
最終更新日：令和4年8月22日
受付日 番号 該当資料名 該当箇所 質問要旨 回答

R4.7.14 １

施設の管理
に係る事業
計画書の概
要（様式
３）

－

西宮市運動施設　指定管理者募
集要項【公募】13ページに記載
の「9.提出書類」(8)施設の管
理に係る事業計画書の概要(様
式3)についてお聞きします。
　欄外に「A3のこの書式1枚に
収まるように記入して下さい」
とありますが、用紙は片面1面
での作成ということですか。も
しくは両面を使用して作成して
よろしいか。

Ａ３片面1面です。

R4.7.22 2

西宮市立運
動施設指定
管理者指定
申請書（様
式１）

－

様式1「指定申請書」は共同事
業体で応募をする場合、代表企
業のみ提出との認識でよろしい
でしょうか。

代表構成団体及び、構成団体それぞれ
で申請書を提出して下さい。

R4.7.27 3 特記仕様書

Ｐ-2
１施設運営
管理業務仕
様１.（3）
②開設時間

「塩瀬第2駐車場（無料）の年
末年始開放」とございますが、
差支えなければ理由をお教え頂
けますでしょうか。

これまで駐車場を年末年始期間開放し
たことはございませんが、イベント等
が行われる場合については、開放する
可能性があるためです。

R4.7.27 4 特記仕様書

Ｐ-7
３消防設備
保守点検業
務３.（1）

消火器、消防用ホースの製造
年、交換時期等のわかる資料を
開示ください。
また、上記消耗品の取替は修繕
費ではなく維持管理費に計上す
るという理解でよろしいでしょ
うか。

別紙消防設備一覧をご覧ください。
また、消耗品の取替は、お見込みのと
おり、修繕費以外の費目で計上してく
ださい。

R4.7.27 5 特記仕様書

Ｐ-11
５空調設備
保守点検業
務

フロン定期点検の対象台数につ
いて、全施設を通じて中央体育
館の1台だけという理解でよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

R4.7.27 6 特記仕様書

Ｐ-2
１施設運営
管理業務仕
様１.（3）
⑤大規模大
会・イベン
ト時の対応

現状予定されている大規模大
会・イベントがあれば日程をご
教示ください。

現在予定されている大会等はございま
せん。なお、前年度１月頃に先行予約
による大会等日程が確定します。

R4.7.27 7 特記仕様書

Ｐ-12
６機械警備
業務仕様
４.警備業
務用機械装
置の機能

現状の設置平面図等をご開示く
ださい。

申し訳ございませんが、防犯上、開示
することができません。

西宮市運動施設指定管理者募集に係る質問への回答
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西宮市運動施設指定管理者募集に係る質問への回答

R4.7.27 8 特記仕様書

Ｐ-13
６機械警備
業務仕様
７.その他
（5）

（5）毎月末ごとに巡回報告を
受けること。とあるが具体的に
内容をご教示ください。

指定の報告事項はありませんが、巡回
日時や異常の有無、対応などの報告を
受けるようにしてください。

R4.7.27 9 特記仕様書

Ｐ-19
１１野球
場・運動
場・多目的
グラウンド
整備業務仕
様１.（2）
⑧

ホームベース、ピッチャープ
レート、塁ベースは予備があり
ますでしょうか。また、交換用
の新品のものはありますでしょ
うか。

予備や交換用の新品の有無は、各施設
によって違います。なお、在庫状況は
随時変わります。

R4.7.27 10

暴力団排除
に関する誓
約書（様式
６）

－

様式6の誓約書については押印
欄がございませんが、押印無し
という認識でよろしいでしょう
か。

お見込みのとおり、誓約書については
押印不要です。

R4.7.27 11 募集要項
Ｐ-11
７.経費の
負担（1）

AEDは貸与すると記載がありま
すが、リースやメンテナンスに
ついて市が直接契約しており、
今回の指定管理料には含まれな
いとの認識で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

R4.7.27 12 特記仕様書

Ｐ-11
５空調設備
保守点検業
務仕様１.
主要設置状
況

塩瀬体育館のテニスコートと野
球場管理棟に設置されているエ
アコンの数量をご教示くださ
い。

【塩瀬テニスコート】２台
【高座山野球場管理棟】１台

R4.7.27 13 特記仕様書
Ｐ-14
７清掃業務
仕様

清掃範囲の把握の為、平面図と
立面図、もしくは、清掃箇所の
面積表をご開示ください。

提供できない場合もございますが、平
面図はスポーツ推進課で閲覧、コピー
及びデータ提供は可能です。事前にご
連絡ください。なお、立面図はござい
ません。
各施設の清掃範囲の面積については、
詳細なリストがございませんので、ご
了承ください。主な諸室についての面
積は、募集要項P-2（3）施設詳細の施
設概要をご覧ください。

R4.7.27 14 特記仕様書
Ｐ-16
８塵芥収集
業務仕様

指定ゴミ袋の使用枚数の実績数
をご教示ください。

指定ゴミ袋の使用枚数の実績数は把握
していません。
なお、指定されていないゴミ袋の年間
購入実績は、凡そ以下のとおりです。
区分1　48,000円
区分2・3　360,000円
区分4　46,000円

2 ／ 16



最終更新日：令和4年8月22日
受付日 番号 該当資料名 該当箇所 質問要旨 回答

西宮市運動施設指定管理者募集に係る質問への回答

R4.7.27 15 特記仕様書

Ｐ-18
10.電気工
作物保安点
検業務仕様

停電を伴う年次点検の実施日・
時間帯をご教示ください。（平
日深夜、平日日中　等）

【今津体育館】４月　平日午前中 保守
点検日
【鳴尾体育館】５月　午前中 コロナ感
染拡大時の休館中
【甲武体育館】５月　午前中  コロナ感
染拡大時の休館中
【浜甲子園体育館・テニスコート】８
月　平日深夜
【鳴尾浜臨海野球場・テニスコート】
９月　平日昼間
【甲子園浜野球場】９月　平日早朝
【塩瀨体育館・テニスコート】12月
平日日中
【高座山野球場】12月　平日日中

R4.7.27 16 特記仕様書

Ｐ-23
12.給排水
設備管理業
務仕様

高座山野球場に設置されている
浄化槽（約6㎡）について、処
理方式、処理能力、汚泥量の実
績をご教示ください。

・処理方法：イナックス三次処理式
・処理能力：40人槽
・汚泥量：5.4㎥

R4.7.27 17 特記仕様書

Ｐ-23
12.給排水
設備管理業
務仕様

高座山野球場に設置されている
浄化槽（約6㎡）の業務内容に
ついて、現状の清掃、汚泥排出
処分、点検のそれぞれの実施頻
度をご教示ください。

・清掃：１回
・汚泥排出処分：１回
・点検：４回

R4.7.27 18 募集要項
Ｐ-15
12.選定方
法

ヒアリング（プレゼンテーショ
ン）を実施しないのは非公募の
区部であり、公募される区分は
すべてヒアリングがあるので
しょうか。

プレゼンテーションは、すべて実施し
ます。

R4.7.27 19 特記仕様書

Ｐ-15
７清掃業務
仕様５.そ
の他【別
表】清掃作
業要領

参考までに現在の定期清掃実施
頻度をご教示ください。

現在の指定管理者の裁量によるもので
あることから、提示できません。回数
は目安とし、仕様書の水準で、環境を
良好に保つようにしてください。

R4.7.27 20 募集要項
Ｐ-13
９.提出書
類

共同事業体で応募する場合、代
表企業団体、構成団体それぞれ
作成する書式は、様式1と6の2
種類という認識でよろしいで
しょうか。

書式は、申請書（様式１）、誓約書
（様式６）の2種類です。

R4.8.1 21 業務仕様書

Ｐ-3
２.施設の
運営に関す
る業務
（6）自主
事業

「施設・器具・照明使用料、冷
暖房費用は原則有料とし、甲か
ら支払われる指定管理料にこれ
ら使用料等を含めないこと」と
ございますが、特記仕様書５
ページの表に基づき参加料を取
る自主事業は、「施設・器具・
冷暖房」は50％、「照明」は
0％の減免率を採用して積算す
るという認識でよろしいでしょ
うか。

例えば、中央テニスコートで平日夜間
に２時間使用した場合、料金は施設使
用料2,400円＋照明使用料880円の合計
3,280円となります。参加人数×参加料
（受講料等）が3,280円を下回り、かつ
市が市民スポーツの推進に資すると認
めた事業は施設使用料が50％減免とな
り、料金は施設使用料1,200円＋照明使
用料880円の合計2,080円となります。
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R4.8.1 22 業務仕様書

Ｐ-4
２.施設の
運営に関す
る業務
（7）自動
販売機の設
置

「各設置場所は既存の設置場所
を基本」とございますが、現在
の設置場所について、平面図等
のお示し頂けますようお願いい
たします。

提供できない場合もございますが、平
面図はスポーツ推進課で閲覧、コピー
及びデータ提供は可能です。事前にご
連絡ください。

R4.8.1 23 業務仕様書

Ｐ-4
２.施設の
運営に関す
る業務
（7）自動
販売機の設
置

「行政財産目的外使用料（敷地
代）・光熱水費負担金（電気使
用料）・自動販売機取扱料を甲
にお支払いいただきます。」と
ございますが、過去3か年程度
の各々の使用料の実績をお示し
ください。

別紙自動販売機関係料金一覧のとおり
です。

R4.8.1 24 特記仕様書

Ｐ-2
１施設運営
管理業務仕
様１.（3）
③駐車場機
器

現有機器の継続する場合のリー
ス期間の残り及びリース金額を
ご教示ください。

【鳴尾浜臨海野球場・テニスコート駐
車場】
【甲子園浜野球場駐車場】
現指定管理者の裁量によるものである
ため、提示できません。現指定管理者
と別途協議してください。

【浜甲子園体育館駐車場（東・西）】
現在のリース期間は令和４年４月１日
～令和５年３月３１日までであり、継
続できません。

R4.8.1 25 特記仕様書

Ｐ-2
１施設運営
管理業務仕
様１.（3）
③駐車場機
器

現有機器のメーカーをお示しく
ださい。

【鳴尾浜臨海野球場・テニスコート駐
車場】
【甲子園浜野球場駐車場】
現指定管理者の裁量によるものである
ため、提示できません。

【浜甲子園体育館駐車場（東・西）】
三菱プレシジョン株式会社

R4.8.1 26 特記仕様書

Ｐ-2
１施設運営
管理業務仕
様１.（3）
③駐車場機
器

新規導入する場合、リース期間
は5年間でよろしいでしょう
か。

期間の指定はありませんが、指定管理
者の変更があった場合のリース機器の
取扱いは、次期指定管理者に地位承継
する場合を除き、原則撤去となりま
す。

R4.8.1 27 特記仕様書

Ｐ-2
１施設運営
管理業務仕
様１.（3）
③駐車場機
器

現有機器と入れ替えする場合、
機器は市で撤去して頂けるとい
う認識でよろしいでしょうか。

【鳴尾浜臨海野球場・テニスコート駐
車場】
【甲子園浜野球場駐車場】
現有機器は現指定管理者が設置した物
件のため、地位承継しない場合は、現
指定管理者が撤去することになってい
ます。

【浜甲子園体育館駐車場（東・西）】
現有機器はリース物件のため、市と契
約しているリース会社が撤去します。
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R4.8.1 28 特記仕様書

Ｐ-2
１施設運営
管理業務仕
様１.（3）
③駐車場機
器

新規導入に係り、現有機器の図
面・レイアウト及び電気関連の
系統図等をお示しください。

該当の資料はございません。

R4.8.1 29 特記仕様書

Ｐ-2
１施設運営
管理業務仕
様１.（3）
③駐車場機
器

駐車場の収入は、運動施設の使
用料と同様、市に納付するとい
う認識でよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。

R4.8.9 30 特記仕様書

Ｐ-8
３消防設備
保守点検業
務仕様４.
設置状況

煙検知器の個数が現行と異なり
ます。現行どおりの点検実施で
よろしいでしょうか。
・今津体育館：煙感知器８個
（仕様）→６個（現行）
・甲武体育館：煙感知器４個
（仕様）→３個（現行）

煙検知器の個数は仕様書のとおりで
す。

R4.8.9 31 募集要項
P-10
７.経費の
負担

公募1.2.3.4それぞれの区分に
ついて、直近3か年の収支報告
書をご教示願います。

収支報告書については、現在の指定管
理者の裁量によるものであることか
ら、提示できません。

R4.8.9 32 募集要項
P-10
７.経費の
負担

公募1.2.3.4それぞれの区分に
ついて、直近3か年の委託費内
訳についてご教示願います。

現在の指定管理者の裁量によるもので
あることから、提示できません。

R4.8.9 33 特記仕様書

Ｐ-5
２管理施設
を活用した
自主事業業
務仕様

公募1.2.3.4それぞれの区分に
ついて、直近3か年の自主事業
（教室）の参加人数をご教示願
います。

別紙自主事業人数一覧をご覧くださ
い。

R4.8.9 34 特記仕様書

Ｐ-3
１施設運営
管理業務仕
様３.職員
配置

公募1.2.3.4それぞれの区分に
ついて、各施設の人員配置及び
シフト例をご教示願います。

現在の指定管理者の裁量によるもので
あることから、提示できません。

R4.8.9 35 募集要項

P-8
３.指定管
理者が行う
業務の範囲

公募1.2.3.4それぞれの区分に
おいて、既に予定されている施
設の改修・修繕工事がございま
したら、ご教示願います。

老朽化施設の補修工事等を計画してお
りますが、予算が確定していないた
め、現時点では、指定管理期間中の大
規模修繕は未定です。
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R4.8.10 36 募集要項
P-13
９.提出書
類（３）

「地方税については所在地の都
道府県民税（1）及び市町村税
（2）のもの並びに兵庫県民税
（3）及び西宮市税（4）のも
の」とありますが、所在地が他
府県の場合（1）と（2）のみの
提出という理解で宜しいでしょ
うか。

所在地が他府県の場合、都道府県民税
及び市町村税の納税証明書を提出して
ください。また、兵庫県内、西宮市内
に営業所があり、納税されている場合
は、兵庫県民税及び西宮市税の未納の
税額がないことが分かるものをあわせ
て提出してください。

R4.8.10 37 特記仕様書
P-14
７ 清掃業
務仕様

清掃業務の予算組みに必要なた
め、現状の１日の清掃時間、人
数、及び定期清掃の実施日、時
間、人数をご教示願います。

現在の指定管理者の裁量によるもので
あることから、提示できません。

R4.8.12 38 募集要項
P-13
９.提出書
類(7）

「施設の管理に係る事業計画書
（様式２）…施設ごとの明細が
分かること」との記載がありま
すが、複数の施設がある応募区
分の場合、施設ごとに計画内容
が異なるもののみ施設ごとに分
けて記載すれば良いですか。

お見込みのとおりです。

R4.8.12 39 募集要項
P-13
９.提出書
類(9）

「施設の管理に係る収支予算書
（様式４）…施設ごとの明細が
分かること」との記載がありま
すが、複数の施設がある応募区
分の場合、施設ごとに明確に分
けることができる経費（例えば
人件費、委託費など）のみ施設
ごとに分けて記載すれば良いで
すか。

お見込みのとおりです。

6 ／ 16



最終更新日：令和4年8月22日
受付日 番号 該当資料名 該当箇所 質問要旨 回答
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R4.8.12 40 業務仕様書

P-3
２．施設の
運営に関す
る業務
(6）自主事
業

自主事業で使用する施設の使用
料について
『指定管理者業務仕様書【公募
非公募・共通】』のＰ３（６）
自主事業に、「（自主事業で使
用する）施設・器具・照明使用
料、冷暖房費用は原則有料と
し、甲から支払われる指定管理
料にこれら使用料等を含めない
こと。」との記載があります
が、提出書類様式４-２、４-３
の『運動施設等管理に係る収支
予算書』には自主事業の使用料
等の支出を記入する欄がありま
す。
自主事業で使用する施設の使用
料は指定管理料には含まない
が、提出書類の『収支予算書』
には計上するという解釈で良い
でしょうか。

お見込みのとおりです。なお、様式４
－１の各年度ごとの「指定管理料」と
様式４－２、４－３の収入のうち「市
委託料」及び支出のうち「自主事業に
関連する項目以外の金額」（例：人件
費、福利厚生費、消耗品費、通信運搬
費、印刷製本費、広告宣伝費、車両
費、修繕費、各種保険料、グラウンド
維持管理費、委託費、租税公課）の合
計については、同額となるように計上
してください。

R4.8.12 41 特記仕様書

P-2
１.施設運
営管理業務
仕様
１.業務概
要（3）③

（注）「無料駐車場について
は、指定管理期間中に有料に変
更することもあるため、留意す
ること（詳細未定）」と記載が
ありますが、駐車場が有料に変
更になった場合、機器の保守費
用や機器のトラブル時の対応経
費が別途必要になると予想され
ます。その際の発生経費の負担
については、当初提案した指定
管理料とは別に協議のうえ決定
されると考えれば良いでしょう
か。

無料・有料に限らずトラブルが発生し
た際の連絡・報告等の初期対応はして
いただくことになりますので、その経
費についてはあらかじめ指定管理料に
計上してください。駐車場が有料に変
更になった場合機器の保守費用につい
ては、西宮市が負担します。また、そ
の他発生しました経費の負担について
は別途協議を行います。

R4.8.12 42

施設の管理
に係る事業
計画書（様
式２）

事業計画書
３.（２）

②給与体系（給与水準を含む）
の「給与・賃金、賞与、退職
金、平均年収」の記入欄は、各
区分に該当する職員の平均額を
記載すれば良いでしょうか。

お見込みのとおりです。

R4.8.12 43

施設の管理
に係る事業
計画書（様
式２）

事業計画書
３.（２）

③職種別人件費（年平均概算
値）の表中に「年間給与・賃
金」の記入欄がありますが、職
種・役職の職員が複数名いる場
合は、その平均額を記入すれば
良いでしょうか。

お見込みのとおりです。

R4.8.12 44

施設の管理
に係る事業
計画書（様
式２）

事業計画書
３.（２）

④勤務体制の表中に「勤務体
制」の記入欄がありますが、区
分の職員数が複数名の場合は、
その平均を記入すれば良いで
しょうか。

勤務体制ごとに分けて記入してくださ
い。行を追加していただいても結構で
す。
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最終更新日：令和4年8月22日
受付日 番号 該当資料名 該当箇所 質問要旨 回答

西宮市運動施設指定管理者募集に係る質問への回答

R4.8.12 45 募集要項

P-8
３.指定管
理者が行う
業務範囲
（2）コ

『工事や感染症対策による施設
の使用制限などにより長期間
（おおむね１ヵ月超）の休館を
伴い、不要な業務が発生し指定
管理料が減額できる場合は、年
度協定額の変更や指定管理料の
一部返還について別途協議する
こととします』と明記されてい
ますが、自主事業を除く施設の
管理・運営に関わる人件費の補
償はして頂けるのでしょうか。

人件費分については、施設を最低限維
持するための費用のみ補償しますの
で、詳細は、別途協議いたします。
なお、施設の休館に伴い、指定管理者
が職員を休業させ、休業手当を支払っ
ている場合は、国等からその費用の全
部または一部が補填されていると考え
られるため、指定管理料との重複支払
いを避ける意味合いからも、原則、指
定管理料を返還していただくことにな
ります。

R4.8.12 46 募集要項
P-11
７.経費の
負担

　備品の【要件】（イ）『評価
価格又は取得価格（消費税及び
地方消費税を含む）が５万円以
上であること。』と明記されて
いますが、備品の基準は５万円
以上で、５万円以下は、消耗品
との認識でよろしいでしょう
か。また、備品は、市の予算で
ご用意頂けるとの認識でよろし
いでしょうか。

原則として備品とは、その性質形状を
変えることなく、比較的長期（おおむ
ね2年間）にわたり使用に耐えられ、税
込み購入価格が５万円以上であるもの
です。なお、５万円以上であっても消
耗品となる場合はあります。また、備
品については、協議に基づき、原則と
して予算の範囲内で西宮市が購入し貸
与しますが、必要に応じて、指定管理
者でご用意願います。

R4.8.12 47 特記仕様書

P-1
１.施設運
営管理業務
仕様
１.業務概
要（2）

　文中に『なお、浜甲子園運動
公園の屋外トイレは夜間施錠す
ること』と明記されています
が、ドアの付いている多目的ト
イレのみで良いのでしょうか。

多目的トイレのみで結構です。

R4.8.12 48 特記仕様書
P-16
８ 塵芥収
集業務仕様

『廃棄物の処理手数料（指定ご
み袋にかかる経費を含む）、業
務に要する一切の委託費用、消
耗品等は、指定管理者の負担と
する。』と明記されています
が、各施設で排出しているゴミ
の概算数量をご教授ください。
また、施設内に不法投棄された
ものも含まれるのでしょうか。

別紙ゴミの排出数量一覧をご覧くださ
い。なお、他施設とあわせて廃棄物処
理をしており、把握をしていない施設
もございますので、ご了承ください。
また、施設内に不法投棄されたものは
指定管理者の負担となりますが、公園
敷地内で管理エリア外への不法投棄に
ついては、市の負担で処理します。

R4.8.12 49 特記仕様書

P-20
１１ 野球
場・運動施
設・多目的
グラウンド
整備業務仕
様４.その
他（4）

『業務に要する一切の委託費
用、消耗品、器材等は、指定管
理者の負担とする。ただし、修
理にかかる費用は、別途定める
修繕費用から支出することとす
る。』と明記されていますが、
自社で持ち込んで使用している
管理機械及び、施設用に購入し
た自社の機械が、故障した場合
も適用されるのでしょうか。

適用されます。
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最終更新日：令和4年8月22日
受付日 番号 該当資料名 該当箇所 質問要旨 回答

西宮市運動施設指定管理者募集に係る質問への回答

R4.8.12 50 特記仕様書

P-21
11　野球
場・運動
場・多目的
グラウンド
整備業務仕
様
1.業務内容
【別表】

各施設の表中にエアレーション
及び、バーチカル作業（更新作
業）の回数の明記がない施設が
ありますが、任意で良いので
しょうか。
また、表中の内野整備や外野芝
刈などの作業回数が少なく、現
在管理されている水準を保つの
が難しく感じますが、どのよう
に解釈すれば良いでしょうか。

エアレーション及びバーチカル作業の
実施は、【別表】グラウンド整備作業
要領に記載されていないグラウンドに
つきましても、芝生のある全てのグラ
ウンドで必要に応じて実施してくださ
い。
また、仕様書の水準で、回数はあくま
で目安としてください。なお、現行水
準を保つかどうかは裁量にお任せしま
す。

R4.8.12 51

施設の管理
に係る事業
計画書の概
要（様式
３）

－

表の各項目に『貴社の考え方』
を記すという形式となっていま
すが、【団体の概要・実績】
は、考え方ではなく、会社概要
や実績の記入で良いのでしょう
か。
また、表の下部に『…記入は文
章で、文字のポイントは変更せ
ず……』と明記されています
が、写真やイラストなどの使用
は不可との認識でよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

R4.8.12 52 特記仕様書

P-2
１.施設運
営管理業務
仕様
１.業務概
要（3）④

現在の有料駐車場及び、無料駐
車場で、警備員は配置されてい
ますでしょうか。配置されてい
る場合、施設ごとに年間の概算
人数と配置時間をご教授頂けな
いでしょうか。

現在の駐車場警備員等については、別
紙駐車場警備配置一覧をご覧くださ
い。

R4.8.12 53

施設の管理
に係る収支
予算書（様
式４）

－

自主事業（教室）、自主事業
（自動販売機）、その他につい
て、収入及び、支出を記載する
欄がありますが、租税公課は、
指定管理経費に掛かる支出と自
主事業経費に掛かる支出とを行
を分けて記載すれば良いでしょ
うか。

租税公課は、指定管理経費にかかる支
出と、自主事業にかかる支出の税額を
行を分けて、記載してください。

R4.8.12 54 募集要項

P-14
11.提出書
類の提出期
間、提出方
法、提出先
（３）

文中に『原本のデータ（ＰＤＦ
ファイルなど）をＥメールで送
信またはＣＤ－ＲＯＭ等記録メ
ディアで提出してください』と
明記されていますが、データの
容量が大きい場合、ダウンロー
ドファイルを使用し、Ｅメール
にて送付してもよろしいでしょ
うか。

結構です。
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受付日 番号 該当資料名 該当箇所 質問要旨 回答

西宮市運動施設指定管理者募集に係る質問への回答

R4.8.12 55 特記仕様書

Ｐ-2
１施設運営
管理業務仕
様１.（3）
③駐車場機
器

駐車場機器を新規に設置する場
合、指定管理者として確約され
てからの発注となり、半導体不
足などもあり、４月１日に納品
が間に合わない場合は、機器の
段取りができるまで、現在の機
器を使用することは可能でしょ
うか。

市又は現指定管理者、現リース会社及
び指定候補者で協議することになりま
す。新規導入する場合は、費用は４月
１日から設置することを前提に試算し
てください。なお、市が再リース費用
を負担する場合は、年度協定額の変更
や指定管理料の一部返還について別途
協議することとします。
また、現在リースしている浜甲子園体
育館駐車場(東・西）の主な機器類は、
駐車券発行機、全自動精算機、防犯プ
ロテクター、カーゲート、テント、出
入口満空表示灯、車両感知器です。

R4.8.12 56

施設の管理
に係る事業
計画書（様
式２）

事業計画書
３.（２）
②・③

給与などを記載する欄がありま
すが、複数の施設に応募し、職
員が掛け持ちとなる場合、給与
額は按分して、記載して良いで
しょうか。また、会計担当者な
ど本社勤務の業務で、間接費と
なり、指定管理者施設で、費用
の計上が必要のないものは、給
与額は、未計上で良いでしょう
か。
また、それらが、様式４の収支
予算書との整合が合えば、良い
でしょうか。

掛け持ちとなる場合は、給与額は按分
してください。
また、指定管理者施設で、費用の計上
が必要ないものは、給与額は未計上で
も結構ですが、備考欄に本社経費等と
明記し、様式４の収支予算書と合うよ
うにしてください。

R4.8.12 57 募集要項
P-11
７.経費の
負担

流通東体育館及び塩瀬体育館の
備品リストを開示いただけます
でしょうか。

別紙備品一覧をご覧ください。

R4.8.12 58 募集要項
P-11
７.経費の
負担

流通東体育館及び塩瀬体育館各
施設について、備品としてのＡ
ＥＤ設置状況をご教示くださ
い。

別紙、ＡＥＤ設置状況一覧のとおりで
す。市がリースで設置しています。

R4.8.12 59 募集要項
Ｐ-13
９.提出書
類

共同事業体で申請する場合、様
式1は構成団体各社が提出する
という理解でよいですか。

お見込みのとおりです。

R4.8.12 60 募集要項

P-14
11.提出書
類の提出期
間、提出方
法、提出先
（３）

提出する原本のデータは、提出
書類全てという理解で良いです
か。

お見込みのとおりです。
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最終更新日：令和4年8月22日
受付日 番号 該当資料名 該当箇所 質問要旨 回答

西宮市運動施設指定管理者募集に係る質問への回答

R4.8.12 61 募集要項
P-15
12.選定方
法

プレゼンテーションはパワーポ
イント資料などの投影を行う事
は可能ですか。

プロジェクターの使用は不可の予定で
す。

R4.8.12 62 業務仕様書

Ｐ-3
２.施設の
運営に関す
る業務
（5）

キャッシュレス決済に係る手数
料は貴市負担という理解でよろ
しいですか。

お見込みのとおりです。

R4.8.12 63 業務仕様書

Ｐ-3
２.施設の
運営に関す
る業務
（5）

施設窓口で使用料を徴収する場
合もキャッシュレス決済に対応
していますか。

キャッシュレス決済は、施設使用料、
器具使用料、夜間照明使用料、冷暖房
費用に対応しています。

R4.8.12 64 業務仕様書
Ｐ-6
６.委託業
務概要

流通東体育館及び塩瀬体育館の
現在の塵芥収集業務に係る年間
の費用をご教示ください。

他施設とあわせて廃棄物処理をしてお
り、各施設ごとの把握はしておりませ
んので、ご了承ください。

R4.8.12 65 特記仕様書

Ｐ-1
１施設運営
管理業務仕
様１.（1）

各体育館の利用入れ替え時の器
具等の設営及び撤去について
は、利用者が行うという理解で
よろしいですか。

利用入れ替え時は、利用者が行いま
す。
なお、一般開放時の器具の設営及び撤
去は指定管理者が行ってください。

R4.8.12 66 特記仕様書

Ｐ-4
１施設運営
管理業務仕
様４.大規
模大会の開
催

早朝・深夜の開館時間外対応に
ついて、直近3か年程度の対応
実績をご教示ください。

別紙大規模大会時間外対応一覧をご覧
ください。

R4.8.12 67 特記仕様書

Ｐ-5
２管理施設
を活用した
自主事業業
務仕様

流通東体育館及び塩瀬体育館で
現在行われている各スポーツ教
室の参加状況と収入状況をご教
示ください。

別紙自主事業人数一覧（Ｒ３年度・区
分４）をご覧ください。ただし、収入
状況については、現在の指定管理者の
裁量によるものであることから、提示
できません。
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最終更新日：令和4年8月22日
受付日 番号 該当資料名 該当箇所 質問要旨 回答

西宮市運動施設指定管理者募集に係る質問への回答

R4.8.12 68 特記仕様書

Ｐ-19
１１野球
場・運動
場・多目的
グラウンド
整備業務仕
様

内野補正整備及び芝生地管理に
使用する動力機材は備品として
施設にあるのでしょうか。備品
でなく指定管理者が調達した場
合、施設にそれらを保管してお
くことは可能ですか。

各施設の備品は以下のとおりです。
区分２　刈払機３台
区分３【甲子園浜野球場】　刈払機１
台
区分４【流通東体育館】　刈払機１
台、
【塩瀬体育館】 芝刈機１台、刈払機１
台、エンジンブロア１台
なお、指定管理者が調達した機材の保
管については、別途協議いたします。

R4.8.12 69 特記仕様書

Ｐ-19
１１野球
場・運動
場・多目的
グラウンド
整備業務仕
様

流通東野球場の芝生地散水用の
スプリンクラー設備はあります
か。

スプリンクラーはありません。

R4.8.12 70 特記仕様書

Ｐ-24
１３山口町
船坂多目的
グラウンド
受付・管理
業務仕様

現在の防犯カメラのインター
ネット回線使用料（ プロバイ
ダ料含む）の年間金額をご教示
ください。また流通東体育館及
び塩瀬体育館テニスコートにも
カメラが設置されていると思い
ますが、それらの維持に係る費
用は特にありませんか。

インターネット回線使用料について
は、現在の指定管理者の裁量によるも
のであることから、提示できません。
また、流通東体育館、塩瀬体育館及び
塩瀬テニスコートに設置している防犯
カメラの維持に係る費用は故障した時
の修繕費のみです。

R4.8.12 71 募集要項

Ｐ-8
３.指定管
理者が行う
業務の範囲
（2）サ

個人情報の適切な管理を行う、
と記載がございますが、指定管
理者（運営を担当する団体）
は、プライバシーマークを保有
することが必須又は望ましいの
でしょうか。

プライバシーマークを保有することは
任意です。

R4.8.12 72 募集要項

Ｐ-9
４.リスク
の分担【危
険負担】

不可抗力発生時において、自主
事業の休業補償は行いません、
との記載がございますが、仮に
自主事業の収益を充当して指定
管理料を下げて提案した場合で
も、休業・時短・人数制限等に
係る補償はないということで
しょうか。それとも指定管理業
務に係る事項とのことで、【危
険負担】の表中にある不可抗力
に該当するという認識でよろし
いでしょうか。

自主事業の休業補償は行いません
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R4.8.12 73 募集要項
Ｐ-11
７.経費の
負担（1）

受付業務に必要なパソコン・タ
ブレット・プリンタ等機器類・
AEDについては貸与します、と
の記載がございますが、機器類
の詳細（用途・仕様・スペッ
ク・ウイルス対策ソフト・使用
年数・台数・設置場所等）をお
示しください。また、現指定管
理者に対しても同様に貸与して
いるとの認識でよろしいでしょ
うか。パソコンや対応ソフトの
サービス期間終了やバージョン
が古くなった場合は、市と協議
のうえ、新しい機器等に更新頂
けるとの認識でよろしいでしょ
うか。

市で貸与するものは、施設予約システ
ム用のパソコン・プリンタ等機器類及
びキャッシュレス決済用のタブレット
です。詳細については、別紙、施設予
約システム用機器一覧のとおりです。
市がリース及び備品で設置しているた
め、機器の更新や再リース契約等の取
扱いについては、市で決定します。
ＡＥＤについては、別紙、ＡＥＤ設置
状況一覧のとおりです。市がリースで
設置しているため、機器の更新や再
リース契約等の取扱いについては、市
で決定します。

R4.8.12 74 募集要項
Ｐ-12
７.経費の
負担（6）

指定管理の仕様が異なっていま
す、との記載がございますが、
現指定期間と次期指定期間で異
なっている仕様について、大き
く変更がある内容の詳細につい
てご教示ください。

別紙業務増減一覧をご覧ください。

R4.8.12 75 募集要項
Ｐ-13
９.提出書
類

納税証明書について、国税につ
いては納税証明書（その３）等
未納の税額がないことが分かる
もの、と記載がございますが、
地方税について、東京都の場合
は、直近年度の法人都民税の納
税証明書を取得し、未納の税額
がないことが分かればよろしい
でしょうか。また、兵庫県民税
については、「納税証明書
（２）」（未納の税額がないこ
との証明）、西宮市税について
は、「完納証明書」を提出する
との認識でよろしいでしょう
か。

所在地が東京都の場合は、直近年度の
法人都民税、法人事業税によって、未
納の税額がないことが分かれば結構で
す。また、兵庫県民税及び西宮市税に
ついてはお見込みのとおりです。

R4.8.12 76 業務仕様書

Ｐ-3
２.施設の
運営に関す
る業務
(5)施設使
用料等の徴
収・収納等

現在使用料徴収のために導入し
ているキャッシュレス決済の詳
細についてお示しください。
（クレジットカード、デビット
カード、ICカード、バーコー
ド、QRコードの決済可能な種類
等）

利用者の方に窓口に設置されたＱＲ
コードを読み取っていただき、Ｐａｙ
ＰａｙとＬＩＮＥＰａｙでキャッシュ
レス決済を行っています。

R4.8.12 77 業務仕様書

Ｐ-3
２.施設の
運営に関す
る業務
(5)施設使
用料等の徴
収・収納等

キャッシュレス決済に係る契約
及び手数料の支払いについて
は、貴市が行うという認識でよ
ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
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R4.8.12 78 業務仕様書

Ｐ-3
２.施設の
運営に関す
る業務
(5)施設使
用料等の徴
収・収納等

キャッシュレス決済対応の券売
機は施設に導入されていますで
しょうか。

導入していません。

R4.8.12 79 業務仕様書

Ｐ-3
２.施設の
運営に関す
る業務
(6)自主事
業

なお書き以降に、「施設・器
具・照明使用料、冷暖房費用は
原則有料とし、甲から支払われ
る指定管理料にこれら使用料等
を含めないこと」とございます
が、施設・器具・照明使用料、
冷暖房費用を支出には含めない
との認識でよろしいでしょう
か。

市が支払う指定管理料には含めないで
ください。なお、自主事業にかかる費
用として計上してください。

R4.8.12 80 業務仕様書

Ｐ-3
２.施設の
運営に関す
る業務
(6)自主事
業

「また、経費等をのぞいた利益
は指定管理者の収入とします
が、可能な範囲で当該施設の利
便性等が向上する施策に充当し
てください。」との記載がござ
いますが、現指定期間中の事例
についてお示しください。ま
た、民間企業のため、一定の利
益を確保したうえでの提案との
認識でよろしいでしょうか。

事例については、現在の指定管理者の
裁量によるものであることから、提示
できません。
また、一定の利益の確保については、
お見込みのとおりです。

R4.8.12 81 業務仕様書

Ｐ-4
２.施設の
運営に関す
る業務
(10)運営に
関する留意
事項④

市民やボランティアとの協働事
業の推進とございますが、現指
定期間における事例についてご
教示ください。

事例については、現在の指定管理者の
裁量によるものであることから、提示
できません。

R4.8.12 82 特記仕様書

Ｐ-3
１施設運営
管理業務仕
様３.職員
配置

「※上記②・③は、指定管理者
の直接雇用かつ専任の常勤従事
者であることが望ましい。」と
ございますが、例えば区分２の
ように拠点が１か所の場合にお
いては、①が②及び③を兼ねる
ことも可能との認識でよろしい
でしょうか。

①が②及び③を兼ねることはできませ
ん。特記仕様書の１施設運営管理業務
仕様３.職員配置（2）最少配置人数の
とおりです。

R4.8.12 83 募集要項
P-11
７.経費の
負担

各施設の備品リストをご教示く
ださい。

別紙備品一覧をご覧ください。
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R4.8.12 84 募集要項

P-8
３.指定管
理者が行う
業務の範囲
(２)ケ

実際に災害用の避難所として利
用された実績はございますで
しょうか。その際指定管理者は
どのような業務を行う必要があ
りますでしょうか。

実績はあります。
災害時等には、速やかに市に施設の被
害状況を報告するとともに、避難所等
として施設を使用できるよう、施設・
設備の管理保全、キャンセル対応等を
行い、あらかじめ定めた受入場所の確
保を行います。その後、避難所等の運
営に協力していただきます。

R4.8.12 85 － －

指定管理者が変更になった場合
現在利用されている特殊機械類
（トラクター、小型レーキング
カー、コートローラー等）は引
き継ぐことは可能でしょうか。
また現在、どのような特殊機械
類が何台設置されていますで
しょうか。

現指定管理者が保有する機械類につい
ては、現指定管理者とご協議くださ
い。また、指定管理者が保有している
現在の特殊機械類の台数等について、
市は把握していません。なお、市が保
有する機械類については、備品一覧の
とおりです。

R4.8.12 86 特記仕様書
Ｐ-14
７清掃業務
仕様

現清掃の体制をご教授できます
でしょうか。(週何日・何時
間・何名か)

現在の指定管理者の裁量によるもので
あることから、提示できません。

R4.8.12 87 特記仕様書

Ｐ-3
１施設運営
管理業務仕
様３.職員
配置

現設備員の体制をご教授できま
すでしょうか。(常駐か巡回
か・常駐であれば勤務時間)

現在の指定管理者の裁量によるもので
あることから、提示できません。

R4.8.12 88 特記仕様書

Ｐ-19
１１野球
場・運動
場・多目的
グラウンド
整備業務仕
様

各グランド(テニスコート・野
球場・多目的広場)整備費用を
お教えいただけませんか。
またグランド整備は直営でしょ
うか、委託でしょうか。

現在の指定管理者の裁量によるもので
あることから、提示できません。

R4.8.12 89 募集要項
Ｐ-15
１２.選定
方法

選定評価委員会による審査につ
いて詳細をご教示ください。
① プレゼンテーション（発
表）の有無
② 質疑回答の有無
③ ①及び②の想定時間
④ 審査の出席者人数
⑤ 配布資料の有無
⑥ プロジェクター使用の可否
⑦ プロジェクター使用可の場
合、準備時間が発表時間に含ま
れるがどうか
⑧プレゼンテーションの予定日
（現段階の候補日）

① 実施する場合があります。
② プレゼンテーションを実施する場合
については、後日、ご参加いただく申
請者にお知らせいたします。
③　②と同じ
④　②と同じ
⑤　プレゼンテーションを実施する場
合については、事業計画書等提出され
た書類を基に行ってください。
⑥　プレゼンテーションを実施する場
合については、不可の予定です。
⑦　－
⑧　②と同じ
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R4.8.12 90 － －

敷地内に貸出自転車がございま
すが、こちらの運用・保守は指
定管理者の対象外の認識でよろ
しかったでしょうか。

お見込みのとおりです。
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