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番号

資料名 ページ 質問内容 回答

1 募集要項 3
指定管理期間に関して、「※令和4年度は大規模改修実施予定のため、原則1年
間の休館とします」とございますが、令和4年度の指定管理料は休館中の業務内
容に応じて積算するという理解でよろしいでしょうか。

令和4年度の業務内容を別紙１にてご確認いただき、内容に応じて指定管理
料を算出してください。

2 仕様書 6 既存物品について、貸与物品一覧を開示願います。 別紙２をご確認ください。

3 仕様書 7
13収益配分および14精算に該当する配分金・精算金の算定期間と備品購入を含
めた精算方法（時期）をご教示ください。

算定期間は年度報告に沿って年度毎とします。精算方法と期間については協
議の上決定するものとします。

4 募集要項 4
令和４年度において播磨町入札参加資格事業者であること、とありますが理由
をお教えください。

運営仕様書P3　3（7）➀播磨町から委託する特定保健指導、健康講座の業務
を受託いただくために必要となる可能性があるためです。

5 募集要項 6
播磨町が貸与する物品にプールで使用するフロアー（水深台）、ライフジャ
ケット・ビート板は含まれますか。お教えください。

町が貸与する物品に含まれません。
全て現指定管理者の備品となります。

6 仕様書 6
播磨町が貸与する物品にマシンジム内の備品は含まれますでしょうか。また、
スタジオ内のストレッチマット・ステップ台は含まれますでしょうか、お教え
ください。

町が貸与する物品に含まれません。
全て現指定管理者の備品となります。

7 仕様書 4
プール自主事業の、のべ利用者数（大人・子供）・自主事業マシンジムのべ利
用者数・自主事業スタジオのべ利用者数をお教えください。

自主事業に関する参加者数はお示しできません。
令和2年度の各セクションの利用者数に関しては別紙3を参照ください。

8 募集要項 3

２　指定期間
※令和4年度は大規模改修実施予定のため、原則1年間の休館とのことですが、
休館期間中に指定管理者で職員を配置する必要がありますでしょうか。必要な
場合は、職員配置の基準(日数、時間、人数など）をお示しください。
また、休館期間中に指定管理者側で実施する業務がある場合は、業務内容をご
提示ください。

回答1を参照ください。

9 募集要項 4･6

３　応募資格または４提出書類
「令和4年度において播磨町入札参加資格事業者であること」「播磨町入札参加
資格証明書（写し）」とあるが、指定管理選定後の令和4年1月から予定されて
いる令和4年度入札参加資格審査に申請する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。

10 募集要項 4

３　応募資格
共同事業体のすべての構成員は、（1）の応募資格を満たしていることが必要と
あるが、すべての構成員が令和4年度播磨町入札参加資格事業者であることが必
要とする認識でよろしいでしょうか。または代表する法人のみの考えでよろし
いでしょうか。

前段お見込みのとおり全ての構成員が必要となります。

11 募集要項 6
（３）収支計画書
①令和4年度の収支計画書作成にあたっては、大規模改修を考慮せずに作成する
という認識でよろしいでしょうか。

回答1を参照ください。

12 募集要項 6
（３）収支計画書
①収支計画書の作成にあたっては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う収入
（利用者）減少を考慮せずに作成するという認識でよろしいでしょうか。

新型コロナウイルス感染拡大に限らずあらゆる事象が起こる可能性がありま
す。その際は仕様書Ｐ8-9のリスク責任分担表に沿って対応することとしま
す。お見込みのとおり新型コロナ感染症拡大等の要因を考慮せず収支計画を
行ってください。

13 募集要項 6
（３）収支計画書
①収支計画書の作成にあたっては、自主事業に伴う収入、支出も含むとの認識
でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

14 募集要項 6

（３）収支計画書
④播磨町が貸与する物品及び業務用機器について一覧をご提示ください。
また、現指定管理者様が導入している物品及び業務用機器についても一覧をご
提示ください。

播磨町から貸与される備品のみ開示いたします。
別紙3を参照してください。

《質問内容》

播磨町健康いきいきセンター指定管理者公募に関する質問回答



15 募集要項 6
（３）収支計画書
⑦指定管理料の上限額または参考金額についてご提示ください。

仕様書に沿った運営で且つ様々なご提案をいただくためにも指定管理料の上
限額は提示しておりません。参考金額については過去の指定管理料を別紙4
に開示しております。

16 募集要項 6

（６）法人に関する書類
都道府県税、市町税について、本社を兵庫県外に有し、兵庫県内に営業所を設
置している場合は、本店、県内事業所分のそれぞれを提出する場合があります
でしょうか。

本社所在地及び営業所所在地分の提出をお願いいたします。

17 募集要項 7
【公募及び選定スケジュール】
・質問の回答について、収支計画作成に関する質問事項について早めにご回答
いただくことは可能でしょうか。

21日の回答となります。

18 募集要項 7
【公募及び選定スケジュール】
・2次審査（プレゼンテーション）は実施する予定でしょうか。

実施予定とします。
開催日時等、詳細は別途ご案内いたします。

19 仕様書 3

（3）トレーニング室およびスタジオ管理業務
⑥健康運動指導士等有資格者のもと人員配置をすること
・営業時間中は、トレーニング室に指導員を常時配置する必要がありますで
しょうか。

原則1名を基本に配置してください。

20 仕様書 3
（７）保健指導にかかわる業務
①播磨町から委託する特定保健指導、健康講座等の業務
・現在の委託業務の仕様をご提示ください。

現在の委託業務は本施設以外も含め多数あり各々の仕様をお示しすることは
出来ません。次期指定管理期間に於ける特定保健指導・健康講座等の業務に
ついては都度実施内容を協議し決定することとします。
尚、委託料については指定管理料に含みません。

21 仕様書 4
５播磨町との連携調整・協力体制及び近隣住民対応に関する業務
（2）近隣住民対応については、建物前の警備員の常時配置する必要があります
でしょうか。

指定管理者の提案事項となります。

22 仕様書 4

５指定管理者の自主事業
自動販売機の設置については、管理費用として播磨町へ行政財産目的外使用料
の支払い義務はあるでしょうか。また自動販売機の設置場所・台数の制限等が
あればご教示ください。

自動販売機の設置については町に対して事前に承認が必要となりますが行政
財産目的外使用料の支払い義務はございません。

23 仕様書 8
15その他留意事項
（１）損害賠償責任にある光熱水費について、電気量、水道量、LPガス量、重
油量、それぞれの使用量と使用料金の過去3ヵ年分をご教示ください。

水光熱（使用料・経費）については、別紙5を参照してください｡

24 仕様書 9

責任分担表（不可抗力によって発生した損害、損失及び経費の増）
・新型コロナウイルス等の感染症拡大の影響（施設の臨時休館等）による利用
料金収入、自主事業収入の損失補償については、協議事項との認識でよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。
利用料収入及び自主事業収入の損失基準となる収入額については事業計画お
よび過去実績等を総合的に判断することとします。

25 仕様書 10
トレーニング機器、券売機の保守点検については、貴町にて実施されるとの認
識でよろしいでしょうか。

貸与する備品、機器の保守点検については指定管理者で実施ください。

26 その他 現指定期間における収支状況についてご提示ください。 別紙4を参照してください。

27 その他
現指定期間における利用料金収入の内訳（当日券、回数券、定期券、会議室、
駐車場など、料金形態毎の収入額）をご提示ください。

別紙3の利用状況一覧を参照ください。

28 その他
現指定期間における自主事業収入の内訳（受講料収入、物販収入、自動販売機
手数料収入、レンタル収入）をご提示ください。

自主事業に関する収入の内訳等はお示しできません。
自主事業については各社の強みを生かした事業計画をご提案ください。

29 その他
現指定期間における利用者数の内訳（券種または施設ごと）をご提示くださ
い。

別紙3の利用状況一覧を参照ください。



30 その他
現指定管理にて会員管理システムを運用されているが、播磨町として会員管理
システムは必要ありますでしょうか。

会員システムについては指定管理者の提案事項とします。

31 その他
現指定管理にて新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりお風呂が利用中止
になっていますが、営業する前提で収支計画書を作成するという認識でよろし
かったでしょうか。

お見込みのとおりです。
回答12も参照ください。

32 その他
現指定管理にて当初健康相談室をキッズロッカーに用途変更されているが、引
き続き同じ目的での使用は可能でしょうか。また更衣ロッカーについては播磨
町備品という認識でよろしいでしょうか。

更衣ロッカー及び立壁などの備品や製作物は現指定管理者が撤去、原状回復
することとなっております。健康相談室をキッズロッカーとして使用を希望
する場合は、再度用途変更の申請が必要となります

33 その他
現指定管理にて2F播磨町子育て学習センター・プレイルームについて、利用状
況をご教示ください。また自主事業での利用は可能でしょうか。

現在は播磨町からの委託業務である特定保健指導で利用しています。
多目的室については仕様書Ｐ5（4）に記載された内容で提案ください。

34 その他
現指定期間における新型コロナウイルス感染症拡大の影響による施設の臨時休
館、時短営業の詳細についてご提示ください。

別紙6を参照ください。

35 募集要項 6
プール・風呂系統のろ過材の交換、光明石洗浄・活性石交換、交換及び
洗浄の周期を教えてください。

下記のとおりです。
・風呂ろ過材の交換：令和6年度（5～6年に1回）
・光明石洗浄・活性石交換：令和7年度（5～6年に1回）
・プールろ過材の交換：令和6年度・令和9年度（3年に1回）

36 仕様書 4
施設設備の管理・保守点検業務で大規模改修による設備保守の追加及び仕様変
更等々、保守費用に変動があった場合の考え方をご教示下さい。

大規模改修については設計中で詳細は決まっていない為、設備保守の追加及
び仕様変更については改修後、町との協議とします。

37 募集要項 3

2　指定管理期間
※令和4年度は大規模改修実施予定のため、原則１年間は休館とします。

（質問）
・この休館中は令和５年度再開館に向けた準備業務を除いて維持管理業務員
（清掃、施設管理）の配置は不要と理解してよろしいですか。

回答1を参照ください。

38 募集要項 3

2　指定管理期間
※令和4年度は大規模改修実施予定のため、原則１年間の休館とします。

（質問）
・令和４年度の1年間の警備業務は指定管理者の業務となりますか。
・指定管理者の業務になる場合業務範囲、内容、勤務時間をご提示ください。

回答1を参照ください。

39 募集要項 3

2　指定管理期間
※令和4年度は大規模改修実施予定のため、原則１年間の休館とします。

（質問）
・令和４年度の1年間の植栽管理業務は指定管理者の業務となりますか。
・指定管理者の業務になる場合業務範囲、内容をご提示ください。

回答1を参照ください。

40 仕様書 8

15　その他留意事項
　（１）損害賠償責任
業務分担表に項目　施設及び設備の維持管理（清掃、施設保守点検、設備等法
定点検、警備、植栽、安全衛生管理、光熱水費、消耗品の交換、調査報告、記
録の保管等）、環境保全の責任分担は指定管理者とあります。

（質問）
・この内、光熱水費の根拠となる使用量をご提示ください。
(電気量、水道量、LPガス量、重油量の過去3ヵ年分をご提示ください)

水光熱（使用料・経費）については、別紙5を参照してください。

41 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”共通”で自家用電気工作物月次点検　実施単位１
月間とあります。

（質問）
・受電合計トランス容量をご提示ください。

別紙８を参照してください。



42 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”共通”で自家用電気工作物年次点検　実施単位１
年間とあります。

（質問）
・絶縁監視装置は設置されていますか、ご教示ください。

絶縁監視装置はございません。

43 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の共通”で非常用電気工作物月次点検　実施単位１月
間とあります。

（質問）
・非常用発電機のメーカー、型式、定格出力及び定格電圧をご提示ください。
・内部観察等もしくは負荷運転は実施されていますか。実施されている場合最
終実施年月をご教示ください。

下記のとおりです。
・発電機：35Kv　オーバー㈱　G-34
・原動機：ヤンマーディーゼル㈱　4TN-82TL-RGH
負荷運転は今年度実施予定です。

44 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”共通”で太陽光発電設備機能点検　実施単位１月
間とあります。

（質問）
・太陽光発電設備のメーカー、型式及び定格出力をご提示ください。
・併せて点検報告書をご提示ください。

下記のとおりです。
型式：SOLAGE-L2　メーカー：日本電気精機㈱
定格出力：30ｋｗ

45 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”共通”で定期検査の対象となる防火戸、シャッ
ター等の業務名が記載されていません。

（質問）
・防火設備定期検査の対象となる防火戸、シャッター等があれば、”いきい
き、デイ、しあわせ”それぞれに台数をご提示ください。

下記のとおりです。
・防火戸：1枚
・防火シャッター：4枚

46 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”共通”で特殊建築物定期調査　実施単位３年間と
あります。

（質問）
・特殊建築物定期調査の”いきいき、　デイ、しあわせ”それぞれの　最終実
施年月をご提示ください。

下記のとおりです。
・令和2年10月実施。

47 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”共通”で建築設備定期点検業務の記載なし

（質問）
・”いきいき、デイ、しあわせ”それぞれに建築設備定期点検は必要ありませ
んか。ご回答ください。

本施設、対象ではありません。

48 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”いきいき”で中央監視盤点検（スポット）実施単
位１年間とあります。

（質問）
・中央監視盤のメーカー及び型式等の仕様書をご提示ください。
・また、中央監視盤点検作業にローカル盤も含まれていますか。

下記のとおりです。
・型式：ＷＥＬＢＡ200　メーカー：パナソニック
別紙に捉わることなく、運営仕様書に基づき、管理運営基準を満たしたうえ
で、適切な仕様をご提案ください。

49 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”いきいき”で光明石保守点検（スポット）実施単
位１年間とあります。

（質問）
・光明石装置のメーカー・型式等の仕様書をご提示ください。また、浴室系統
の逆洗水用タンクの清掃は点検に含まれていますか。含まれていない場合、必
要ですか、必要ありませんか。

下記のとおりです。
・型式：HN-30HF（2連式）1基　メーカー：長原産業㈱
別紙に捉わることなく、運営仕様書に基づき、管理運営基準を満たしたうえ
で、適切な仕様をご提案ください。

50 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”いきいき”でボイラー設備点検（スポット）実施
単位１年間とあります。

（質問）
・ボイラーのメーカー、型式及び台数ご提示ください。

下記のとおりです。
・型式：VEC-40ESN-WHR　2基　メーカー：㈱ヒラカワ

51 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”いきいき”で雑排水槽清掃　実施単位6月間とあり
ます。
　
（質問）
・雑排水槽の槽数及び容量をご提示ください。また、複数の場合それぞれの容
量をご提示ください。

下記のとおりです。
・雑排水槽：10㎥　1槽

52 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”いきいき”で空調自動制御機器（スポット）　実
施単位１年間とあります。

（質問）
・空調機器のメーカー及び型式を含む仕様書ご提示ください。

下記のとおりです。
・メーカー：アズビル
別紙に捉わることなく、運営仕様書に基づき、管理運営基準を満たしたうえ
で、適切な仕様をご提案ください。

53 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”いきいき”で温水プール排煙オペレーター（ス
ポット）　実施単位１年間とあります。

（質問）
・排煙オペレーターのメーカー、型式、台数をご提示ください。

下記のとおりです。
・型式：ND-S　台数：12台　メーカー：豊和

54 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”いきいき”で空調機室内機フィルター清掃　実施
単位随時とあります。

（質問）
・空調室内機のメーカー、型式及び台数をご提示ください。

別紙９を参照してください。



55 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”デイ”で　自動ドア保守　　実施単位3月間とあり
ます。

（質問）
・自動ドアのメーカー、型式及び台数をご提示ください。

仕様書P10（共通・いきいき）項目以外のデイサービス・しあわせセンター
業務については参考資料になります。指定管理者業務からは除外となりま
す。

56 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”デイ”で　昇降機保守点検　　実施単位3月間とあ
ります。

（質問）
・昇降機のメーカー、型式及び台数をご提示ください。

仕様書P10（共通・いきいき）項目以外のデイサービス・しあわせセンター
業務については参考資料になります。指定管理者業務からは除外となりま
す。

57 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”デイ”で小荷物専用昇降機保守点検　　実施単位
１年間とあります。

（質問）
・小荷物専用昇降機のメーカー、型式及び台数を提示ください。

仕様書P10（共通・いきいき）項目以外のデイサービス・しあわせセンター
業務については参考資料になります。指定管理者業務からは除外となりま
す。

58 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”デイ”で　ボイラー設備点検　　実施単位１年間
とあります。

（質問）
・ボイラーのメーカー、型式及び台数をご提示ください。

仕様書P10（共通・いきいき）項目以外のデイサービス・しあわせセンター
業務については参考資料になります。指定管理者業務からは除外となりま
す。

59 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”しあわせ”で　自動ドア保守　　実施単位3ヶ月間
とあります。

（質問）
・自動ドアのメーカー、型式及び台数をご提示ください。

仕様書P10（共通・いきいき）項目以外のデイサービス・しあわせセンター
業務については参考資料になります。指定管理者業務からは除外となりま
す。

60 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”しあわせ”で　昇降機保守点検実施単位3月間とあ
ります。

（質問）
・昇降機のメーカー、型式及び台数をご提示ください。

仕様書P10（共通・いきいき）項目以外のデイサービス・しあわせセンター
業務については参考資料になります。指定管理者業務からは除外となりま
す。

61 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”しあわせ”で空調機室内機フィルター清掃　実施
単位随時とあります。

（質問）
・空調機室内機のメーカー、型式及び台数をご提示ください。

仕様書P10（共通・いきいき）項目以外のデイサービス・しあわせセンター
業務については参考資料になります。指定管理者業務からは除外となりま
す。

62 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”しあわせ”で全熱交換機フィルター清掃　実施単
位１年間とあります。

（質問）
・全熱交換機のメーカー、型式及び台数をご提示ください。

仕様書P10（共通・いきいき）項目以外のデイサービス・しあわせセンター
業務については参考資料になります。指定管理者業務からは除外となりま
す。

63 仕様書 3

（3）警備業務
　　①館内外巡回業務

（質問）
・館内外巡回業務は、警備検定合格者によるものではなく施設管理員が巡回業
務を行うことでもよろしいですか。

適切な施設の維持管理を実施いただければ問題ございませんので、詳細規定
を設けておりません。

65 仕様書 10

施設管理業務一覧表
対　象：いきいき
業務名：剪定

（質問）
　・植栽管理範囲をご教示ください。
　・樹木の規格等管理数量をご教示ください。
　・植栽管理において、現在の計画書に基づき予算計上する
　　のでしょうか？その場合、計画書は頂戴できるのでしょうか？
　・無い場合は、弊社管理計画により予算計上するということで
　　よろしいでしょうか。
　・剪定等業務で生じるゴミ（枝葉、草）の処分は10割減免で行えますか。

剪定範囲に関しては基本敷地内全般とします。
現行、指定管理者からの計画、提案に基づき適宜実施しています。
予算については、各社管理計画に基づき計上してください。また剪定により
生じるゴミの廃棄料は指定管理者負担となり、減免対象外となります。

66 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”共通”で空気環境測定　実施単位2月間とありま
す。

（質問）
・空気環境測定の測定スポット数あるいは点検報告書をご提示ください。

測定ポイントは下記のとおりです。
・いきいきセンター：7か所
・デイサービスセンター：2か所
・しあわせセンター：2か所

67 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”共通”で貯水槽清掃　実施単位1年間とあります。

（質問）
・貯水槽の容量と槽数をご提示ください。
・貯水槽用の自動給水装置制御盤及び加圧給水ポンプユニットは点検業務の記
載はありませんが、必要ですか、必要ないですか。ご教示ください。

下記のとおりです。
・貯水槽容量：総容量30㎥　1基2槽
別紙に捉わることなく、運営仕様書に基づき、管理運営基準を満たしたうえ
で、適切な仕様をご提案ください。

68 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”いきいき”で循環ろ過装置保守点検　実施単位6月
間とあります。

（質問）
・循環ろ過装置保守点検の中にろ過材の充填は含まれていますか。
・プール系統環水槽及びジャグジー・ドリームバス用環水槽の清掃の記載はな
いですが点検に含まれていますか。また、含まれいない場合、必要ですか、必
要ないですか。

ろ過材充填は指定管理者負担としています。
プールろ過材の交換：令和6年度・令和9年度（3年に1回）
別紙に捉わることなく、運営仕様書に基づき、管理運営基準を満たしたうえ
で、適切な仕様をご提案ください。



69 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”いきいき”で貯湯槽清掃　実施単位1年間とありま
す。

（質問）
・貯湯槽の容量と槽数をご提示ください。

下記のとおりです。
・貯湯槽容量：有効容量3.5㎥　2基

70 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”いきいき”で空調設備保守点検　実施単位6月間と
あります。

（質問）
・空調設備保守点検における室内機のメーカー、型式及び台数をご提示くださ
い。

別紙９を参照してください。

71 仕様書 10

「施設管理業務一覧表」の”いきいき”で空調設備保守点検　実施単位6月間と
あります。

（質問）
・空調設備保守点検において、有資格者による３年に１回のフロン漏洩定期点
検が7.5KW以上の場合必要になります。対象となる機器がある場合、メーカー、
型式及び台数と点検の最終年月をご提示ください。

別紙９を参照してください。
前回フロン法定点検は2020年11月に実施しています。

72 募集要項 1 １対象施設で、管理範囲を図面等でご教示ください。 別紙7を参照してください。

73 募集要項 3
「令和４年度は大規模改修～」とありますが、具体的に施設のどの部分の改修
を実施されますか？またその期間の指定管理者の業務があれば具体的にご教示
願います。

回答1を参照ください。

74 募集要項 3
「令和4年度は大規模改修～」とありますが、会議室の椅子・テーブルなど備品
の更新についても更新を検討されているんでしょうか？

具体的な内容は現在協議中であるため、ご回答できません。

75 募集要項 3
「令和４年度は大規模改修～」とありますが、現行の管理方法と支出が大きく
変わる項目（例：お風呂の燃料・ＬＥＤ化など）はありますでしょうか。

回答36を参照ください。

76 募集要項 5
（3）収支計画書（様式2）
直近3年間の収支状況をご教授ください。また、提案する指定管理料については
上限・下限はありますでしょうか。

収支状況は別紙4を参照してください。
指定管理料については回答15を参照してください。

77 募集要項 6
「④播磨町が貸与する物品～」とありますが、この物品のリストを教えて下さ
い。その他、現在の指定管理者が当施設で所有する備品等のリストも併せてご
教示いただければと思います。

播磨町から貸与される備品のみ開示いたします。
別紙2を参照してください。

78 募集要項 6
（8）播磨町入札資格証明書（写し）とありますが、【添付】電子申請による申
請書しかありません。播磨町入札資格証明書とは、どういったものかご教示く
ださい。

入札参加資格については、当方で契約担当部局に照会しますので、そちらに
同意いただける場合は、播磨町入札参加資格証明書の提出は不要です。

79 仕様書 2
３運営管理業務の（２）「②応急手当普及員、AEDインストラクターなどの有資
格者のもと人員を配置すること」と記載がありますが、配置最低人数等あれば
ご教示ください。

施設に従事するスタッフのうち最低１名は有資格者を配置してください。

80 仕様書 3

３運営管理業務の（３）「⑥健康運動指導士等有資格者のもと人員を配置する
こと」と記載がありますが、これは当施設に従事するスタッフがこの資格を
持っていなければならないという事でしょうか。また、配置最低人数等あれば
ご教示ください。

施設に従事するスタッフとし、最低１名は有資格者を配置してください。

81 仕様書 3
３運営管理業務の（7）「①播磨町から委託する特定保健指導、健康講座等の業
務」について、直近１年間（コロナで中止となっている事業を含む）の業務を
ご教示ください。

2020年度当該施設で実施した業務は、以下の通りです。
・特定保健指導（月1回）
・ダイエット教室（年間12回）
・健康講座（年間2回）

82 仕様書 3 ４施設管理業務について、現在委託をしている業務内容をご教示ください。 現指定管理者の運営（提案）事項となるため、お示しできません。



83 仕様書 4
「近隣住民対応」についてですが、これまで施設と近隣住民との間で発生した
トラブル等があれば具体的にお聞かせいただけないでしょうか？

現指定管理者と近隣住民と協議等を行い円満に解決しておりますので、開示
いたしません。

84 仕様書 5

（業務従事者の配置）
③　運営全体において安定した配置体制を維持して下さい。
　　→現行の配置体制をご教示ください。また、清掃・植栽などを委託してい
る場合、その人数・業務内容をご教示ください

現指定管理者の運営（提案）事項となるため、お示しできません。

85 仕様書 6

９管理運営費　の「駐車場利用料」ですが、現地説明会当日は駐車場のゲート
が入口・出口とも上がったままで、結果的に駐車料金が掛からなかったのです
が、通常営業日の場合は必要なのか？それとも現在はいつも無料開放状態と
なっているのか？

現地説明会当日は開放しておりました。
通常は1回100円の駐車料金となります。

86 仕様書 6
10既存物品の使用についてで無償で貸与される備品等が利用者の起因により破
損や故障した場合の修繕費は指定管理者負担になるのか？

お見込みのとおりです。

87
現地説明会の際に、１Ｆ⇒Ｂ１Ｆへの階段の踊り場に大量のポリ缶が置かれて
いたが何が入っていたのか？また防火の関係上あの場所に保管することは問題
は無いのか？保管する倉庫等は施設内に無いのか？

現指定管理者に確認を行いました。
現地説明会当日階段踊り場に置いていたポリ容器は、次亜塩素の空ポリ容器
です。当日は休館日で業者回収があったため踊り場に置いていましたが、通
常は地下機械室で保管しているとのことです。

88
現地説明会の際に、Ｂ１Ｆの機械室で複数個所から水漏れが発生してバケツで
受けている光景を目にしましたが、修繕の予定はあるのか？

大規模改修工事に含む箇所か否かを精査いたします。

89
１Ｆの「健康相談室」、「託児室」にもそれぞれスタッフを常駐させる必要が
あるか？

必要はございません。

90
プール＆お風呂の利用条件に「入れ墨・タトゥー等のある方禁止」などの文言
が無いが、これまでそれに関するトラブルは無かったのか？

現状大きなトラブルはありません。

91 募集要項 2・3
利用料金について、プールやトレーニングルームには小人料金の設定はないの
でしょうか？

小人は利用できないため、設定はありません

92 募集要項 3
大規模改修実施について、施設整備費用に本施設内備品の購入費用を含めてい
ただく提案は可能でしょうか。

大規模改修工事の施設整備費用に本施設備品を含む検討を行っております。
現地説明会でもお伝えしたとおり、改修工事の予算が確定しておりません。
現時点で明確な回答が出来ない旨、了承ください。

93 募集要項 4

⑪令和4年度において播磨町入札参加資格事業者であること（種目：その他サー
ビス、業務内容：運動施設の運営管理）とありますが、現時点で入札参加資格
事業者である必要はないという認識でよろしいでしょうか。その場合、同P6に
記載の（8）播磨町入札参加資格証明書（写し）の提出は必要ないのでしょう
か。

回答78をご参照ください。

94 募集要項 4

⑪令和4年度において播磨町入札参加資格事業者であること（種目：その他サー
ビス、業務内容：運動施設の運営管理）とありますが、現時点で入札参加資格
登録は行っているものの、記載の種目についての登録が無い場合は、令和4年度
までに種目の追加を済ませておけばよいのでしょうか。

お見込みのとおりです。

95
様式1
様式4

― 押印は入札参加資格申請の際に登録している認印でよろしいでしょうか。 印鑑証明書に押印された印で押印ください。

96 募集要項 6
（6）の②納税証明書について市町税は各事業者の本社所在地分を添付すればよ
ろしいでしょうか。

回答16をご参照ください。

97 仕様書 6
10 既存物品の使用について、本施設における備品台帳を教示ください。また、
現行管理者が持ち込んでいる備品があれば、合わせて開示願います。
※5年間の投資・運営費用を正確に積算するため

播磨町から貸与される備品のみ開示いたします。
別紙3を参照してください。



98 仕様書 7
収益分配について記載の規定がある場合（合算の5/100以上）、本事業と自主事
業の会計を纏める必要があるとの事でしょうか？
また、13と14でいう「分配」と「清算」に捉え方の違いはありますか？

収益分配については、お見込みのとおり本事業と自主事業を纏めたものとな
ります。
分配・精算ともに本事業と自主事業を纏めた収支とします。

99 仕様書 10

設備の保守点検業務について「共通」となっている項目については、本施設の
指定管理者がすべて費用を負担するのでしょうか。それとも、デイサービスセ
ンターや福祉しあわせセンターの指定管理者と費用を按分するのでしょうか。
後者であれば、その按分比率をご教示ください。

現行、健康いきいきセンター：デイサービス：しあわせ＝7：2：1となって
います。但し保守点検費用の総額に大幅な変更があった場合は按分比率を3
者協議の上、決定することとしてください。

100
本施設において防犯カメラは設置されていますか。設置されているのであれ
ば、台数及びモニターの設置場所をご教示ください。

館内に2台、館外に5台設置しております。設置場所については、防犯上お示
しできません。

101
大規模改修において、２Fトレーニングジムの機器について更新を予定されてい
ますか。更新を予定されているのであれば、その詳細をご教示ください。

お見込みのとおりです。ただし、詳細につきましては改修工事の予算が確定
しておりません。現時点で明確な回答が出来ない旨、了承ください。


