
No 質問 回答

1

募集要項P.8　第4　２（5）①提出部数
「原本のみ押印し写しには原本証明」とありますが、
原本証明は1部につき1枚でよろしいでしょうか。ま
た、共同事業体で応募する際は、代表団体のみが
原本証明に押印するのか、構成団体全部が押印す
るのかご教示ください。

「添付した書類は全て原本と相違ない」旨を記した
書面に申請者の印を押して添付していただければ、
全ての書面に原本証明をする必要はありません。
共同体の場合は書類の作成及び提出の権限が委
任されていますので、代表者のみの押印で結構で
す。

2

募集要項P.9 第4 3（1）指定管理業務の実施に関
する計画書
各様式の作成上限枚数がありましたらご教示くださ
い。

枚数の制限はありません。

3

募集要項P.13第7　8　備品
備品の中にリース品がありましたらご教示ください。
リース品がある場合、引継ぎは可能でしょうか。

教育委員会から指定管理者に貸与している備品
にはリースしているものはありません。足りない場
合は、必要に応じて、指定管理者で調達してくだ
さい。

4

管理運営の内容及び基準　3(4)天文事業
自主制作したプラネタリウム番組は指定管理者の所
有物になるのでしょうか。その場合、これまで過去に
山梨県立科学館で自主制作された番組は引き継げ
ないのでしょうか。

指定管理委託料で自主制作したプラネタリウム番組
は県有備品として登録します。引継ぎは可能です。

5

管理運営の内容及び基準 3（2）企画展・特別企画
展
それぞれ必要な年間実施回数とその期間をご教示
ください。

企画展・特別展につきまして、年間実施回数や実施
期間の指定はありません。

6

管理運営の内容及び基準 4（1）施設の保守管理業
務
現在、運用を停止している展示物がありましたらご
教示ください。

「8 切り取られた影」　「７５　雲の棟」の２点が使用
不可としてあります。

7

管理運営の内容及び基準 4（1）⑪スペースシア
ター保守管理
2010年に導入されたMEGASTARⅡ-Aは、10年目に
大規模な部品交換が必要と思いますが、貴県はど
のようにお考えでしょうか。

今後、部品交換に向け、検討していきます。

8

添付資料　利用状況（過去5年）
施設利用者数の内訳（年代別個人、団体、無料入
館者数、有料入館者数）及び入館者数のカウント方
法をご教示ください。

別添のとおりです。

9

①利用料金収入の内訳（入館料、スペースシアター
観覧料等、及び算出根拠になる人数）をご教示くだ
さい。

別添のとおりです。

10

②事業収入の詳細な内訳明細をご教示ください。 別添のとおりです。

添付資料　管理運営に係る収支決算（過去3年間）



No 質問 回答

11

③許可団体電気料の内訳明細をご教示ください。 別添のとおりです。

12

④光熱水費の詳細な内訳明細（電気・ガス・水道）を
ご教示ください。

別添のとおりです。

13

⑤修繕費の詳細な内訳明細をご教示ください。 別添のとおりです。

14

⑥委託費の詳細な内訳明細をご教示ください。 別添のとおりです。

15

⑦消耗品費の詳細な内訳明細をご教示ください。 別添のとおりです。

16

⑧広告料の詳細な内訳明細をご教示ください。 別添のとおりです。

17

⑨使用料及び賃借料についての詳細な内訳明細を
ご教示ください。

別添のとおりです。

18

【資料名】募集要項　【ページ】４　【項目】責任分担
「施設、設備の損傷等」、「備品の損傷等」において
60万円未満の損傷等は指定管理者の負担となって
おりますが、年間の上限金額という理解でよろしい
でしょうか。また、過去5年における指定管理者が負
担した当該費用を年度ごと・内容ごとにご開示くださ
い。

「施設、設備の損傷等」「備品の損傷等」「経年劣化」
について、60万円未満という記載は年間の上限金
額ではなく、１件あたりの金額です。

過去５年における指定管理者が負担した当該費
用については、別添のとおりです。

19

【資料名】募集要項　【ページ】５　【項目】指定期間
現指定期間（5年間）と異なる理由をご教示ください。

指定管理者の更新等に関する基本方針に基づき、
４年となりました。

20

【資料名】募集要項　【ページ】６　【項目】指定管理
者の申請資格
共同体として申請する場合、代表団体以外の構成
団体は山梨県内に事務所を置く又は置こうとする団
体に限られない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。

21

【資料名】募集要項 【ページ】６ 【項目】指定管理
者の申請資格
「代表団体は共同体における責任割合が最大であ
ること」とありますが、責任割合とは共同体内部で任
意で負担割合を定めればよろしいのでしょうか。また
は事業費割合が最大であることが責任割合に比例
するという解釈でしょうか。

代表団体とは、基本的に出資額の割合で判断し
ます。

22

【資料名】募集要項 【ページ】９ 【項目】指定管理
業務の実施に関する計画書の作成
様式２については指定項目が網羅されていれば
データ形式（ワード、エクセル、パワーポイント等）に
は指定がないという理解でよろしいでしょうか。また、
ページ制限はございますでしょうか。

データ形式について、指定はありません。また、
枚数制限もありません。



No 質問 回答

23

【資料名】募集要項　【ページ】１０　【項目】審査基準
「安定的な運営が可能となる経理的基盤」の項目に
おいて「金融機関、出資者等の支援体制」が評価項
目となっておりますが、当該項目は本指定管理事業
に対する出資等ではなく応募する団体の財務基盤
を指す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。

24

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
当該基準は参考資料であり、法令に遵守した保守
点検を実施し、品質が確保できる場合は、記載の頻
度等を変更してよろしいでしょうか。

実施頻度は、管理運営業務の内容及び基準に記
載のとおりです。実施頻度は最低限行っていただ
く実施頻度です。

25

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】３～７　【項　目】４(1)～(13)
(1)～(13)において再委託を実施している場合、現在
の再委託先をご開示ください。特にメーカー指定等
がある場合は当該メーカー等をご開示ください。

メーカー指定などはありません。現在の再委託先
につきましては、法人等に関する情報であるため
開示できません。

26

□現在保守管理に関する専属の要員は配置されて
おりますでしょうか。配置されている場合、要員数・
勤務日（平日、休日）・勤務時間、保有資格をご教示
ください。

職員が分担して、勤務時間内で保守管理を行っ
ています。保有資格は、危険物取扱です。

27

□本施設における必須保有資格をご教示ください。 特に指定はありません。

28

□建築基準法第12条第2項による点検について現
在の点検報告書をご開示ください。または対象設備
の具体的内容と仕様をご開示ください。

別添のとおりです。

29

□建築基準法改正に伴い、防火設備定期検査報告
が義務化されましたが業務の中に含めるという認識
でよろしいでしょうか。その場合、対象となる設備と
数量・仕様をご開示ください。

お見込みのとおりです。
仕様については別添のとおりです。

30

□「建築物点検マニュアル」に基づき点検を実施して
いるのは現在常駐している職員でしょうか。外部に
委託している場合委託先をご開示ください。

現在、「建築物点検マニュアル」に基づき外部委
託で点検を実施しています。委託先については、
法人等に関する情報であるため開示できません。

31

□「小修繕」の具体的内容をご教示ください。 別添のとおりです。

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】３～４　【項目】(1)施設の保守管理①②③

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】４　【項目】(1)施設の保守管理④



No 質問 回答

32

□「飲料水水質検査」の検体数をご教示ください。 ４か所です。

33

□「室内空気環境測定」の測定ポイント数をご教示く
ださい。

１１ポイント　年６回です。

34

□「給水設備保守点検」の対象設備・数量・容量をご
開示ください。（給水ポンプの場合、ポンプの種別を
ご教示ください）

こどもの国と共用。
別添のとおりです。

35

□「貯水槽設備」の容量・数量（台数）・仕様をご開示
ください。

30t  1基　受水槽　別添のとおりです。
こどもの国との共用。使用水量により経費を案分
しています。

36

□「排水槽」の容量・数量（台数）・仕様をご開示くだ
さい。

合併処理浄化槽　1154人槽　1基
こどもの国との共用。使用水量により経費を案分
しています。別添のとおりです。

37

□「空調設備・空気調和設備・エアコン」及び「冷温
水ユニット」の機器メーカー・数量・仕様・容量の詳細
をご開示ください。全ての対象機器が「年2回以上」
の指定ということでよろしいでしょうか。

別添のとおりです。

38

□清掃・交換対象となるプレフィルター枚数、中性能
フィルター枚数、予備フィルターの有無をご開示くだ
さい。

別添のとおりです。

39

□「小修繕」の具体的内容をご教示ください。 別添のとおりです。

40

□フロン排出抑制法に伴う簡易・定期点検は実施す
るという認識でよろしいでしょうか。その場合、対象と
なる機器詳細と能力をご開示ください。

フロン抑制法に該当する機器はありません。

41

□現在施設に設置されている「管球」の種別をご教
示ください。（ＬＥＤとそれ以外の数量）

別添のとおりです。

42

□ＬＥＤ以外の管球については、現指定管理期間ま
たは今後の指定期間においてＬＥＤ化の予定はあり
ますでしょうか。

ＬＥＤ化は現指定管理者が自主的に行っています。

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】４　【項目】(1)施設の保守管理⑤

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】４　【項目】(1)施設の保守管理⑥
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43

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】５　【項目】(1)施設の保守管理⑦
□展示対象、オーバーホール対象となる展示物の
種類・数量・仕様をご教示ください。

別添のとおりです。

44

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】５　【項目】(1)施設の保守管理⑧
□飼育管理対象となる生物の種類・数量等をご開示
ください。

ギンブナ１、アブラハヤ５、オイカワ２、シマドジョ
ウ２
ハチの生体展示１セット

45

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】５　【項目】(1)施設の保守管理⑨
「館内コンピューターシステム」のメーカー・数量・仕
様・点検内容をご開示ください。

PC-VK29HDZDH、PC-MK34HEZDH、
PC-VK16TGSDH、PC-VK16TGSDH、
PC-MK32MBZDH2
別添のとおりです。

46

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】５　【項目】(1)施設の保守管理⑩
「データフラッシュ」のメーカー・数量・仕様・点検内容
をご開示ください。

現在使用しているプラネタリウムシステムでは、
データフラッシュは使用していません。

47

□「プラネタリウム」機器のメーカー・数量・仕様・点
検内容をご開示ください。

別添のとおりです。

48

□「天体観測ドーム」の点検報告書をご開示くださ
い。

別添のとおりです。

49

□受変電設備の受変電容量（トランス容量）をご教
示ください。

受電電圧　　　６，６００Ｖ
変圧器容量　 １，１００ｋＶＡ　（５００kＶＡ  1台）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２００ｋＶＡ  ３台）

50

□点検対象となる電気設備の仕様・数量等の詳細
をご開示ください。

別添のとおりです。

51

□非常用発電機の容量をご教示ください。また、負
荷試験の現在の実施状況（実施有無、実施方法（実
負荷、模擬負荷、無負荷、負荷率）をご教示くださ
い。実施していない場合、今後の実施方針について
ご教示ください。

メーカー：(株)明電舎　形式２Ｘ１５０Ｐ９Ｂ
　　　　　　　　　　　　　　（１２５ｋＶＡ　１台）
別添のとおりです。

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】５　【項目】(2)電気設備保守

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】５　【項目】(1)施設の保守管理⑪
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52

□電気工作物の保安管理業務に関して、電気事業
法に基づき構成団体がみなし設置者となり、電気主
任技術者の選任を関東電気保安協会に外部委託す
るという方式を採用してもよろしいでしょうか。

可能です。

53

□現在電気主任技術者は再委託先から選任されて
いますでしょうか。その場合、再委託先をご教示くだ
さい。

電気主任技術者の選任はありません。再委託先
については、法人等に関する情報であるため開
示できません。

54

□電気主任技術者の種別（2種または3種）をご教示
ください。

委託先の技術者（３種）です。

55

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】５　【項目】(3)昇降機、自動ドア
メーカー、台数、現在の契約形態（フルメンテナンス
またはＰＧ）をご教示ください。

昇降機：スカイジャック社ＳＴＰ４０　　１台
自動ドア：ナブテスコ(株)　　４台
別添のとおりです。

56

□点検対象となる消防設備機器の数量・仕様・機器
名をご開示ください。または点検報告書をご開示くだ
さい。

別添のとおりです。

57

□防火対象物点検は対象外という理解でよろしいで
しょうか。

建築基準法改正に伴い、防火設備定期検査報告
が義務化されたため、指定管理業務に含まれて
います。

58

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】５～６ 【項目】(5)多目的ホールの保守点
検
現地説明会時には入室制限があったため①～⑤に
おける機器の詳細（メーカー、数量、仕様等）をご開
示ください。

別添のとおりです。

59

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】６　【項目】(6)その他の設備
①～②の機器メーカー、仕様、点検頻度をご開示く
ださい。

印刷機、輪転機については、今後棄却予定なの
で、保守点検は管理運営業務から除いてくださ
い。
券売機につきましては点検２回、詳細は別添のと
おりです。

60

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】６　【項目】(7)地下オイルタンク定期点検
タンク容量・数量をご開示ください。

８０００Ｌ　１台
別添のとおりです。

61

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】６　【項目】(8)植栽管理
樹木情報が記載されていないため、対象となる樹木
（高木・中木・低木）の数量、現在の剪定頻度、生垣
の対象面積をご教示ください。または報告書をご開
示ください。また、除草は対象外という理解でよろし
いでしょうか。含む場合は対象範囲をお示しくださ
い。

愛宕山こどもの国の指定管理者と協議。対象は
科学館周辺。剪定、草刈り、殺虫剤散布等必要に
応じて随時お願いします。管理対象エリア、対象
樹木、寄植面積については別添のとおりです。

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】５　【項目】(4)消防設備
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62

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】６　【項目】(8)植栽管理
資料３における「科学館対象エリア」以外の植栽管
理は対象外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

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】６　【項目】(9)駐車場管理
現在は駐車場管理専属の要員が常駐しているので
しょうか。その場合、配置時間、配置人数、配置日を
ご教示ください。
また、増員の実績（過去5年）をご開示ください。

実績報告は過去２年分のみ受けています。別添
のとおりです。

64

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】６　【項目】(10)備品の保守管理
「備品一覧表」をご開示ください。

別添のとおりです。

65

□現在の清掃作業基準表をお示しください。 別添のとおりです。

66

□日常清掃・定期清掃の対象となる床材ごとの面積
をご開示ください。

別添のとおりです。

67

□現在の清掃スタッフの配置日・配置時間・配置人
数をお示しください。

別添のとおりです。

68

□ゴミ箱、汚物容器、厨芥入れの個数をご教示くだ
さい。

ゴミ箱７、汚物入れ２４、厨芥入れ１

69

□トイレ個数をご教示ください。 ５７台

70

□衛生消耗品は貴県のご負担という理解でよろしい
でしょうか。指定管理者の負担となる場合、使用数
量実績（過去5年分）をご開示ください。

使用数量の実績報告は受けていません。別添の
とおりです。

71

□窓ガラス清掃の対象面積（片面・両面の区別含
め）をご教示ください。

全館の窓ガラス約４，１００㎡（両面）

72

□現在の窓ガラス清掃の実施方法（ブランコ、ゴンド
ラ等）をご教示ください。

どちらも使用していません。
現状では、高所作業用の足場及び梯子、脚立を
場所により使い分けています。

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】６　【項目】(11)清掃業務



No 質問 回答

73

□現在の館内の高所（ガラス、壁面等）作業方法を
ご教示ください。

現状では、高所作業用の足場及び梯子、脚立を
場所により使い分けています。

74

□廃棄物の処理量実績（過去5年）を種類ごとにご
開示ください。

廃棄物は、指定管理者と清掃委託会社との契約
の中に含まれているため、正式な数量実績は開
示できません。

75

□飲料水受水槽の水槽容量・台数をご教示くださ
い。

30t  1基　受水槽　別添のとおりです。
こどもの国との共用。使用水量により経費を案分
しています。

76

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】７　【項目】(13)館内警備・危機管理業務①
現在常駐による警備員の配置はありますでしょう
か。常駐の場合、配置時間・配置人数・配置日をご
教示ください。

防犯上の情報に関することなので、お答えできま
せん。

77

□機械警備メーカーをご教示ください。 コントロールコミュニケータＫＦＣ－Ｐ２
別添のとおりです。

78

□夜間または休館日の館内無人時における「設備
異常」発生時の現在の対応方法をご教示ください。
（例：機械警備が設備異常信号を取得し、警備員が
駆け付けまたは翌朝等に職員が発見した場合のみ
対応等）

防犯上の情報に関することなので、お答えできま
せん。

79

□機械警備の取得信号種別（火災・侵入・設備異常
等）をご教示ください。

火災・侵入・設備異常です。

80

□機械警備が設備異常信号を取得している場合の
対象設備をご教示ください。

火災・侵入・設備異常です。

81

□「委託費」の内訳をご開示ください。 別添のとおりです。

【資料名】管理運営業務の内容及び基準
【ページ】７　【項目】(13)館内警備・危機管理業務②

【資料名】収支決算



No 質問 回答

82

□「光熱水費」は指定管理者の負担と認識します
が、館内全体が対象でしょうか。種別ごと（電気・水
道・ガス）の内訳開示をお願いいたします。

「光熱水費」は指定管理者の負担となり、対象は
館内全体です。別添のとおりです。

83

【資料名】その他
施設の保守・点検に関する点検報告書及び詳細図
面のご開示・閲覧をさせていただけますでしょうか。

別添のとおりです。

84

予算について、前年に比べて年間3000万円の減
になっておりますが、予算項目別にしますと、
どの項目で3000万減をお考えでしょうか。

委託料上限額につきましては、現指定管理者の
実績に基づいて算出したものであり、特定の項目
だけを減らしたものではありません。


