広島市男女共同参画推進センター指定管理者応募要領等に関する質問と回答
Ｎｏ．
資料名
1 仕様書

頁
項目
3 2(1)オ（イ）ｆ

質問内容
ひろしま情報a－ネット管理用端
末とインターネット用端末を準備
しなければいけませんがCPU等
の容量は、どれくらいのものを用
意しなければいけないのでしょう
か。

回答
項目
要件
ＣＰＵ
Intel PentiumⅢ 800ＭＨｚ（相当）以上
メモリ
128ＭＢ以上
ハードディスク 10ＧＢ以上
※上記スペックは、OS等の必要スペックは省く
ＯＳ
Windows VISTA, Windows 7, Windows 8
Microsoft Internet Explorer7 以上
Ｗｅｂブラウザ
Microsoft Internet Explorer.10まで
費用はかかりません。

2

仕様書

3

2(1)オ（イ）ｆ

ひろしま情報a－ネット管理の
セットアップ費用はいくら掛かり
ますか。

3

仕様書

3

2(1)オ（イ）ｆ

WEBサーバーもこちらで準備す ひろしま情報a－ネットの管理に関して専用のＷＥＢ
るのでしょうか。現在はレンタル サーバーは不要であり、通常のインターネット回線で
でしょうか。
利用可能です。
レンタルなら、共有ですか、占有
ですか、どこと契約されているか
教えてください。

4

仕様書

3

2(1)オ（イ）ｆ

現在のセンターのインターネット 無線ＬＡＮ，有線ＬＡＮ（ＡＤＳＬ，光））
環境も教えてください

5

仕様書

7

5（3）

管理業務仕様書の７ページ、印 印刷機の印刷代です。
刷項目の印刷代は、印刷機の印
刷代ですか。

6

仕様書

7

5（3）

説明会の時の配布資料４２ペー
ジのリース料には記入がありま
せんが、印刷機は無いのでしょう
か（以前はあったと思います
が）。
現在あるとすれば、電子複写機
と同じく、リース期間は平成２７年
度末までですか。

印刷機のリース契約終了後、当該印刷機は、リース
契約業者の申し出により、リース代不要で使用可能
となっています。
そのため、当該印刷機の保守管理を現在リース契約
中の電子複写機料金に含めて契約しており、契約期
間は、27年度末までです。

7

応募要領

2

4(3)

広島市の数値目標：利用者数
平成２８年度 ２２３，０００人と
なっています。
説明会資料の４７ページ、平成２
６年度の利用実績が基になって
いるとのこと。
平成２６年度の開館日数は２９０
日ぐらいなので、単純計算して１
日の平均利用者が７６０人ぐらい
になります。
ギャラリー利用人数は１３０，０６
１人、単純計算して１日平均４４８
人の利用者ということになりま
す。
事業計画を立てる上で、事業ご
との延べ参加人数も検討してお
かないといけないと思いますの
で、平成２６年度の利用者数カウ
ントの根拠（どのようにカウントす
るのか）を教えて下さい。

現在提出されている積算方法は女性教育センター時
の積算方法を踏襲しており、以下のとおりです。
・館日誌での集計
・利用報告書、一般利用(目視）、主催事業、自主事
業報告書、共催・協力事業報告書にて積算

8

仕様書

1

2(1)

なお、数値目標は入館者数ではなく利用者数ですの
で、複数のスペースの利用があれば、それ毎にカウ
ントしてください。

ここ１～２年のゆいポートのHPを 部屋貸しのみは、主催事業とはなりません。
見ていますが、“予定なし”の日 仕様書２（１）ア～キに記載する事業が主催事業で
が多いように思いますが、平成２ す。
６年度の主催事業数が５５３件、
開館日で平均２件の実施です。
共催事業の考え方ですが、事業
の企画に関わらなくて、部屋貸し
の状況でも主催事業の中に入れ
て良いのですか。

Ｎｏ．
資料名
9 仕様書

頁
項目
3 2(1)エ

質問内容
仕様書３ページに、現状を把握
し、課題解決に向けての新たな
市の施策・事業を具体化するた
め ・・・・・調査研究を推進すると
あります。
男女共同参画推進センターとし
て、市への具体的提案のために
調査研究事業を行うと理解して
います。
これまでの指定管理者と同じよう
な内容の調査研究をしても意味
がないと思いますので、
これまでどのような提案内容が
あったのか教えて下さい。

回答
平成24年度調査研究事業
「若者世代のキャリアプラン」
男女共同参画の視点から若者の就業の現状と働く
事に関する意識の調査研究
平成25年度調査研究事業
「就労の継続をめざした女性の就労支援」
女性へのライフ・ステージに対応した活躍支援、男
女が共に仕事と子育て・生活を両立できる環境の整
備等を柱に、市内で働く20歳代、30歳代の声と企業
の考え方の調査研究
平成26年度調査研究事業
「育休復帰支援のためのロールモデル紹介事業」
女性が働き続けるうえで、育休取得後復帰できる
か、復帰後の両立が可能かなど、当事者のみならず
企業の課題でもある「育休復帰」について育休経験
者や企業を調査研究。

10

仕様書

2 2(1)ウ

管理業務仕様書P2 ウ男女共同
参画に関する相談 面接相談
（２）②法律相談（月２回について
は１回３時間以上とし、その他別
途緊急時に対応できる時間枠を
設けること）とあります。
・緊急時とは、どのようなことを想
定したらいいのでしょうか。
・対応できる時間枠を設けるとあ
りますが、弁護士に緊急に面接
相談のために、センターまで来て
いただくということを意味している
のでしょうか。

緊急時とは、法律相談が必要な案件のうち、通常の
予約（1～2か月待ち）では間が空きすぎると判断され
るものを想定しています。
対応できる時間枠を設けるとは、例えば月2回のうち1
回は4時間の時間を設けておき、1時間は緊急の案件
の予約枠として通常の予約は受け付けないなどの対
応を想定しています。

11

仕様書

2 2(1)イ

イ 男女共同参画に関する講座
の開催
健康保持及び増進講座が記載さ
れていません。
第２次広島市男女共同参画基本
計画の、基本目標９には「生涯を
通じた健康支援」は
淘汰されたとして除外されている
のでしょうか。
講座開催を、事業計画に挿入す
ることは可能でしょうか。

第２次広島市男女共同参画基本計画の基本目標９
には、「生涯を通じた健康支援」が記載されていま
す。
しかし、仕様書には、実施状況び他の施設の役割等
を鑑み、指定管理業務として必ず実施していただきた
い講座を記載しています。
仕様書ｐ４の2(1)キ（カ）に基づき、健康保持及び増進
講座を提案することは可能です。

12

説明会配布
資料
（備品リス
ト）

53 備品リスト

１．備品リスト ５３ページ
パーソナルコンピューター １３台
プリンタ ２台
の記載があります。
どこに設置してありますか。

パーソナルコンピューター13台は、他施設の備品が
誤って混入したものです。
恐縮ですが、リストからの削除をお願いします。
プリンタのうち、リコーＳＰ６２１０は事務室内に設置、
キャノンｉｐ４２００は現在使用されておらず、倉庫で保
管されています。

13

説明会配布
資料
（備品リス
ト）

53 備品リスト

２．仕様書７ページの、印刷サー
ビス事業の実施 に記載の電子
複写機は印刷作業室に設置して
あるものと思われます。
事務作業として個人情報を取り
扱う機会が多くあると思います
が、事務所内で使用できるプリン
タは有りますか。
備品リストのプリンタ２台は、ど
こに設置してあるものですか。
プリンタ２台は事務所で使用で
きるものですか

お尋ねのプリンターは、電子複写機能があるものを
指していると推察しますが、現在事務室内で使用され
ている電気複写機は、指定管理者が独自で用意した
ものです。
なお、事務室内に、プリンタ（リコーＳＰ６２１０）が設置
されており、パソコンをつなげて使用することが可能
です。
その他のプリンタ（キャノンｉｐ４２００）も事務所内での
使用は可能です。各機種の機能をご確認のうえ御判
断ください。

Ｎｏ．
資料名
14 仕様書

頁
項目
2 2(1)ウ

質問内容
相談事業のデータと資料につい
て、２０１６年３月３１日までの
データと相談事業に関する資料
は、全て２０１６年度からの指定
管理者に引き継ぎをされるので
しょうか？また、それはどのよう
に引き継ぎを行われる予定です
か？男女共同参画センターの、
大事な資料となる相談事業で
す。管理運営が変わっても、継
承されるべき事業データと資料と
考えます。その点については、広
島市はどのように考えておられ
ますか？

回答
指定管理業者は、指定管理に係る協定の終了に際
し、広島市が指定する者に管理物件及び本業務に必
要な書類を引き渡すとともに、引き継ぎを行うことと
なっています。
そのため、相談事業に関する資料についても、事業
の実施に必要な資料は引く継ぐこととなります。

15

説明会配布 29他 3(４)ウ他
資料
（冷暖房空
気調和設備
等運転保守
管理業務仕
様書）

ボイラーの型式を教えて下さい。 日本無煙工業株式会社 ＤＧＮＮＡ－１６０Ｐ型

16

仕様書

9

溶解ゴミは年間何㎏ぐらい出る
のでしょうか。

平成２６年度排出量実績 １７０ kg

17

説明会配布
資料
（清掃等業
務仕様書）

17 5（2）ウ

広島市事業ゴミ指定袋枚数
可燃：４５㍑、７０㍑、９０㍑
不燃：４５㍑、７０㍑、９０㍑
各、袋の枚数を教えて下さい。

平成２６年度使用実績
可燃４５㍑：１７０枚
不燃４５㍑： ５０枚

18

説明会配布
資料
（清掃等業
務仕様書）

17 5（2）イ

トイレットペーパー、手洗い石鹸 平成２６年度使用実績
の年間使用量はどれくらいです
トイレットペーパー：１，２１５ロール
か。
手洗い石鹸：１８リットル

19

仕様書

6

4

公募要領等説明会において、修
繕費の計上について、防犯カメ
ラシステムのＨＤＤ取替えが必要
となる旨の説明がありました。
この説明は、貴市と防犯カメラ設
置業者との間で、設置時にＨＤＤ
取替えに関する契約が交わされ
ており、費用のみを指定管理者
が負担しなければならないという
ことでしょうか。
そうであれば、取替え台数、時期
および負担費用について、教え
てください。

20

仕様書

6

4

電力量計、水道量水器の取替え 適切な保守管理にあたり必要な修繕については、そ
費用の負担は、指定管理者と考 の修繕費が１００万円以下の小規模な修繕の場合
えてよいでしょうか。
は、指定管理者の負担となります。

7(１)イ

広島市男女共同参画推進センターに設置してある防
犯カメラはデジタル方式（カメラ５台）とアナログ方式
（カメラ６台）のものがあります。
防犯カメラのＨＤＤについては、市と業者の間で取替
えに関する契約は交わしていませんが、使用にとも
なう経年劣化に対応するため、それぞれ２年～３年毎
の交換を想定しています。
≪ＨＤＤ等型番≫
【アナログ式】(２７年度末にHDD交換予定)
パナソニック デジタルディスクレコーダー
Ｓ－ＡＴＡ（1.0ＴＢ） ＷＪーＨＤ３０９
パナソニック カメラドライブユニット
ＷV－ＰＳ１７８
【デジタル式】(２５年度末設置ＨＤＤ交換履歴なし）
（株）エルーア・システム モニターリングユニット
ＴＳ-２０００
（株）バッファロー 外付けＨＤＤ（２ＴＢ）
ＨＤ－ＬＸ２０－ＴＵ３Ｃ
（株）バッファロー ＰＯＥ対応ＨＵＢ
ＢＳＬ－ＰＳ－２１０８ＭＲ

Ｎｏ．
資料名
21 仕様書

頁
項目
6 5(2)

13 10（8）

質問内容
広島市男女共同参画推進セン
ター管理業務仕様書５自主事業
（2）喫茶スペースの有効活用の
実施(6頁)で、事業内容が、男女
共同参画の推進に有益な事業
に該当しない場合は、目的外使
用料を支払う必要があります。と
記載されています。
目的外使用料の料金体系を教え
てください。
施設運営に関する自己評価の
様式及び自己評価基準・項目は
指定のものがありますか。
自己評価した結果は、広島市
への報告書提出のみですか。
利用者に対して、自己評価を公
表するとすれば時期、方法等を
教えてください。

回答
目的外使用許可に伴い、広島市に支払う経費は、以
下のとおりです。
施設使用料：月額 約１，８００円／㎡ (広島市財産
条例行政財産の使用料の積算方法による。)
光熱水費：実費相当額
管理費：施設管理に関する経費（警備業務・清掃業
務の面積按分）

別紙２ 提出書類一覧について
（１）指定申請に関する資料 ①
②を一緒にして、正本１部、副本
１部を （３）申請者に関する資料
①～⑮を一緒にして、正本１部、
④財務書類、⑥団体の概要を記
載した書類を一緒にして、副本１
部をそれぞれ１冊に製本して提
出すればよいのでしょうか。

（１）指定申請に関する資料①②は、副本9部提出し
てください。
その他提出数、まとめ方はお見込みのとおりですが、
製本までは求めておりませんので、ファイル等に閉じ
てご提出いただければ結構です。

22

仕様書

23

応募要領

14～ 提出書類一覧
15

24

応募要領

15 提出書類一覧

２．⑯申請関係質問票、⑰応募 提出済の書類は提出不要です。
要領等説明会参加申し込みは、
すでに提出していますが
再度提出がいるのでしょうか。

25

応募要領

15 提出書類一覧

３．⑱辞退届 は申請書類提出
後に、⑲委任状 は面接審査時
点に持参するものと解釈してい
ます。
３．については、前回の応募要領
の提出書類一覧表には⑮宣誓
書 までの記載となっており、確
認の質問です。

⑱辞退届は、申請書類提出後に、申請を辞退される
場合に、⑲委任状は、申請書類提出後に代表者から
代理人に指定申請手続（面接を含む。）に係る一切
の権限を委任する場合に提出してください。なお、面
接に、代表者に代わり代理人が出席する場合は、委
任状を持参してください。

26

説明会配布
資料
（冷暖房空
気調和設備
等運転保守
管理業務仕
様書）

31 5（2）

「ボイラー取扱技能講習修了者」
「自衛消防業務講習を受講した
者」以外に、電気・危険物取扱等
の資格要件と、衛生管理技術者
の免状を有する者の施設への常
駐が必要でしょうか。

建築物環境衛生管理技術者については、各種法令
上問題なく、施設の維持管理が環境衛生上適正に行
われるよう監督することが可能であれば常駐すること
は必ずしも必要ではありません。

27

仕様書

様式４－３ 事業計画について
事業種別の各事業名は、仕様書
記載（１ページ～）の事業を毎年
実施しなければならないのでしょ
うか。

仕様書に記載の事業は、基本的に毎年実施してくだ
さい。
ただし、仕様書４ページの「キ その他広島市が必要
と認める事業」のうち、「（カ）その他指定管理者の提
案に基づき、広島市が認める事業」についてはその
限りではありません。

1～4 2(1)
男女共同参画
推進センターの
事業の実施に
関すること

施設運営に関する自己評価の様式及び自己評価基
準・項目は指定されていません。
また、指定管理者が自主的に公表する必要もありま
せん。
但し、情報開示の申請があればこの限りではありま
せん。

Ｎｏ．
資料名
28 説明会配布
資料
（広島市男
女共同参画
推進セン
ター利用団
体登録につ
いて）

29

仕様書

頁
4 4

1

項目

2（1）ア

質問内容
広島市男女共同参画推進セン
ター利用団体登録について
説明会配布資料 ４ページ 広
島市男女共同参画推進センター
利用団体登録について
４ その他
団体登録に必要な事項は、指
定管理者が決める。
とは、登録条件、及び制約・制限
等は指定管理者に全て任せる
と解釈してよいのでしょうか。

回答
お見込みのとおりです。
なお、センター使用料の減免にあたり、申請手続きの
簡素化のため実施している「広島市男女共同参画推
進センター使用料減免団体登録」の要領は、広島市
が定めています。

男女共同参画推進員のフォロー 主催事業で実施してください。
アップ講座について
主催事業として講座を実施する 過去の講座は以下のとおりです。
のでしょうか。
平成24年度
「推進員による講座から学ぶ」
男女共同参画推進員のフォロー 講師：藤井和代さん（安佐北区 ファイナンシャルプラ
アップ講座の内容を企画するに ンナー）
当たり、重複しないこと、活動す 「推進員全員で取り組む企画準備」
る為に必要と思われる内容を盛 実行委員会形式で取り組む企画検討。
り込むために、今までの男女共 平成25年度
同参画推進員養成講座の講座 「話し合いの進め方」ファシリテーター型リーダーにな
内容と講師について、また、今ま ろう
でのフォローアップ講座の内容と 講師：志賀誠治さん（人間科学研究所所長）
講師名、その講座実施の成果、 「男女共同参画の視点から、まちづくりを考える講座」
反省を教えてください。
講師：福田由美子さん（広島工業大学教授）
平成26年度
「男女共同参画をすすめるためのファシリテーション
UP研修～地域のなあなあ会議を男女共同参画で活
性化させる方法～」
講師：青木 将幸さん（青木将幸ファシリテーター事務
所）
課題：推進員の活動に対する意識の差の解消。新し
い推進員の活動支援等。

30

仕様書

14 10(11)エ

現指定管理者は２０１６年３月３１ お見込みのとおりです。
日午後９時まで開館し、次期指
定管理者は２０１６年４月１日午
前９時開館となるのでしょうか。

31 仕様書

14 10(11)エ

引き継ぎは３月３１日までに済ま
せるということでしょうか。
消耗品、機器等の搬入やセット
は、３月３１日の午後９時以降に
するということでしょうか。業者を
入れての作業は、夜中の仕事に
なります。それでは、４月１日９時
からの業務に差し支える可能性
があります。４月１日からの業務
を円滑に進めるために、どのよう
にしたらいいのでしょうか。

現行の指定管理者からの業務引継ぎは、現指定管
理業務期間終了前に行います。
引き継ぎ等のスケジュールについては、現指定期間
及び、新たな指定期間双方に支障が生じないよう、
現行の指定管理者と協議のうえ決定してください。

Ｎｏ．
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資料名

頁

項目

―

―

―

応募要領

17 指定管理者候
補評価基準

34

―

―

―

質問内容
現在、ネットワーク型集中英語学
習システムを利用した「市大e
ラーニング講座」がＩＣＴ学習室で
実施されていますが、平成２８年
度以降の計画を教えてください。
また、設置してあるパソコンは、
公募要領等説明会で配布された
『男女共同参画推進センター備
品リスト』に記載されておりませ
んので、このパソコンは広島市
立大学の所有と考えてよいで
しょうか。
また、このパソコンの故障、破
損、ソフトの更新および盗難等に
ついて、指定管理者の関わる範
囲について教えてください。

回答
平成２８年度以降の計画は未定です。
パソコンは広島市立大学所有のものです。そのため
「市大英語eラーニング講座」を開催しない場合は、パ
ソコンは広島市立大学が引き上げます。なお、
Microsoft Officeは広島市が別途購入し、インストー
ルしています。
故障・破損・盗難については、指定管理者の適切な
管理のうえ、発生したものであれば市立大学側で対
応することとなります。適切な管理が実施されていた
かについて は、市立大学との協議のうえ市立大学が
決定します。「市大英語eラーニング講座」の実施に
関し、Microsoft Office以外のソフトの更新が必要と
市立大学が判断した場合、市立大学が更新を行いま
す。

「一般事業主行動計画」策定に 減点されません。
ついて現在、労働者を雇用して
いませんから「一般事業主行動
計画策定・変更届」を雇用均等
室へ届け出していません。また、
雇用均等室に問い合わせしたと
ころ、「策定していても現在、労
働者を雇用していないのなら届
け出はいりません」と言われ、
受理もされません。
①「次世代育成支援対策推進法
に基づく、
ア「一般事業主行動計画」を策
定していない場合
・従業員100人以下は2点減
点
とあります。
現在、従業員がいない（ゼロ人）
場合でも、２点減点されるのです
か。
過去４年間に機器等の修繕内訳 広島市男女共同参画推進センターは平成２４年４月
を公表してもらえますか。
開館ですので、過去３年間分の実績となります。
平成２４年度 895,193円
・電気室内高圧保護継電器取替修繕 183,093円
・2階子ども室床修繕 293,354円 ほか
平成２５年度 222,170円
・5階研修室(2)(3)(4) 会議室(2) 空調吹出し口遮音
板取付け 94,290円
・ 温水ボイラ用循環ポンプ取替え 81,995円 ほか
平成２６年度 624,964円
・4階多目的トイレ ウォシュレット取替修繕 223,668
円
・1階電気室等 電力量計取替え 138.489円 ほか

Ｎｏ．
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資料名

頁

項目

―

―

―

36

―

―

―

37

―

―

―

質問内容
回答
来年度以降に修繕、備品交換等 現時点で更新を予定している備品はありません。
が予測されるものについて、公 修繕については、監視カメラのＨＤＤのほか、以下の
表してもらえますか。
修繕が予測されます。
① 電力量計の取替え（計量法による取替え）
・電気室内センター用電力量計（低圧電灯盤No.1）1
φ 3W CT付（400/5）… 1台（有効期限29.9）
・電気室内共用用電力量計（低圧動力盤No.1）3φ
3W CT付（500/5）… 1台（有効期限29.9）
※．共用分については、職員会館、市営駐車場との
共同設置分である。
② ポンプ整備（整備が必要となると思われるため）
・ 冷却水ポンプ（テラル SMF-150-Ⅱ） … 1台（職
員会館との共同設置分）
・ 機器用揚水ポンプ（日立 A40×4-63.7） … 1台
（職員会館との共同設置分）
・ 上水用揚水ポンプ（日立 A50×3-63.7） … 2台
（職員会館、市営駐車場との共同設置分）
広島市男女共同参画推進セン 別添ファイルにて確認してください。
ター書類の様式を、各一部いた
だくことはできませんか。
出来ない場合は、理由をお聞か
せください。
・広島市男女共同参画推進セ
ンター使用料減免申請書
・広島市男女共同参画推進セ
ンター使用領収書
・広島市男女共同参画推進セ
ンター減免団体登録書
消防計画を作成するにあたっ
て、下記の資料を開示してくださ
い。
１．説明会配布資料「施設平面
図」は、見えにくいため避難経路
が作成しにくいので拡大したもの
をください。
２．自動火災報知設備の設置場
所及び図（写真）をください。
３．避難設備、消火設備、防災設
備の設置場所及び図（写真）をく
ださい。
消防計画等の様式は、「広島市
防火防災計画書」からダウン
ロードするのでしょうか。

別添ファイルにて確認してください。
消防計画等の様式は、広島市ホームページよりダウ
ンロードできます。
広島市ホームページ ⇒ くらし・手続き ⇒ 消防 ⇒
申請・届出・関係機関リンク ⇒ 消防関係申請届出
⇒ 防火・防災管理・広島市火災予防条例関係申請
届出用紙

