
書類 ページ 質問項目 質　問　内　容 回　　　答

1 業務仕様書 1
事業運営（ 1）科学に関する各
種事業 ②学校団体向け理科
授業の実施

「学校団体」と記載がございますが、対象とする学年や、各学校の校外学習の回数の想
定がございましたらご教示ください。

区立幼稚園・学校は、幼稚園年長、小学４年生、６年生、中学２
年生が、校外学習として年１回来館する想定です。区立幼稚園・
学校数は、幼稚園12園、小学校18校、中学校10校です。
その他、保育園、私立学校、他自治体の公立学校等の団体利
用にも対応する予定です。

2 業務仕様書 1
事業運営（ 1）科学に関する各
種事業 ③小学生向け科教室
の実施

開設時に区で調達する備品リストをお示し下さい。また実験室の収容人数をご教示くださ
い。

調達備品は現在のところ未定です。今後、指定管理者と協議し
て調達する予定です。実験室は、準備スペースを含め160㎡で、
収容人数は、什器の配置にもよりますが、40人程度と想定して
います。

3 業務仕様書 1
事業運営（ 1）科学に関する各
種事業 ⑦サイエンスショー等
各種イベントの実施

現在、貴区が想定する実験ショーやワークショップ、イベント実施の回数の想定がござい
ましたらご教示ください。

現在のところ、回数の想定はありません。

4 公募要項 9
運営経費に関する事項に関し
て

指定管理料の上限金額をご教示ください。 上限金額はありません。

5 公募要項 2
開館・休館日③臨時休館日に
ついて

「臨時休館日(年間10日間程度）」と記載ありますが、休館する目的・理由が現時点でお
分かりでしたらご教示いただけませんでしょうか。

展示物やプラネタリウム番組の更新、企画展の準備などによる
休館を想定しています。

6 公募要項 4
気象科学館業務の受託につい
て

気象科学館業務の受託について、気象科学館業務の費用は指定管理料に含まず、別
途、契約される気象庁様との業務委託契約で見込むという認識で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

7 公募要項 5
職員体制・施設管理運営職員
について

「施設管理運営職員(総務・経理・服務管理・受付業務施設管理）として専任の職員1名以
上を充てること。」と記載ありますが、「総務・経理・服務管理・受付業務施設管理」の全て
の役割を1名で担うことは、問題ないという認識で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

8 公募要項 5 職員体制・専任について
「開館時間中には必ず専任職員1名以上が従事していること。」と記載がありますが、「専
任」の定義をご教示頂けませんでしょうか。

みなと科学館の業務にのみ従事する職員を、「専任」としていま
す。

9 公募要項 10
指定管理料の支払・最低賃金
水準額について

最低賃金水準額は、月給制(賞与あり）の職員にも適用させるということでしょうか。また
適用させるとしたら、月給と別途賞与がある場合、月平均収入にならして、月労働時間で
割り時給換算額を求めるという考え方で宜しいでしょうか。

最低賃金水準額は月給制（賞与あり）の職員にも適用となりま
す。月給制の判定は、実際に支払われる賃金額から対象となら
ない賃金を控除したうえで、所定労働時間数で除して得られた、
１時間当たりの金額に換算した金額です。対象とならない賃金に
は賞与等の１月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通勤
手当及び所定労働時間を超える労働に対して支払われる賃金
等が該当します。

10 公募要項 10
指定管理料の支払・光熱水費
について

光熱水費について、新築施設のため光熱水費の実績額が無く、各応募団体の想定に委
ねる場合、各応募団体の提案金額に大きな差が生まれることが懸念されます。
貴区から見込むべき光熱水費をご提示頂けませんでしょうか。

開館時間９時から２０時、開館日347日（毎月第２月曜日と年末
年始（12/29～1/3）の休館）で、プラネタリウムを１日投影するこ
ととした場合、約830万円になると試算しています。稼働率の想
定に合わせ、適切な見込み額を算出してください。

11 公募要項 10
指定管理料の支払・修繕費に
ついて

「整備」とはどのような事象を想定しているか具体的にご教示頂けませんでしょうか。
例えば、作品を展示するために壁にアンカーを打つなど、老朽化
等による修繕に当たらない工事を「整備」としています。

　　　　　　　　　　　　港区立みなと科学館指定管理者公募に関する質問書回答　　　　　　　　　　　　　　　



書類 ページ 質問項目 質　問　内　容 回　　　答

12 公募要項 10
指定管理料の支払・修繕費に
ついて

「1件130万円以下の建物躯体や建物設備の保全のための軽易な修繕及び整備費用（併
設施設部分を含む。）については、指定管理料に含めます。」と記載がありますが、「業
務仕様書」の3ページの別表では、1件130万円以下(税込)の軽易な修繕及び整備は、
PFI事業者と指定管理者の「相互で協議」と記載があります。
この場合、指定管理料に修繕費を含める必要はありますでしょうか。
ある場合、PFI事業者が実施する修繕範囲、指定管理者が実施する修繕範囲を具体的
にご教示いただけませんでしょうか。

例えば、作品を展示するために壁にアンカーを打つなど、老朽化
等による修繕に当たらない工事を「整備」としています。公募要
項５ページにあるとおり、区とPFI事業者の間で、維持管理・運営
業務委託契約を締結しているため、基本的には、建物の「修繕」
については、金額にかかわらず、PFI事業に含まれます。
130万円以下（税込）の整備費見込みを指定管理料に含めてくだ
さい。

13 公募要項 10
指定管理料の支払・修繕費に
ついて

プラネタリウム機器故障時の修繕費で、1件130万円以下のものは、受託経費見積に含
めるという認識で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

14 公募要項 10
指定管理料の支払・施設管理
経費について

プラネタリウムの長期保全経費(保守点検費用は除く）は受託経費見積に含める、という
認識で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

15 公募要項 10
指定管理料の支払・施設管理
経費について

プラネタリウム機器の保守点検、座席保守、座席クリーニング費用は受託経費見積に含
める、という認識で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

16 公募要項 10 清算について
予算額と実績額の差額を清算すると記載がありますが、実績額が予算額を上回った場
合には、貴区から補填を受けられるということでしょうか。

実績額が予算額を上回った事由を踏まえ、区と指定管理者で協
議します。

17 公募要項 16
申請書類の提出・決算書類に
ついて

申請書類提出時点において、既に最近の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は、直近の決算期末の経営成績の参考書類を提出するよう記載
がありますが、株主総会前に決算関係書類を外部に公表出来ません。
よって、「平成27年度、平成28年度、平成29年度」の決算書類を提出するということでお
認め頂けませんでしょうか。

決算書類が間に合わない場合は平成27年度、平成28年度、平
成29年度の決算書類を提出してください。

18 公募要項 16
申請書類の提出・納税証明書
について

納税証明書について、決算期末日は到来しているが決算が確定していない場合、直近
（平成30年度分）の納税証明書を提出することが出来ません。
「平成28年度、平成29年度」の納税証明書を提出するということでお認め頂けませんで
しょうか。

決算書類が間に合わない場合は直近の決算期2期分の納税証
明書の提出をしてください。

19 公募要項 16
申請書類の提出・納税証明書
について

提出する納税証明書のうち、法人税・消費税・地方消費税は、「納税証明書（その１）」で
宜しいでしょうか。

納税証明書（その１）で問題ありません。

20 公募要項 24 開設準備について
開設準備期間において、指定管理者として、施設内の安全確保のため、運営・安全面で
の検収立会い、意見具申等は可能でしょうか。

可能となるよう調整していきます。

21 業務基準書 2
使用料等の収納に関する業
務・収納について

「収納した使用料は指定する納付書より区が指定する金融機関に翌営業日に払い込む
こと」と記載がありますが、
①1週間分など一定期間金庫に保管し、納入することは可能でしょうか。
②一旦、専用銀行口座に使用料を入金し、口座振替にて、区に納入する形は可能でしょ
うか。
以上2点ご教示いただけませんでしょうか。

①1週間分など保管はせず、翌営業日に払いこんでください。
②指定する納付書での納入をしてください。

22 業務基準書 3
使用料の還付に関する業務・
還付金について

「還付のための使用料が不足する見込みがある場合は、速やかに区に報告すること」と
記載がありますが、還付金の原資は貴区にて別途用意し、指定管理者に渡し、不足する
場合には、貴区が補填するという理解で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。



書類 ページ 質問項目 質　問　内　容 回　　　答

23 業務基準書 1
プラネタリウムに関する事業に
ついて

投影回数、投影時間帯、最終投影時間、プラネタリウム番組の内容等について、貴区が
要求する最低限の回数や時間、条件等があればご教示頂けませんでしょうか。

現在のところ、回数の想定はありません。費用対効果や来館者
目標等を考慮し設定してください。

24 業務基準書 1
プラネタリウムに関する事業に
ついて

指定管理者が上映することが出来るプラネタリウム番組のリストと、各番組の上映時間
をご教示頂けませんでしょうか。

初期納入予定の番組は、港区ホームページに掲載している「港
区立みなと科学館プラネタリウムの概要」の中に「みなと科学館
プラネタリウム初期納入予定番組等一覧」として掲載していま
す。一般投影用の番組は20～25分程度で、解説等を含め、１コ
マ40～50分を想定しています。

25 業務基準書 1
プラネタリウムに関する事業に
ついて

指定管理者が行う基本事業である、一般投影、幼児向け投影、学校団体向け学習投
影、特別投影は、すべて解説員による生解説を実施することが要求されていますが、一
方で、提案事業と自主事業においては、必ずしも解説員の生解説を実施する必要は無
いという認識で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

26
みなと科学

館条例
第13条　使用料の還付につい
て

「委員会規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付する
ことができる」と定められていますが、委員会規則の内容をご開示していただけませんで
しょうか。

今年度、港区立みなと科学館条例施行規則において定める予
定です。

27
みなと科学
館プラネタリ
ウムの概要

車椅子用移動席について
車椅子用移動席の設置と取外しに要する時間や、その作業量をご教示頂けませんで
しょうか。

①移動席固定ボルト（4か所）を六角レンチで取り外す
②椅子をキャスターで移動
③再固定
という流れで、基本的には大人１人で対応が可能と確認していま
す。

28
建物概要・

図面等
プラネタリウム観覧者の待機
場所について

最大約120名のプラネタリウム観覧者が、入場前に入口周辺に待機することが想定され
ますが、その際の待機場所として使用することが出来ない場所があればご教示いただけ
ませんでしょうか。

プラネタリウムホール入場前の待機場所は、平面図のプラネタリ
ウム受付から、廊下２に並んでいただくことを想定しています。

29 様式 消費税の見込みについて
資金・収支計画書の作成にあたって、消費税額はどのように記載するべきかご教示いた
だけませんでしょうか。

消費税は10％とし、見積金額に含めてください。

30 様式 消費税の見込みについて
受託経費見積書の作成にあたって、消費税額はどのように記載するべきかご教示いた
だけませんでしょうか。

消費税は10％とし、見積金額に含めてください。

31 公募要項 5 職員体制について

（4）職員体制
ウ プラネタリウム運営職員について
上記について、
プラネタリウム運営職員は、専任職員という理解でよろしいでしょうか？

プラネタリウム運営職員は、専任職員であることは求めていませ
ん。

32 公募要項 5 職員体制について

（4）職員体制
オ 本施設の開館時間中には必ず専任職員1 名以上が従事していること。
上記について、
専任職員1 名以上というのは、前述されている、
ア 施設長 、イ 事業推進職員 、ウ プラネタリウム運営職員 、
エ 施設管理運営職員 の内、どなたか1 名が、施設の開館時間中に
従事していれば問題無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。

33 公募要項 5 職員体制について

（4）職員体制
オ また、学校等の団体利用の際に、児童・生徒の安全が確保されるよう
十分な職員体制を取ること。
上記について、
学校等の団体が、科学館を利用する際、1 階及び2 階の科学館専有部に
団体が足を踏み入れてから、館の職員が誘導・案内する、
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。
あらかじめ団体予約が入っている際には、館内での案内等に不
足がないよう対応することを求めるものです。



書類 ページ 質問項目 質　問　内　容 回　　　答

34 公募要項 5
施設の維持管理 保守点検業
務・清掃業務について

（1） 施設の維持管理
ア 展示物等みなと科学館設備機器類の保守点検業務
イ 展示物等みなと科学館設備機器類の清掃業務
上記について、
保守点検業務・清掃業務の想定される具体的な内容を
ご教示いただけませんでしょうか？

常設展示コーナー展示物や多目的ロビー展示物、プラネタリウ
ム機器、実験室実験器具等の保守点検や清掃を想定していま
す。
また、プラネタリウムの座席、実験室の机上も指定管理者の清
掃業務の範囲となります。

35 公募要項 9 職員人件費について

（2） 指定管理料の支払
ア 職員人件費
施設に勤務する職員等（管理運営体制に記載した職員等）にかかる人件費
上記について、
施設の安定した運営のために、必要数、適切なスキルを有した職員を確保して
いく必要があるかと存じます。
ついては、職員のスキルアップに伴う昇給等によっての賃金の上昇について
は、想定する形で計画してよろしいでしょうか？

想定していただいて構いません。

36 公募要項 10 職員人件費について

（1）指定管理料の支払
ア 金額は、毎年度見直します。
上記について、
見直す金額については、「港区が発注する契約に係る業務に従事する
労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱(以下、「要項」という。)」
により定められた金額、を指すという理解でよろしいでしょうか？
本提案時に提出する、様式10「資金・収支計画書」、
様式12「受託経費見積書」について、要項の金額が、
上記様式の人件費の金額を下回った場合に、
様式の人件費の金額を各年度見直すことはございますでしょうか？

お見込のとおりです。
人件費の金額を見直す必要がある場合は、施設に勤務する職
員等（管理運営体制に記載した職員等）にかかる人件費が最低
賃金水準額を下回った場合になります。

37 公募要項 25 業務の引継ぎ等について

（1）開設記念式典及びオープニングイベント
平成32 年3 月下旬から4 月上旬にかけて、開設記念式典及びオープニング
イベントの実施を予定しています。
上記について、
式典等の運営支援を行う、という理解でよろしいでしょうか？
式典の運営に関しては、
港区様が実施されるということでよろしいでしょうか？

開設記念式典は区が実施するものの運営支援をしていただく予
定です。
４月以降に行う、一般向けのイベント等は、区と協議の上、指定
管理事業として実施していただく想定です。
現在、開設記念式典は３月２８日（土）、オープニングイベントは４
月１８日（土）を予定しています。

38 様式 資金・収支計書について

その他収入
上記について、
指定管理料とは別のその他収入というのはどのようなものを想定しているの
でしょうか？
尚、自主事業の収入ではないという理解でよろしいでしょうか？

公募要項３．（７）使用料で示している使用料以外で収入が発生
する場合は、その他収入となります。
みなと科学館についてはその他収入の想定はしていません。こ
ちらには自主事業の収入は含まれません。

39 業務基準書 2 使用料の還付について

使用料の還付に関する業務
上記について、
業務基準書では、還付事務を行うことが記載されていますが、
港区立みなと科学館条例第十三条で、委員会が還付をすることができる、と
記載されているため、指定管理者が還付事務を行わない、
という理解でよろしいでしょうか？

還付事務を含め観覧料等の管理については指定管理者に行っ
ていただきます。

40 業務基準書 5 事業計画、報告等について

ア 実施計画、報告等
（ア）毎年度開始2 か月前までに運営方針、事業計画を作成し、
区に提出すること。
（イ）事業を行う際、事業実施前に事業計画書をあらかじめ区へ提出し、
承認を得ること。
上記について、
（イ）で記載されている、事業計画書は、（ア）の事業計画と同じものを
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。
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41 業務基準書 6 施設の安全管理について

ア 施設の安全管理
（ウ）指定管理者は、防犯カメラの運用又は保守点検を行うに当たっては、
～（省略）～
上記について、
指定管理者は、防犯カメラの運用及び保守点検を業務として実施しなければ
いけない、という理解でよろしいでしょうか？
運用及び保守点検業務は、PFI 事業には含まれない、ということでしょうか？

本施設においては、防犯カメラの運用及び保守点検業務はPFI
事業に含まれます。

42 業務基準書 7 環境への配慮について

オ 環境への配慮
（イ）指定管理者は、施設のエネルギー使用量や施設情報を毎月集計・報告
すること。
上記について、
施設のエネルギー使用量については、指定管理者が電気や水道などの使用量を
報告する、という理解でよろしいでしょうか？
建物を管理するPFI 事業者の方で、施設全体として報告することではない、
ということでしょうか？

お見込みのとおりです。みなと科学館としてのエネルギー使用量
や施設情報を、毎月集計・報告していただきます。

43 業務仕様書 3 施設の維持管理について

1 件130 万円（税込）以下の軽易な修繕及び整備
上記について、
PFI 事業者と指定管理者の管理責任の分担表では、相互で協議、
と記載されていますが、
PFI 事業者が行う130 万円以下の軽易な修繕の内容について、
また、指定管理者が行う130 万円以下の軽易な修繕の内容について、
どういったものを想定していますでしょうか？

公募要項５ページにあるとおり、区とPFI事業者の間で、維持管
理・運営業務委託契約を締結しているため、基本的に、建物の
修繕については、金額にかかわらず、PFI事業に含まれます。
例えば、作品を展示するために壁にアンカーを打つなど、老朽化
等による修繕に当たらない工事を「整備」とし、130万円以下（税
込）のものについては、指定管理者に担っていただきます。130
万円以上は区が実施します。

44 業務仕様書 3 館内の巡回について

館内の巡回
上記について、
PFI 事業者と指定管理者の管理責任の分担表では、
両者に○が記載されていますが、
PFI 事業者は、常設展示コーナーやプラネタリウムホール、実験室は
警備巡回されない、という理解でよろしいでしょうか？

公募要項５ページにあるとおり、区とPFI事業者の間で、維持管
理・運営業務委託契約を締結しており、PFI事業者の警備業務に
おいて、常設展示コーナーやプラネタリウムホール、実験室も警
備の対象として含まれています。

45 様式
様式の文字の大きさフォントに
ついて

様式に記載されている文字の大きさ及びフォントについて
様式1 から様式34 に記載する、文字の大きさについては、
様式D に記載されている、11 ポイントを基準に、
それ以上の文字数で記載する、という理解でよろしいでしょうか？
また、文字のフォントについては、
様式D に記載されている、MS 明朝を基準に、
記載する内容を強調する場合等に限って、
MS ゴシックを使用してもよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。
基本的には、11ポイント以上のフォントを使用してください。
字体は、適宜変えていただいてもかまいません。

46 様式
計画書類の提出（プラネタリウ
ム事業に関する運営計画）に
関して

提出書類としては、プラネタリウムの「運営計画」や「投影スケジュール」に関することだ
けという認識でよろしいでしょうか？
プラネタリウム事業自体＝イベントや講座の内容に関する企画案もご提出する必要はあ
るのでしょうか？その場合、年間の実施想定数もご教示ください。

プラネタリウム事業に関する運営計画の提案として、特別投影
の内容や、実施回数等も含めて提案してください。現在のとこ
ろ、年間の実施想定数はありません。開館時間、休館日、想定
年間来館者数等から、適切な回数を設定してください。

47 様式 事業運営計画について
ご提出する事業（イベント・講座）について、ご提出様式１８～２８までの事業については、
年間でどのくらいの実施数を想定しておりますでしょうか？
年間を通した事業計画数について想定イメージを教えてください。（週に●●回など）

現在のところ、回数の想定はありません。費用対効果や来館者
目標等を考慮し設定してください。
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48 その他 ロゴマークについて
みなと科学館のロゴマークを公募されていましたが、どのくらいの時期から活用が可能と
なりますでしょうか。

開設の半年前に商標登録が間に合うように準備していく予定で
す。
ウェブサイトやパンフレット、スタッフジャンパー等、様々な場面で
活用していく予定です。
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