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令和元年８月２７日 

 

広島市佐伯区民文化センターの指定管理者募集に係る質問に対する回答 

№ 資料 項 質 問 回 答 

１ 仕様書 ２ 指定管理者が行

う業務の範囲（６）

施設及び設備等の維

持管理 

維持管理業務の委託先（会社名）と

各委託費を教示ください。 

 

 業務の委託については、指定管理

者が個別に専門業者と契約してお

り、その契約先及び費用内訳は、指

定管理者の営業活動上のノウハウ

に関する情報に該当するため提示

できません。 

２ 仕様書 ２ 指定管理者が行

う業務の範囲（６）

施設及び設備等の維

持管理 

エレベーターは今後もフルメンテナ

ンス契約が締結できるか？期限があれ

ば教示ください。 

業務の委託については、指定管理

者が個別に専門業者と契約するこ

ととなるため、当事者間で取り決め

ていただくことになります。 

また、期限については、指定管理

期間内の契約が基本だと考えます。 

３ 仕様書 ２ 指定管理者が行

う業務の範囲（６）

施設及び設備等の維

持管理 

35mm（16mm）専用映写機のメーカー

及びその保守点検会社名と、故障した

場合、補修する部品等はあるか？回答

ください。 

35mm（16mm）兼用映写機メーカー

名：株式会社ウシオユーテック 

業務の委託については、指定管理

者が個別に専門業者と契約してお

り、その契約先は、指定管理者の営

業活動上のノウハウに関する情報

に該当するため提示できません。 

故障した場合、補修する部品等が

あるかについては把握しておりま

せん。 

４ 仕様書 ２ 指定管理者が行

う業務の範囲（７）

備品の管理 

備品台帳を開示ください。 別紙のとおりです。 

５ 仕様書 ２ 指定管理者が行

う業務の範囲（８）

利用料金の収受等エ

利用料金の減免・返

還 

（公財）広島市文化財団事業の施設

使用料（減免）、過去３年分の実績額及

びその内容 

資料１－１のとおりです。 

 

６ 仕様書 ６ 職員配置、研修

等 

【広島市佐伯区民文化センター指定管

理者候補の公募要綱】 

２ 募集の概要 

（５）配置人員 

イ ホール 

施設利用のある場合に限り、上

記ア(ｲ)の者とは別に、ホール管理

担当者２人を標準とする。 

【広島市佐伯区民文化センター指定管

理業務仕様書】 

６ 職員配置、研修等 

（１）配置人員 

エ ア～ウを踏まえ、以下の人員を標

準とする。 

 ２名を標準配置することとして

いますが、ホール等の状況に鑑み、

利用に支障が生じないように必要

に応じた人数を配置してください。 
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（ア）管理事務室 

 ａ 人員 

  ・ホール管理担当者：１名 

（イ）ホール、スタジオ 

ホール等の利用に伴い、以下のホ

ール管理業務に電気、機械、音響、舞

台設備等の技術課程を修了し、又はホ

ール等機械操作の３年以上の経験を有

するホール管理担当者２名を標準配置

すること。 

上記の部分について質問いたしま

す。 

ホール・スタジオの利用が同時にあ

る場合は、管理事務室のホール管理担

当者とは別に、ホールとスタジオ各々

のホール管理担当者の配置人数につい

てご教示願いたい。 

７ 仕様書 ７ 管理運営に関連

して指定管理者が行

う業務 

７ 管理運営に関連して指定管理者

が行う業務 (5) 広島市が実施する業

務への協力 

例年佐伯区と連携して実施している

事業：「佐伯区民まつり」、「アートフェ

スタ佐伯区」 

協力している事業：「安全・安心なま

ちづくり、佐伯区民の集い」 

（負担金などの費用負担はなし） 

とあるが、「広島市が実施する業務へ

の協力」とは、具体的には何か。 

 具体的には、受付拒否期間の優先

使用の特例の適用、諸室や施設の利

用料減免、広報、無料の範囲での舞

台装置（音響・照明等）の操作等、

施設や設備の利用に当たっての助

言、打合せや会議等への出席等を想

定しています。 

８ 仕様書 ７ 管理運営に関連

して指定管理者が行

う業務 

(6) 負担経費の計算・預り・支払い 

「指定管理者は、次のア～ウに係る

経費を徴収し、一括して電力会社等へ

支払いを行う。」としているが、年度当

初から予算措置されていない全体共用

部分にかかる修繕費のようにものにつ

いては、修繕するにあたり、図書館と

の協議は必要か。 

 全体共用部分に係るものについ

ては、通常の管理（契約等含む）と

同様に、突発的に発生する修繕につ

いても、図書館と充分な協議を行

い、合意の上、スムーズな管理運営

を行ってください。 

９ 仕様書 ７ 管理運営に関連

して指定管理者が行

う業務 

(10) 公益財団法人広島市文化財団

との連携 

「特に、文化財団は佐伯区民文化セ

ンターのホール等を使用して、「さえき

サロンコンサート」、「区民文化祭」な

どの事業を展開しており、その円滑な

実施を図るため、情報を共有するなど

の連携を密にしなければならない。」と

あるが、「さえきサロンコンサート」、

「区民文化祭」のほかに何があるのか。 

 具体的な事業については、年度毎

に広島市文化財団において企画し

たものを、市が審査し、決定します。 

 現時点では、どのような事業を行

うか未定です。 
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10 仕様書 ７ 管理運営に関連

して指定管理者が行

う業務 

文化財団事業を実施する職員 2 名は

「常駐」か？また、現在の事務所に机 2

台追加できるスペースはあるか？現状

の事務所内配置図と人員を教示くださ

い。 

 広島市文化財団の事業を行う職

員が常駐するかについては、指定管

理者と文化財団で協議の上、決定し

てください。 

現在は、当該職員 2 名の職員が常

駐し、机が配置されています。 

 事務所内配置図については報告

義務がないため持ち合わせており

ません。 

また、人員については、指定管理

者の営業活動上のノウハウに関す

る情報に該当するため提示できま

せん。  

11 仕様書 資料２－１施設管理

に係る経費負担につ

いて 

人件費並びに維持管理業務の委託費

（按分した負担額）の上昇が見込まれ

るが、図書館の予算はどのように決ま

るのか？回答ください。 

図書館の指定管理料の設定につ

いては区民文化センターと同様に、

これまでの管理の実態を踏まえた

上で、消費税率の引上げや人件費の

上昇を見込むとともに、新たな業務

の追加など特殊要因を考慮して、適

正な額を設定しています。 

12 仕様書 資料３「管理に係る

実績額」 

指定管理業務・自主事業の収支実績

とその内訳、過去３年分 

 資料１－２のとおりです。 

 ただし、自主事業の収支実績とそ

の内訳については、指定管理者の営

業活動上のノウハウに関する情報

に該当するため提示できません。 

13 仕様書 資料３「管理に係る

実績額」 

電気、水道、ガスの月別使用量と使

用料金、過去３年分、及び各供給会社

名を教示ください。 

資料１－３のとおりです。 

ただし、各供給会社名について

は、指定管理者の営業活動上のノウ

ハウに関する情報に該当するため

提示できません。 

14  その他 市が更新を予定（決定）している大

型機器及び修繕（耐震）工事の内容・概

算金額と指定管理者が市へ提案してい

る修繕・更新計画（優先度の高い１０

件程度）を教示ください 

 

 今年度、非常用発電機の修繕を予

定しています。約１，５８０万円で

す。来年度以降については、市は単

年度会計のため、回答時点で、予算

措置は確定していないことから、大

型機器の更新及び修繕（耐震）工事

の実施は未定です。 

 指定管理者が市へ提案している

修繕については資料１－４のとお

りです。 

15  その他 指定期間終了後の何日前から業務の

引き継ぎを想定しているか教示くださ

い。 

引継ぎ期間は、公募要綱（４）業

務の内容等カ（エ）に記載のとおり

です。具体的な日程は、現指定管理

者との調整によります。 
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１（公財）広島市文化財団事業の施設使用料（減免）、過去３年分の実績額及びその内容                            

（単位：千円） 

区分 内容 合計額 

28 年度 佐伯区民文化祭、アートフェスタ佐伯区２０１６、神楽祭 等 10,943 

29 年度 佐伯区民文化祭、アートフェスタ佐伯区２０１７、神楽祭 等 11,460 

30 年度 佐伯区民文化祭、アートフェスタ佐伯区２０１８、さえきコラボ劇場 

等 

10,231 

 ※ 事業は、金額の高い順に上位 3 件を記載 

 

２ 指定管理業務の収支実績   

区分 28 年度 29年度 30年度 

収入（a） 9,503万 9千円  9,229万 2千円  9,208万 2千円 

 指 定 管 理

料 

5,376万 8千円  5,376万 8千円  5,376万 8千円   

 利用料金 3,241万円  3,205万 1千円  3,339万 3千円 

 その他 

 

886 万 1 千円  

前年度繰越金(813万 4

千円) 

負担金収入等(72万 7千

円) 

647万 3千円  

前年度繰越金(563万 5

千円) 

負担金収入等(83万 8千

円) 

492万 1千円  

前年度繰越金(384万円) 

入場料収入等(108万 1

千円) 

支出（b） 8,940万 4千円  8,845万 2千円  8,752万 1千円   

差引（a）-（b） 563 万 5 千円  

次年度繰越金(563万 5

千円) 

384万円  

次年度繰越金(384万円) 

456万 1千円  

次年度繰越金(456万 1

千円) 

 

３ 光熱水費  

区分 28年度 29年度 30年度 

佐伯区民文化センター 

電

気 

使用量（kw/h） 450,687 465,069 458,179 

金額（円） 10,496,943 9,689,253 9,464,665 

ガ

ス 

使用量（㎥） 38,267 42,515 39,871 

金額（円） 3,136,422 3,654,643 3,842,743 

水

道 

使用量（㎥） 3,391 3,542 3,520 

金額（円） 2,434,759 2,558,354 2,541,286 

 ※ 月毎の使用量及び金額は把握していません。 

 

４ 指定管理者が提案する修繕 

  ・ 受電設備変圧器修繕 

  ・ 整流器、非常用蓄電池修繕 

  ・ 空調設備修繕 

  ・ ホール、スタジオ舞台吊物機構修繕 

  ・ ホール、スタジオ照明設備改修 

  ・ ホール舞台音響設備改修 

  ・ 屋上防水シート修繕 

  ・ 外壁タイル・屋上金属笠木目地シーリング修繕 

  ・ ロビー・ギャラリーパネルの更新 

  ・ 便所改修 

資料１ 


