質問書 回答

No

ページ

質問内容
活用事業業務開始予定日について
募集要項
1
平成２９年１月とありますが、１月何
Ｐ３ ５．スケジュール
日の予定でしょうか。
募集要項
企画提案書に記載する実施スケ
Ｐ４ ６．参加手続き ジュールについては、契約締結から
2
等
の実施スケジュールと考えて宜しい
⑧企画提案書
でしょうか。
「質問書を提出した事業者には、電
募集要項
子メールにて回答する」とあります
Ｐ５ ９．質問及び回
3
が、質疑回答の対象者は、プロポー
答
ザル入札参加企業全社への回答と
（４）．回答方法
考えて宜しいでしょうか？
契約締結に付きまして、契約書（案）
募集要項
4
を頂けないでしょうか？
Ｐ７ 13．契約
委託仕様書
Ｐ２ ６．委託業務内
5
容
（１）．共通事項 ④

委託仕様書
Ｐ２ ６．委託業務内
6
容
（１）．共通事項 ⑤

委託仕様書
Ｐ２ ６．委託業務内
7
容
（１）．共通事項 ⑥

委託仕様書
Ｐ２ ６．委託業務内
8
容
（１）．共通事項 ⑦
委託仕様書
Ｐ２ ６．委託業務内
9
容
（１）．共通事項 ⑦
委託仕様書
Ｐ２ ６．委託業務内
10
容
（１）．共通事項 ⑧

利用代金制を採用するとあります
が、利用者からの料金徴収は受託
者にて行うということでしょうか。ま
た、利用代金は松原市に帰属するた
め、受託者名での領収書発行が出
来ません。領収書の発行者は、松原
市と考えて宜しいでしょうか。
実施予定プログラムについて、提案
時においては契約前であることか
ら、講師へのオファー及び正式なス
ケジュール調整が出来ません。提案
後に、講師との協議により提案内容
が変更する可能性がありますので、
他のプログラムとの差し替えが可能
と考えて宜しいでしょうか。
「各業務の遂行にあたり、適宜必要
な人員を配置すること」とあります
が、配置スタッフ（２名から３名）の事
務スペースはお借りできると考えて
宜しいでしょうか。
「受託者にてチラシ・ポスターの作成
を行うこと」とありますが、提案を行う
上で、松原市にて予定されている、
本事業に関する市民への広報、周
知全般の手法について、時期と手法
をご指示願います。

回答
平成２９年１月中旬頃の予定としてく
ださい。
お見込みのとおりです。

質問書を提出した事業者に対し、そ
の質問書の内容について、電子メー
ルで回答を行います。なお、ホーム
ページでは全ての質問書及び回答
を公表します。
契約書（案）については、結果通知
発送及び公表後に受託候補者に対
して提示します。
お見込みのとおりです。

お見込みのとおりです。

事務スペースについては、１階の事
務所の一部を使用していただくこと
を考えています。

受託候補者との契約、調整が必要と
なりますが、広報については、12月
末から１月初めに市民に配布する１
月号にて周知する予定です。ホーム
ページや駅前の広告媒体（マッキー
ビジョン）、庁内の電子広告媒体で
は、12月下旬から随時周知していく
予定です。
チラシ・ポスター・広告等の既定のサ お見込みのとおりです。
イズ、広告回数、時期等について
は、受託者の判断によるものと考え
て宜しいでしょうか。
利用者の登録及び受付等に関する 通話の必要な電話については、原
業務について、現地にて電話及び 則、事業者にて御用意願います。
メール等での対応を考えておりま
なお、メール等のインターネット接続
す。機器等は受託者にて用意します については、まつばらテラス内に無
が、LAN設備及び電話回線はお借り 料ＷＩＦＩ環境を構築する予定ですの
できると考えて宜しいでしょうか。
で、そちらを利用することは可能で
す。
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質問書 回答

No

ページ

委託仕様書
Ｐ２ ６．委託業務内
11
容
（１）．共通事項 ⑨
委託仕様書
Ｐ２ ６．委託業務内
12 容
（２）特記事項
①フィットネスルーム

委託仕様書
Ｐ２ ６．委託業務内
13
容
（２）特記事項
委託仕様書
Ｐ２ ６．委託業務内
14 容
（２）特記事項
⑥多目的ホール
委託仕様書
Ｐ２ ６．委託業務内
15
容
（２）特記事項

委託仕様書
16 Ｐ４ ７．留意事項
（１）

委託仕様書
17 Ｐ４ ７．留意事項
（２）

委託仕様書
18 Ｐ４ ７．留意事項
（４）

19 共通事項

質問内容
業務実施に資料等の印刷が必要に
なります。市において設置されたコ
ピー機等の備品をお借りすることは
可能でしょうか。
「開館時間は運動指導が可能なス
タッフが常駐し、管理等を行うこと」と
ありますが、フィットネスルームで行
うプログラム開催時にスタッフを配置
することで委託仕様内容を満たして
いると考えて宜しいでしょうか。
各部屋に定員が設けられております
が、全てが定員に沿うプログラムだ
けでなく、少人数による質の高いプ
ログラム(器楽講座など)を企画する
事は可能でしょうか？

回答
原則として、事業者にての負担とな
ります。
ただし、少量の印刷物について、市
のコピー機を利用していただくことは
可能です。
お見込みのとおりです。

①フィットネスルーム活用事業から
⑥多目的ホール活用事業について
は、記載の定員数が原則となります
が、優れた提案内容によっては、別
途協議します。
⑦和室活用事業と⑧工芸工作室活
用事業については、定員を充足しな
い場合も可能とします。
定員50名以上とありますが、定員数 お見込みのとおりです。
が50名に満たなくても広いスペース
が必要なプログラムについては、多
目的室ホールを活用することは可能
でしょうか？
自然災害等による休講対応により、 可能ですが、市での事業の活用もあ
振替対応として部屋をやりくりする場 りますので、調整が必要となります。
合、定員数に満たない部屋の使用
は可能でしょうか。
1プログラムの時間数は原則2時間と 時間の変更は可能です。
ありますが、運動講座でも必ず1プロ なお、概ね２時間を１カウントとしま
グラム2時間が必要ということでしょう すが、講座の内容により別途協議と
か。2時間の運動となると運動量や します。
強度が上がり、高齢の方の負担が
大きいため、通常45分程度のプログ
ラムとなりますが、プログラム講座に
より時間の変更が可能と考えて宜し
いでしょうか。
プログラム実施に当たり、講師の更 お見込みのとおりです。
衣室の利用や、受付室の利用は可
能でしょうか。
事業実施にあたっては、市及び施設 施設管理規定は、現時点で未作成
管理委託事業者と十分な連携をは です。
かることと有りますが、施設管理規
定は作成されておりますでしょうか.
作成済みの場合、本事業に関わる
施設管理規定について使用時間、
安全管理、清掃など本事業の受託
者側に関わる項目をお知らせくださ
い。
調理器具や音響設備などについて、 使用者における過失の場合につい
通常の使用における故障、及び破 ては、使用者の負担となります。
損については、市の負担による対応
と考えて宜しいでしょうか。
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質問書 回答

No

ページ

質問内容
業務委託費用のお支払について、
支払い条件をご指示願います。

20 共通事項

21 共通事項

22 共通事項

23 共通事項

24 共通事項
25 共通事項

26

募集要領 Ｐ１
３．業務内容（４）

27

募集要領 Ｐ２
４．参加資格要件等

28

募集要領 Ｐ２
４．参加資格要件等

募集要領 Ｐ５
29 ７．企画提案者の欠
格事由（２）
委託仕様書 Ｐ２
30 ６．委託業務内容
（２）特記事項

委託仕様書 Ｐ２
31 ６．委託業務内容
（２）特記事項

プログラム運営に伴い、講師及び配
置職員の更衣室、備品保管場所を
ご提供頂けると考えて宜しいでしょう
か。
活用事業業務開始日までに、市の
都合により契約解除となる場合につ
いて、運営準備費用等の受託者の
損害については、市が補償して頂け
ると考えて宜しいでしょうか。
活用業務運営日の設定について、
提案費用から運営日の設定を検討
致しますが、市の考える休館日をご
指示願います。

回答
実績での支払いを基本に、月払いを
検討していますが、詳細は、市と受
託候補者とで別途協議となります。
（募集要領 Ｐ７ １４．留意事項（５）
参照）
講師及び配置職員の更衣室は提供
できます。備品保管場所について
は、スペースが限られるため、別途
協議となります。
市と受託候補者とで別途協議となり
ます。
（募集要領 Ｐ７ １４．留意事項（５）
参照）

条件としては、委託仕様書 Ｐ４ ７．
留意事項（１）のとおりです。
なお、まつばらテラス（輝）の休館日
は、１２月２９日から１月３日とし、そ
れ以外は開館日となり、開館時間は
午前９時から午後９時を予定してい
ます。
鍵の取り扱いについて、施設の施錠 お見込みのとおりです。
については市で行っていただけると
考えて宜しいでしょうか。
運営業務に伴う、水光熱費は市の お見込みのとおりです。
負担と考えて宜しいでしょうか。
平成28年度と平成29年度の内訳が 平成28年度と平成29年度はそれぞ
記載と大きく差があった場合でも委 れ別予算となるので、平成28年度
託金額の上限以内であれば問題な （平成29年1月～3月）は18,000千
いのかご教示ください。
円、平成29年度（平成29年4月～平
成30年3月）は55,000千円が上限と
なります。
グループ応募について、代表企業と 特に決まりはありませんが、様式第4
構成企業の業務比率の差などの決 号 グループ協定書兼委任状の記
まりがあればご教示ください。
載に問題ないことが条件です。
類似業務受託実績について同種の 同種の業務とは、「公共施設の活用
業務の定義は「事業委託」であれば に伴う事業受託または事業委託の
同種とみなされるのかご教示くださ 業務」とするため、あくまでも公共施
い。もしくは、今回公募施設のような 設の活用が前提です。
内容でなければならないのかご教示
ください。
選定委員会委員の名簿公表可能で 選定委員会委員との不適切な接触
あればご教示お願いします。
が確認された場合は、欠格事由とな
りますので、現時点では公表を考え
ておりません。
貸館業務の場合、松原市で定めて 別添条例参照。
いる利用料金をご教示ください。
なお、まつばらテラス（輝）の休館日
営業時間、及び休館日の設定はあ は、１２月２９日から１月３日とし、そ
るのかご教示ください。
れ以外は開館日となり、開館時間は
午前９時から午後９時を予定してい
ます。
受託者が教室実施する際は施設使 市の事業として実施するので、施設
用料は減免となるのかご教示くださ 使用料はかかりません。また、受託
い。また、受託者が支払う、施設の 者に施設維持管理費用を求めること
維持管理にかかる費用があるのか はありません。
ご教示ください。
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質問書 回答

No
32

33

ページ
委託仕様書 Ｐ４
７．留意事項 （１）

委託仕様書 Ｐ４
７．留意事項 （１）

34 共通事項
委託仕様書 Ｐ２
６．委託業務内容
35
（１）共通事項
（２）特記事項

委託仕様書 Ｐ２
６．委託業務内容
36
（１）共通事項
（２）特記事項

37 共通事項

質問内容
40本のプログラムとありますが、平
成28年度から開始でしょうか。また、
そのプログラムでの合計数でいいか
ご教示ください。
2カウントする定義とありますが、具
体的にご教示ください。
（2時間を１カウントとするのか、複数
施設を使用することで１カウントとい
うことでしょうか。）
１時間プログラムを２本開催した場
合も１カウントとなるのかご教示くだ
さい。
参加費とは別に材料費は徴収可能
かどうかご教示ください。
備品は原則受託者が用意することと
ありますが、フィットネスルームにお
けるトレーニング機器も受託者の持
ち込みという理解でよろしいでしょう
か。
会場の広さに対して定員が決まって
いるとお見受けしますが、講座の内
容によっては、安全や雰囲気つくり
などの理由により定員数を制限した
法が良い場合があるかと思います
が、定員を変更したプログラムの実
施は可能かどうかご教示ください。

回答
週に40プログラムを平成２８年度か
ら開始してください。
概ね２時間を１カウントとしますが、
講座の内容により、別途協議としま
す。

お見込みのとおりです。ただし、利用
者から直接徴収してください。
お見込みのとおりです。
なお、トレーニング機器は、常時設
置しておくのではなく、使わない場合
は倉庫等へ片付けてください。

①フィットネスルーム活用事業から
⑥多目的ホール活用事業について
は、記載の定員数が原則となります
が、優れた提案内容によっては、別
途協議します。
⑦和室活用事業と⑧工芸工作室活
用事業については、定員を充足しな
い場合も可能とします。
受託者として、管理者を配置する場 お見込みのとおりです。
合、１階当に受付者の作業スペース 管理者については、１階の事務所の
を確保していただけるのかご教示く 一部を使用していただくことを考えて
ださい。
います。
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