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№ 書類 ページ 項目 質問内容 回答

1 公募要項 6
Ⅱ-1-（2）-ア　４つの機能
の強化

「OASIS」の発行は、印刷代等は指定管理料から広報
費支出として見込む必要がありますでしょうか。

「OASIS」の製作・印刷代等の費用は、広報費で計上してください。
現在は、以下のとおりです。
・OASIS製作料＠392,500円×年4回＝1,570,000円（平成30年度予算）
※製作料には、デザイン費、印刷・製本費、納入費が含まれています。

2 公募要項 6
Ⅱ-1-（2）-ア　４つの機能
の強化

広報費見積に含む場合「OASIS」の発行部数は何部で
すか。

現在の「OASIS」の発行部数は、以下のとおりです。
＠3,000部×年4回
※関係機関67か所及び浜松町駅で配布しています。

3 公募要項 7
Ⅱ-2-（1）-イ-（ア） 区民参
画に関する業務

男女平等参画センター運営協議会は、どのくらいの頻
度で行われるものでしょうか。

現在、毎月1回（8月を除く。）、年11回開催しています。
※公募区民委員への謝礼は不要です。公募区民委員の選考に要する費用は区が負担し
ます。

4 公募要項 8

Ⅱ-2 -（1）-イ-（ウ） 平成
32年（2020年）年の創立40
周年事業の企画提案に関
する業務

平成32年の創立40周年記念事業について、区とし
て想定する予算上限をお示しください。

創立40周年記念事業の予算上限は設定していません。
要した費用に見合う効果が得られる積極的な提案を期待します。
＜参考＞
創立30周年記念事業(平成23.2.12実施）
（内容）30年の歴史を振り返る（スライド投影）、永年活動の個人を表彰、参加者による一体
感を作り上げる合唱や交流、若い世代への活動の呼びかけ
（予算） 360,000円

港区立男女平等参画センター指定管理者公募　質問回答書　

　港区立男女平等参画センター指定管理者公募に関し寄せられた第一次申請書類関係のご質問について、次のとおり回答いたします。なお、質問項目については、質問書の内容をそ
のまま掲載しております。
　区では区立施設の安全・安心の確保のため、また、指定管理者制度のより良い運用のあり方等について不断に検討を進めており、今後も新たな方針等をお示しする場合があります。
その際は、誠意を持って協議いたしますのでよろしくお願いいたします。

　（計画書類等（第二次提出）の作成に当たってのご注意）
　消費税の税率は、平成３１年９月までは８％、１０月から１０％へ引き上げを予定していますので、事業運営資金・収支計画書（様式１１）の経費を算定する際はご注意ください。

平成30年5月9日

港　　区
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№ 書類 ページ 項目 質問内容 回答

5 公募要項 8 Ⅱ-2-（4）-ウ　事業推進員
リーブラ相談室は、日々何名程度の方でご対応されて
いらっしゃいますか。

リーブラ相談室は、電話2回線、相談室（個室）2部屋があります。
現在の相談体制は、2名で実施しています。
相談室で面談中にも、電話相談が入ることがあります。十分対応できる体制をとってくださ
い。

6 公募要項 9

Ⅱ-3-（2）-ウ 施設の利用
登録受付、登録証の発行、
施設・付帯設備利用にかか
る対応を行うこと。

インターネットの環境に関しまして。設置台数は何台程
度になりますでしょうか。

現在のインターネット環境については、現指定管理者が利用者検索用ノートパソコン及び印
刷用プリンター各1台、利用者貸出し用ノートパソコン2台を用意しています。また、Free Wi-
Fiコーナー席（4席）も設置しています。最大10回線までは利用できる機器を設置しています
が、利用状況により通信速度が遅くなる場合があります。指定管理者は、インターネット環
境に必要なOA機器（パソコン、プリンター、Wi-Fiルーター、ケーブル等）を用意してくださ
い。

7 公募要項 12 Ⅱ-4-（4）　地域との連携
区民まつりにリーブラブースに出展の際に、出展料は
かかりますか。

現在、リーブラは区と同じブースで出展しており、ブースは区が手配するため、出展料はか
かっていません。

8

公募要項

説明会配布
資料（平成
28（2016）年
度事業報告

書

12

13

Ⅱ-4-（3）　再委託の禁止に
ついて

港区立男女平等参画セン
ター収支報告書

公募要項上に「専門性の高い個別業務等については、
区の事前承認を得た場合に限り、再委託ができます。」
との記載がございます。実際、事業報告書内の収支報
告書において、事業運営費内に「業務委託費、執行額
13,408,356円」との記載がございますが、事業運営につ
いては全ての業務を再委託しないこと、また区の事前
承認を得ることを条件として、再委託することは可能と
いう認識で宜しいでしょうか。

再委託は、あくまでも指定管理者が自らマネジメント能力を発揮しながら、施設の効用を一
層高めるため、部分的に専門業者へ業務委託を行うものです。指定管理者がマネジメント
能力を発揮する余地がないような全業務の再委託は認められません。

現在の再委託は、以下のとおりです。
（相談事業）
　相談員責任者、相談員、弁護士　（交通費、研修参加費含む。）
（交流促進事業）
　大規模イベント（リーブラフェスタ）音響・照明等管理・運営業務等
（その他事業）
　アドバイザリーボード（事業運営のための専門家による助言）
※事業運営費内の業務委託費には含まれていませんが、OASIS製作についても、再委託
を承認しています。

9 公募要項 19・20
Ⅲ-1-（5）申請書類の提出
（第1次提出）

提出書類⑦－エの決算書類は、提出部数3部（貸借対
照表・営業報告書・損益計算書・株主資本等変動計算
書）と13部（個別注記表・付属明細書）のものがござい
ますが、これらは決算書類として一体であることから、
全て13部ご用意する形でよろしいでしょうか。

提出書類⑦－エ決算書類のうち、個別注記表、付属明細書の部数13部は誤りです。
⑦-エの全ての書類は、各3部を提出してください。

10 公募要項 21
Ⅲ-1-（5）申請書類の提出
（第1次提出）

提出書類⑧の納税証明書について納税証明書は、「そ
の１」と「その３の３」どちらを提出すればよろしいでしょ
うか。

納税証明書の「その１」を提出してください。

11 公募要項 25 Ⅲ-1-（7）－エ
各提出書類（様式）の最初の書類の右肩にインデック
スを貼りと書いてあるが、様式ごとにインデックスをつ
けた方がよいか。

様式ごとにインデックスをつけてください。
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№ 書類 ページ 項目 質問内容 回答

12 公募要項 25 Ⅲ-1-（7）－エ
様式ごとのインデックスは、色分けをしたほうがよい
か。

色分けまでは必要ありませんが、わかりやすくしてください。

13 公募要項 25 Ⅲ-1-（7）－オ

副本については、表紙に「副本」と表記し、第一次提出
書類の③～⑭全てを含むファイルについては、法人名
など事業者名を記載してください。それ以外について
は、法人名など応募事業者が特定できる部分をマスキ
ング（黒塗り）してください。と書いてあるが、「それ以外
については」の部分はどの書類のことを指すのでしょう
か。

提出する副本が13部のものは、3部は法人名など事業者名を記載し、残りの10部は法人名
など応募事業者が特定できる部分をマスキング（黒塗り）してください。
※提出する副本が3部のものは、全て法人名など事業者名を記載してください。

14 業務基準書 3
第4-1-（4）-エ　インターネッ
トによる学習機会を確保す
ること

「インターネットによる学習機会を確保する」とは、具体
的にはどのようなことを想定されていますでしょうか。

現指定管理者においては、利用者の男女平等参画にかかる学習を支援するために、現指
定管理者が利用者検索用ノートパソコン及び印刷用プリンター各1台、利用者貸出し用ノー
トパソコン2台を設置しています。また、Free Wi-Fiコーナー席（4席）も設置して、学習の機会
を提供しています。

15 業務仕様書
仕様書記載の実施内容・頻
度について

業務仕様書に記載の実施内容・頻度は、広く民間事業
者のノウハウを活用する意味で、各種法令は遵守しつ
つ、事業者の提案で仕様・頻度を変更することは可能
でしょうか。

業務仕様書に記載の内容については、原則として変更できません。（ただし、広く民間事業
者のノウハウを活用する意味で提案がある場合はその旨を追記することは構いません。）

16 業務仕様書 5 2-（3）　団体育成支援
「団体の学習活動にかかる助成金の交付を行う」とあり
ますが、助成団体の公募及び選考は指定管理者が行
うのでしょうか。

公募及び選考は、指定管理者が行います。
現在、男女平等参画センター助成事業審査会は、学識経験者1名（＠13,000円×3時間×2
回）、指定管理者（施設長）、区（所管課長）の3者で実施しています。
※学識経験者の謝礼については、指定管理料に計上してください。

17 業務仕様書 5 2-（3）　団体育成支援
助成金は、指定管理料の中から支出するのでしょう
か。その場合、費用項目はどこに見積もればよいでしょ
うか。

助成金は、指定管理料で計上してください。
詳細は、No.10を参照してください。
なお、費用項目は、様式11事業運営費/団体育成支援に関する業務の項目に計上してくだ
さい。

18

説明会配布
資料（平成
28（2016）年
度事業報告

書

13
港区立男女平等参画セン
ター収支報告書

収支報告書の項目のうち、事業運営費と施設管理経
費それぞれに「事務用品費」が含まれております。これ
はどのような違いなのか、ご教示頂けませんでしょう
か。

・事業運営費（事務用品費）
　講座実施やイベントの開催など、事業の実施に関係する消耗品（チラシ用色紙、ラミネー
トフィルムなど）を購入する費用を計上してください。

・施設管理経費（事務用品費）
　施設の運営に関わる消耗品（付箋、マジック等）、備品以外の貸出し用品（ラジカセ、プロ
ジェクター等）を購入する費用やシーツ、毛布のクリーニング代等を計上してください。
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19

説明会配布
資料（平成
28（2016）年
度事業報告

書

13
港区立男女平等参画セン
ター収支報告書

収支報告書の項目のうち、事業運営費と施設管理経
費それぞれに「通信運搬費」が含まれております。これ
はどのような違いなのか、ご教示頂けませんでしょう
か。

・事業運営費（通信運搬費）
　講座やイベント開催等のチラシの送付、男女平等参画情報誌OASISの送付、一時保育者
への託児利用票の送付など、事業の実施・運営に関わる郵便料・宅急便料金・運搬料を計
上してください。
・施設管理経費（通信運搬費）
　各団体に利用者懇談会や会議の開催通知の送付等、施設の運営に関わる郵便料・宅急
便料金・運搬料を計上してください。

20

説明会配布
資料（平成
28（2016）年
度事業報告

書

13
港区立男女平等参画セン
ター収支報告書

収支報告書の項目のうち、事業運営費と施設管理経
費それぞれに「賃借料」が含まれております。これはど
のような違いなのか、ご教示頂けませんでしょうか。

・事業運営費（賃借料）
　事業やイベントを実施する際の資機材を外部から借用するための費用です。
　現在は、男女平等参画フェスタinリーブラを開催するに当たり、EZパネル、パネルベース、
案内板、入口装飾、バルーンタワー、入口立て看板等の費用を計上しています。

・施設管理経費（賃借料）
　現在は、指定管理者が事務室内に設置している複合機のリース費用を計上しています。

21

説明会配布
資料（平成
28（2016）年
度事業報告

書

13
港区立男女平等参画セン
ター収支報告書

収支報告書の項目「事業費（事業運営費内、執行額
950,450円）」に含まれる内容についてご教示頂けませ
んでしょうか。

現指定管理者の事業費は、以下のとおりです。これにとらわれることなく積極的な提案を期
待します。
（団体育成支援事業）
団体の育成支援を目的とした助成事業を実施しています。助成金の種類は、「ホップ」「ス
テップ」「ジャンプ」の3タイプあり、タイプにより助成金が異なります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       （予算）  　　（実績）
・助成事業（ホップ）助成金　　　100,000円×2企画　→　1企画
・助成事業（ステップ）助成金　 　70,000円×3企画　→　1企画
・助成事業（ジャンプ）助成金　 300,000円×3企画  →　3企画
   　                                1,310,000円　　　　　　　　920,450円
（その他事業）
男女共同参画社会の形成の促進に寄与する、NPO法人全国女性会館協議会の団体加盟
年会費です。
＠30,000円×1年＝30,000円

22

説明会配布
資料（平成
28（2016）年
度事業報告

書

13
港区立男女平等参画セン
ター収支報告書

収支報告書の項目「施設の保守・検査業務（施設管理
経費内、執行額330,535円）」に含まれる内容について
ご教示頂けませんでしょうか。

施設の保守・検査業務の費用は、現指定管理者が事務室内に設置する複合機のコピー
チャージ料です。
※コピーチャージ料とは、対象商品の使用頻度（この場合は印刷枚数）に応じた、保守サー
ビス料金です。大量に印刷機を使用すれば、それだけ故障等の可能性が高まり、保守点検
を要する頻度も高まることから、金額が高くなる場合もあります。
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23

説明会配布
資料（平成
28（2016）年
度事業報告

書

13
港区立男女平等参画セン
ター収支報告書

ホームページ運用費用は、収支報告書の項目「広報
費」に含まれるとの理解で宜しいでしょうか。また、年間
どれ程の金額が発生しているかをご教示頂けませんで
しょうか。また、今後リニューアル等の予定が有る場
合、費用が発生する場合（イニシャルコスト発生・ランニ
ングコスト変更の場合）は、ご教示頂けませんでしょう
か。

ホームページの運用費用は、広報費で計上してください。
現在は、以下のとおりです。
・管理維持費　@105,300円×12月＝1,263,600円（平成30年度予算）
※現在のホームページは、現指定管理者が全て構築したものです。業務仕様書4頁2（2）に
記載のとおり、自らホームページを構築し、リニューアルを繰り返すことを前提に費用を計
上してください。

24

説明会配布
資料（平成
28（2016）年
度事業報告

書

13
港区立男女平等参画セン
ター収支報告書

その他経費はどの様なものを表しますか。

・事業運営費（その他経費）は、諸謝金から賃借料までの8項目に含まれない経費を計上し
てください。
　現在は、事業実施に係る交通費を計上しています。

・施設管理経費（その他経費）は、施設の保守・検査業務から賃借料までの7項目に含まれ
ない経費を計上してください。
　現在は、施設管理に係る交通費を計上しています。

25

説明会配布
資料（平成
28（2016）年
度事業報告

書

13
港区立男女平等参画セン
ター収支報告書

OASISの作成料は、印刷製本費代に含まれますか。

「OASIS」の製作費は、印刷製本費ではなく、広報費で計上してください。
現在は、以下のとおりです。
・広報費は、ホームページ維持管理費、OASIS製作費、リーブラフェスタ及び区民まつり用
啓発品費を計上しています。
・印刷製本費は、リーブラフェスタのポスター・チラシ・プログラム・パネル製作、封筒印刷、
施設案内作成等の費用を計上しています。

26

説明会配布
資料（平成
28（2016）年
度事業報告

書

13
港区立男女平等参画セン
ター収支報告書

事業運営費の賃借料及び施設管理費の賃借料の内
容を差障りのない範囲でご教示頂くことは可能でしょう
か。

No.9の回答参照

27

説明会配布
資料（平成
28（2016）年
度事業報告

書

13
港区立男女平等参画セン
ター収支報告書

廃棄物の物量の見込みをご教示ください。

過去3年分の廃棄物の処理量は、以下のとおりです。
　平成26年度　0.147ｔ  廃プラスチック類
　平成27年度　0.06ｔ　　廃プラスチック類
　　　　　　　　　 0.06ｔ　  金属くず
　平成28年度　0.3ｔ　  　金属くず
現在の処理費用は、以下のとおりです。
＠9,000円×12回＝108,000円（平成30年度予算）

28
説明会配布
資料（添付

資料）
印刷機・コピー機について

「印刷機・コピーサービスによる収納金は指定管理者
の収入」となる旨の記載がございますが、過去3年間
（平成26～28年度）の収入実績をご教示頂けませんで
しょうか。

コピー機・印刷費（利用者用）の収入実績
　　　　　　　　　　コピー機　　　　印刷機　　　プリント代
・平成26年度　363,590円　　179,978円　　　900円　（新・旧施設での合算）
・平成27年度　356,840円　　195,601円　　　150円
・平成28年度　345,770円　　218,779円　　　120円
※なお、現指定管理者が設置している印刷機・コピー機については、合わせて別途500,000
円程度の維持管理経費がかかります。


	質疑回答（種別ごと）

