
港区立エコプラザ指定管理者公募要項等の質問に対する回答書

№ 書類名 ページ数等 内容 回答

1 公募要項 -
公募要項および業務基準書に記載の無い事項は、指定管理
業務として実施しなくてよいという理解でよいか。

指定管理者の「指定」は、契約に基づく「委託」とは異なり、公の施設の
管理運営を区から指定管理者に包括的に代行させることです。従って
指定管理業務とは、施設管理に関する一切の業務を指します。

2 公募要項 Ｐ18　⑧ 納税証明書の提出すべき種類の指定はあるか。 納税証明書「その１」を提出してください。

3 - -
防火管理者配置の有無、エコプラザが実施する防災設備点
検の有無、方法及び防災設備の数量

エコプラザを含む建物全体の防火管理者は、シティハイツ指定管理者
が配置しています。

4 公募要項 Ｐ7　２（1）イ
開館中に挙動不審者の侵入や不法侵入の疑いが発生したと
きの対応

【様式24】及び【様式25】等でご提案ください。

5 業務基準書 別紙1　業務仕様書 自動ドアのメーカー、サイズ等及び台数

6 業務基準書 別紙1　業務仕様書 排煙窓のメーカー、サイズ等及び台数

7 業務基準書 別紙1　業務仕様書
風力・太陽光ハイブリット街灯のメーカー、仕様、台数及び設
置場所

8 業務基準書 別紙1　業務仕様書
給湯器設備（電気温水器）のメーカー、サイズ、台数及び設置
場所

9 業務基準書 別紙1　業務仕様書 給排水設備のメーカー、点検対象台数及び設置場所

10 業務基準書 別紙1　業務仕様書 全熱交換機のメーカー、型番、台数、仕様及び設置場所

11 業務基準書 別紙1　業務仕様書 換気扇のメーカー、型番、台数及び設置場所

12 業務基準書 別紙1　業務仕様書
空調機フィルターのメーカー、フィルターサイズ、仕様、枚数及
び設置場所

別紙を参照してください。機器の仕様等は、各メーカーのホームページ
等でご確認ください。
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13 業務基準書 別紙1　業務仕様書
空調機屋外機のメーカー、型番、台数及び設置場所、室内機
の点検の有無

別紙を参照してください。仕様等は、各メーカーのホームページ等でご
確認ください。室内機点検については、業務基準書別紙１に記載のとお
り、フィルター清掃が業務内容です。

14 業務基準書 別紙1　業務仕様書
中水受水槽のメーカー、仕様及び設置場所
中水受水槽点検の根拠法

別紙を参照してください。仕様等は、各メーカーのホームページ等でご
確認ください。
施設管理業務については、関連法令等を踏まえご提案ください。

15 業務基準書 別紙1　業務仕様書
蛍光灯、スポットライトの台数及び非常照明のメーカー、台
数、仕様、設置場所

蛍光灯、スポットライト：約340台
非常照明：３１台（パナソニック）
照明器具の詳細な設置場所については、担当までお問い合わせくださ
い。

16 業務基準書 別紙1　業務仕様書
フローリング洗浄、カーペット洗浄、ビニル床洗浄、木材床面
の保護膜塗装、窓ガラス清掃、間仕切りガラス清掃の作業対
象面積及び数量

床の面積は、説明会配布資料２の図面の寸法をご確認ください。
窓ガラス及び間仕切りガラスの面積については、約300㎡です。

17 業務基準書 別紙1　業務仕様書 ビニル床洗浄についてワックスの塗布は含まれるのか。
業務基準書別紙1に記載の内容は、必要最小限実施して頂く業務で
す。
業務基準書別紙1に記載の無いものについては、ご提案ください。

18
公募要項

業務基準書

ｐ7　2（１）オ（ウ）

別紙1　業務仕様書

床の木材名及び今までに使用した保護材の名称
定期清掃のフローリング洗浄と床面保護材塗布について、対
象箇所は同一と考えてよいか。
各室の床材は何か。

保護材を塗装する床は、あきる野市の圧縮スギを使用しています。保
護材は、樹脂ワックスを使用してください。

フローリング洗浄と床面保護材塗布の箇所は同一です。

各室の床材は、下記のとおりです。
①磁器タイル貼：【1階】風除室、廊下
②フローリング貼：【１階】ホール、事業エリア、事務コーナー
③タイルカーペット：【3階】廊下、事務室２室、会議室２室
④長尺塩ビシート貼：①～③を除く箇所

19 業務基準書 別紙1　業務仕様書
日常清掃の項目について、対象除外となる箇所の有無
また、頻度は休館日を除く毎日と捉えてよいか。
作業時間帯に指定のある箇所があるか。

頻度については、お見込のとおりです。
日常清掃の場所及び作業時間帯等については、【様式22】でご提案くだ
さい。

20 公募要項 別紙5　備品一覧
音響映像照明機器の設置場所
点検内容は、不具合の確認程度と考えて良いか。

１階事業エリアに設置
常に良好な状態で供用できるように点検してください。
故障等が発生した場合に、その都度修繕していただきます。
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21 公募要項 別紙5　備品一覧 織物機械の点検内容
常に良好な状態で供用できるように点検してください。
故障等が発生した場合に、その都度修繕していただきます。

22 公募要項 別紙5　備品一覧 ローリングタワーの点検内容及び仕様

常に良好な状態で供用できるように点検してください。
故障等が発生した場合に、その都度修繕していただきます。
仕様は、説明会配布資料１の別紙５「備品一覧」品質規格欄に型番を
記載しています。

23 公募要項 別紙5　備品一覧
エコプラザ管理物品等一覧の物品等は保守点検の対象か。

エコプラザ管理備品等一覧に掲載した物品に限らず、区が指定管理者
に使用させる物品は、業務基準書p4（4）イ　物品等の取扱いに関する
業務のとおり、物品を良好な状態で常に供用または処分することができ
るように管理してください。

24 業務基準書 別紙1　業務仕様書 シックハウス室内環境調査の測定品目 業務基準書ｐ6（２）ア（ク）に記載のとおりです。

25 業務基準書 別紙1　業務仕様書 衛生害虫対策の内容および仕様 業務基準書ｐ6（２）ア（ク）に記載のとおりです。

26 業務基準書 ｐ4（4）ア（ア）
エコプラザ事務室に設置してある防災受信盤の業務取扱、
メーカー及び型番

エコプラザを含む建物全体の防火管理者であるシティハイツ指定管理
者が点検します。

27 公募要項 ｐ7～8　２（２）オ ＡＥＤのメーカー及び型番
㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン　ＦＲｘ（Ｂ１２Ｈ－０２６９９）です。
なお、区がパッド・バッテリー交換用部品を調達し、指定管理者が交換
します。

28 公募要項 ｐ8　２（２）イ 機械警備の出動実績
１件（平成25年4月～平成29年4月末）
原因はFAX受信等による誤作動で、不法侵入等ではありません。

29 公募要項 ｐ12　ウ 過去の修繕費の区ホームページ掲載ページ
港区ホームページ【 区政情報 > 行政経営 > 指定管理者制度 > 指定
管理者制度を導入している施設に関する情報 > エコプラザ】「検証シー
ト」

30 公募要項
ｐ11～12
４（１）ア～オ

職員人件費、光熱水費、修繕費、事業運営費、施設管理経費
についての清算方法の詳細

公募要項ｐ11 ４（1）に記載のとおり、職員人件費、光熱水費、修繕費、
再委託の契約落差金について、予算額から実績額を引いた差額を区
へ返金して頂きます。なお、実績額が予算額を上回った場合には清算
は行なわず、区からの補填等はありません。
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31 公募要項 ｐ11　４（１）ア 職員人件費について、職員等に非常勤職員を含むか。 お見込みのとおりです。

32 公募要項 ｐ12　イ
光熱水費のうち、水道代金は指定管理料に含め予算額と実
績額を清算し、電気料金は区が支払い、指定管理料に含めな
いということか。

お見込みのとおりです。

33 公募要項 ｐ7　2（１）ウ ビオトープ、植栽、屋上緑化の維持管理の具体的内容
「公募要項」P４（1）基本事業（イ）自然共生型社会でご提案いただくビオ
トープのコンセプトを踏まえ、維持管理してください。

34 公募要項 ｐ7　2（１）エ 駐車場及び自転車等駐車場の管理業務の具体的内容 業務基準書P4（4）ア（エ）をご参照ください。

35 業務基準書 ｐ6　（2）ア（オ）
防犯カメラ設置者及び管理業務内容、メーカー、型番、台数及
び設置場所

業務基準書ｐ6（2）ア（オ）をご参照ください。
メーカー、型番、台数及び設置場所は、防犯上、回答を控えさせていた
だきます。現地確認をご希望の場合には、担当までご連絡ください。

36 業務基準書 別紙1　業務仕様書
廃棄物回収は、館内のゴミを建物の廃棄物保管所まで運ぶ
業務という理解でよいか。廃棄物の最終処分までが業務に含
まれるのか。

廃棄物回収場所に運ぶ業務です。なお、産業廃棄物はありません。

37 業務基準書 別紙1　業務仕様書 ロールスクリーンの数量及び材質
８枚
材質の詳細をご希望の場合は、担当までご連絡ください。

38 公募要項 ｐ5　（ウ）①
フードバンク事業の食品について、みなとリサイクル清掃事務
所の引き取り方法

みなとリサイクル清掃事務所がエコプラザに引き取りに来ます。

39 公募要項 ｐ6　オ
回収ボックスの回収物について、みなとリサイクル清掃事務所
の引き取り方法

みなとリサイクル清掃事務所がエコプラザに引き取りに来ます。

40 公募要項
ｐ15
第一次提出書類全般

複数団体による共同申請の場合、①～③以外は、代表団体
及び各構成団体が書類を提出するということか。

お見込みのとおりです。

41 公募要項 様式1、様式9

複数団体による共同申請の場合、様式１及び様式９について
は、共同事業体で一枚の提出でよいか。また、「主たる事業者
の所在地、法人等の名称、代表者の氏名、印」の欄は、すべ
て代表企業の情報でよいか。

お見込みのとおりです。
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42 公募要項 様式２

複数団体による共同申請の場合、提出は必要か。また、一共
同事業体につき一枚の提出でよいか、記載内容は以下のとお
りか。
団体名→共同事業体名
代表者名→代表取締役社長名
印→代表企業の代表者印

お見込みのとおりです。

43 公募要項 様式B
共同事業体の代表団体（委任者）の欄は、構成企業の情報を
記載するのか。

お見込みのとおりです。

44 公募要項 P16⑥
平成29年3月31日に決算期末日を迎えているが未だ決算が
確定していない場合、⑥「預金残高証明書」は、「平成29年３
月３１日当日の残高を証明する書類」という理解でよいか。

お見込みのとおりです。

45 公募要項
ｐ17
≪株式会社の場合≫
イ・ウ

イ　「役員名簿」について、役員名以外に必要な情報がある
か。
ウ 「会社経営に関する考え方、理念」については、「法人等の
概要」に添付するパンフレットに記載されている場合でも別途
提出が必要か。

イ　様式自由
ウ　別途提出は不要ですが、　該当箇所が分かるよう工夫してくださ
い。

46 公募要項
ｐ17
≪株式会社の場合≫

「決算期末日が到来している法人で、未だ決算が確定してい
ない場合には、直近の決算期末の経営成績及び財政状態の
参考となる資料、ただし、過去３期分の決算書等とは別に提
出」との記載について、平成28年度の財政状況の参考となる
資料に加え、平成25～27年度までの３期分の決算書類が必
要という理解でよいか。

お見込みのとおりです。

47 公募要項
ｐ3
（7）イ

登録団体の名称及び活動概要 個人情報のため非公表

48 公募要項
ｐ21
（６）オ

法人名称以外にマスキングすべき情報
その文言等で、法人を特定できるもの
例えば会社のマークなどもマスキングの対象となります。

49 公募要項
ｐ5
（ウ）①

フードバンク事業は、説明会配布資料４（２）アに記載の「フー
ドドライブ事業」と同一か。

お見込みのとおりです。

50 公募要項
ｐ７
（４）ク

ビオトープ管理士について、公募要項と業務基準書との標記
に差異があるがどちらが正しいか。
また、「それに準ずる実務経験」について具体的に求められる
経験は何か。

正しくは「ビオトープ管理士資格またはそれに準ずる実務経験を有する
職員を１名以上配置すること」です。
「それに準ずる実務経験」とは、ビオトープ管理士試験の１級の受験資
格で定義している「実務」の内容になります。
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51 公募説明会 -

シティハイツ神明の管理者が実施する保守点検業務に係る経
費については、受託経費見積に含めないという理解でよい
か。
説明会配布資料４「指定管理料の実績」に記載のない、受水
槽・配水管清掃業務（中水用受水槽を除く）と建物全体の防災
コンサルティング業務については、エコプラザ支払分はないと
いう理解でいいか。

業務基準書別紙２に記載の５つの業務について、【様式11】受託経費見
積書に、施設管理経費として見積もってください。なお【様式22】再委託
する業務には記載不要です。

説明会配布資料４「指定管理料の実績」について、「受水槽・配水管清
掃業務（中水用受水槽を除く）」は「給水装置設備保守点検」に、建物全
体の防災コンサルティング業務は「消防設備点検」の業務内容に含み
ます。

52 公募要項 様式12～34 各ページの枚数制限は何枚か。 公募要項ｐ21（6）エに記載のとおりです。
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