
指定管理者募集要項等に関する質問と回答

№ 資料 項 件 名 質 問 回 答

1 募集要項
P６

５経理に関する事項
指定管理料の上限

指定管理料の上限金額等があればお示し下さい。 上限金額はありませんが、指定管理料は年
度毎に区と協議を行います。

2 募集要項
P６

５経理に関する事項
小規模修繕計画に関して

小規模修繕に要する経費は別契約とのことですが、計画に関しても、本提案に
は大規模／小規模に関わらず織り込まず、別途協議との理解でよろしいです
か？

お見込のとおりです。

3 募集要項
P６

５経理に関する事項
備品の更新計画

備品の更新、新規購入に要する経費は別契約とのことですが、計画に関しても、
織り込まず、別途協議との理解でよろしいですか？

お見込のとおりです。

4 募集要項

Ｐ10
７応募に関する事項
（法人印鑑証明書）

法人印鑑証明書の提出について

法人印鑑証明書について、様式集の提出書類（団体書類）一覧表　＜グループ
応募用＞では、代表団体のみの表記となっておりますが、募集要項では構成団
体も提出するように読み取れます。構成団体も法人印鑑証明書を提出するという
認識でよろしいでしょうか。

様式集の誤りです。構成団体も法人印鑑証
明書をご提出ください。様式集の訂正版を掲
載したので参照のうえ書類をご提出くださ
い。

5 募集要項
P10

７応募に関する事項
（納税証明書）

納税証明書の提出について

納税証明書にはその1～その4までありますが、どちらを提出すればよろしいで
しょうか。

その３の３を提出してください。

6 募集要項
P10

７応募に関する事項
（納税証明書）

申請書類について

【団体関係書類一式】③（エ）・（オ）
直近2 年間の証明書とありますが、時期的に2017・2018 年度分の提出となりま
すがよろしいでしょうか。
※類似質問あり

確定している直近2年間の証明書をご提出く
ださい。

7 募集要項
P10

７応募に関する事項
（経営計画書・収支計算書）

申請書類について

【団体関係書類一式】③（カ）
当年度の経営計画書及び収支計算書ですが、社外に公表している資料はない
ため企業事情により提出不可としご承認をいただけますでしょうか。

提出が無い場合は、書類の不備と見なしま
す。

8 募集要項
P10

７応募に関する事項
（経営報告書・決算報告書）

申請書類について

【団体関係書類一式】③（キ）・（ク）
直近の2020年3月期の確定書類が提出日に間に合わない可能性があります。直
近3 年間の報告書とありますが、時期的に2016・2017・2018 年度分の提出となり
ますが、よろしいでしょうか。
※類似質問あり

確定している直近3年間の書類をご提出くだ
さい。

9 募集要項

Ｐ10
７応募に関する事項

（様式４）
様式４の記載内容について

グループ応募の際、代表団体を含めた構成団体全ての内容を１枚以内で記載と
の理解でよろしいでしょうか。また〈共同事業体としての実績〉欄は、過去に代表
団体、構成団体各々が他施設で共同事業体として指定管理を行なっている施設
の実績を記載すればよろしいのでしょうか。もしくは、本施設にて組成予定の共
同事業体が指定管理を行なっている施設の実績を記載すればよろしいのでしょ
うか。

前段は、お見込みのとおりです。
後段は、実績については本施設にて組成予
定の共同事業体の実績を記載してください。

10 募集要項

Ｐ10
７応募に関する事項

（様式５）
評価等の写しの添付

業務委託、指定管理者における当該自治体の評価等の写しを添付するとありま
すが、平成31年4月1日現在で評価結果が確定していない場合、その以前の年
度の評価等の写しの添付でもよろしいでしょうか。

確定している直近の評価等の写しをご提出
下さい。

11 募集要項
P11

8応募者の選定に関する事項
指定管理者選定委員会のメンバーについ
て

選定中の接触を避けるため、選定委員会のメンバーをご教示願います。 公表しておりません。

12 募集要項
P12

８応募者の選定に関する事項
審査方法について

最終判定時の評価は、第一次審査の評価点と第二次審査の評価点の合算の点
数にて決まりますか？それとも第二次審査の評価点がそのまま最終判定時の評
価になりますか？

公表しておりません。

13 募集要項
P12

８応募者の選定に関する事項
審査方法について

第二次審査の評価項目と点数配分をご教示下さい。 公表しておりません。

14 募集要項
P12

８応募者の選定に関する事項
審査方法について

第二次審査の審査方法をご教示願います。応募者からプレゼンテーションはでき
ますか？できる場合はパワーポイント等、申請資料と別資料を作成して実施する
ことは可能ですか？また、実施時間を教えて下さい。

一次審査通過者へ別途通知いたします。

15 募集要項
P12

８応募者の選定に関する事項
第二次審査の方法

第二次審査のヒヤリング方法は、パワーポイントによる説明という認識で宜しい
でしょうか。また、参加人数の制限やプレゼン時間をご教示ください。

一次審査通過者へ別途通知いたします。

16 管理運営の基準
P２

第２施設の運用に関する業務
１施設の利用に関する業務

臨時休館日について

前年度の臨時休館日についてご教示ください。 年末休館で3日間、法定点検で3日間休館し
ました。

17 管理運営の基準
P２

第２施設の運用に関する業務
１施設の利用に関する業務

年間スケジュールについて

優先予約で利用される年間スケジュール（日程や利用スケジュール）及び使用団
体がわかるものがあればご提示ください。

公表しておりません。

18 管理運営の基準
P４

第２施設の運用に関する業務
４その他の業務

業務内容について

４ その他の業務（3）緊急時の対応
災害時等に区が避難場所等として、本施設を使用する必要があると認めるとき
は、指定管理者は、区の指示に従うものとする。と記載されていますが、具体的
な想定事象をお教えください。また、指定管理者への指揮命令系統、それぞれの
想定事象に対する必要人員・構成等の基準等あればご開示願います。閉館時間
帯、休館時の対応基準等も併せてご開示願います。

大規模地震や風水害などの災害です。指揮
命令系統や必要人員、構成、閉館時等の対
応については災害の規模・様態によって異
なります。

19 管理運営の基準
P５

第２施設の運用に関する業務
４その他の業務

予約システムについて
予約システムに登録している個人・団体登録の利用者情報や登録申請情報は、
現運営企業より引き継いで運用するという考えでよろしいでしょうか。

利用者情報は区で管理しているため、指定
管理者の引継ぎ事項ではありません。

20 管理運営の基準
P５

第２施設の運用に関する業務
４その他の業務

グラウンド利用券等について

平成１７年までに発行された共通回数券、前指定管理者が発行した施設利用回
数券、江戸川区プールガーデン利用券のそれぞれの販売枚数と使用枚数をご
教授ください。

販売枚数と使用枚数は公表しておりませ
ん。また、前指定管理者の発行した施設利
用回数券はございません。
平成１７年までに発行された共通回数券、江
戸川区プールガーデン利用券の使用金額
の実績
令和元年度：￥26,600
平成30年度：￥34,950
平成29年度：￥63,950
平成28年度：￥53,950
平成27年度：￥85,700

21 管理運営の基準
P５

第２施設の運用に関する業務
４その他の業務

業務内容について

４ その他の業務（6）大規模災害発生時の業務
震災等大規模災害発生時は、緊急避難所として対応すること。また、遺体収容
所として運営するために関係部署と連携し、必要な対応を行うこと。と記載されて
いますが、緊急避難所としての具体的な対応内容をご開示願います。また、遺体
収容所運営に対する具体的な対応内容をご開示願います。必要人員・構成等の
基準等あればご開示願います。閉館時間帯、休館時の対応基準等も併せてご開
示願います。

必要な対応とは、施設管理者としての対応
となります。必要人員、構成、閉館時等の対
応については災害の規模・様態によって異
なります。

22 管理運営の基準

P６
第３生涯スポーツの推進及び利用者サービス

に関する業務基準
１スポーツ・レクリエーションの普及に関する

業務

自主事業について

自主事業の実施ができない施設や、時期があれば教えて下さい。 自主事業ができない施設や時期はありませ
ん。

23 管理運営の基準

P６
第３生涯スポーツの推進及び利用者サービス

に関する業務基準
１スポーツ・レクリエーションの普及に関する

業務

自主事業について

過去もしくは現在実施している教室・イベント事業の詳細を教えて下さい。（事業
概要、実施場所、参加料、定員、参加者数）
※類似質問あり

現在の自主事業については別掲載のとおり
です。

24 管理運営の基準

P６
第３生涯スポーツの推進及び利用者サービス

に関する業務基準
１スポーツ・レクリエーションの普及に関する

業務

自主事業について

現在、実施されている自主事業としての教室は踏襲する必要はありますか。 応募者の提案事項となりますので、必要性
は応募者の判断となります。

25 管理運営の基準

P６
第３生涯スポーツの推進及び利用者サービス

に関する業務基準
１スポーツ・レクリエーションの普及に関する

業務

自主事業について

募集を「広報えどがわ」へ掲出することはできますか？また区公式ホームページ
「スポーツ事業等検索システム」以外に、他媒体で掲出可能なものがあれば教え
て下さい。

広報えどがわに掲載することはできません。
広報の方法については、応募者の提案事項
となりますので、お示しできません。

26 管理運営の基準

P７
第３生涯スポーツの推進及び利用者サービス

に関する業務基準
３利用者サービスに関する業務

レストラン運営事業者

JBCafeについて、再委託している場合、その運営団体についてご教示ください。 レストラン事業については、応募者の提案事
項となりますので、お示しできません。

27 管理運営の基準

P７
第３生涯スポーツの推進及び利用者サービス

に関する業務基準
３利用者サービスに関する業務

アルコールの販売について

アルコールの販売は可能ですか。 アルコールの販売については可能です。
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指定管理者募集要項等に関する質問と回答

№ 資料 項 件 名 質 問 回 答

28 管理運営の基準

P７
第３生涯スポーツの推進及び利用者サービス

に関する業務基準
３利用者サービスに関する業務

行政目的外使用料

新たに自動販売機や有料ロッカー等を設置提案する場合の行政目的外使用料
があればご教示ください。

行政目的外使用料はありません。

29 管理運営の基準

P７
第３生涯スポーツの推進及び利用者サービス

に関する業務基準
４その他の業務

区主催・後援のスポーツイベントについて

江戸川区スポーツセンターで実施している区主催スポーツイベント（令和元年度
実績）の概要をお示しください。また、それらのイベントに関して、現指定管理事
業者の具体的な協力内容についてご教授願います。

区主催スポーツイベントについては、別掲載
のとおりです。
基本的には、会場の整備や備品の用意など
です。

30 管理運営の基準
P８

第４施設の維持管理に関する業務基準
１保守管理業務

プール水の入替について

プール水の入替は有りますか。（年内回数の目安） 年１回

31 管理運営の基準
P８

第４施設の維持管理に関する業務基準
２設備機器管理業務

建築基準法による定期検査について

建築基準法による定期検査は区で行っているのですか。 建築基準法による定期検査については、区
が行っています。

32 管理運営の基準
P８

第４施設の維持管理に関する業務基準
２設備機器管理業務

防火対象物点検について

防火対象物点検（消防法）は行っていますか。 防火対象物点検については、区が行ってい
ます。また、消防用設備の点検については、
指定管理者が行っています。

33 管理運営の基準
P８

第４施設の維持管理に関する業務基準
２設備機器管理業務

設備員の宿直勤務について

設備員の宿直勤務は有りますか。 応募者の提案事項となりますので、お示しで
きません。

34 管理運営の基準
P８

第４施設の維持管理に関する業務基準
２設備機器管理業務

遠隔監視設備について

遠隔監視設備はどの様なシステムで行っていますか。（設備・警備） 応募者の提案事項となります。安全管理上
公表しておりません。

35 管理運営の基準
P８

第４施設の維持管理に関する業務基準
２設備機器管理業務

ボイラーの保守点検について

管理運営の基準書にボイラーの保守点検が有りませんが行っていますか。 ボイラーの保守点検は指定管理者が行って
います。

36 管理運営の基準
P８

第４施設の維持管理に関する業務基準
２設備機器管理業務

音響装置の保守点検について

管理運営の基準書に音響装置の保守点検が有りませんが行っていますか。 音響装置の保守点検は指定管理者が行っ
ています。

37 管理運営の基準
P８

第４施設の維持管理に関する業務基準
２設備機器管理業務

自家用発電機の疑似負荷試験について

自家用発電機の疑似負荷試験は行っていますか。 自家用発電機の疑似負荷試験は指定管理
者が行っています。

38 管理運営の基準
P９

第４施設の維持管理に関する業務基準
３清掃業務

廃棄物処理について

一般廃棄物処理、産業廃棄物処理、粗大ゴミ処理については指定管理者が行う
こととありますが、処理数量及び処理費についてご教示願います。 

金額は公表しておりません。
令和元年度の処理量は、一般廃棄物16550
㎏・産業廃棄物2630㎏・粗大ゴミ0㎏。

39 管理運営の基準
P９

第４施設の維持管理に関する業務基準
４備品管理業務

現在設置されている備品について

現状、スポーツセンター内に設置されている備品に関して、区所有の備品一覧
と、現指定管理者が持ち込みで設置している備品一覧をお示し願います。
※類似質問あり

区の備品については別掲載のとおりです。
現指定管理者の備品については、応募者の
提案事項ですので、お示しできません。

40 管理運営の基準
P９

第４施設の維持管理に関する業務基準
４備品管理業務

リース品について

江戸川区契約のリース扱い物品はありますか。ある場合は、品目及び金額をご
教示ください。

江戸川区が契約しているリース扱い物品は
ありません。

41 管理運営の基準
P10

第４施設の維持管理に関する業務基準
５駐車場及び駐輪場管理業務

夜間の入出庫の制限について

夜間の入出庫の制限はありますか。 夜間の入出庫の制限はありません。

42 管理運営の基準
P10

第４施設の維持管理に関する業務基準
５駐車場及び駐輪場管理業務

駐車場料金について

駐車場料金は最大料金の設定は可能でしょうか。 駐車場料金の最大料金は条例の利用料金
の額を超えない範囲内で設定可能です。

43 管理運営の基準
P10

第４施設の維持管理に関する業務基準
５駐車場及び駐輪場管理業務

駐車場管理業務について

マスターズ水泳大会等大規模催事等において駐車場での交通誘導警備員配置
の必要性及び実績はありますか。

応募者の提案事項となりますので、お示しで
きません。

44 管理運営の基準
P12

第５経営管理に関する業務基準
４区及び関係機関との連絡調整業務

利用調整会議議事録

過去3年に実施された会議の議事録、もしくは内容の分かるものをお示しくださ
い。

公表しておりません。

45 管理運営の基準
P12

第５経営管理に関する業務基準
４区及び関係機関との連絡調整業務

連絡調整会議議事録

過去3年に実施された会議の議事録、もしくは内容の分かるものをお示しくださ
い。

公表しておりません。

46 管理運営の基準
P14

第６その他
３保険への加入

保険への加入

加入する保険の条件等に関して、指定があればご教示下さい。 指定はありません。

47 管理運営の基準
別表１

設備機器管理業務一覧
樹木管理委託について

樹木等の維持管理にあたって、下記項目の本数、面積をご教示願います。 
・常緑高木 
・落葉高木 
・中・低木 
・刈込み物 
・生垣 

常緑高木64本、落葉高木36本、中・低木47
本、苅込み物535平方メートル、生垣192平
方メートル

48 管理運営の基準
別表１

設備機器管理業務一覧
設備機器概要等について（電気関係）

下記設備の概要を把握し積算資料とする為の書面等を希望します。
・受変電設備の単結図
・監視システムの概要
・構内電話交換設備の概要
・大体育館音響設備の概要

・受変電設備の単結図は公表しておりませ
ん。
・機械警備警備（セコム）
 コントローラ1、電源装置3、赤外線センサー
3、無線通信アダプター1、アナログ回線ユ
ニット1、フラッシュライト1、マグネットセン
サー10、インフラレッドセンサー19、ポインタ
6パワーユニット1、火災移設リレーボックス1
ボーダー300：2、インフラレッドセンサー5、マ
グネットセンサー16、
自火報結線1、即時通報火災1、防犯エリア
1、その他設備異常1、結線コード1
・電話交換設備
　Integral-F×1基（日立製）
・大体育室音響設備
　メインスピーカー4台（Community）
　サイドスピーカー6台（Community)
　貴賓席スピーカー2台（Community）
　パワーアンプ1台
　スピーカープロセッサ2台
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指定管理者募集要項等に関する質問と回答

№ 資料 項 件 名 質 問 回 答

49 管理運営の基準
別表１

設備機器管理業務一覧
設備機器概要等について（空調関係）

下記設備の概要を把握し積算資料とする為の書面等を希望します。
・空調設備機器一覧表
・ボイラー設備（関連機器の概要）
・空気熱源設備（ＥＨＰ・ＧＨＰ・チラー）の概要
・空調自動制御設備の概要
・遠隔監視装置の概要
・空調設備（エアハンドリングユニット）の概要
・加湿装置の概要

・空調設備機器一覧表は別掲載のとおりで
す。
・ボイラー設備
　蒸気ボイラーSQ-1000ZS×5基
　（三浦工業）、
　軟水装置MS-90×1基
・空調熱源設備の概要（別紙）
・空調自動制御設備の概要
　中央監視装置（μ-METASYS）
　空調機制御（ACU-1-1、-2、ACU-2）
　（ジョンソンコントロールズ）
・遠隔監視装置の概要
地下警報盤停電、2階警報盤停電、設備異
常監視（受変電異常、高架水槽減水・満水、
受水槽減水・満水、排水槽満水、呼水槽減
水、ボイラー故障、消火栓水槽減水・満水、
3階膨張タンク減水・満水、プール補給水タ
ンク満水・減水他）、
・空調設備の概要は別掲載のとおりです。
・加湿装置の概要
透湿膜加湿器（PAC5台に設置）、膨張タンク
（屋上）

50 管理運営の基準
別表１

設備機器管理業務一覧
設備機器概要等について（建築設備）

下記設備の概要を把握し積算資料とする為の書面等を希望します。
・エレベータ―設備の概要
・自動ドア設備の概要
・駐車場管理システムの概要

・エレベーター設備の概要
乗用兼車椅子用、ロープ式、機械室無し、停
止階1～4階、積載量1000㎏、定員15名
（(株)エレベータシステムズ）
・自動ドア設備の概要
DSN-75DKRWAL ×１台（ナムコ製）
DSN-150DKRWAL ×１台（ナムコ製）
・駐車場管理システムの概要
システム　７５Ｎ・４８Ｎ（アマノ製）

51 管理運営の基準
別表１

設備機器管理業務一覧
設備機器概要等について（給排水設備）

下記設備の概要を把握し積算資料とする為の書面等を希望します。
・系統配管図
・貯水槽容量
・排水槽容量

・系統配管図は公表しておりません。
・貯水槽、排水槽容量
受水槽（上水）25.0立方メートル、18.75立方
メートル、高架水槽（上水）9.0立方メートル、
受水槽（雑用）18.25立方メートル×2、高架
水槽（雑用）9.0立方メートル、受水槽（大
プール）13.5立方メートル、受水槽（小プー
ル）6.0立方メートル、受水槽（消防用）22.3立
方メートル、高架水槽（消防用）1.0立方メー
トル、貯湯槽：ST-1φ1,500×2,450H、ST-2
φ1,400×2,250H、雑排水槽：90立方メート
ル

52 管理運営の基準
別表１

設備機器管理業務一覧
設備機器概要等について（環境衛生設備）

下記設備の概要を把握し積算資料とする為の書面等を希望します。
・プールろ過機設備の概要

濾過装置FP-300-AT、FP-150－AP（三進ろ
過工業）、集毛器KCS-300、水質監視装置、
有機物処理装置、電解次亜生成装置PC7-
330、自動塩素注入装置CS ll-1000、保温用
チラー（CAH-P750D、CAH-P250C）

53 管理運営の基準
別表１

設備機器管理業務一覧
設備機器概要等について（消防設備）

下記設備の概要を把握し積算資料とする為の書面等を希望します。
・消防設備機器の概要（消火設備、報知設備等）
・非常用発電設の概要
・非常放送設備の概要

・消防設備機器の概要
消火器66本、自火報設備（Fcsj104N-J3A-
80Lt　能美防災）、感知器（656）、避難誘導
灯（57）、排煙機（2台）、非常発電機
（105KVA/84ｋｗ1基）、蓄電地設備（HSE-
100-6日立化成、CFC-D三菱電機）、防火
扉・シャッタ設備（72ヶ所）
・非常放送設備の概要
WK-850（パナソニック製）

54 管理運営の基準
別表１

設備機器管理業務一覧
別表１の設備図面及び機器一覧ご教示提
示ください。

別表１の設備図面及び機器一覧ご教示提示ください。 公表しておりません。

55 管理運営の基準
別表２

清掃業務一覧
日常業務　早朝機械設備運転について

４５日間早朝機械設備運転がありますが、何時からの勤務でしょうか。 応募者の提案事項となりますので、お示しで
きません。

56 管理運営の基準
別表２

清掃業務一覧
日常清掃　プール更衣室等早朝清掃につ
いて

４５日間プール更衣室等早朝清掃がありますが、何時からの勤務でしょうか。 応募者の提案事項となりますので、お示しで
きません。

57 管理運営の基準
別表２

清掃業務一覧
日常清掃について

屋内清掃、屋外清掃、ジュータン清掃の対象面積をご教示いただけますでしょう
か。

対象面積
・屋内清掃　：9,120平方メートル
・屋外清掃　：3,944平方メートル
・じゅうたん清掃　：329.1平方メートル

58 管理運営の基準
別表２

清掃業務一覧
定期清掃について

以下の項目について対象面積、個数等をご教示いただけますでしょうか。
・屋内清掃
・窓ガラス
・カーペット
・証明器具
・ジュータン洗浄
・植込除草
・エアーフィルター
・プール雑俳水槽
・害虫駆除
・天井・高所

対象
・屋内清掃　：9718.73平方メートル
・窓ガラス　：1,600平方メートル
・カーペット　：898.37平方メートル
・証明器具　：1,039組
・ジュータン洗浄　：329.1平方メートル
・植込除草　：328.5平方メートル
・エアーフィルター :48台
・プール雑俳水槽　：90立方メートル
・害虫駆除　11,029平方メートル
・天井・高所　：1式

59 管理運営の基準
別紙１

えどがわスポーツコンシェルジュ　業務内容
３コーディネート業務について

窓口での応対について

「相談記録は所定の書式により適切に保管すること」と記載がありますが、利用
者の円滑な利用のために現在までの記録・情報を現指定管理者より引継ぎ運用
することは可能でしょうか。

相談記録は現指定管理者より引継ぎ可能で
す。

60 管理運営の基準
別紙１

えどがわスポーツコンシェルジュ　業務内容
５積極的な情報提供について

積極的な情報提供について

「区の指定する項目のバリアフリー情報を掲載すること」と記載がありますが、具
体的にどのような項目かご教授ください。「スポーツ事業等検索システム」はこれ
から構築されるシステムという理解でよろしいでしょうか。

前段は、出入口情報、施設内情報、トイレ情
報、更衣室情報、施設案内情報、駐車場情
報、その他情報の項目があります。
後段は、お見込みのとおりです。

61 その他 説明会配布資料２ 各様式の応募チーム名の表記
グループで応募する場合、提出書類一覧表<グループ応募用>、様式3～8、11の
上記「応募チーム名」の表記については、代表団体のチーム名（アルファベット）
を記載する又はグループの名称を記載するのどちらとなりますでしょうか。

代表団体の応募チーム名（アルファベット）
を記載してください。

62 その他 説明会配布資料２ 応募団体名の記載
応募団体名の記載ができない書類は、事業計書（様式３～８）別添資料含む、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。

63 その他 説明会配布資料２ 応募チーム名の記載について

施設説明会で配布頂いた資料2および口頭説明に基づき、事業計画書において
応募団体名が判別できるような記載はしない。とのことですが、企業名を黒塗り
するという認識でよろしいでしょうか。または、応募団体名が推測される実績や文
章等も含まれるでしょうか。

企業名のマスキングとなります。

64 その他 説明会配布資料４ 利用者数の減少に関して

団体貸切、個人利用ともに平成30年度以降の利用数が減っておりますが、理由
があればご教示願います。

平成30年度は、大規模改修工事による休館
がありました。令和元年度は新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のための一般公開・教室
事業中止、利用自粛のためです。

65 その他 説明会配布資料４ 回数券の取り扱い

回数券販売の詳細に関して記されておりますが、指定管理事業者が変更になっ
た際の売掛金等、精算方法に関して取り扱い方法をご教示願います。

現指定管理者が発行した回数券を使用して
施設をした場合は、現指定管理者へ請求し
指定管理者同士で精算していただきます。

66 その他 説明会配布資料４ 営業休止期間
平成28年度以降で、改修工事等により1カ月以上の長期にわたる休館、もしくは
部分利用停止等があれば、その日時、場所等に関して、その理由も含めてご教
示ください。

平成31年1月5日～平成31年3月28日
（全館休館）

67 その他 説明会配布資料５ 大体育室の観覧席に関して

平面図（A-10）のD-E通り間、8-9通りの間のスペースは、車椅子用観戦席でしょ
うか。床面にコンセント等がありましたが、日常の教室事業等の実施時のインスト
ラクター用ステージとしての活用は可能ですか。

車椅子用の観覧席ではありません。
安全配慮がなされれば使用用途の制限は
ありません。

68 その他 資格要件

受付、トレーニングルーム、プール、運動教室の講師、駐車場警備員に関して、
具体的な資格要件、および人員配置要件があれば、ご教示下さい。また、上記
場所以外の人員での要件があれば合わせてご教示願います。

応募者の提案事項となります。
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指定管理者募集要項等に関する質問と回答

№ 資料 項 件 名 質 問 回 答

69 その他 コロナの影響

コロナパンデミック要因の休館による利用者減の影響を、どのように考えればよ
ろしいでしょうか？影響が来年度以降も続けば、自粛休館による開館日数減少、
３密を避けるための利用者制限等により、収入減が避けられません。現時点で
は影響がないとの前提で収支計画をたて、影響がある場合は別途協議との認識
でよろしいでしょうか？影響を見積り利用者数減による収入減を見込むと、現事
業とサービスをそのまま継続するためには指定管理料が増額になってしまいま
すが、収入減を見込んだうえで現在相当の指定管理料の範囲内で最大限の事
業とサービス提供を検討することも可能です。その場合は、金額とサービスのバ
ランスに関して、基本的な考え方があればご教示願います。

新型コロナウイルス感染症による影響につ
いては、影響が無いという前提で計画を立
ててください。

70 その他 施設利用料収入について（コロナ影響）

新型コロナウイルスの影響が大きな問題になりつつありますが、今後数年にわた
り集客（施設利用料収入）に影響があると思われます。施設利用料等何かしらの
補填について区の考えはありますか。

補填については、現段階ではお示しできま
せん。状況に応じて区と協議のうえ決定しま
す。
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