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兵庫県立兵庫津ミュージアム指定管理者募集にかかる募集資料の修正及び質疑回答について 

 

１ 資料の修正 

業務仕様書 P18 13(2)②グッズショップの設置・運営 イ指定資料料及び取扱品目等 

〔修正前〕 

最低使用料（㎡/年） 初代県庁館：53,000 円【概算額】 

はじまり館：41,344 円【概算額】 

 

〔修正後〕 

最低使用料（㎡/年） 初代県庁館：船見番小屋 40,890 円【概算額】 

      地付同心屋敷 41,344 円【概算額】 

はじまり館：43,000 円【概算額】 

 

 

２ 質疑回答 

No 該当資料名・頁 質問内容 回答 

1- 

1 

仕様書別紙 4-4  初代県庁館植栽ですが、現地確認し

た植栽と数量一覧表が異なっていたか

と思うのですが、現地数量を正として

よろしいか。 

一覧表 →    現地確認 

・アカマツ H3500×C400×W2000 

1 本  →    0 本 

・ヒサカキ H400×W300 

4 本  →    6 本 

・スギゴケ                  

→   スナゴケ（樹名札記載） 

・ドウダンツツジ 

3 本  →    0 本 

・サカキ（稲荷祠横）約 H1800 

0 本  →     1 本 

いずれもお見込みのとおりです。

最終植栽時において数量一覧表か

ら変更しています。【回答別添１】

別添仕様書別紙4-4一覧表（修正

版）を改めてご確認ください。 

なお、【回答別添２】外構計画図

（修正版）中のスギゴケはスナゴ

ケと読み替えてください。 

1- 

2 

仕様書別紙 4-4  ひょうごはじまり館植栽ですが、一覧

表には記載ないのですが、植栽計画図の

中に屋上緑化（芝）があるのですが、管

理対象になりますか。 

植栽位置及び面積等については調

整中ですが、管理対象となります。 
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1- 

3 

その他 初代県庁館には自動灌水が設置されて

いましたが、自動灌水図面および仕様

をご教示頂けますか。 

 

図面がなければ以下ご教示願います。 

・稲荷横のサカキおよび芝生まで灌水

ホースは設置されているのか。 

・和の庭とその他植栽部分等場所によ

って散水時間の設定を変えることが

できるのか。 

自動灌水図面は【回答別添３】のと

おりです。 

・稲荷祠横のサカキ及びイベント広

場芝生については、各所に設置す

る散水栓により灌水を行ってく

ださい。 

・散水時間は和の庭部分のみ設定可

能です。 

 

 

1- 

4 

仕様書別紙 4-4 ひょうごはじまり館及びミュージアム

敷地内外構にも自動灌水装置の設置は

計画されていますか。 

はじまり館及びミュージアム敷地

内外構については自動灌水装置の

計画はありません。 

 

1- 

5 

仕様書別紙 4-4 外構計画図の砂利と現地の砂利が異な

っていましたが、砂利の補充を計画す

る上で、種類をご教示願います。 

【回答別添２】外構計画図（修正版）

のとおりです。 

 

 

   

2- 

1 

募集要項 

P８②修繕費にか

かる補足 

施設の損傷について施設利用者に因

るものについては指定管理者の経費負

担外との理解でよいか。 

施設利用者が通常利用する中での

100万円未満の損傷は指定管理者の

負担となります。 

なお、募集要項P13責任分担表の

「不可抗力に伴う施設、設備の修

復による経費の増加」の定義につ

いては、回答12-1を参照くださ

い。 

2- 

2 

募集要項 

P9(2)利用料金の

減免等 

障害者観覧料の対象者は障害者手帳保

持者との理解でよいか。 

また兵庫県立歴史博物館に準じ障害者1

人について介護者1人を無料とするの

か。 

障害者の定義及び介護者の取扱い

はお見込みのとおりです。 

2- 

3 

募集要項 

P17(8)応募書類 

法人税納税証明書及び消費税納税証

明書については「その３の３」でよい

か。 

お見込みのとおりです。 

2- 

4 

業務仕様書 

P4(6)付帯施設

（駐車場・駐車

駐輪場について但書は無いので一般

来客用として供用されるとの理解でよ

いか。 

一般来客用及び職員用としての供

用を想定しています。 

管理方法は県と指定管理者の協議
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場） 一般来客用として供用される場合、県

で想定されている管理方法をご教示く

ださい。 

事項とします。 

2- 

5 

業務仕様書 

P6⑨本施設の目

的外使用許可 

「⑨本施設の目的外使用許可は指定

管理者の業務の範囲外であるため、県

が公有財産規則に基づき許可を行い、

その使用料は県の収入となります。」の

意図（想定）をご教授ください。 

仮に指定管理者の営業努力によって

「開館時間外」に施設の貸出が叶うケ

ースが出てきた場合、これは目的外使

用許可の対象になりますか。 

指定管理者制度では、自動販売機

設置などの目的外使用許可は指定

管理者が行うことができません。

（県固有の業務です。） 

 

目的外使用許可の対象について

は、内容に応じて、県と指定管理

者との協議事項とします。 

2- 

6 

業務仕様書 

P9②観覧券の発

行・もぎり業務 

観覧券の作成は県、指定管理者のど

ちらか。 

指定管理者です。 

2- 

7 

業務仕様書 

P10(7)生涯学習

講座・体験学習

に関する業務 

開催頻度や回数について基準があれ

ばお示しください。 

頻度及び回数は応募提案事項です

が、集客確保・施設の魅力向上の

ため、切れ目のない定期的な開催

に努めてください。 

2- 

8 

業務仕様書 

P11(1)集客イベ

ント 

有料での集客イベントの開催の可否

についてお示しください。 

また開催頻度・回数について基準が

あればお示しください。 

有料集客イベントは、県と指定管

理者との協議事項とします。 

なお、有料集客イベントを行うに

あたってのスペースについては、

開催内容・実施場所により県への

目的外使用料が必要となる場合が

あります。 

2- 

9 

業務仕様書 

P12(3)ボランテ

ィア活用事業 

【館外】まち歩きガイドツアーにおける

保険適用の必要性についてご教授くださ

い。 

ボランティアの保険加入は指定管

理者において行ってください。 

ツアー参加者の保険加入は指定管

理者の任意とします。 

2- 

10 

業務仕様書 

P14④はじまり館

オープニング記

念イベントの開

催 

開催内容について県の想定があれば

お示しください。 

また開催費用については指定管理料

で予算化するとの理解でよいか。 

想定はありません。 

開催費用についてはお見込みのと

おりです。 

2- 

11 

業務仕様書 

P14(3)利用料金

（観覧料）にか

かる措置 

「令和 4年度の観覧料にかかる利用

料金については、県直接執行の事業費

に充当するため・・」とありますが、

実務においては現金の収受が発生する

現金収受事務は指定管理者におい

て行ってください。 

なお、令和４年度の利用料金につ

いては、観覧料のみ左記の取扱い
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と想定されます。これに係る釣り銭の

準備は県・指定管理者のどちらで行う

のか。 

となり、会議室使用料は指定管理

者の収入となります。 

2- 

12 

業務仕様書 

P16 12 施設及

び設備の維持管

理に関する業務 

「公共料金関係をはじめとした～県

で契約を行います。負担額の支払い及

び契約更新等について手続きを行って

ください。」 

上記文面について①令和 3年度におい

ては県で契約、負担額の支払いを行う

ので②令和 4 年度以降については指定

管理者で契約者変更の手続き並びに負

担額の支払いを行う、との理解でよい

か。 

 

令和 4年度以降に指定管理者で公共

料金関係を支払う場合、新設施設なの

で特に水道光熱費関係は支出見通しが

不明です。設計段階での県の支出見込

み額をご教示ください。 

 

上記支出見込み額より実際の支出額

が上回った場合、県から指定管理料の

上乗せなどの対応は検討いただけるの

か。 

お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答別添４】積算内訳を参照く

ださい。 

 

 

 

 

後年度における精算等の制度は設

けていません。 

2- 

13 

業務仕様書 

P19 指定管理料

の基準額 

積算根拠についてお示しください。 【回答別添４】積算内訳を参照く

ださい。 

2- 

14 

別添資料集

No.21 ひょうご

はじまり館 備

品等一覧 

インフォメーションにおいて観覧券

の収受において現金の取扱いが想定さ

れますが、レジスターの用意は県・指

定管理者のどちらが準備するとの想定

か。 

 

また事務室に配置予定の耐火金庫は

業務終了後の現金等の保管用に使用す

ることは可能か。 

レジスターについては必要に応じ

て指定管理者において準備いただ

く想定です。 

 

 

 

耐火金庫はご質問の用務に使用可

能です。 

2- 

15 

別添資料集

No.21 ひょうご

はじまり館 備

傘袋及び傘雫取りの用意するご予定

はあるか。 

県での用意はありません。必要に応

じて指定管理者においてご準備く

ださい。 
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品等一覧 

2- 

16 

募集要項 P５ 

（３）指定管理

業務の執行体制

に関する事項④ 

秘密の対象は「業務上知り得た秘密」

であるという理解でよいか。 

お見込みのとおりです。 

2- 

17 

募集要項 P13 

８ 指定管理者

と県の責任分担

【不可抗力】 

この不可抗力には、自然災害、新型コ

ロナなどの疾病など指定管理者の責に寄

らないものも含まれる、という理解でよ

いか。 

本項目は施設・設備の修復を指し

ます。 

新型コロナ等のリスクは同表の

「テロ、暴動、感染症対策等に伴

う業務停止等伴う運営リスク」の

項を参照ください。 

2- 

18 

募集要項 P21-22 

２１協定の締結 

契約及び仕様の詳細については別途協

議により定めるとの理解でよいか。 

契約内容の詳細について、より実態に

即した条件案を私どもからご提案するこ

とも可能という理解でよいか。 

協定書については募集要項P21、

13(2)のとおり、県が認める項目を

規定するものとします。 

仕様の詳細については、応募提案

内容を踏まえ、県と指定管理者と

の協議事項とします。 

2- 

19 

様式集 

【様式６】 

１ 管理運営方

針について              

③年間来館目標

の設定について 

初代県庁館やひょうごはじまり館の特

に無料ゾーンにおける入場者のカウント

の方法・仕組みについて県の想定をご教

示ください。 

仮に出入口に人感センサーを設置予定

であればその旨ご教示ください。 

VC30（ﾒｰｶｰ：構造計画研究所）を

用い、初代県庁館は長屋門天井

に、はじまり館はエントランス風

除室上部にセンサーを設置するこ

とで人流を感知し、来館者数等を

集計する仕組みとしています。 

2- 

20 

業務仕様書 

P20【別記】県

と指定管理者の

役割分担表 

事業の実施／資料管理 備考欄に

「消耗品等は指定管理者が購入」とあ

るが、どのような消耗品を想定されて

いるのかと年間想定数量をお示しくだ

さい。 

募集要項P19、(10)①で求める年間

来館者目標の設定に基づき、本指

定管理業務実施において必要と考

えられる適切な種類・数量を適宜

設定してください。 

なお、指定管理開始後に、設定対

象種類・数量を超える備品・消耗

品を設置する必要が生じた場合

は、指定管理者の負担において過

不足無く設置してください。 

2- 

21 

業務仕様書 

P21【別記】県

と指定管理者の

役割分担表 

事業の実施／その他 協議会等への出

席で備考欄に「内容に応じて双方で担

当」とありますが、現時点で想定される

協議会等の名称と出席頻度をご教示いた

近隣団体や類似施設との打ち合わ

せ・定例会など、多種多様に及ぶ

ことが想定されます。 
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だけますか。 

 

   

3- 

1 

業務仕様書 

Ｐ13(3)総合管理

業務受注者から

の引継ぎ 

現在の総合管理業務委託（受注者：日

本管財株式会社）における、外注してい

た事業者（委託先）一覧及び金額の開示

を頂けますか。 

開示は行いません。 

なお、指定管理者と総合管理業務

受託者との引き継ぎ時において

は、外注事業者を適宜紹介しま

す。 

3- 

2 

仕様書別紙２ ３業務水準（1）留意する設備 

ウ中央監視装置 

「出力値又は指示値が規定の精度内

にある事を確認してください。又、

調整不能の場合は交換して下さい。」 

との記載は、交換部品代は、修繕費

と考えるのか。 

また、メーカーもしくは専門会社に

よる保守点検を行うものと捉えてよい

のか。 

修繕費となります。 

また、メーカーもしくは専門会社

による保守点検を行ってくださ

い。 

 

 

 

 

3- 

3 

仕様書別紙２ ５電池交換 

「電池交換等の必要性が生じた場

合、交換して下さい。」 

との記載は、交換部品代は、消耗品

又は修繕費と考えるでしょうか。 

 

消耗品となります。 

3- 

4 

仕様書別紙２ ７ 電気主任技術者の選任 

 「兵庫津ミュージアムの設備は高圧受

電（6600Ｖ）のため、電気主任技術者

（3級）の選任を要します。」 

 との記載は、本施設は電気主任技術者

不選任承認（外部委託）申請で保安上支

障がないものとして産業保安監督部長の

承認を受けることが可能と思われるが、

常駐選任が必須か。 

承認が受けられる場合における常

駐選任は不要です。 

3- 

5 

仕様書別紙 

４－７ 

本書類に、「植源田中造園株式会社」

と明記されているが、初代県庁館庭園の

管理については、同社が再委託先業者に

仕様書の条件を満たす業務が行え

る事業者であれば、再委託先の指

定はありません。（再委託せずに自
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なるという認識でよいか。 主実施でも差し支えありません） 

3- 

6 

仕様書別紙 

６－１ 

６－２ 

ガラス窓清掃、カーテンウォール清

掃の範囲は全て、脚立もしくは屋上か

らロープ作業が可能か。 

丸環等の設置がなくロープ作業がで

きないため、ローリングタワーや高所

作業車が必要となる箇所はあるか。 

ガラス窓及びカーテンウォール外

側の清掃については高所作業車等

による清掃として見込んでくださ

い。 

また、内側については高所作業台

及び電動リフト等による清掃を見

込んでいます。 

なお、高所作業車の手配について

は回答5-12を参照ください。 

3- 

7 

 下記設備のメーカーをご教示下さい。 

 ・中央監視装置 

 ・空冷ヒートポンプチラー 

中央監視装置は（株）ニシテック

の予定です。 

空冷ヒートポンプチラーは東芝キ

ャリア（株）の予定です。 

3- 

8 

別添資料集 

№14 空気調和設

備一覧 

下記の別紙仕様書に記載の無い機

器・保守点検業務は、業務範囲外とし

てよいか。 

・フィルターユニット 除塩フィルタ

ー交換 

・空気調和設備（2台）ケミカルフィ

ルター・中性能フィルター交換 

保守点検業務として実施してくだ

さい。 

3- 

9 

別添資料集 

№12 昇降機関係

一覧 

エレベーター保守点検について 

・メーカー点検or独立メンテナンス会社 

・Ｐ．Ｏ．Ｇ点検orフルメンテナンス

点検契約 

・現地点検回数 年６回or年４回 

下記の想定です。 

・メーカー点検 

・フルメンテナンス点検契約 

 

・最低年４回の現地点検 

 

 

 

3- 

10 

仕様書別紙７ ３業務水準（１）映像音響設備 

①プロジェクター 

本設備のプロジェクターランプ及びプ

ロジェクターフィルターは予備品がある

との認識（もしくは支給）でよいか。指

定管理者側負担の場合、本設備メーカー

及び機器の型式・品番をご教示くださ

い。 

指定管理者負担となりますが、現

在の工事進捗においてメーカー特

定に至っておりません。 
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3- 

11 

その他 本仕様に記載の無い業務でも、法定点

検業務は実施する必要があると仕様書か

ら読み取れるが、法定点検以外の別紙仕

様書に記載の無い機器・保守点検業務

は、見積範囲外としてよいか。 

法定点検でないものについては、

業務対象外として差し支えありま

せん。 

3- 

12 

仕様書別紙 

６－２ 

初代県庁館 清掃業務水準書 

床面積が、建物名称ごとの一式表示と

なっておりますが、ひょうごはじまり館

と同様に、室名ごとの個別の床面積をご

教示ください。 

設計図面によりご確認ください。 

3- 

13 

仕様書別紙 

６－２ 

初代県庁館、ひょうごはじまり館 

清掃業務水準書 ２ 建物外部の清掃 

 ガラス窓清掃およびガラス窓・カーテ

ンウォール清掃の対象面積をご教示くだ

さい。 

初代県庁館については、地付同心

屋敷と船見番小屋の建具内ガラス

窓・38㎡となります。 

はじまり館については、設計図面

より積算してください。 

3- 

14 

仕様書別紙 

６－１ 

「来館者利用スペースの日常清掃はで

きるだけ開館時間外に実施してくださ

い。ただし、開館時間中においても、ゴ

ミ箱があふれたりするときなどは、対応

してください。」とありますが、開館時

間中は、清掃員常駐が必須条件ですか。 

必須条件ではありません。 

3- 

15 

業務仕様書 

P6 6 施設運営

に係る基本事項 

「⑫指定管理者は、管理業務おけるリ

スク分担に備えて～」と記載されており

ます。県と指定管理者のリスクを明確化

したリスク分担表を追加資料として公表

ください。 

募集要項P13～14のとおりです。 

 

   

4- 

1 

募集要項 

Ｐ１７ （８） 

応募書類 

「法人の登記簿謄本」は、現在事項全

部証明書または履歴事項全部証明書のど

ちらの提出を指しますか。 

現在事項証明書を指します。 

4- 

2 

募集要項 

Ｐ１７ （８） 

応募書類 

共同事業体で応募する場合、様式１の

指定申請書は、共同事業体名を記した上

で、代表企業名での作成でよいか。若し

くは、構成企業毎に作成すべきか。 

共同事業体名を記した上で、代表

企業名での作成で結構です。 

4- 

3 

様式集 

３枚目 

応募書類一覧 

※３の記載（様式６及び７について

は、公平な審査のため、応募者もしくは

グループ名の表記は行わないでくださ

正本・副本ともに応募者もしくは

グループ名の表記は不可です。 
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い。）について、正本・副本ともに応募

者もしくはグループ名の表記は不可とい

うことか。若しくは副本のみが該当か。 

4- 

4 

募集要項 

Ｐ18 10 応募に

関する禁止事項 

選定委員との接触の禁止に関して、意

図しない接触を防ぐために選定委員の氏

名・職名をお示しください。 

 

下表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- 

5 

業務仕様書 

P19 指定管理料

の基準額 

指定管理料基準額の算出内訳を開示願

います。  

尚、光熱水費について、本件は新築で

あり過去実績が無いことから、収支計画

の策定にあたり、特にお示しを頂きたく

お願いします。 

【回答別添４】積算内訳を参照く

ださい。 

4- 

6 

別添資料集 

№12 昇降機関

係一覧 

昇降機の業務点検回数が年６回と記載

がありますが、メーカー点検であればリ

モート点検 毎月、現地点検 年４回（３

ヶ月に１回）が一般的であり、この周期

でよいか。 

回答3-9参照 

 

   

5-1 

募集要項 

P5(3)②ウ 

指定管理業務の

執行体制 

「事務室、倉庫、物品等のメンテナン

ス、修理は指定管理者が行うものとしま

す。」とありますが、 

一方で、募集要項P８に記載の通り

「修繕が1件当たり100万円(税込)を超

えるものは、県と指定管理者が協議し、

県が必要と認めるものについて、県の経

費負担において実施する」とあります。 

よって上記修理のうち、1件当たり

100万円(税込)以下の事務室、倉庫、物

お見込みのとおりです。 

兵庫津ミュージアム指定管理者候補者選定委員会委員 

氏名 役職等 

藪田  貫 兵庫県博物館協会長  

奥村  弘 神戸大学 理事 副学長 

松原 永季 (有)スタヂオ・カタリスト代表取締役 

渡邊 和典 （公社）ひょうご観光本部次長兼 

国内プロモーション課長 

芳田 京美 中小企業診断士 

川井 史彦 企画県民部地域創生局長 
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品等の修理を、指定管理者が行うという

理解でよろしいでしょうか。 

5-2 

業務仕様書 

P14 9-5(2)② 

はじまり館の維

持管理業務の準

備 

「機械警備業務にかかる機器や指定管

理者が指定管理業務のために使用する

インターネット回線機器等の設置にあ

たっては、県と事前協議の上、行って

ください。」とありますが、 

指定管理者にて提案した当該機器につ

いて、指定管理者決定後に貴県と協議

した結果、貴県のご要請により提案変

更となり、提案収支に増減が発生した

際は、貴県と協定締結の際に、指定管

理料の見直し結果を記載するという理

解でよろしいでしょうか。 

(例)機器設置費用が増加した際は指定

管理料の増加額を記載、機器設置費用

が減少した際は指定管理料の減少額を

記載 

原則として指定管理料の見直しは

行いませんので、それを踏まえた

提案をお願いします。 

5-3 

業務仕様書 

P14 9-5(2)③ 

グランドオープ

ン式典・会館記

念特別展の協力 

「当該式典や特別展は県が実施予定」

との記載がございます。 

詳細式典内容が不明なまま、指定管理

者にて費用(通常運営管理以外で別途対

応が必要な臨時費用）の算出が現時点

では難しいため、 

当該内容については、貴県と協議の

上、指定管理者提案額に含めない「別

途費用」という理解で宜しいでしょう

か。 

グランドオープン式典及び開館記

念特別展の開催費用は県において

負担します。 

5-4 

業務仕様書 

P19(3)①自動販

売機等の設置 

設置場所につきまして、「別紙平面図の

指定の範囲内」とありますが、該当箇

所が見当たりません。当該資料の場所

ならびに指定範囲箇所をお示しいただ

けますでしょうか 

はじまり館については、【回答別添

５】を参照ください。 

なお、初代県庁館には設置スペー

スはありません。 

5-5 

業務仕様書 

P19(3)①自動販

売機等の設置 

設置場所につきまして、仮に屋内・屋

外どちらも設置する事が可能な場合、

どの場所においても、専有面積あたり

の 1 台当たり年間最低使用料は記載の

額通りであって、行政財産使用許可の

屋外において設置可能な場所はあ

りません。 
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価格に変更は生じないという理解でし

ょうか。(土地＋建物の使用許可額と、

土地のみの使用許可額に違いがないか

確認したいという趣旨です。） 

5-6 

業務仕様書 

P21 別記 

県と指定管理者

の役割分担表 

「大規模修繕は県が実施」とあります

が、当該大規模修繕の定義をご教示い

ただけますでしょうか。 

募集要項P14※1を参照ください。 

5-7 

業務仕様書 

別紙 4-4 

樹種数量一覧 

別紙 4-4 の樹種数量につきまして、以

下の内容をご教示ください。 

一、「低木 ラカンマキ H 1,500×W 

1,200＠300 生垣として使用」 

とありますが、＠300の単位が不明です。 

生垣とありますので全体の延長（m）も

しくは本数かと思いますが、単位をご教

示ください。 

 

二、「地被類植付  ドウダンツツジ  

3 本」とありますが、樹種の大きさの

明記がありません。当該樹種の高さ(H)

と枝 張 り( 葉 張 ) （W）をご教示く

ださい。 

 

 

@は生け垣の延長に対して300mm間

隔で植え込まれていることを意味

しています。 

 

 

 

 

ドウダンツツジについては、植栽

無しに変更していますので、各種

条件はありません。 

5-8 

業務仕様書 

別紙 4-5、4-6 

植栽管理年間計

画表、年間工程

表 

別紙 4-5 および 4-6 の植栽管理業務の

頻度記載について、当該各資料に共通

する業務項目と作業頻度の異なるもの

がございます。 

(例)クロマツ、アカマツ剪定…別紙 4-

5：年 2 回、別紙 4-6：年 1回 

あくまで各資料で示された頻度は

「参考」であり、管理の詳細は事業者

による提案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。 

5-9 

業務仕様書 

別紙 5 機械警備

業務 5.留意事項 

はじまり館における機械警備機器は

指定管理者で設置することとあります

が、貴県が実施する初期工事にて配管

のみ工事、指定管理者にて配線及び機

器取付という整理区分とする理解でよ

ろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 
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5-

10 

業務仕様書 

別紙 6-1 3(1)ア

日常清掃 

トイレットペーパー、消毒用品等の想

定年間使用量をご教示ください。 

例）トイレットペーパー〇ロール、手

洗い石鹸液〇kg、ポリ袋〇枚、アルコ

ール除菌液〇本、傘袋〇枚 等 

回答2-20参照 

5-

11 

業務仕様書 

別紙 6-1 3(1)

イ(ｲ)外部建具 

カーテンウォールの外部洗浄につい

て、洗浄するための丸環が屋上に設置

される設計となりますでしょうか。ま

た、当該丸環を用いた吊り下げ作業が

可能な構造でしょうか。 

回答3-6参照 

5-

12 

業務仕様書 

別紙 6-1 3(1)イ

(ｲ)外部建具 

カーテンウォールの外部洗浄につい

て、仮に高所作業車を使用する提案を

した場合、当該高所作業車は指定管理

者の負担という理解でよろしいでしょ

うか。また、高所作業車を駐車するス

ペースがあればその場所をご教示くだ

さい。 

高所作業車の手配は指定管理者の

負担となります。 

駐車スペースについては現在調整

中です。 

5-

13 

業務仕様書別紙

6-1 3.(1)イ(ｲ)

外部建具 

カーテンウォールの外部洗浄につい

て、対象範囲の面積をご教示くださ

い。 

回答3-13参照 

5-

14 

業務仕様書別紙

6-1 5 ごみの収

集・集積・処分 

ごみの処分について、一般廃棄物、産

業廃棄物問わず、廃棄物関係業者によ

る廃棄物の収集・運搬・処分は、指定

管理者にて業務を実施（例：指定管理

者と産業廃棄物処理企業による契約）

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。 

5-

15 

業務仕様書別紙

6-2 ひょうご

はじまり館清掃

業務水準書 

備考の、「清掃対象外」および「本県学

芸員の指示による」の記載のない部分

で、以下部分は「本県学芸員の指示に

よる」という記載が落丁しているとい

う事でしょうか。 

 

・1 階 常設展示室 

上記の確認を行う意図は、仕様書別紙

6「清掃業務」内、3.要求水準、(1)建

物内部の清掃にて「清掃は、出来る限

り館の…(中略)…ただし、企画展示

室、常設・企画展示室、常設展示室、

「本県学芸員の指示による」の記

載落丁です。常設展示室は仕様書

別紙６の記載のとおり、県学芸員

の指示によります。 
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収蔵庫、展示準備室、前室、荷捌き

室、展示用ＥＶ内の清掃は本県学芸員

が行うものとし、必要に応じ作業を指

示することとします。」と記載のあるも

のの、1 階常設展示室の備考との整合

性が取れていないことを確認したいた

めです。 

5-

16 

資料集 11 

建築関係一覧 

資料内、1回/3年実施の「特定建築物

定期調査業務」は、新築施設のため初

回免除が適用され、本指定管理期間に

ついて実施対象外という理解でよろし

いでしょうか。 

指定管理期間がはじまり館竣工後

３年の期間内となるため、お見込み

のとおりです。 

 

5-

17 

資料集 12 

昇降機関係一覧 

昇降機保守点検は特殊性が高く、部品

調達や安全面から、メーカーによる保

守管理が必要であるという認識でよろ

しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

5-

18 

資料集 13 

電気設備数量一

覧 

本施設には「発電設備」が設置される

ため、当該機器の「消防法上の負荷運

転試験」も実施必要という理解でおり

ます。 

但し、平成 30年 6月の消防法改正によ

り「平成 29 年 6 月以降に製造された

非常電源（自家発電設備）について

は、運転性能の維持に係る予防的な保

全策を講じることにより、製造年から

6年を経過するまでの間は、消防法・

点検基準別表第 24 第 2項（6）に『運

転性能に係る点検(=負荷試験)を実施し

ないことができる』」という内容があり

ます。 

よって、当該の負荷試験は本指定管理

期間中に実施しなくて良いという理解

でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

5-

19 

資料集 8,19 

初代県庁館及び

ひょうごはじま

り館機械設備工

事図面 

初代県庁館およびひょうごはじまり館

に設置される空調機器について、各室

内機に設置のフィルターの予備は何％

設置予定でしょうか。 

予備フィルターは 100%設置予定で

す。 
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5-

20 

資料 19 

ひょうごはじま

り館機械設備工

事図面 

ひょうごはじまり館に設置される空気

調和機について、中性能フィルターな

らびにケミカルフィルターの以下内容

をご教示ください。 

①各枚数 

②各型式番号 

メーカー及び型式は未定です。 

冷却能力50kW×１台、24kw×１台

の想定です。 

 

 

5-

21 

その他 

各種納入メーカ

ー 

ひょうごはじまり館における以下機器

および消耗品について、納入予定機器

メーカーをご教示いただけますでしょ

うか。 

①チラー設備②自動扉③管理用シャッ

ター④中央監視自動制御設備⑤映像音

響装置のうち、プロジェクター⑥プロ

ジェクターランプ 

①④は回答3-7を参照ください。 

その他の機器にかかるメーカーは

未定です。 

 

5-

22 

その他 

非常用発電燃料 

本施設に設置される非常用発電機は、

引き渡し時に燃料(軽油)は地下タンク

に一定数量補給された状態で引き渡さ

れるという理解でよろしいでしょう

か。 

お見込みのとおり、使用可能な状態

での引き渡しとなります。 

 

 

   

6-1 

様式集 

様式６事業計画

書各項目 

様式６「事業計画書」作成にあたっ

て、項目によって枚数の指定がありま

すが、この指定枚数は、両面で 1枚以

内または片面で 1枚以内のどちらでし

ょうか？ 

例えば、○○○○について１枚以内と

明記している場合、 

① Ａ４用紙の表裏の両面を使って 1

枚とするのか？（片面の 2枚分） 

② Ａ４用紙の片面だけを使って 1枚

とするのか？ 

ご教示ください。 

両面でも差し支えありません。 

6-2 

様式集 

様式６事業計画

書 

応募者の社名やグループ名を記載して

はいけないようになっていますが、協

力会社の社名は記載可能でしょうか？

ご教示ください。 

例えば、「○○業務については、○○

記載は不可です。 
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○○（株）に委託します。」といった場

合の社名の記載。 

6-3 

業務仕様書 

P16・12 施設

及び設備の維持

管理に関する業

務 

仕様書別紙１～

７ 

 初代県庁館及びはじまり館に設置す

る保守点検等が必要な各種設備機器の

メーカーなど、応募者の平等性を踏ま

え、積算するにあたって必要な詳細資

料を開示ください。 

 また、初代県庁館については、現在

契約している機械警備会社の委託先名

を開示ください。はじまり館について

も現段階でわかっていれば同様に開示

ください。 

 はじまり館については、既に設置す

る設備機器のメーカーがわかっている

ものは、そのメーカーなどを、まだ入

札がされておらず不明確なものは、県

が想定している設備機器の保守点検の

予算額やメーカー等を、できる限り開

示お願いします。 

 

 

 

 

 

初代県庁館の機械警備事業者は

「日本安全警備(株)」です。 

はじまり館の機械警備について

は、仕様書別紙5 5留意事項を参

照ください。 

はじまり館については、現在の工

事状況で特定できるものは、資料

集及び本質疑回答で開示している

もので全てとなります。 

6-4 

募集要項 

P8 修繕費にかか

る補足 

1 件当たり 100 万円以下の修繕費は、

指定管理者負担となっており、新設と

はいえ、指定期間３年間の小規模修繕

と考えると、金額的なリスクも高く、

応募者によっては、修繕費の予算額に

大きな差異が生じる可能性がありま

す。このようなことを踏まえ、県が想

定する指定管理者負担の修繕費の年間

予算額をご教示ください。 

修繕費にかかる個別の想定額は設

定していません。 

6-5 

業務仕様書 

P13 総合管理

業務受注者から

の引継ぎ 

現在、初代県庁館にて総合管理業務受

注者が契約している再委託の内容及び

再委託先についてご教示ください。 

回答3-1参照 

6-6 

業務仕様書 

P19 指定管理

料の基準額 

R4 年度の基準額が記載されています

が、はじまり館に関して、期間は想定

スケジュールの 11月から３月という理

解でよろしいでしょうか。もしくは竣

工後の 7 月末から 3月でしょうか。ご

教示ください。 

令和４年度のはじまり館の業務開

始時期は業務仕様書P9のとおりで

す。 

例：(3)維持管理「令和４年度の

竣工後
・ ・ ・

において・・」 
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6-7 

業務仕様書 

P19 指定管理

料の基準額 

指定管理料の基準額の中で、県の想定

する光熱水費（電気代・上下水道代・

燃料費）の予算金額をそれぞれご教示

ください。 

【回答別添４】積算内訳を参照く

ださい。 

6-8 

業務仕様書 

別紙７及び資料

集№22 

展示設備の保守点検について、専門性

が高い業務だと考えられますが、県が

想定する展示設備の保守点検に要する

年間金額や設置する設備機器のメーカ

ーをご教示ください。 

展示設備にかかる保守点検を含む

維持管理費の予算想定は【回答別

添４】積算内訳を参照ください。 

保守契約については県・指定管理

者・展示制作事業者との協議を踏

まえ、指定管理者と展示制作事業

者等で契約を締結いただく予定で

す。 

なお、現在の工事進捗においてメ

ーカー特定に至っておりません。 

6-9 

業務仕様書 

P17～18 飲食

提供施設の運営 

募集要項及び仕様書では、飲食提供施

設の運営については、自主事業（提案

募集型）になっており、運営に必要な

経費や使用料（目的外使用料）は指定

管理者の負担となります。（ご提案型の

自主事業とはなっていますが、選定基

準の配点にもカフェ・物販等の運営が

含まれております。） 

 しかしながら、このコロナ禍におい

ては、店内のソーシャルディスタンス

等コロナ対策を行いながらの飲食経営

となり、さらに当該施設の隣には、イ

オンモールがあることなどを踏まえ、

新型コロナウイルスの感染拡大状況に

よっては、指定管理者の独立採算で飲

食経営を行うことは非常に厳しい面も

あると予想されます。 

 このようなことを踏まえ、例えば、

飲食施設の運営については、目的外使

用ではなく、施設に付帯する利便施設

（目的内使用）として、使用料の減免

措置などを考えていただくことはでき

ないでしょうか？ 

 また、緊急事態宣言の発令等によっ

て、休業等が生じた場合などに対する

カフェ及び物販スペースについ

て、使用料の減免はありません。 

ただし、目的外使用許可として貸

し出す範囲について必要最小限と

するなどの配慮については、県と

指定管理者との協議事項としま

す。 

（例：地付同心屋敷におけるカフ

ェ運営において、厨房スペース

（約12㎡）のみ貸出し、飲食スペ

ースは館内休憩所として貸出対象

から外す等） 

 

 

 

 

 

なお、自主事業について、休業に

おける補填はありませんが、使用
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県の対応措置についての考えもご教示

ください。 

料の徴収猶予等の措置は県と指定

管理者との協議事項とします。 

6-

10 

募集要項 

P17 応募書類 

法人税納税証明書及び消費税納税証明

書について「その３の３」の提出とい

う理解でよろしいでしょうか。 

回答2-3参照 

6-

11 

業務仕様書 

別紙５ 警備開

始時期 

常駐警備の開始時期は、はじまり館の

開館後以降に開始とありますが、開館

と同時にスタートするという理解でよ

ろしいでしょうか。 

また、はじまり館開館までについて

は、初代県庁館の常駐警備は必要がな

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。 

6-

12 

業務仕様書 

P18 自主事業Ⅰ 

使用料について各最低使用料（概算）

が出ておりますが、1㎡あたりの年額

という理解でよろしいでしょうか。 

 

例えば、初代県庁館であれば、飲食ス

ペースとして使用する地付同心屋敷の

99.59 ㎡に最低使用料の 41,344 円をか

けた金額（99.59 ㎡×41,344 円＝

4,117,449 円/年額）になるという理解

でよろしいでしょうか。 

また、物販スペースの船見番小屋であ

れば、 

68.99 ㎡×53,000 円＝3,656,470 円/年

額ということでしょうか。 

 

同様に、はじまり館についても同様の

計算方法という理解でよろしいでしょ

うか。 

また、はじまり館エントランスの物販

スペースについては、県の想定する平

米数をご教示ください。 

使用料の算定についてはお見込み

のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじまり館エントランスの物販ス

ペースについては、10～20㎡程度

を想定しています。 

 

   

7-1 

募集要項 

P7～8 (5)①イ 

指定管理料の積算基準に関連して、管

理費の内、初代県庁館及びはじまり館

【回答別添４】積算内訳を参照く

ださい。 
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それぞれの光熱水費について、お見込

の額をご教示ください。 

7-2 

募集要項 

P7～8 (5)①イ 

初代県庁館及びはじまり館はそれぞれ

新館となりますので、光熱水費におい

ては制度の高い積算は困難と思われま

す。これについては年度ごとに清算す

るなどの措置をご検討いただけないで

しょうか。 

回答2-12参照 

7-3 

募集要項 

P8 ④テーマ

展・企画展の役

割分担・費用負

担等にかかる補

足 

指定管理者が負担するテーマ展の費用

内訳について、企画・展示、広報・運

営の想定されている業務（支出内容）

についてご教示ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜業務区分＞ 

業務仕様書P20「テーマ展業務」を

参照ください。 

なお、支出内容については、企画

等を行う県学芸員の人件費を除

く、テーマ展に要する一切の費用

となります。 

7-4 

募集要項 

P11(1)ホームペ

ージ作成・運営

に係る措置 

ホームページは現在時点で既に運用さ

れておりますが、本項目に記載されて

いる年間の更新費・保守管理費用をご

教示ください。 

 

令和４年度以降における保守管理

費は、年間200万円を想定してい

ます。（ﾚﾝﾀﾙｻｰﾊﾞｰ料、JP ﾄﾞﾒｲﾝ費

用、ﾄﾞﾒｲﾝ認証型SSL設定費用、申

込ﾌｫｰﾑ利用料、保守管理費、自動
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翻訳費） 

7-5 

募集要項 

P11(2)印刷物に

かかる措置 

兵庫県で作成しているリーフレット

（約 5万部）、広報用ポスター（約 2千

部）の費用について、補充印刷の費用

を積算する参考とさせて頂きたいので

ご教示ください。 

■リーフレット 

(1) 規格 タテ396mm×ヨコ210mm 

(2) 仕様 マットコート紙 90kg 

     フルカラー両面印刷 

(3) 仕上 観音折 

(4) 数量 50,000部 

(5)落札金額 183,700円 

 

■ポスター 

(1) 規格 Ｂ２ 

(2) 仕様 コート紙 135kg 

     フルカラー片面印刷 

(3) 数量 1,800枚 

(4)落札金額：29,000円 

7-6 

募集要項 

P17(8)応募書類 

正本は簡易な製本とありますが、2

穴綴じフラットファイルのようなもの

を想定してよろしいでしょうか。 

回答10-14参照 

7-7 

業務仕様書 

P8(2)バーチャ

ル歴史体験に関

するアテンド業

務 

MR ゴーグルの体験では利用者に対する

経路誘導、装着・操作補助等が必要で

あり、複数のオペレーションが発生す

ると想定されますが、人員配置の検討

材料としたいので設置台数をご教示く

ださい。 

設置台数は18台ですが、運営にあ

たってはﾛｰﾃｰｼｮﾝで使用します。 

運営の詳細は【回答別添６】を参

照ください。 

7-8 

業務仕様書 

P9(1)④館内の

巡回及び監視 

展示物の監視については、常時人員を

配置する必要がございますか。 

 

常設展示室や情報プラザにおける

監視については、業務仕様書P9(4)

又は同P10(8)に記載のとおり、適

宜配置による案内や解説に努めて

いただければ結構です。 

7-9 

業務仕様書 

P12(3)ボランテ

ィア活用事業 

ボランティアの方が、それとわかるよ

うなユニフォーム等は既に準備されて

いるとの認識でよろしいでしょうか。 

令和３年度ボランティアスタッフ

用のビブスは県において調達しま

すが、令和４年度以降の調達につ

いては指定管理者の業務となりま

す。 

7-

10 

業務仕様書 

P20【別記】県

と指定管理者

学校等との連携については、小学校等

の生徒を誘致することも含まれており

ますでしょうか。その場合、年間の受

小学校の社会見学の誘致も含まれ

ており、誘致にあたっては指定管

理者と県学芸員が連携して行いま
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の役割分担表 

教育普及 

入目標の目安等、現時点での想定で結

構ですので計画をご教示ください。 

す。 

年間４万人の受入を目標としてい

ます。 

7-

11 

様式集 

P1 応募書類一覧 

様式（特に様式６～７）の枚数制限に

つきまして、1枚以内というのは「表

裏両面で 1枚」という解釈でよろしい

でしょうか。 

回答6-1参照 

7-

12 

様式集 

P24 等５経理的

基礎及び技術的

能力について 

様式６の内、申請団体のことについて

記載する項目（18）、（19）、（21）につ

きまして、グループ応募の場合は構成

団体すべてについて記載するという認

識でよろしいでしょうか。 

その場合、枚数制限については団体

毎に 1枚以内という解釈でしょうか、

それとも 1枚以内ですべての団体の概

要を記載するということでしょうか。 

構成団体すべてについて記載して

ください。 

枚数制限は団体毎に１枚以内で差

し支えありません。 

7-

13 

資料集 

№22 管理費にか

かる想定一覧 

NHK 受信料の発生が想定される TV10 台

については、すべて衛星放送の契約も

必要でしょうか。 

衛生放送の契約は任意とします。 

（ＢＳ・ＣＳの受信設備は備えて

いません） 

7-

14 

資料集 

№６ 

設計図面 9-1 

初代県庁館の外周部分については、歩

行または車での移動ができる程度の幅

があるように思われます。車の乗り入

れ等、指定管理者が利活用してもよろ

しいのでしょうか。その場合、活用で

きる範囲、制限内容等をご教示くださ

い。 

はじまり館竣工前については、は

じまり館建築工事において工事車

両の乗入れがあるため、外周部分

の使用に制限があります。 

はじまり館竣工後については、特

段の使用制限はありません。 

7-

15 

業務仕様書 

P4 付帯施設

（駐車場、駐輪

場） 

大型バスでのご利用が想定されます

が、駐車スペースはどこかに確保され

ているのでしょうか。運用について現

時点で想定があればご教示ください。 

当施設にはバス駐車場及び乗降ス

ペースはありませんが、近隣のイ

オンモール神戸南に複数の大型バ

ス駐車場があり、うち２台につい

て、イオンが使用しない日は、事

前調整の上で、無償利用可能で

す。 

7-

16 

募集要項 建設中のはじまり館については、建物

および展示設備等の情報が少なく、維

持管理に係る費用の積算に影響がある

と思われます。 

また、展示設備の利活用の参考にした

いので、設備の詳細や保守等に関する

設備詳細や保守については回答6-8

を参照ください。 

なお、展示設備に携わる事業者の

応募資格について、制限は設けて

おりません。 
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費用見込みをご教示ください。尚、当

該業務に関わる事業者等の、本案件へ

の応募資格について念のためご教示く

ださい。 

 

   

8-1 

募集要項 

P2(5)整備スケ

ジュール 

初代県庁館・はじまりの館の新築工事

アフターサービス内容と期間をご教示

願います。 

下記の予定です。 

・新設機器等保証期間 

引渡しから１年 

・植栽の枯れ保証期間 

引渡しから１年 

・防水工事保証期間 

引渡しから10年 

8-2 

募集要項 

P12 7(1)自主事

業１ 

提案する自主事業の収支が赤字となっ

ても問題ありませんか。 

また、指定管理業務のスタッフが自主

事業の業務を兼務する事は可能です

か。 

自主事業の収支は問いません。 

指定管理業務に携わるスタッフが

自主事業を兼務する場合は、当該

スタッフ人件費への指定管理料の

充当は、自主事業との按分等によ

り一定の制限を受けます。 

8-3 

業務仕様書 

P2 1(4)施設構

成 

初代県庁館 諸室構成に「稲荷祠」の

記載がありませんが、指定管理者で維

持管理する事項はありませんか。 

日常の目視点検と汚損時の清掃を

要します。 

 

8-4 

業務仕様書 

P4(6)付帯施設

（駐輪場・駐車

場） 

駐輪場が満車となった場合、敷地内の

空きスペースを案内するとの認識でよ

ろしいでしょうか。 

観光バスの乗降場所は想定されていま

すか。 

駐車場は障害者用及び内部管理用

であり、一般への駐車場貸出は想

定していません。 

バスの運用については回答7-15を

参照ください。 

8-5 

業務仕様書 

別紙５警備・機

械警備 

常駐警備の人数・勤務時間の指定があ

りませんが、指定管理者の提案との理

解でよろしいでしょうか。 

業務仕様書別紙5 4(1)常駐警備

【警備時間】、同(2)機械警備【警

備時間】に記載のとおりです。 

 

   

9-1 

募集要項 

P12・７自主事

業 

（１）自主事業Ⅰ（提案募集型）に関

して、飲食提供施設の運営、グッズシ

ョップの運営について、賃料等含めた

収支を勘案し、実施しない、という選

択肢はあり得るのでしょうか。 

実施することは絶対条件ではあり

ませんが、県民の利便性向上のた

め、実施することを期待します。 
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9-2 

業務仕様書 

P7 ８利用料金

の設定・収受に

関する業務 

③徴収方法については、インバウンド

やキャッシュレス決済への対応とし

て、電子マネー決済の導入について、

積極的に検討してください、とありま

すが、令和 4 年度においては、募集要

項 P11（３）利用料金にかかる措置に

記載の通り、常設展・開館記念特別展

の観覧料は、県に納入することとなっ

ております。電子マネー等は、決済サ

ービス事業者に手数料を支払うことと

なりますので、令和 4年度の納入すべ

き観覧料は、決済サービスの手数料を

差し引いた額、という理解で構いませ

んでしょうか。 

令和４年度の納入すべき観覧料

は、手数料控除前の額＝観覧者支

払額となりますので、手数料が発

生する場合は、指定管理料経費と

して計上してください。 

9-3 

業務仕様書 

P17(2)自主事業

Ⅰ 

ア 設置場所 

運営に必要な区画として、指定管理者

が提案するスペースとします、とあり

ますが、初代県庁館において、カフェ

を想定されている地付同心屋敷の、キ

ッチン以外の部分は、一般開放空間と

して提供することで、キッチンスペー

スのみ、使用料を県に支払う、という

取扱いは可能でしょうか。また、キッ

チンスペースのみの㎡をご教示下さ

い。 

回答6-9参照 

9-4 

業務仕様書 

P17(2)自主事業

Ⅰ 

ア 設置場所 

カフェを想定されている地付同心屋

敷にて、カフェ運営を行った際、使用

料の支払い対象となる面積をご教示下

さい。 

回答6-9参照 

9-5 

資料集 

仕様書別紙 

警備員、設備員、清掃員に関して、人

的な配置の想定がありましたら、ご教

示ください。 

警備員は１名の想定です。その他

は必要に応じて適宜配置くださ

い。 

9-6 

資料集 

№22 

管理費に係る想定一覧の、支出想定及

び、収入の想定もお示しください。 

【回答別添４】積算内訳を参照く

ださい。 

9-7 

資料集 

№22 

電話機や TV などは、兵庫県様で用意さ

れるという理解で宜しいでしょうか。 

固定電話機及びテレビについては

兵庫県で一定数を用意する予定で

す。追加設置が必要な場合は指定管
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理者において対応ください。 

 

9-8 

資料集 

№22 

Wi-Fi アクセスポイント管理料につい

て、想定の支出額をお示し下さい。 

hyogo-free-Wi-Fi について、１アク

セスポイントにつき保守費・設備利

用料・クラウド利用料として月額

10,010円（税込）の想定です。 

また、別途の回線利用料として、１

契約につき月額6,490円（税込）の

想定です。（初代県庁館１契約、ひょ

うごはじまり館２契約の計３契約

予定） 

9-9 

募集要項 

№17(8)９ 

「法人税納税証明書及び消費税納税証

明書」について、本社所在地における

国税納税証明書（その３の３）の提

出、という理解で宜しいでしょうか。 

 

回答2-3参照 

 

   

10-

1 

募集要項 

P2 1(5) 

令和４年４月１日以降、はじまり館竣

工までの間、県学業業務の担当職員は

兵庫県庁で勤務されるという認識でよ

ろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

10-

2 

募集要項 

P4 3(2)② 

閉館時間が 17時または 18 時とありま

すが、夜間（18 時以降）のイベント実

施の提案は可能でしょうか。 

募集要項募集要項P4 3(2)③のとお

り、県と指定管理者の協議によ

り、開館時間の変更が可能となっ

ており、これは恒常的・一時的な

変更のどちらも可能です。 

10-

3 

募集要項 

P6 3(4) 

業務の委託について、第三者委託が不

可である業務の「主要な部分」につい

て、具体的にどのような内容を想定さ

れているでしょうか。 

業務の目的を達成するために必要

不可欠な業務であり、また業務に

おける基本的または中心的なもの

に位置付けられる業務となりま

す。 

10-

4 

募集要項 

P6 4(2) 

はじまり館の「整備・運営準備への協

力」について、具体的にはどのような

業務内容および業務量を想定されてい

ますでしょうか。また、協力にかかる

業務対価は指定管理料に含むとの認識

業務内容等については、業務仕様

書P14 9-5(2)を参照ください。 

本施設は募集要項P11 6(4)のとお

り、段階的な業務体制を想定して

おり、その体制の範囲内において
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でよろしいでしょうか。 協力ください。（協力業務にかかる

個別の人員配置は不要です） 

なお、協力において支出した交通

費等の事務経費は指定管理料に含

みます。 

10-

5 

募集要項 

P7 4(4)イ 

「指定管理業務が年度当初の計画通り

実施されない場合は指定管理料を減

額」とありますが、感染症対策特別措

置法に基づく「休業要請」が発出され

た場合など、不可抗力によるものが理

由の場合もその対象となりますでしょ

うか。その場合、それまでに発生した

経費（イベント準備経費、中止中断に

伴う発生経費など）については、指定

管理料の減額においてご考慮いただけ

ますでしょうか。また、「休業要請」が

出ていなくても、安全面を配慮してや

むを得ず指定管理業務を中止判断した

場合についても同様の認識でよろしい

でしょうか。 

県の休業要請に基づく指定管理料

の取扱いについては、同P7 4(4)ウ

を参照ください。 

指定管理者の自主判断に基づく中

止については、現時点では上記に

よる対応の対象外です。 

10-

6 

募集要項 

P7 4(4)イ 

「利用料金収入が計画と異なる場合指

定管理料は変更しない」とあります

が、感染症対策特別措置法に基づく

「休業要請」が発出されていない場合

でも、感染症拡大が厳しい状況にある

場合など、機会損失により利用料金収

入における計画乖離の影響を受ける可

能性がありますが、その場合について

も指定管理料の見直し対象となります

でしょうか。 

県の休業要請によらない場合にお

ける指定管理料の取扱いは、現時

点では見直し対象となりません。 

10-

7 

募集要項 

P8 4(5)①※ 

「電話機のリース費用」とあります

が、電話機は指定管理者側で設置する

必要があるということでしょうか。別

添資料 No.22「管理費にかかる想定一

覧」には、ひかり電話を県庁館 10台、

はじまり館 30台設置との記載がありま

すが、電話機の購入設置の分担につい

てご教示ください。 

電話機については、県において購

入・設置の予定のため、リース費用

は発生しない見込ですが、指定管理

者において追加設置等をリースで

行う場合には、指定管理者がその費

用を負担することとなります。 
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10-

8 

募集要項 

P8 4(5)② 

指定管理者側で積算すべき修繕費の年

間想定額があれば、お示しいただけま

すでしょうか。 

回答6-4参照 

10-

9 

募集要項 

P8 4(5)③ 

消耗品と備品の定義については、「1件

10 万円未満＝消耗品」「1件 10万円以

上＝備品」の認識で、消耗品について

は備品リストでの管理は不要という認

識でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

10-

10 

募集要項 

P10 参考 1.2 

指定管理者がイベントや講座などの催

事のために施設を利用する場合、施設

利用料金は減免対象となりますでしょ

うか。 

有料でのイベントを行うにあたっ

てのスペースについては、開催内

容・実施場所により県への目的外

使用料が必要となる場合がありま

す。 

10-

11 

募集要項 

P11 6(1) 

令和 4年度以降の HP の更新費・保守管

理費の月額、または、現在の HP の更新

費・保守管理費の月額をご教示いただ

けますでしょうか。 

また、令和 4 年度下期「はじまり館」

の開館に伴い、HPのリニューアルが発

生する場合は、リニューアルにかかる

想定費用についてもご教示ください。 

保守管理費については回答7-4を

参照ください。 

なお、はじまり館の開館に伴うＨ

Ｐのリニューアルに要する更新費

用については、その内容に応じて

県と指定管理者との協議事項とし

ます。 

10-

12 

募集要項 

P11 6(2) 

R4 年度以降作成の必要な印刷物の「ミ

ュージアムガイドブック」とはどのよ

うな内容のものを指しますでしょう

か。 

施設の見どころや常設展示室の内

容などを紹介する図書を想定して

います。 

内容については県学芸員と共同し

て企画するものとします。 

10-

13 

募集要項 

P17 9(8) 

提出書類「法人税納税証明書及び消費

税納税証明書」は、「その 3の 3」未納

の税額がないことの証明のみの提出で

よろしいでしょうか。 

回答2-3参照 

10-

14 

募集要項 

P17 9(8) 

提出書類の正本（簡易な製本）と副本

（２穴綴じ）の製本方法、状態につい

て具体的にご教示いただけますでしょ

うか。（ファイリング有無、インデック

スラベル有無、穴あき有無など） 

正本（簡易な製本）は2穴綴じフ

ラットファイル、インデックスあ

りとします。 

副本（２穴綴じ）についてはイン

デックスありとします。 

10-

15 

募集要項 

P17 9(8) 

事業計画書（様式 6）の作成におい

て、文字のポイント数やフォント、余

白などは任意で設定してもよろしいで

しょうか。 

任意で差し支えありませんが、で

きる限り見やすい表示としてくだ

さい。 



 26 / 34 

 

10-

16 

募集要項 

P19 11(1)② 

指定管理者候補者選定委員会の委員の

方の氏名、役職についてご教示いただ

けますでしょうか。 

回答4-4参照 

10-

17 

募集要項 

P19 11(1)② 

２次審査ヒアリングの想定所要時間、

参加可能人数についてご教示くださ

い。また、プレゼンテーション資料な

ど、ヒアリング時に指定管理者側で用

意する資料等はありますでしょうか。 

20～30分程度、ｸﾞﾙｰﾌﾟ全体で3名

までを想定しています。 

詳細は別途お知らせします。 

10-

18 

募集要項 

P20 11(2) 

審査基準の「効率的な管理運営①管理

運営にかかる所要経費額」について、

所要経費額における評価点（配点 30

点）の計算方法（計算式）をご教示く

ださい。 

「効率的な管理運営」のうち「①

管理運営に係る所要経費額」につ

いては、配点25点とし、提案金額

（総額）に応じて下記により評点

します。 

【計算方法】 

全応募のうち最低提案金額÷各社

提案金額 × 25点（小数点以下切捨） 

10-

19 

業務仕様書 

P4 3 

運営体制について、兵庫県配置の学芸

部門（責任者・スタッフ）の勤務体

制、配置人数はどのように想定されて

いますでしょうか。 

管理職員１名、担当職員１名、 

非常勤職員２名を想定していま

す。 

10-

20 

業務仕様書 

P8 9-1(2) 

バーチャル歴史体験アテンド業務につ

いて、体験中常に 1組につき 1名のア

テンド配置が必要ということでしょう

か。 

お見込みのとおりです。 

（回答7-7参照） 

10-

21 

業務仕様書 

P12 9-3(3) 

ボランティア保険の指定管理者側での

加入要否についてご教示いただけます

でしょうか。 

 

回答2-9参照 

10-

22 

業務仕様書 

P12 9-3(3) 

館内ボランティアは常時配置が必要で

しょうか。事業者側での提案が可能で

しょうか。 

常時配置が絶対条件ではありませ

んが、ボランティアのシフトを適

確に管理し、できるだけ常時配置

できるよう努めてください。 

10-

23 

業務仕様書 

P15 10(1)②, 

10(2)② 

企画展やテーマ展会場の必要人員配置

（チケット確認、監視スタッフ）につ

いて、派遣スタッフを外部発注し配置

してもよろしいでしょうか。 

差し支えありません。 

10-

24 

業務仕様書 

P20 

ミュージアムの年報作成については、

「県学芸員業務」の位置づけで、費用

についても兵庫県のご負担との認識で

企画展やテーマ展の「図録」作成

は当該開催費から支出しますが、

「年報」は施設運営における年間
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よろしいでしょうか。 の来館者数やイベント実施結果等

を記載するものであるため、指定

管理者により作成及び費用負担い

ただきます。 

10-

25 

業務仕様書 

P21 

常設展示室「展示消耗品の購入」につ

いて、具体的に展示消耗品はどのよう

な内容を指しますでしょうか。また、

展示消耗品に必要な年間予算額をご教

示いただけますでしょうか。 

回答6-8参照 

 

   

11-

1 

募集要項 

P21 13(1)指定

管理者の指定 

上記項目内に、令和 4 年 3 月 31 日ま

でに合意に至らなかった場合は、次点交

渉権者に交渉権が移行するものとすると

記載がございますが、その場合は指定管

理期間の開始日は令和 4 年 4 月 1 日か

ら変更となる認識で宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

11-

2 

業務仕様書 

P4 付帯施設

（駐車場・駐輪

場） 

はじまり館竣工後、内部管理者用として

駐車場を 11 台予定と記載がございます

が、こちらは現地での業務従事者に無償

でお貸し頂けるとの認識で宜しいでしょ

うか。 

業務管理用に使用いただき差し支

えありませんが、指定管理者職員

の通勤利用などの恒常的な利用は

控えてください。 

11-

3 

業務仕様書 

別紙２（設備保

守） 

7電気主任技術者の選任の項目の中で、

電気主任技術者(3級)の選任を要します

との記載がございますが、外部選任で

良いとの認識で宜しいでしょうか。 

回答3-4参照 

11-

4 

業務仕様書 

別紙７（展示設

備） 

初代県庁館及びはじまり館に設置され

ている展示設備の各メーカーをご教授

頂けますでしょうか。 

回答6-8参照 

 

11-

5 

資料集 

№17 はじまり館

昇降機図書 

昇降機のメーカーをご教授頂けますで

しょうか。 

フジテック株式会社となります。 

11-

6 

資料集 

№19 はじまり館

機械設備図書 

自動制御設備(中央監視装置)のメーカ

ーをご教授頂けますでしょうか。 

 

回答3-7参照 

 

11-

7 

様式集 

様式６(6)ウ作

業計画書案の添

上記項目で3枚以内との記載がございま

すが、用紙の縦横の制限は無いとの理

解で宜しいでしょうか。 

任意で差し支えありませんが、で

きる限り見やすい表示としてくだ

さい。 
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付 

11-

8 

様式集 

様式７ 収支計

画書 

収支計画書内に光熱水費が含まれてお

りますが、算定に辺り、県で試算され

ているデータがございましたら、ご開

示頂けますでしょうか。 

【回答別添４】積算内訳を参照く

ださい。 

11-

9 

業務仕様書 公共施設の建築物の検査について、県に

て実施頂けるとの認識で宜しいでしょう

か。 

施設竣工時における必要な検査に

ついては県で実施します。 

11-

10 

業務仕様書 

別紙２ 空調設

備 

初代県庁館及びはじまり館で、空調設備

でフロン排出抑制法に基づく定期点検の

対象となる空調機の台数を、ご教授頂け

ますでしょうか。 

初代県庁館６台、はじまり館１１

台の計１７台となる予定です。 

  

11-

11 

業務仕様書 

別紙２ 空調設

備 

はじまり館の空調機のドレンパン点検等

は 建築物環境衛生管理基準に基づく頻

度で 実施するとの認識で宜しいでしょ

うか。 

お見込みのとおりです。 

 

11-

12 

業務仕様書 

別紙２ 空調設

備 

初代県庁館及びはじまり館でフィルター

清掃業務を行う中で、対象枚数をご教授

頂けますでしょうか。また塩害対策フィ

ルター等はついていますでしょうか。 

概ね１００枚程度の見込みです。

はじまり館については塩害フィル

ターがついています。 

  

11-

13 

資料集 

仕様書№16 はじ

まり館建築図書 

はじまり館で、自動ドア及び防火戸、防

炎シャッターは設置されておりますでし

ょうか。されている場合、メーカー及び

枚数かそれが分かる資料をご教授頂けま

すでしょうか。 

設計図書をご確認ください。いず

れも現在の工事進捗においてメー

カー特定に至っておりません。 

11-

14 

業務仕様書 

P12(3)ボランテ

ィア活用事業 

令和 3 年度の初代県庁館において、 ボ

ランティアの運用およびまちあるきガイ

ドの予約管理等にかかる事務作業は、船

見番小屋の事務スタッフにて対応する、

という想定でよろしいでしょうか。 

令和４年度のはじまり館竣工まで

における事務作業については、お

見込みのとおりです。 

11-

15 

業務仕様書 

P13(1)配置人員 

県職員の配置は、はじまり館竣工以降と

いう理解でよろしいでしょうか。（船見

番小屋の席を確保しておく必要はござい

ませんでしょうか） 

回答10-1参照 

11-

16 

業務仕様書 

別紙１ 建築物

保守管理業務 

休館日に収蔵庫内の設備点検等を実施す

る場合でも、県学芸員が立会いして頂け

るという認識でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 
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11-

17 

業務仕様書 

別紙５ ５留意

事項 

はじまり館における機械警備会社は、初

代県庁館と同じである必要はないという

理解でよろしいでしょうか。 

また、県へはセキュリティカードを何枚

程度お渡しする必要がありますか。 

お見込みのとおりです。 

カードについては、はじまり館で

勤務する県学芸員用と、県庁で勤

務する県事務職員用に、それぞれ

数枚ずつの予定です。 

11-

18 

資料集 

№22 

事業ゴミ処分費・収集運搬費とございま

すが、ごみ置き場は施設内にご用意頂け

るという認識でよろしいでしょうか。 

ごみ置き場については施設内にお

いて業務に支障のない箇所に設定

いただき差し支えありません。 

 

   

12-

1 

募集要項 

P8,P13 

Ｐ８に修繕費に関し、『１件当り１００

万円（税込）以下のものは、指定管理者

の責任と経費負担において実施すること

とします。』との記載があります。一方

でＰ13には『不可抗力（県又は指定管理

者のいずれかの責めにも帰すことのでき

ない自然的又は人為的現象）に伴う施

設、設備の修復による経費の増加』は兵

庫県の負担と記載があります。 

上記はどのように理解すればよいかご教

示願います。 

前記は、利用者の通常の利用によ

る施設設備の損傷や経年劣化等に

かかる補修についての原則となり

ます。 

後記は、自然災害、航空機・車両

の飛び込み、集団による暴力・テ

ロ行為等により施設や設備が損傷

した場合における取扱いとなりま

す。 

12-

2 

業務仕様書 

P19 

各年度毎の指定管理料の基準額について

内訳を開示願います。 

【回答別添４】積算内訳を参照く

ださい。 

12-

3 

仕様書 

別紙７展示設備 

①プロジェクターの設置個所・台数・メ

ーカー名・型番をご教示願います。（資

料から読み取れませんでした） 

②ディスプレイモニターの設置個所・台

数・メーカー名・型番をご教示願いま

す。（資料から読み取れませんでした） 

現在の工事進捗においてメーカー

特定に至っておりません。 

 

12-

4 

仕様書 

別紙５警備・機

械警備 

初代県庁館の機械警備の警備会社名をご

教示願います。 

初代県庁館の機械警備事業者は

「日本安全警備(株)」です。 

 

 

   

13-

1 

業務仕様書 

P11 9-3(2)② 

「令和３年度中に県が作成するミュージ

アムのホームページについて、更新及び

保守管理を行ってください。また、県で

ＳＮＳ更新内容・頻度は応募提案

項目としますが、週２～３回以上

を目安に更新してください。 
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管理しているＳＮＳの運用についても指

定管理者へ引き継ぎます。」とあります

が、ＳＮＳ更新内容・頻度もこちらでご

提案させていただくということでお間違

いないでしょうか。ＳＮＳ更新頻度など

目安がございましたらご教示ください。 

13-

2 

業務仕様書 

P11 9-3(2)③ 

広報活動を行うにあたり必要となるＰＲ

冊子・チラシ・ポスター・広告・パネル

等の作成に関しては、紙質・ページ数・

部数などはこちらでご提案させて頂いて

も宜しいでしょうか。 

令和３年度中に県で作成予定のリーフレ

ットの紙サイズをご教示ください。 

仕様については応募提案項目とし

ますが、実際の作成にあたっては

県と指定管理者との協議の上で内

容を調整します。 

なお、部数について、提案部数か

ら不足が生じた場合は、指定管理

者の負担において補充してくださ

い。 

令和３年度に県で発注したリーフ

レットのサイズ等については回答

7-5を参照ください。 

13-

3 

業務仕様書 

P11 9-3(2) 

PR冊子、チラシ、ポスターなどの告知物

を県内各所の施設に配布し、無償で掲示

していただくことは可能でしょうか。 

県においても最大限の協力を行い

ます。 

 

   

14-

1 

業務仕様書 

P6 6⑨目的外使

用 

目的外使用に該当すると思われる施設

の使用方法をご教示ください。 

また、その場合どのような使用料が発

生すると想定されますか。 

業務仕様書P18 13自主事業にお

ける使用方法等を想定していま

す。 

14-

2 

募集要項 

P11 6(1)ホーム

ページ作成・運

営にかかる処置 

現在、県が運用しているホームページ

を引き継ぐ場合、ホームページの保守

管理費として現在発生している料金を

参考としてご教示ください。 

回答7-4参照 

14-

3 

業務仕様書 

P6 6⑩指定避難

所に指定された

場合 

指定避難所に指定された場合の、避難

用備品や備蓄品は県の負担の理解でよ

ろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

14-

4 

業務仕様書 

P11 (2)③PR 冊

子などの作成 

現在、県で使用（作成物）している素

材（写真等）は共有していただくこと

は可能でしょうか。 

共有可能です。 

 

 

素材の撮影は県においても行いま
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また、はじまり館の完成後のパンフレ

ット等の作成における素材（写真等）

の撮影は県が行うという理解でよろし

いでしょうか。 

すが、指定管理者において独自に

素材を作成いただいても差し支え

ありません。 

14-

5 

業務仕様書 

P18②自主事業 

自主事業の運営に伴い、施設内外での

看板等の設置可否や PR活動の規定など

ございましたらご教示ください。  

県と指定管理者との協議事項とし

ます。 

14-

6 

業務仕様書 

P6,7 7(1)貸出

施設 

初代県庁館（月番同心屋敷）・はじまり

館（研修室１・２・企画展示室）の貸

し出しにおいて飲食は可能ですか。  

県と指定管理者の協議事項としま

す。 

14-

7 

様式集 

P7 様式６事業

計画書等 

様式６についてデータをパワーポイン

トで作成し提出することは可能です

か。 

差し支えありません。 

14-

8 

業務仕様書 

P17(2)自主事業

１ 

自主事業の内容は現地での調理ではな

く、完成品（別場所にて製造）の提供

は可能ですか。 

差し支えありません。 

14-

9 

業務仕様書 

P4 3 運営体制 

名誉館長や学芸員の報酬については、予

算計上の必要はございますか。 

県で配置する名誉館長及び県学芸

員の人件費は県において負担しま

す。 

14-

10 

業務仕様書 

P7 8③電子マネ

ー 

電子マネー決済導入にあたり、それに

付随する初期費用等の予算の計上は必

要でしょうか。また、決済キャリア（D

払いや PayPay 等）の指定はございます

か。 

導入にあたっての初期費用は指定

管理業務の一環となります。 

決済キャリアの指定はありません

が、PiTaPa・ICOCAを使えることが

望ましいものとします。 

14-

11 

業務仕様書 

P6 6⑦消防計画

の策定 

消防計画の策定にあたり、県指定の消

防訓練の回数等の規定がございました

らご教示ください。 

法令に基づき適切に設定くださ

い。 

14-

12 

業務仕様書 

P4 2 開館時間 

災害等による臨時閉館などをする場合

が想定されるのですが、その場合の条

件はございますでしょうか。 

県と指定管理者との協議事項とし

ます。 

14-

13 

資料集№21 館内スタッフの連絡ツールとして PHS

やインカムの使用を想定しています

が、そのような連絡ツールの用意はご

ざいますか。 

PHS 及びインカムを県で用意する予

定はありません。必要に応じて指定

管理者において準備ください。 

14-

14 

資料集№21 

はじまり館備品

等一覧 

研修室(会議室１・２)に音響設備(マイ

ク・スピーカー等)の備え付けは想定さ

れていますか？ 

電機設備工事による備え付けを予

定しています。 
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15-

1 

業務仕様書 

別紙 6-2 清掃業

務水準書 

清掃業務水準書では床以外の日常清掃

も１/日と記載されておりますが水準書

通りの仕様でよろしいでしょうか。 

水準書を基本としてください。 

なお、過剰及び過小となる場合は提

案により実施内容を変更すること

が可能です。 

15-

2 

業務仕様書 

P16 12 施設及び

設備の維持管理

に関する業務 

無償で貸与いただける器具・備品以外

の維持管理業務に必要な器具備品及び

消耗品について指定管理者にて購入と

の記載がありますが、その購入費用に

ついても指定管理者にて負担となりま

すでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

15-

3 

業務仕様書 

別紙 6-1 3(1)ア

(ｸ)感染症対策 

感染症対策のための消毒作業ですが、

特定の箇所が有れば明示してくださ

い。 

また、指定の薬剤があればご教示くだ

さい。 

一般的な施設と同様に、来館者が触

れる可能性のある場所について消

毒作業の対象となります。 

指定の薬剤は特にありません。 

 

15-

4 

業務仕様書 

別紙 6-1 3(2)

ア(ｲ)外部建具 

カーテンウォール洗浄作業及びガラス

清掃についてですが、高所作業車が必

要でしょうか？ また、屋上からの丸

環設置の有無をご教示ください。 

回答3-6参照 

 

15-

5 

業務仕様書 

別紙 6-1 3(3)建

物周囲の清掃 

舗装面等に雑草が繁殖するのを除去す

る仕様がありますが、あらかじめ除草

剤散布でも問題ないでしょうか。 

製品により条件が変わりますが、

現在の工事進捗においてメーカー

特定に至っておりません。 

15-

6 

業務仕様書 

別紙 6-1 3(1)建

物内部の清掃 

日常清掃作業時間の指定はありますで

しょうか。指定がない場合はこちらで

設定してよろしいでしょうか。 

応募提案項目としますが、来館者

利用スペースの日常清掃はできる

だけ開館時間外に実施してくださ

い。 

15-

7 

業務仕様書 

別紙 6-2 

敷瓦調タイル・タイル貼床材の定期作

業は洗浄のみでよろしいでしょうか。 

また、床材質上使用してはいけない洗

剤はありますでしょうか。 

製品により条件が変わりますが、

現在の工事進捗においてメーカー

特定に至っておりません。 

15-

8 

業務仕様書 

別紙 6-1 5 ごみ

収集・集積・処

分 

日常作業・定期作業の廃液処理法は SK

等に排出でも問題ないでしょうか。 

排出基準あればご教示ください。 

 

公共下水道に接続していますので、

廃液の種類による規制の詳細は神

戸市にお問い合わせください。 
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15-

9 

業務仕様書 

別紙 6-1 3(1)ア

日常清掃 

県学芸員による作業指示がある箇所に

ついて、具体的にどのような指示があ

るのでしょうか。 

展示・保管している資料の性質に

応じて適宜指示します。 

15-

10 

業務仕様書 

別紙 4-2、別紙

4-4 

植栽管理業務に該当するエリアの植栽

面積が確認できる図面はありますでし

ょうか。管理エリア等を明確に判別で

きるものを開示願います。 

初代県庁館和の庭については別添

２を参照してください。その他の植

栽については各館の外構図を参照

してください。 

15-

11 

業務仕様書 

別紙 4-5、4-6 

「仕様書別紙 4-5」→「ひょうごはじ

まり館及びミュージアム敷地内外構

等」の年間スケジュール、「仕様書別紙

4-6」→「初代県庁館」の年間スケジュ

ールということでよろしいでしょう

か。 

お見込みのとおりです。 

15-

12 

業務仕様書 

別紙 4-5 

年間計画書内には多くの項目で随時と

いう表現がありますが、年間費算出に

は想定回数が必要です。回数について

はこちらからの提案ということでよろ

しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

 

15-

13 

業務仕様書 

別紙 4-4、別紙

4-5 

「仕様書別紙 4-5」内の樹木等管理→

地被類、草花管理 とありますが、「仕

様書別紙 4-4」内の数量には該当する

数量の記載はございません。 

今回対象エリアに含まないエリアの項

目ということでしょうか。 

仕様書別紙4-5は参考資料となりま

す。指定管理者においてプランター

等による草花を設置することも可

能であることから、設置した場合の

記載例として表記しています。 

 

15-

14 

業務仕様書 

別紙５ 4 警備

開始時期・時間 

夜間（閉館時間帯）の警備について、

機械警備による無人警備でもよろしい

でしょうか。 

回答8-5参照 

15-

15 

業務仕様書 

別紙２ 3(1)ア

空調設備 

はじまり館内の企画展示室および収蔵

庫の温湿度設定について警報機は設置

されておりますでしょうか、また外部

出力は可能でしょうか。 

警報器の設置はありません。 

また、外部出力機能もありません。 

 

15-

16 

業務仕様書 

別紙２ 建築設

備保守管理業務 

設備保守管理業務について、メーカー

による保守業務の指定はありますでし

ょうか。 

メーカーによる保守業務の指定は

無い予定です。 

15-

17 

業務仕様書 

別紙５ ５留意

事項 

現状設置されております警備機器のセ

ンサー図を開示いただけますでしょう

か。 

初代県庁館機械警備業務の入札時

点の警備案である【回答別添７】

を参照ください。 

（現状と一部異なります） 
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15-

18 

業務仕様書 

別紙５ ５留意

事項 

現状、機械警備委託契約されておりま

す警備業者につきましてご教示願いま

す。 

回答12-4参照 

        


