作成が成せ
るようスケジュールのご配慮をお願いします。

二次審査の対象者数については、応募者数にもよるため未定です。また、一次審査と
二次審査の日程については、可能な限り配慮します。

32 募集要項 21 14　インセンティブとペナルティ
「評価」、「増減額の実施」のタイミングをもう少し具体的にお教
えください。2022年度を例に、どのデータをもって、いつ検討会が
実施され、どの支払額から増減額するのかご教示ください。

詳細については、今後設置する津市久居アルスプラザ管理運営検討会での意見も踏
まえ、整理していく部分がありますが、2022年度を例にしますと、2022年度の実績（利
用率や利用者アンケート結果、津市久居アルスプラザ管理運営検討委員会の事業評
価結果）を踏まえ、2023年度の指定管理料の増額や減額を行う予定です。

33 募集要項 22
14　インセンティブとペナルティ

(3)次期指定管理者選定等に向けたインセンティ
ブ・ペナルティ

他の市内文化施設の指定管理者選定時のインセンティブ及びペナル
ティの予定に関して、対象となる市内文化施設をご教示願います。
（現時点における予定でも構いません）

参考資料１－８「津市文化センター等整備運営方針」にありますとおり、津市久居アル
スプラザにおける指定管理者制度の導入状況を踏まえ、津リージョンプラザ及び白山
総合文化センターへの同制度の導入について整理するものとしています。

34
募集要項 別紙１
指定管理料の上限
額の内訳（参考）

― 支出
人件費において、正規職員が明記されていますが、これはローテー
ション勤務となるため、延べ人数としての解釈で良いのかご教示く
ださい。

ローテーション勤務を踏まえ、参考として想定した人数としていますが、人数は、応募
者の提案事項と捉えています。

35
募集要項 別紙１
指定管理料の上限
額の内訳（参考）

― 支出　維持管理費
舞台管理（5人常駐）との記載がありますが、設備管理要員を含め5
名との解釈で宜しいでしょうか。また、5名とは1日の勤務シフトを
作成する上での延べ人数との解釈で宜しいでしょうか。

舞台管理業務の人員の延べ人数として想定しています。
なお、設備管理要員（維持管理担当職員）は含んでおりません。（兼務できる場合を除
く）

36
募集要項 別紙１
指定管理料の上限
額の内訳（参考）

― 支出　維持管理費
舞台管理において、５人常駐、２０２０年２月～３月と記載してあ
りますが、それ以降も５人常駐と解釈して良いのかご教示くださ
い。

お見込みのとおりです。

37
募集要項 別紙１
指定管理料の上限
額の内訳（参考）

― Ⅰ　2019年度
支出項目それぞれの算出根拠（金額の内訳）を参考までにご教示く
ださい。

提案内容に先入観を与える可能性があるため、非公表とします。

38
募集要項 別紙１
指定管理料の上限
額の内訳（参考）

― Ⅱ　2020年度～2024年度
各年度の収入項目及び支出項目それぞれの算出根拠（金額の内訳）
を参考までにご教示ください。

提案内容に先入観を与える可能性があるため、非公表とします。

39
募集要項 別紙１
指定管理料の上限
額の内訳（参考）

― Ⅱ　2020年度～2024年度　支出
参考額として示されている自主事業収入額13,022千円は、募集要項
や要求水準書に基づく自主事業分のみの収入見込みとの理解で宜し
いでしょうか。

お見込みのとおりです。ただし、要求水準書のＰ13にあります「自主事業の事業分類
及び実施方針」の「（ア）創造事業」～「（オ）国内、国際交流事業」に関するものとして
います。

40
募集要項 別紙１
指定管理料の上限
額の内訳（参考）

― Ⅱ　2020年度～2024年度　支出
２０２０年度～２０２４年度支出で、維持管理費の各種業務の内訳
の記載がありますが、各業務ごとの業務料をご教示ください。ま
た、事務費の各項目ごとの金額もご教示ください。

提案内容に先入観を与える可能性があるため、非公表とします。
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津市久居アルスプラザの指定管理者公募に係る質問回答（1回目、平成30年10月31日）

№ 文書名 頁 質問項目 質問内容 回　　答

41 募集要項 別紙２
リスク分担表

― 法令等の変更

法令等の変更の箇所で、整備が必要となるもの以外は指定管理者の
負担となっておりますが、法令変更による設備点検の増加や仕様増
加が必要になった場合は、指定管理料の見直しを行い、貴市の負担
にして頂けないでしょうか。

リスク分担表でお示ししているとおりです。ただし、収支に著しい変動を与える場合は、
協議するものと考えています。

42 募集要項 別紙２
リスク分担表

― 税制度の変更

「消費税の税率等の変更」リスクは「分担（協議）」となっており
ますが、消費税の改定のリスクを指定管理者が負うこととする場
合、事業収支を圧迫し、事業運営に支障が生じる可能性が高くなり
ます。税制改定時のリスクについては、貴市にてご負担いただくこ
とを検討いただけないでしょうか。

消費税の税率等の変更内容によるため、別途協議するものとしています。

43
募集要項 別紙３
津市久居アルスプ
ラザ指定管理者評
価基準

6 9　地域経済への貢献
応募者が地元企業であれば、満点を取るとの理解で良いでしょう
か？その場合、共同事業体の場合、どのように評価するのか開示く
ださい。

応募いただいた法人等によるものではなく、あくまでも提案いただく内容で判断するも
のとしています。例えば、応募者となる市内業者が一部の業務を市外の法人等に外部
委託する場合は、その部分は、地元（市内）への発注額には含まれないものと考えま
す。

44
募集要項 別紙３
津市久居アルスプ
ラザ指定管理者評
価基準

6
9　地域経済への貢献
　(2)収支計画書の特徴

事業費に占める地元への発注額の割合とありますが、ここでいう事
業費とは、どのような費目を指すのでしょうか、具体的に項目をご
教示下さい。

管理運営業務に係る支出の総額です。

45
募集要項 別紙３
津市久居アルスプ
ラザ指定管理者評
価基準

6
9　地域経済への貢献
　(2)収支計画書の特徴

収支計画書の特徴として600点のうち5％に値する30点が配点されて
いますが、この評価は「予定」を無理やり定量化して実施されるも
のであり、「掛け声」ばかりで実が伴わない事業者を「掛け声」の
みで評価するものになりかねないと考えます。この点について津市
の考えをお教えください。

地域経済への貢献につきましては、収支計画書の特徴だけでなく、外部委託やテナン
ト管理、雇用など提案いただいた具体的な内容との整合性も踏まえ、評価することとし
ています。また、提案いただいた内容の実施状況については、追跡調査などによって
確認を行うほか、津市久居アルスプラザ管理運営検討会での評価項目になるものと考
えています。

46
募集要項 別紙３
津市久居アルスプ
ラザ指定管理者評
価基準

6
9　地域経済への貢献
　(2)収支計画書の特徴

Ｐ6において、地元企業への発注についての記載がありますが、ど
の様な基準で地元への発注として認められるのでしょうか。（本社
が三重県内、津市県内、支店が津市内にある企業であれば良い等）

地元企業とは、本社や支店などが津市内にある企業等としています。

47
募集要項 別紙３
津市久居アルスプ
ラザ指定管理者評
価基準

6
9　地域経済への貢献
　(2)収支計画書の特徴

「事業費に占める地元への発注額の割合」について、①事業費と
は、収支計画における支出のことでしょうか。若しくは、支出にお
ける委託費のことでしょうか。②地元とは、市内に本社・本店を置
く事業者を指すのでしょうか。③地元企業が共同企業体の構成団体
として参画する場合には、当該構成団体が担当する業務は地元への
発注と解してよいでしょうか。④地元企業を再委託先と計画する場
合、応募提案段階では当然ながら委託契約の締結には至っておりま
せん。地元企業への発注を予定する業務も地元への発注とみなして
頂けるのでしょうか。

①収支計画における支出のことです。
②本社や支店などが津市内にある企業等としています。
③・④お見込みのとおりです。

48 要求水準書 1
第１　総則
　３　施設の概要
　　(3)施設概要

「ときの風ホール」の名称の決定経緯、由来をお教えください。 津市ホームページに掲載しています。

49 要求水準書 2
第１　総則
　４　管理運営に当たっての基本的な考え方
　　(1)指定管理者としての姿勢

「民間事業者等」が有するノウハウとありますが、公益財団法人は
民間事業者でしょうか？

「民間事業者等」に含まれるものとなります。

50 要求水準書 5
第１　総則
　６　業務分担

市民サービスコーナー業務は津市とあり、一方で維持管理は指定管
理者になります。その場合、清掃の実施時間の制約の有無及び各種
設備点検の実施日についての考え方をご教示ください。

基本的には、市民サービスコーナーに職員がいる時間帯となります。
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津市久居アルスプラザの指定管理者公募に係る質問回答（1回目、平成30年10月31日）

№ 文書名 頁 質問項目 質問内容 回　　答

51 要求水準書 6
第２　業務遂行体制
　１　人員配置に当たっての留意事項
　　(4)供用開始に向けた準備業務に係る人員配置

常駐の必要が無いと考えられる者については、準備期間における常
駐はせず、遠隔対応で各種立ち上げ準備を行う、という理解で宜し
いでしょうか。

特に指定するものではありません。応募者の提案事項と捉えています。

52 要求水準書 7
第２　業務遂行体制
　１　人員配置に当たっての留意事項
　　(5)供用開始に対応する人員配置

館長・副館長を始めとする各業務担当職員について、2019年4月よ
り全ての配属スタッフが津市民に限定されるのでしょうか。

津市民に限定するものではありません。

53 要求水準書 7
第２　業務遂行体制
　１　人員配置に当たっての留意事項
　　(5)供用開始に対応する人員配置

上限額内訳に「人件費：正規8人、臨時4人」との記載があります
が、これは「（ア）館長・副館長～（ク）清掃担当職員」のうち
（カ）舞台管理担当（５人常駐）を除く人員数との理解でよろしい
でしょうか。人的警備の人員は含まれないのでしょうか。また、
（ア）～（ク）の人員の兼務は可能でしょうか。

募集要項の別紙１に参考として示している「人件費…正規：８人、臨時：４人」は、別紙
１の次の項目として示している「維持管理費」に含まれない業務（ただし、ホームページ
管理・運用や施設予約システムの管理・運用などを含む、主に津市久居アルスプラザ
サービスセンター内で行う業務）を主に行う人員としています。また、必要に応じ職員
が担当を兼務することは、可能としています。

54 要求水準書 7

第２　業務遂行体制
　１　人員配置に当たっての留意事項
　　(5)供用開始に対応する人員配置
　　　(ｱ)館長・副館長の配置

「館長及び副館長は、正規雇用する者を常駐させる」とあります
が、正規雇用の定義としては、契約期間の定めのない社員とあり、
当社では「施設運営限定社員（施設運営終了時まで）」の配置を検
討していますが、水準をクリアしていますでしょうか。

ご質問にあります「施設運営限定社員」は、今回の要求水準を満たすものではないも
のと考えます。

55 要求水準書 8

第２　業務遂行体制
　１　人員配置に当たっての留意事項
　　(5)供用開始に対応する人員配置
　　　(ｴ)自主事業担当職員の配置

円滑な業務遂行の一案として、自主事業担当業務を専門企業等に再
委託することは可能でしょうか。

自主事業は、当該施設の管理運営において主たる業務となりますので、再委託は不
可とします。

56 要求水準書 9

第２　業務遂行体制
　１　人員配置に当たっての留意事項
　　(5)供用開始に対応する人員配置
　　　(ｶ)舞台管理担当職員の配置

円滑な業務遂行の一案として、舞台管理担当業務を専門企業等に再
委託することは可能でしょうか。

可能です。

57 要求水準書 9

第２　業務遂行体制
　１　人員配置に当たっての留意事項
　　(5)供用開始に対応する人員配置
　　　(ｶ)舞台管理担当職員の配置

舞台機構調整技能士1級有資格者については、開館時間中は常時1名
以上の配置が必要となるのでしょうか。

常駐させる舞台管理担当職員（募集要項別紙1において、市が5名常駐として積算して
いる人員）のなかに1名以上配置してください。
なお、この人員の均一な勤務シフトの下、当該資格者が開館時間中にいない場合があ
ることは構いません。

58 要求水準書 9

第２　業務遂行体制
　１　人員配置に当たっての留意事項
　　(5)供用開始に対応する人員配置
　　　(ｶ)舞台管理担当職員の配置

舞台機構調整技能士１級の取得者を１名以上配置との記載が有りま
すが、施設に常駐せずに必要の都度配置するとの解釈で宜しいで
しょうか。

自主事業や貸館があるときには必要となる人員ですので、常駐の舞台管理人員に含
むものとします。

59 要求水準書 9

第２　業務遂行体制
　１　人員配置に当たっての留意事項
　　(5)供用開始に対応する人員配置
　　　(ｷ)維持管理担当職員の配置

電気主任技術者や建築物環境衛生管理技術者等の選任に関しては、
当該業務を再委託する場合には委託先企業の有資格者を選任するこ
とは可能でしょうか。

可能です。

60 要求水準書 9

第２　業務遂行体制
　１　人員配置に当たっての留意事項
　　(5)供用開始に対応する人員配置
　　　(ｷ)維持管理担当職員の配置

維持管理職員については、配置または選任が必要とされております
が、市民サービスセンターの開庁日・営業時間と前後の時間には配
置が必要と記載が御座います。業務上差支えが無ければ、この配置
について、他の職員が兼ねる事でよろしいのでしょうか。それと
も、この時間帯においては、必ず維持管理職員の配置が必要になり
ますでしょうか。

市民サービスセンターの業務に支障をきたさない対応ができる体制であれば、他の職
員が兼ねることは可能です。
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津市久居アルスプラザの指定管理者公募に係る質問回答（1回目、平成30年10月31日）

№ 文書名 頁 質問項目 質問内容 回　　答

61 要求水準書 9

第２　業務遂行体制
　１　人員配置に当たっての留意事項
　　(5)供用開始に対応する人員配置
　　　(ｷ)維持管理担当職員の配置

維持管理担当職員について、電気主任技術者の選任は保安協会など
外部委託でも良いとの理解でよろしいでしょうか。また、建築物環
境衛生管理技術者の選任は非常駐でも可能でしょうか。

お見込みのとおりです。

62 要求水準書 9

第２　業務遂行体制
　１　人員配置に当たっての留意事項
　　(5)供用開始に対応する人員配置
　　　(ｷ)維持管理担当職員の配置

「電気主任技術者や建築物環境衛生管理技術者などアルスプラザの
施設の管理に必要な技術と経験を持ち･･･」に関し、ここでいう２
種の資格は例示であり、関係法令を遵守し円滑な管理運営に必要な
有資格者を配置することが要求水準と解してよいか。

お見込みのとおりです。

63 要求水準書 10

第２　業務遂行体制
　１　人員配置に当たっての留意事項
　　(5)供用開始に対応する人員配置
　　　(ｸ)清掃担当職員の配置

清掃担当職員は、休館日の配置は必要でしょうか？
特に指定するものではありません。休館日であっても市民サービスコーナーは開庁す
ることを踏まえた上で、効果的な体制をご提案ください。

64 要求水準書 10
第２　業務遂行体制
　２　業務従事者の服務
　　(3)清潔感のある服装

制服は全職員に要求されるものでしょうか？それとも職種に応じと
の理解で良いでしょうか？

特に指定するものではありません。

65 要求水準書 11

第３　業務
　１　基本的事項
　　(1)受付・案内
　　　イ　要求水準
　　　(ｳ)

一般見学者及び業務視察者への対応の記載がありますが、年間どの
程度の頻度での実施を想定しているのでしょうか。参考までに、他
の文化施設での実績があればご教示ください。

現在、市内文化施設の見学者、視察者は年に数件程度ですが、本施設のように新設
施設は開館当初の視察、見学が大きく増えるものと想定しています。
■津市産業・スポーツセンターの実績
　平成29年10月に供用開始した津市産業・スポーツセンターでは建物引渡から供用開
始までの３か月間で、約60件の視察がありました。その後は、月に５件程度となってい
ます。

66 要求水準書 12
第３　業務
　１　基本的事項
　　(2)休館日

休館日を変更し火曜日休館を撤廃した場合、開館日数が増加（分母
が増加）することにより、利便性は向上するが稼働率が低下するこ
とが考えられますが、その場合、インセンティブの計算方法をお示
しください。

今回お示ししておりますインセンティブやペナルティの条件は、募集要項や要求水準
書で提示している環境（休館日、使用時間等）のもと予定しているものであるため、環
境に変更があれば、それらを考慮の上、再度整理するものとしています。

67 要求水準書 12
第３　業務
　１　基本的事項
　　(2)休館日

休館日である火曜日における、指定管理者側の人員配置について基
準がありましたらご教授ください。また、市民サービスコーナーに
勤務される市職員数についてご教授ください。

休館日における指定管理者側の人員配置については、特に指定するものではありま
せん。応募者の提案事項と捉えています。
なお、市民サービスコーナーに配置する津市の職員数については、現在未定です。

68 要求水準書 12

第３　業務
　１　基本的事項
　　(3)使用時間
　　(4)受付時間

使用時間、受付時間の記載はありますが、開館時間の記載がありま
せん。予約がない場合でも、使用時間まで定められた職員体制を順
守するのでしょうか。他市内施設の実例等をお示しください。

募集要項や要求水準書に示している管理運営ができるのであれば、特に指定するも
のではありません。なお、他の津市の施設では、コミュニティ機能の確保や市民ニーズ
への柔軟な対応ができる体制をとっています。

69 要求水準書 13
第３　業務
　２　自主事業

自主事業の際の利用料金は計上する必要はありますでしょうか。他
施設の実例を教えてください。また減免となるようであればあわせ
てお知らせください。

指定管理者が設置目的に沿った事業のために本施設を利用する場合は、全額免除と
しますので、利用料金の計上は不要です。また、市内他施設等で実施する場合は、各
施設の減免規程によります。なお、指定管理者による本施設の利用は募集要項のＰ４
の「（ウ）利用料金収入減免分」の対象外であり、精算対象にはなりません。

70 要求水準書 13
第３　業務
　２　自主事業
　　(2)企画・実施

自主事業の事業分類は（ア）～（オ）まで5種記載があり、要求水
準には（カ）受託事業が加えられています。受託事業は大項目「２
自主事業」内に記載がありつつも自主事業ではないとの理解で良い
でしょうか？

募集要項等において、自主事業とは、募集要項及び要求水準書に基づき、文化芸術
に係る鑑賞や創造のために企画・実施する事業としており、（カ）の受託事業は、津市
が実施する事業への支援であるものの文化芸術に係る事業として、位置づけは自主
事業としています。ただし、自主事業の事業分類として示しています（ア）～（オ）とは、
性格が違うものとなっています。
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津市久居アルスプラザの指定管理者公募に係る質問回答（1回目、平成30年10月31日）

№ 文書名 頁 質問項目 質問内容 回　　答

71 要求水準書 13

第３　業務
　２　自主事業
　　(2)企画・実施
　　　ア　業務内容

アルスプラザ内にての自主事業実施に加え、津市内における他の文
化施設等も活用して自主事業を行うよう記載がありますが、他の文
化施設を使用する場合の施設利用料は全額免除となるのでしょう
か。

事業の内容等によるものとし、津市と協議するものとしますが、応募時は全額免除を
前提とした提案、積算を行ってください。

72 要求水準書 14

第３　業務
　２　自主事業
　　(2)企画・実施
　　　イ　要求水準

自主事業の実施期間は2020年度からとあるが、2019年度にも本施設
外において実施可能でしょうか？

津市と協議する必要がありますが、津市久居アルスプラザの敷地以外（他施設等）に
おいて、オープニングイヤーの事業と関係のあるイベントを行うことは可能です。また、
要求水準書のＰ38にありますとおり、プレイベントとして単発の事業を実施することも可
能です。

73 要求水準書 14

第３　業務
　２　自主事業
　　(2)企画・実施
　　　イ　要求水準

自主事業の実施期間は2020年度からとあるが、2019年度実施が求め
られている「プレイベント」は自主事業には入らないのでしょう
か？

プレイベントについては、開館広報の側面もあり、必ずしも自主事業の分類に基づか
ないことから、別のものとしています。ただし、収支計画書では、「自主事業」の項目の
一つとして計上することとしています。

74 要求水準書 14

第３　業務
　２　自主事業
　　(2)企画・実施
　　　イ　要求水準

新規文化施設開設に伴い、施設を拠点に定期開催を予定する市と提
携・連携事業がありましたら事業名と時期をお示しください。 例
「久居地域文化祭」など

詳細は、今後整理していくものとしています。

75 要求水準書 15

第３　業務
　２　自主事業
　　(2)企画・実施
　　　イ　要求水準
　　　　(ｴ)協働事業

従来から久居地域で行われてきた事業の支援について予算措置の有
無と支援規模についてご教示下さい。例：事前施設予約、運営協力
等

主な催しとして、久居地域文化祭、久居音楽祭、四季の彩り祭り、久居まつりや久居版
仮装大笑がありますが、津市から各実行委員会への委託または補助により実施して
います。指定管理者においては、指定管理料の中で施設の予約や当日の会場設営の
支援等を行っていただくことを想定しています。

76 要求水準書 16

第３　業務
　２　自主事業
　　(2)企画・実施
　　　イ　要求水準
　　　　(ｶ)受託事業

津市美術展覧会開催事業の支援について、予算措置は必要かどう
か。また、搬入の受け入れ、審査会準備はどの程度の支援を想定し
ているかを教えてください。例：施設のレイアウト準備程度なの
か、搬入の受け入れとあるとおり運営にも携わるのか、等

津市美術展覧会については、実行委員会に委託しており、想定する指定管理者の支
援としては、会場の予約や施設のレイアウト準備、作品搬入の受付（受付後の作品の
移動は、実行委員会から運送業者に委託）、開催期間中の会場の施錠など、人的な
支援を想定しており、指定管理料の中で対応いただくものとしています。

77 要求水準書 16

第３　業務
　２　自主事業
　　(2)企画・実施
　　　イ　要求水準
　　　　(ｶ)受託事業

「津市が主催する事業」の支援についても同様に予算措置の有無と
支援規模について教えてください。また具体的事業が想定されるの
であれば内容を教えてください。

津市民文化祭は、実行委員会に委託しており、指定管理者には、会場の予約や施設
のレイアウト準備などの人的な支援を想定していますので、指定管理料の中で対応い
ただくものとしています。なお、その他の具体的な事業については、今後整理すること
としています。

78 要求水準書 17

第３　業務
　３　貸館事業
　　(1)基本的な考え方
　　　【要求水準】

目標水準を決められた算出根拠をお示しください。
説明会でご説明したとおり、津リージョンプラザと久居総合福祉会館の利用実績を勘
案し、算出しています。

79 要求水準書 17

第３　業務
　３　貸館事業
　　(2)貸出対象施設の用途等
　　　ホール

見切れ席、もしくは、販売時に配慮が必要な座席はないとの理解で
良いでしょうか？

2階バルコニー席は、上演内容やステージの使い方によっては見えにくい箇所が生じ
る可能性があります。また、前舞台設置時は、2階後方席から前舞台の最前部は見え
ません。提案する事業によって配慮してください。

80 要求水準書 18

第３　業務
　３　貸館事業
　　(3)使用許可に関する業務
　　　ア　施設利用の申し込み受付
　　　　(ｲ)要求水準

予約システムについて、本施設専用のシステムを指定管理者が導入
するものとし、他施設の予約は考慮しなくてよいと考えてよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。
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津市久居アルスプラザの指定管理者公募に係る質問回答（1回目、平成30年10月31日）

№ 文書名 頁 質問項目 質問内容 回　　答

81 要求水準書 20

第３　業務
　３　貸館事業
　　(4)利用料金に関する業務
　　　ア　利用料金の設定

利用料金を定めるのに必要な「条例」もしくは現時点での「条例
案」を開示ください。

募集要項や要求水準書と併せて、津市ホームページに掲載しています。

82 要求水準書 23

第３　業務
　４　情報発信事業
　　(3)要求水準
　　　ア

情報誌を定期的に発行するとの記載がありますが、サイズやページ
数の規定はあるのでしょうか。また、数量と頻度については上限額
の内訳にある「17,000部以上×２回」でよろしいでしょうか。

サイズやページ数は、特に指定はありません。また、数量と頻度について、募集要項
の別紙１は、あくまでも参考ですので、応募者の提案事項と捉えています。

83 要求水準書 24
第４　維持管理
　１　基本的事項
　　(1)基本的な考え方

「建築保全業務共通仕様書に基づく」との記載がありますが、仕様
内容については、共通仕様書を参考に最適化を行うとの理解でよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

84 要求水準書 25
第４　維持管理
　２　建築物保守管理業務
　３　建築設備保守管理業務

各機器の点検費用の積算に於いて、各機器の性能を含む仕様と台数
及びメーカーリスト等を開示願います。

メーカーについて現時点で開示できるものをまとめた別添１並びに参考資料１－２
「（仮称）津市久居ホール建築工事図」、参考資料１－３「（仮称）津市久居ホール電気
設備工事図」及び参考資料１－４「（仮称）津市久居ホール機械設備工事図」にありま
す各種機器表等をご参照ください。

85 要求水準書 26
第４　維持管理
　４　環境衛生管理業務

本施設からの排水は、下水道に接続し処理するとの理解で良いで
しょうか？

お見込みのとおりです。

86 要求水準書 27
第４　維持管理
　５　清掃・廃棄物処理業務
　　(1)業務の対象範囲・内容

廃棄物処理については廃棄物処理法により、排出事業者と処理業者
が直接契約することとなっております。廃棄物処理に係る費用の支
払い代行業務として行う理解でよろしいでしょうか。

指定管理者が排出事業者として処理を行ってください。

87 要求水準書 27
第４　維持管理
　５　清掃・廃棄物処理業務
　　(1)業務の対象範囲・内容

一般廃棄物および産業廃棄物の発生想定量・種別・回収頻度などを
ご教示ください。

指定管理者の廃棄物の排出・処理の考え方にもよるため、特に示しません。

88 要求水準書 28

第４　維持管理
　５　清掃・廃棄物処理業務
　　(2)要求水準
　　　ウ　日常清掃

その他の館内施設は開館前の清掃、巡回清掃との記載があります
が、記載範囲はすべて開館前の早朝清掃ではなく、作業効率などを
考慮し、一部開館後に実施するご提案は可能でしょうか。

提案することは可能です。

89 要求水準書 29

第４　維持管理
　５　清掃・廃棄物処理業務
　　(2)要求水準
　　　エ　定期清掃

「空調機の清掃年1回程度」との記載がありますが、これはプレ
フィルターの清掃との理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。適切に維持管理が行える回数を行ってください。

90 要求水準書 30
第４　維持管理
　７　植栽維持管理業務

本施設に配置される植栽のサイズ（高木、中木、低木）、樹種、本
数などの一覧表を開示ください。

別添２にまとめましたのでご参照ください。
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津市久居アルスプラザの指定管理者公募に係る質問回答（1回目、平成30年10月31日）

№ 文書名 頁 質問項目 質問内容 回　　答

91 要求水準書 30
第４　維持管理
　７　植栽維持管理業務

施設内における植物の樹種、本数、樹高等を開示願います。 別添２にまとめましたのでご参照ください。

92 要求水準書 30
第４　維持管理
　８　什器・備品・リース物件維持管理業務

本項目でいう対象は、指定管理者にて所有・リースする物品と、参
考資料1－6 備品（予定）一覧表に記載の物品という、認識でよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。ただし、参考資料１－６「備品（予定）一覧表」は、あくまでも募
集時点の予定です。

93 要求水準書 30
第４　維持管理
　８　什器・備品・リース物件維持管理業務

「必要な消耗品の調達・補充」との記載がありますが、衛生消耗品
（トイレットペーパー、水石鹸、ごみ袋、芳香剤など）も含むとの
理解でよろしいでしょうか。また、想定種別・数量があればご教示
ください。

お見込みのとおりです。なお、想定種別・数量は、特に指定するものではありません。

94 要求水準書 30
第４　維持管理
　８　什器・備品・リース物件維持管理業務

施設内に市にて配備予定の什器・備品の配備品目及び配備数を開示
願います。

参考資料１－６「備品（予定）一覧表」を参考にしてください。

95 要求水準書 31

第４　維持管理
　９　保安警備業務
　　(2)要求水準
　　　イ　人的警備

巡回警備は、警備員が実施する様なイメージで宜しいでしょうか。
それとも、他職員が兼任して巡回するのでしょうか。

特に指定するものではありません。応募者の提案事項と捉えています。

96 要求水準書 31

第４　維持管理
　９　保安警備業務
　　(2)要求水準
　　　イ　人的警備

巡回警備は、警備員による巡回との理解で良いでしょうか？ 特に指定するものではありません。応募者の提案事項と捉えています。

97 要求水準書 31

第４　維持管理
　９　保安警備業務
　　(2)要求水準
　　　イ　人的警備

日常的な巡回警備を行うとの記載がありますが、常駐警備の人員の
指定ポスト、巡回頻度指定があればご教示ください。例）開館日の
●時～●時（休憩●時間）1ポストなど

特に指定するものではありません。応募者の提案事項と捉えています。

98 要求水準書 31

第４　維持管理
　９　保安警備業務
　　(2)要求水準
　　　イ　人的警備

（ア）   日常的に建物及び敷地内の巡回警備を行うものとする。と
の記載がありますが、警備員の常駐が必須なのか又は常駐せずに基
地局からの定時巡回との解釈で宜しいでしょうか。

特に指定するものではありません。応募者の提案事項と捉えています。

99 要求水準書 32
第４　維持管理
　11　修繕業務

建築物・建築設備・舞台特殊装置・備品及び外構の修繕計画の策定
が規定されていますが、事業を進める中で、修繕計画作成に必要な
下記資料の開示は可能でしょうか。（各部位ごとの建築費用、詳細
図、設備設置費用等）

津市が所有する図面、内訳書等については、指定管理者に開示可能です。

100 要求水準書 33
第５　その他運営に関する業務
　１　保険への加入

指定管理者が加入する保険について、補償金額などの定めがあれば
ご教示ください。

特に指定するものではありません。応募者の提案事項と捉えています。
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津市久居アルスプラザの指定管理者公募に係る質問回答（1回目、平成30年10月31日）

№ 文書名 頁 質問項目 質問内容 回　　答

101 要求水準書 33
第５　その他運営に関する業務
　２　テナント管理
　　(1)業務内容

カフェと自販機スペース利用に係る賃貸料の年額が記載されており
ますが、自販機については何台設置しても賃貸料は同額となるので
しょうか。

提示した賃貸料の年額は、３台の設置を想定したものです。

102 要求水準書 33
第５　その他運営に関する業務
　２　テナント管理
　　(2)要求水準

カフェ及び自動販売機にかかる水道光熱費の指針は子メーター等で
確認出来るのでしょうか。

カフェに関しては、電気、ガス、上下水道に係るメーターは、津市で設置します。自動販
売機に関しては、津市はメーターを設置しません。自動販売機の設置業者等がメー
ターを設置することなどを想定しています。

103 要求水準書 33

第５　その他運営に関する業務
　２　テナント管理
　　(2)要求水準
　　　　イ

カフェの運営においては、津市内の障がい者就労訓練事業所等を対
象に委託を公募することを検討した上で・・・とありますが、原則
「津市内の障がい者就労訓練事業所等」への委託を大前提とすると
の解釈でしょうか。

要求水準書記載のとおり、津市内の障がい者就労事業所等への委託をまずは検討い
ただきたいということです。

104 要求水準書 33

第５　その他運営に関する業務
　２　テナント管理
　　(2)要求水準
　　　　イ

津市内の障がい者就労訓練事業所等を対象に委託を実際に公募する
時期は津市議会の議決を経た後となります。これを踏まえ、今回の
指定管理者提案書及び収支計画書の作成方法に係る考え方について
ご教示ください。

指定管理者の決定は、指定管理者候補者をまず選定し、議会での議決を経て行うも
のとしております。この手続きがあることを踏まえ、応募者から募集要項や要求水準書
にお示ししている津市久居アルスプラザの管理運営の実現に向けた考え方や具体的
な方策を提案いただくものとしています。

105 要求水準書 33

第５　その他運営に関する業務
　２　テナント管理
　　(2)要求水準
　　　　ウ

カフェについては、収支均衡で「指定管理料の上限額の内訳（参
考）」に記載がありますが、要求水準の夜19時までの営業時間を厳
守すると、支出過多が予想されます。夜19時までの営業時間は厳守
事項ですか？それとも利用状況に応じた柔軟な営業時間が認められ
ますか？

要求水準書でお示ししているカフェの運営時間は、原則となる目安を示したものとして
いますので、要求水準で示しているサービスを提供することができ、かつ妥当性のある
設定であれば、提案は可能です。なお、募集要項の別紙１「指定管理料の上限額の内
訳（参考）」におけるテナント収支においては、自動販売機の収入も含めたものとしてい
ます。

106 要求水準書 34

第５　その他運営に関する業務
　２　テナント管理
　　(2)要求水準
　　　　オ

カフェについて、清掃や保守点検を指定管理者が行う、とあります
が、同規模類似施設においても、清掃業務については、カフェ事業
者で自ら実施する事が多くあります。協議の結果、カフェ事業者が
自ら行う事となった場合は、認められるのでしょうか。

特に指定するものではありません。応募者の提案事項と捉えています。

107 要求水準書 34

第５　その他運営に関する業務
　２　テナント管理
　　(2)要求水準
　　　　カ

設置可能な自動販売機3台の設置可能場所をご教示ください。
参考資料１－２「（仮称）津市久居ホール建築工事図」の「Ａ２」にあります２階平面図に
記載のとおりです。

108 要求水準書 34
第５　その他運営に関する業務
　３　館内情報通信網の整備

各部屋への配線工事については市の負担という理解で宜しいでしょ
うか？

要求水準書に示しております事務所（津市久居アルスプラザサービスセンター）と一部
の諸施設等とのＬＡＮケーブルは、津市が敷設します。

109 要求水準書 38

第６　その他
　１　開館準備
　　(2)要求水準
　　　ア　開館準備

開館プレイベントにつき、想定されている内容や回数等がありまし
たらご教示ください。

応募者の提案事項と捉えています。

110 要求水準書 39

第６　その他
　３　緊急時等の対応
　　(2)要求水準
　　　イ　急病人・けが人発生時の対応

イ 急病人・けが人発生時の対応の項目にＡＥＤの使用が記載され
ていますが、ＡＥＤの設置は市において行うのか、指定管理者にて
行うかをご教示願います。

ＡＥＤは、津市が設置します。
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津市久居アルスプラザの指定管理者公募に係る質問回答（1回目、平成30年10月31日）

№ 文書名 頁 質問項目 質問内容 回　　答

111

要求水準書 別紙
２ アルスプラザ
維持管理業務 根
拠法及び実施基準
回数

― ―

要求水準書及び別紙において、実施回数などの記載はありますが、
その内容については、事業者が提案できるという認識で宜しいで
しょうか。また、実施回数においても、法令に抵触せず、維持管理
する上で支障が無い範囲であれば、変更のご提案をする事は可能で
しょうか。

お見込みのとおりです。

112

要求水準書 別紙
２ アルスプラザ
維持管理業務 根
拠法及び実施基準
回数

― ―

「メーカー又は専門業者による保守点検を行う」との記載がありま
すが、別紙２の一覧にある各設備のメーカーをご教示ください。ま
た、エレベーターはメーカーフルメンテナンスなど、指定がある項
目があればご教示ください。

現時点で開示できるものを別添１にまとめましたので、ご参照ください。なお、昇降機に
ついてはフルメンテナンスとします。

113

要求水準書 別紙
２ アルスプラザ
維持管理業務 根
拠法及び実施基準
回数

― ―

「各機材の特殊性からメーカー又は同等な対応ができる専門業者
に」とありますが、要求水準書別紙２に記載されている各機材機器
のメーカー名を可能な限り開示してください。（非常用発電機、昇
降機、自動ドア、放送設備、情報表示設備、空調自動制御装置、吸
収式冷温水発生機、ユニット型空調機、パッケージエアコン、消防
設備、スライディングウォール、舞台機構、舞台音響機器、舞台照
明機器、ピアノなど）

現時点で開示できるものを別添１にまとめましたので、ご参照ください。

114

要求水準書 別紙
２ アルスプラザ
維持管理業務 根
拠法及び実施基準
回数

― ― 各種設備のメーカー名、型番、容量等をご教示ください。

メーカーについて現時点で開示できるものをまとめた別添１並びに参考資料１－２
「（仮称）津市久居ホール建築工事図」、参考資料１－３「（仮称）津市久居ホール電気
設備工事図」及び参考資料１－４「（仮称）津市久居ホール機械設備工事図」にありま
す各種機器表等をご参照ください。

115

要求水準書 別紙
２ アルスプラザ
維持管理業務 根
拠法及び実施基準
回数

― ―
設備機器のメーカーリストのご提示をお願いします。（全体の開示
が難しい場合は、以下の機器についてご開示をお願いします）・自
動制御装置、自動ドア、昇降機、シャッター、冷温水発生機

現時点で開示できるものを別添１にまとめましたので、ご参照ください。

116

要求水準書 別紙
２ アルスプラザ
維持管理業務 根
拠法及び実施基準
回数

― ―
電気主任技術者の選任について、外部選任においても電気事業法上
の支障がないため、常駐者の電気主任技術者資格保有ではなく、外
部選任でも良いとの認識でよろしいでしょうか。

施設の管理運営業務に支障をきたさない体制であれば、特に指定するものではありま
せん。

117

要求水準書 別紙
２ アルスプラザ
維持管理業務 根
拠法及び実施基準
回数

― ―
容量によって、改正フロン法に基づく定期点検も実施が必要な場合
は、ご提案の対象になりますでしょうか。

特に指定するものではありません。

118

要求水準書 別紙
２ アルスプラザ
維持管理業務 根
拠法及び実施基準
回数

― ― 建築物定期検査（1回／年）の実施は不要でしょうか。
建築基準法に基づく建築設備定期検査は年１回実施するものとします。
その他、建築基準法に基づく調査・検査は要求水準書の別紙２をご参照ください。

119

要求水準書 別紙
２ アルスプラザ
維持管理業務 根
拠法及び実施基準
回数

― ―
非常用発電機の負荷試験は、含めてご提案した方が宜しいのでしょ
うか。

特に指定するものではありません。

120

要求水準書 別紙
２ アルスプラザ
維持管理業務 根
拠法及び実施基準
回数

― ―
各空調機のプレフィルター・中性能フィルターの枚数・サイズをお
教え願います。また、予備フィルターの有無・サイズ・枚数をお教
え願います。

別添１及び参考資料１－４「（仮称）津市久居ホール機械設備工事図」の「Ｍ１」にあり
ます「空調設備機器表」をご参照ください。なお、予備フィルターは全フィルターの１０
０％です。

12



津市久居アルスプラザの指定管理者公募に係る質問回答（1回目、平成30年10月31日）

№ 文書名 頁 質問項目 質問内容 回　　答

121

要求水準書 別紙
２ アルスプラザ
維持管理業務 根
拠法及び実施基準
回数

― ―
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定められる法
定清掃が必要となるため、加湿器の設置台数をご教示下さい。

参考資料１－４「（仮称）津市久居ホール機械設備工事図」の「Ｍ１」にあります　「空調
設備機器表」をご参照ください。

122

要求水準書 別紙
２ アルスプラザ
維持管理業務 根
拠法及び実施基準
回数

― 舞台特殊設備・ 備品保守管理
ホール・アートスペースの舞台機構・照明設備・音響設備の施工業
者を教えてください。

現時点で開示できるものを別添１にまとめましたので、ご参照ください。

123

要求水準書 別紙
２ アルスプラザ
維持管理業務 根
拠法及び実施基準
回数

― 備品等保守点検 ピアノ2台のメーカー（国産・海外）を教えてください。 現時点において、未定です。

124 要求水準書 別紙
３　清掃仕様書

― ２　対象床面及び仕様
各室の清掃面積及び床材についてご教示ください。また、定期清掃
のガラス清掃について、高所作業車の有無や市が想定している清掃
方法などをご教示ください。

各室の清掃面積については、要求水準書Ｐ17.18ページ及び参考資料１－２「建築工
事図」の「Ａ２」にあります平面図をご参照ください。床材については、要求水準書別紙
３をご参照ください。ガラス清掃に関しては梯子と、伸縮モップによる清掃を想定してい
ます。また、ホールとアートスペース用に配置予定の高所作業台を活用できる部分も
あるものと思われます。

125 要求水準書 別紙
３　清掃仕様書

― ―
外壁や外面ガラスの清掃ができるように丸環等は設置されているの
でしょうか。プロット図等ありましたら、ご開示ください。

参考資料１－２「（仮称）津市久居ホール建築工事図」の「Ａ２」にあります「各階平面
図、屋根伏図」のとおりです。

126
要求水準書 別紙
４ 機械警備仕様
書

― ―
機械警備については、設置工事も含めた提案を行い、指定管理期間
で償却できる様なリース費を設定して、今回のご提案を行うので
しょうか。

設置工事も含めますが、リース費の設定は特に指定するものではありません。

127
要求水準書 別紙
４ 機械警備仕様
書

― ―

また、機械警備の設置にあたって、セキュリティーカードの発行が
ありますが、カードについては、どの様に理解すれば宜しいでしょ
うか。要綱通り、指定管理者資産で機械警備を設置した場合、指定
管理者より貴市へカードを貸与するのでしょうか。

指定管理料によって指定管理者が購入した備品や行った施工等については、原則とし
て所有権は、津市に帰属するものとしています。ご質問の部分も含め、緊急時等にお
いても速やかに対応できる体制を考え、提案いただくものと考えています。

128
要求水準書 別紙
４ 機械警備仕様
書

― ―
機械警備設置にあたり、施工するための配管等は敷設されておりま
すでしょうか。

敷設する予定です。

129
要求水準書 別紙
４ 機械警備仕様
書

― ―
カウント機能を含め、かなり詳細な仕様が定められていますが、本
仕様書の作成に関与した機械警備会社を開示ください。セコムで
しょうか？ALSOKでしょうか？

参考見積を収集しただけであり、提案内容に先入観を与える可能性があるため、非公
表とします。

130
要求水準書 別紙
４ 機械警備仕様
書

― ―
監視カメラ（4か所）も指定管理者の負担で設置するのでしょう
か？また、このカメラ以外にITVシステムがあると思いますが、そ
のシステムで代用できないでしょうか？

要求水準書の別紙４のとおりです。ＩＴＶシステムの代用はできないものとなっていま
す。

13



津市久居アルスプラザの指定管理者公募に係る質問回答（1回目、平成30年10月31日）

№ 文書名 頁 質問項目 質問内容 回　　答

131
要求水準書 別紙
４ 機械警備仕様
書

― ５　来館者カウントの機能

入館者をカウントできるようにするとあるが、各入口にセンサーを
取り付け、リアルタイムで計測できるようにするシステムでしょう
か？また、それに係るイニシャルコストも指定管理者の負担という
ことでしょうか？

お見込みのとおりです。

132
様式５ 津市久居
アルスプラザ指定
管理者指定申請書

―
申請者(所在地、法人等の名称、代表者食氏名、電
話)

申請者情報の記載について、共同事業体の場合、名称以外の項目
は、代表する法人のものとの理解で宜しいでしょうか。

様式5に記載のとおり、代表企業のものとしてください。

133
参考資料１－２
（仮称）津市久居
ホール建築工事図
Ａ２

図面番号
A-013

ピアノの動線

確認ですが、ピアノ庫2から舞台下手にピアノ台車に乗せたフルコ
ンサートピアノを異動させる場合、ピアノ庫のドアを開放した状態
で、ピアノ庫前で安全に方向転換できるスペースが確保されていま
すか？接触の可能性はないでしょうか？

参考資料１－９「室名対応表」に記載のとおり、ピアノ庫２は、「ピアノルーム」という単
体の貸室であり、舞台で利用するピアノは、「ピアノ庫（図面上の「ピアノ庫１」）」からの
運搬を想定しています。また、ピアノルームのピアノは、セミコンサートピアノを設置す
る予定です。

134
参考資料１－２
（仮称）津市久居
ホール建築工事図
Ａ２

図面番号
A-013

ピアノの動線

さらに確認ですが、ピアノ庫2から舞台下手にピアノ台車に乗せた
フルコンサートピアノを異動させる場合、廊下2に抜ける両開きド
ア（幅が狭くなっている）は、ピアノ台車に乗るピアノが安全に通
過できるだけの開口幅が確保されていますか？

ピアノ庫２にフルコンサートピアノは置かず、セミコンサートピアノを設置することとし、
舞台で利用するピアノは「ピアノ庫（図面上のピアノ庫1）」からの運搬を想定していま
す。

135
参考資料１－２
（仮称）津市久居
ホール建築工事図
Ａ２

図面番号
A-013、A-

014
床暖房

館内の広範囲にわたって、床暖房が配備されていますが熱源をお教
えください。

ガス温水式です。
参考資料1-4　「(仮称)津市久居ホール機械設備工事図」の「Ｍ２」にありますAC-37か
らAC-41をご参照ください。

136
参考資料１－６
備品（予定）一覧
表

6 バンドルーム
バンドルームの楽器等のメンテナンスはどのようにお考えでしょう
か

応募者の提案事項と捉えています。

137
参考資料１－７
（仮称）津市久居
ホール管理運営計
画

31
第６章収支計画
　２　本施設の収支構造
　　(1)維持管理及び貸館事業の収支構造

収入の部の「その他収入」の中にチケット販売受託手数料と記載が
ありますが、これは貸館業務時に主催者から委託を受けた場合に得
られる手数料であるとの理解で宜しいでしょうか。受託する際の販
売手数料の額については個別に指定管理者自らが交渉し取り決める
との考え方で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

138
参考資料１－７
（仮称）津市久居
ホール管理運営計
画

31
第６章収支計画
　２　本施設の収支構造
　　(1)維持管理及び貸館事業の収支構造

収入の部の「その他収入」の中で、自販機販売手数料は指定管理者
の収入となるとの記載がありますが、本施設内に自販機の設置台数
に上限や下限はありますでしょうか。また、設置する自販機の種類
の指定はありますでしょうか。（例）飲料用自販機のみ○、飲食系
自販機は×など

要求水準書のＰ33の「２　テナント管理」で示しているとおりです。

139
参考資料１－７
（仮称）津市久居
ホール管理運営計
画

32
第６章収支計画
　２　本施設の収支構造
　　(1)自主事業の収支構造

指定管理者が行う自主事業（カフェ運営・自販機設置は除く）に係
る施設利用料は全額免除となるのでしょうか。■募集要項や要求水
準書に基づく自主事業の場合■貴市指定管理者指定管理者制度運用
等指針に基づく自主事業の場合

募集要項や要求水準書に基づく自主事業の場合は、お見込みのとおりです。また、津
市指定管理者制度運用等指針に記載の自主事業の場合は、免除対象外となります。
なお、指定管理者が行う自主事業（ご質問にあるいずれも）に係る施設利用料は、募
集要項で示している「利用料金収入減免分」に含むものではありません。

140 参考資料１－９
室名対応表

― ―
公演への来場者とそれ以外の来館者の区分に懸念があります。ホー
ルにおける有料公演の際、チケットのもぎりを実施する場所、有
料・無料ゾーンの想定区分ラインを開示ください。

参考資料１－２「（仮称）津市久居ホール建築工事図」の「Ａ１」にあります「１階平面図」
及び「２階平面図」にありますテープインバリカーで図示しているとおりです。
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津市久居アルスプラザの指定管理者公募に係る質問回答（1回目、平成30年10月31日）

№ 文書名 頁 質問項目 質問内容 回　　答

141 その他 ― ―
準備期間中（市庁舎等常駐時）も含め、配置する常駐者が車通勤の
場合、駐車場の利用は可能でしょうか。また、可能な場合は無償で
利用できるのでしょうか。

職員用の駐車場については、準備期間中も含め、指定管理者が別途確保するものと
します。

142 その他 ― ―
シックハウス対策として、ホルムアルデヒド等の測定を実施する必
要があるかと思いますが、こちらは指定管理者の業務外でしょう
か。

要求水準書において、施設を管理する上で必要なものがある場合は、指定管理者が
保守点検等を行うものとしています。

143 その他 ― ―
修繕計画について、施工会社から引き継がれる修繕計画案を指定管
理者が引き継ぐ事は出来ますでしょうか。

保全に関する資料等を参考に情報提供することは可能です。

144 その他 ― ―
停電点検等メンテナンスの実施にあたり、全館休館日を設けること
は可能でしょうか。

要求水準書に示しているとおり、あらかじめ市長の承認を得ることができれば、市民
サービスコーナーの閉庁日に合わせて、全館休館日とすることは可能です。

145 その他 ― ―
駐車場は、本施設利用者の為だけの駐車場になるのでしょうか。ま
た、使用料金等決まっていれば、ご教示下さい。

要求水準書において、駐車場については、近隣にある公共施設と連携利用する場合
があるとしています。
使用料は無料を予定しています。

146 その他 ― ―
現在試算上、想定されている、廃棄物処理費／備品・消耗品費（設
備・清掃）について、ご開示を頂けないでしょうか。

提案内容に先入観を与える可能性があるため、非公表とします。

147 その他 ― ―
津市公共施設利用案内・予約システムは、利用可能でしょうか？ま
た、利用する際の、ランニングコストをご教授ください。

津市久居アルスプラザについては、指定管理者が独自のシステムを導入することを前
提としています。

市ホームページ（2018.10.9及び2017.11.13の市長定例記者会見）で、既にお知らせし
ていますが、アルスプラザの西側駐車場については、2020年３月に業者から引き渡し
を受ける予定です。

【補足事項】
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