
久留米市民温水プール指定管理者募集に関する質問内容及び回答 

                                                     平成２８年８月５日現在 

NO 
質問の該当資料名 

及び項目 
質 問 内 容 回     答 回答日 

1 募集要項 
応募資格

について 

共同事業体による応募の場合は、共同事業体を

構成する全ての団体が久留米市に事務所又は事

業所を有する必要がありますか。 

共同事業体による応募の場合は、共同事業体を

構成するいずれかの団体が久留米市に事務所又

は事業所を有していれば応募できるものとしま

す。 

平成 28年 6月 17日 

2 様式 ６－５ 

現在の運営の中では障害者、子ども、高齢者な

どの利用に際してどのような配慮がされていま

すか。 

障害者の方等の利用の際にしては、安全対策と

事故防止に最大限の注意を傾ける、掲示物の掲

示の仕方を工夫する、必要に応じて施設内を案

内する等の配慮がされています。 

平成 28年 6月 27日 

3 仕様書 

自主事業

の実施状

況につい

て 

自主事業でプールを利用する際、参加者の方か

ら受講料と別にプールの利用料金を徴収されて

いますか。 

自主事業でプールを利用する場合においても、

久留米市民温水プール条例に基づき利用料金を

徴収する必要があり、現在は、受講料に２時間

までのプールの利用料金を含めて徴収されてい

ます。 

平成 28年 6月 27日 

4 仕様書 

自主事業

の実施状

況につい

て 

自主事業の講師は、指定管理者の職員の方がさ

れていますか。外部の方と契約されていますか。 

自主事業の講師の選任については、市では把握

しておりません。 
平成 28年 6月 27日 

5 条例 
減免につ

いて 

久留米市民温水プール条例第１３条の規定によ

り６５歳以上の方、障害者の方の利用の際は利

用料金を減額し、又は免除することができると

されていますが、現在の運用ではどのような方

に減額し、どのような方に免除されていますか。 

利用料金の減免については、久留米市民温水プ

ール条例のほか、同条例施行規則第４条に、６

５歳以上の方の利用については半額減額、障害

者の方の利用については全額免除する等定めて

おり、条例及び規則の規定に基づいた運用を行

っています。 

平成 28年 6月 27日 



 

NO 
質問の該当資料名 

及び項目 
質 問 内 容 回     答 回答日 

6 仕様書 

半額利用

券につい

て 

半額利用券は、市と指定管理者のどちらが配布

するのでしょうか。また、どのような方に配布

されるのでしょうか。市が配布している場合、

２９年度以降も配布する予定はありますか。 

半額利用券は、地元優遇措置として、地元校区

住民に対し配布するもので、配布に係る一切の

業務は市が行います。なお、平成２９年度以降

も半額利用券は配布する予定です。 

平成 28年 6月 27日 

7 募集要項 

選定基準

及び評価

項目につ

いて 

現在、地域経済を活性化させるような催しは何

かされていますか。 

現在、地域経済の活性化を主目的とした催しは

行われていません。 

平成 28年 6月 27日 

8 仕様書 

臨時休館

日につい

て 

２９年度において、連続する６０日間は上津ク

リーンセンターからの余熱供給がないというこ

とですが、それは何月頃の予定ですか。仮に夏

場であれば余熱が必要ないと思われ、その場合

はプールの営業が可能ですか。 

平成２９年度における余熱供給停止に伴う休館

は、プール利用者の少ない１月から３月までの

間の６０日間程度を予定しています。なお、夏

場であっても余熱を利用してプールの水を温め

ているので、余熱供給ができない期間のプール

の営業はできません。 

平成 28年 6月 27日 

9 仕様書 

光熱水費

等の取り

扱いにつ

いて 

電気の使用については、市から支給するとされ

ていますが、（様式６－１４）の「②光熱水費積

算内訳」に電気代は全く計上しなくてよろしい

ですか。 

お見込みのとおりです。 

平成 28年 6月 27日 

10 
プール概

要 

事業収支

状況につ

いて 

収支の内容の詳細を開示していただけないでし

ょうか。（様式６－１４）、（様式６－１５）、（様

式６－１６）、（様式６－１７）と同等のものの

開示をしていただきたい。 

指定管理者から提出される事業報告書について

情報公開請求することが可能です。ただし、開

示の可否については、久留米市情報公開条例に

基づき判断します。 

平成 28年 6月 27日 



 

NO 
質問の該当資料名 

及び項目 
質 問 内 容 回     答 回答日 

11 仕様書 

施設等の

補修・修

繕につい

て 

来年度以降修繕を行う予定の箇所はあります

か。 

今年度中に外壁の改修を行う予定です。平成２

９年度の余熱供給停止に伴う休館（連続する６

０日程度）に合わせて、内装等の改修を計画し

ていますが、確定しているものではありません。 

平成 28年 6月 27日 

12 仕様書 

業務従事

者につい

て 

現在の職員数及び各人の主な業務内容を教えて

ください。 

現在の業務従事者数は、職員３名、嘱託職員１

名、パート・臨時職員２０名の合計２４名です。

夏季期間は、別途パート・臨時職員約１０名が

雇用されています。受付・水質検査・施設内巡

回等、プール監視、内部事務などの業務をロー

テーションで行っています。 

平成 28年 6月 27日 

13 仕様書 

業務従事

者につい

て 

仮に指定管理者が変わった場合、現在の職員の

方で継続して久留米市民温水プールでの勤務を

希望される方は何人程度いらっしゃいますか。

いらっしゃる場合、その方々は主にどのような

業務をされていますか。 

現在の業務従事者は、指定管理者に雇用されて

いるため、市がお答えできるものではありませ

ん。 平成 28年 6月 27日 

14 募集要項 

事業計画

書につい

て 

事業計画書の作成について、制限枚数はありま

すか。 

事業計画書の枚数に制限は設けておりません。 

平成 28年 7月 5日 

15 
プール概

要 

利用者数

及び利用

料金収入

について 

利用者数及び利用料金収入について、過去５年

ほどの月別実績を教えてください。 

指定管理者から毎年度提出される施設利用統計

及び利用料統計を情報公開請求することは可能

です。ただし、開示の可否については、久留米

市情報公開条例に基づき判断します。 

平成 28年 7月 5日 

 



 

NO 
質問の該当資料名 

及び項目 
質 問 内 容 回     答 回答日 

16 仕様書 

臨時休館

日につい

て 

平成２９年度に６０日程度温水プールが使用で

きなくなるということですが、その期間トレー

ニング室などのプール以外の施設も使用できな

くなるのでしょうか。 

上津クリーンセンターからの余熱を利用して館

内の冷暖房の運転も行っているため、余熱供給

停止期間中は全館休館します。また、NO.11 の

回答のとおり、平成２９年度には休館に合わせ

た内装等の改修も計画しています。 

平成 28年 7月 5日 

17 仕様書 

臨時休館

日につい

て 

毎年度、温水プールを使用できない期間がある

予定ですが、その期間の損失を踏まえた上での

指定管理料を設定するのでしょうか。それとも

時期や期間が正式に決まった時点で市と指定管

理者の協議になるのでしょうか。 

仕様書（P１）に記載している臨時休館日に係る

損失を踏まえた上で指定管理料の設定をしてく

ださい。なお、平成２９年度以外の休館の時期

は、２月を予定しています（平成２９年度の休

館については、NO.8の回答のとおりです。）。 

平成 28年 7月 5日 

18 仕様書 

業務従事

者につい

て 

参考までに直営時における以下の（１）から（３）

の配置基準実績を常時○人、○時～○時○人、

○時以降○人等によりご教示ください。 

（１）受付及び事務室に配置する職員 

（２）プール運動指導職員及び監視員 ※夏期

等の利用者増に伴う監視員の増員がある場

合の期間及びその期間の配置実績 

（３）トレーニング室運動指導職員 

指定管理制度導入以前は、受付・水質検査・施

設巡回等２名、プール監視３人、内部事務１名

を配置していました。それ以上のことについて

は、当時の資料等が存在しないため、分かりま

せん。 
平成 28年 7月 12日 

19 募集要項 
応募書類

について 

納税証明書について、発行元によっては「滞納

のないことの証明」の書式自体が存在しない場

合がありますが、その場合は発行元が証明する

最大期間の納税証明書でよろしいか。 

直近２年分の納税証明書の提出をお願いしま

す。 
平成 28年 7月 12日 

 

 



NO 
質問の該当資料名 

及び項目 
質 問 内 容 回     答 回答日 

20 仕様書 
備品等に

ついて 

備品等について、「管理者は、本業務を実施する

ために備品等が必要な場合は、市と協議の上購

入又は調達することができる。」とありますが、

その財源が指定管理料より賄われる場合、備品

等は市又は指定管理者のどちらに帰属される

か。 

市に帰属する備品がある場合、その備品一覧を

示していただきたい。 

指定管理者が備品等を購入又は調達する場合、

その費用は指定管理者が負担し、当該備品等の

所有権は指定管理者に帰属します。 

平成 28年 7月 12日 

21 
特記仕様

書 

業務の内

容につい

て 

設備の維持管理に関する業務の中央監視設備に

ついて、直営最終年度の定期保守点検にかかる

実績（契約者及び年間経費）を教えてください。 

中央監視設備の定期保守点検に係る実績につい

ては、当時の資料等が存在しないため、分かり

ません。 

平成 28年 7月 12日 

22 仕様書 

臨時休館

日につい

て 

平成２９年度に６０日程度休館する予定になっ

ていますが、休館期間に発生する経費はどのよ

うなものがありますか。 

また、その期間はプールの水は循環させるので

しょうか。それとも水を抜くのでしょうか。 

余熱供給停止に伴う休館日（平成２９年度以外

も含む。）に発生する経費としては、人件費、施

設の維持管理に関する経費等が考えられます。 

また、例年当該期間にプールの水を抜いて洗浄

が行われています。 

平成 28年 7月 21日 

23 仕様書 

臨時休館

日につい

て 

平成２９年度に６０日程度休館する予定になっ

ていますが、その期間は職員が出勤する必要は

全くないのでしょうか。 

余熱供給停止に伴う休館日（平成２９年度以外

も含む。）に市から出勤を求めることはありませ

んので、出勤するかどうかは指定管理者にお任

せします。 

平成 28年 7月 21日 

24 
プール概

要 

平成２７

年度自主

事業の実

施状況 

プール概要に記載されている水泳教室の受講料

は、受講料の中にプールの利用料金を含んだ金

額でしょうか。また、ヨガなどのプールを使用

しない教室の場合は、受講者の支払いは受講料

のみでよろしいですか。 

お見込みのとおりです。 

平成 28年 7月 21日 



 

NO 
質問の該当資料名 

及び項目 
質 問 内 容 回     答 回答日 

25 仕様書 

運営経費

に関する

ことにつ

いて 

上津クリーンセンターから供給される熱源は何

ですか。 

約８０℃の温水です。 

平成 28年 7月 21日 

26 
特記仕様

書 

業務の内

容につい

て 

吸収式冷凍機設備の燃料は何ですか。 石油、ガス等の燃料は使用せず、上津クリーン

センターから供給する温水を利用して運転して

います。 

平成 28年 7月 21日 

27 
条例施行

規則 

減免につ

いて 

久留米市民温水プール条例施行規則第４条第５

号の規定により減免事由とされている上津校区

まちづくり振興会が実施する行事の過去の実績

（３か年）とスケジュールを教えてください。 

過去３年間において上津校区まちづくり振興会

が実施する行事はありませんでした。 
平成 28年 7月 26日 

28 様式 １ 

指定管理者指定申請書の記入方法について教え

てください。 

「１ 公の施設の名称」には、「久留米市民温水

プール」と記入すればよろしいか。 

「２ 添付書類」には、添付書類全てを記入す

るのか、指定申請書類一覧の項目全てを記入す

ればよろしいか。 

「１ 公の施設の名称」には、「久留米市民温水

プール」とご記入ください。 

「２ 添付書類」には、指定申請書類一覧の項

目のほか任意で添付する書類があれば、当該書

類についても記入をお願いします。スペースが

足りなければ、別紙をつけていただいても構い

ません。 

平成 28年 7月 26日 

29 －  
１階及び２階の平面図をお示しください。 別紙（平面図）のとおりです。 

平成 28年 7月 26日 

 

 



NO 
質問の該当資料名 

及び項目 
質 問 内 容 回     答 回答日 

30 募集要項 

指定管理

料の債務

負担行為

について 

５年間の指定管理料（２６０，８８０千円）と

あり、現在の指定管理料に比べ大幅に増額され

ていますが、その理由を教えてください。 

募集要項に示した指定管理料の債務負担行為と

は、５年間で市が支払うことのできる限度額を

表したものです。実際の指定管理料は、事業計

画書の中で提案された額をもとに指定管理者と

締結する年度協定書により決定するので、債務

負担行為と実際の指定管理料は異なります。 

なお、次期指定管理期間の債務負担行為の額が

現在の指定管理期間の債務負担行為の額（２５

２，７６９千円）に比べて高いのは、消費税率

が１０％に引き上げられること等を考慮したた

めです。 

平成 28年 7月 26日 

31 募集要項 
応募書類

について 

提出書類に捺印する印鑑は、全て実印でしょう

か。貴市に業者登録を行っている場合は、使用

印でもよろしいでしょうか。 

業者登録は指定管理者の応募とは関係がないた

め、提出書類には実印の押印をお願いします。 平成 28年 7月 26日 

32 仕様書 
水質管理

について 

水質管理に必要な薬品名（メーカー名を含む。）

及び年間の使用量を教えてください。 

現在、次亜塩素、ポリ塩化アルミニウム、ＤＰ

Ｄ試薬が使用されています。メーカー名及び年

間の使用量については、市では把握しておりま

せん。 

平成 28年 7月 26日 

33 
特記仕様

書 

臨時休館

日につい

て 

上津クリーンセンターの定期点検及び改修工事

により余熱を供給できない連続する休館の際

は、スタッフは最低何名常勤するのでしょうか。 

NO.23の回答のとおりです。 

平成 28年 7月 26日 

 

 

 

 



NO 
質問の該当資料名 

及び項目 
質 問 内 容 回     答 回答日 

34 仕様書 

業務従業

者数と資

格要件に

ついて 

衛生管理者以外に必要な資格はありますか。 

例：防火管理者等 

防火管理者の選任（特記仕様書（P2）「⑨ 消防

設備」を参照）が必要です。そのほか監視員の

中に「日本赤十字社水上安全法救助員」又は「普

通救命講習修了者」の資格を有する者を従事（特

記仕様書（P4）「（９）監視に関する業務」の③

を参照）させてください。 

平成 28年 7月 26日 

35 仕様書 
備品等に

ついて 

入退場管理システムの契約先及び問い合わせ先

を教えてください。 

入退場管理システムについては、現在はＢＣＣ

（株）と賃貸借契約が結ばれています。問い合

わせ先については、市では把握しておりません。 

平成 28年 7月 26日 

36 仕様書 

指定契約

一覧表に

ついて 

券売機保守点検の契約先及び問い合わせ先を教

えてください。 

券売機保守点検については、（株）自動サービス

と契約を締結しています。問い合わせ先につい

ては、市では把握しておりません。 

平成 28年 7月 26日 

37 仕様書 

貸与品一

覧につい

て 

５年前の公募の際の貸与品一覧に水質測定装

置、冷蔵庫、洗濯機、プールカバー巻き取り機、

体内脂肪計の記載がありましたが、現在は貸与

されてないのでしょうか。また、機械室の洗濯

機は現指定管理者の持ち込み備品ですか。 

ご質問の貸与品については、経年劣化により使

用できない等の理由から現在は貸与しておりま

せん。機械室の洗濯機は、現在の指定管理者が

調達したものです。 

平成 28年 7月 26日 

38 募集要項 

事業計画

書につい

て 

様式のフォーマットを加工してもよろしいです

か。（Ａ４版、縦書き、横書きは変わりません。）

また、枚数の制限や印刷の片面又は両面等の指

定はありますか。 

様式のフォーマットを加工していただいて構い

ません。枚数の制限や印刷面の指定はありませ

んが、環境への配慮から両面印刷にご協力をお

願いします。 

平成 28年 7月 26日 

 

 



NO 
質問の該当資料名 

及び項目 
質 問 内 容 回     答 回答日 

39 －  

平成２８年度のプール、多目的ホールにおける

年間行事予定表をお示しください。また、併せ

て大会等の専用利用における時間帯も教えてく

ださい。 

指定管理者から提出される事業計画書の中の自

主事業一覧及びイベント一覧を情報公開請求す

ることは可能です。ただし、開示の可否につい

ては、久留米市情報公開条例に基づき判断しま

す。 

６月１２日に開催した小中学生記録会兼県民体

育大会選手選考会の際は、９時３０分から１５

時までを専用利用としています。現在そのほか

の専用利用の予定はありません。 

平成 28年 7月 26日 

40 募集要項 
応募書類

について 

NO.19 の回答に直近２年分の納税証明書の提出

とありますが、募集要項の中にはそのような記

載がないように思われます。 

また、法人税・消費税及び地方消費税は、納税

証明書その１でよろしいですか。その３の３の

場合、直近２年分は発行できないかと思います。 

納税証明書については、募集要項に記載してい

るとおり「滞納がないことを証明する書類」の

提出をお願いします。ただし、NO.19 のご質問

のように、滞納がないことの証明書を発行元が

発行しない場合については、直近２年分の納税

が確認できる証明書をもって滞納がないことの

証明書に代えることとします。法人税・消費税

及び地方消費税については、「納税証明書その３

の３（未納の税額がないことの証明）」が発行さ

れるので、当該証明書の提出をお願いします。 

平成 28年 7月 26日 

41 募集要項 
応募書類

について 

応募書類の「カ その他の書類」に「指定申請

の日の属する事業年度及び翌事業年度における

法人等の事業計画書及び収支予算書」とありま

すが、翌事業年度における法人等の事業計画書

及び収支予算書は案でよろしいですか。 

お見込みのとおりです。 

平成 28年 7月 26日 

 



NO 
質問の該当資料名 

及び項目 
質 問 内 容 回     答 回答日 

42 
特記仕様

書 

業務の内

容につい

て 

設備の維持管理に関する業務について、定期点

検を必要とする各種設備機器のメーカー・数

量・型式・容量（能力）等を教えてください。

また、設備の名称と型式等が記入されている点

検報告書の控えがあれば示していただきたい。 

各種設備機器の仕様は、別紙（設備機器一覧）

のとおりです。点検報告書については、市では

保有しておりません。 平成 28年 8月 5日 

 43 
特記仕様

書 

業務の内

容につい

て 

緑地及び樹木管理に関する業務について、植木

（樹木）の名称・数量（本数）・芝生の面積を教

えてください。 

管理すべき緑地及び樹木は、おおよそ次のとお

りです。 

ヤマモモ１本、サンゴジュ２本、ケヤキ３本、

サザンカ１０本、キンモクセイ６本、ベニカナ

メモチ１４本、キョウチクトウ６０本、ソメイ

ヨシノ８本、ツツジ１，５００本、シャリンバ

イ２３本、レンギョウ４００本、芝生１，５１

７㎡、除草地（芝生以外）１５３㎡ 

平成 28年 8月 5日 

44 
特記仕様

書 

業務の内

容につい

て 

清掃に関する業務について、各部毎の床材と面

積を教えてください。 

床材については別紙（内部仕上表）のとおり、

面積については別紙（平面図）のとおりです。 平成 28年 8月 5日 

45 
特記仕様

書 

業務の内

容につい

て 

設備機器の点検報告書を見せていただき、どの

項目で点検しているのか、現在どのような不良

箇所があるのか教えてください。 

設備機器の点検報告書は、市では保有しており

ません。点検する項目については、特記仕様書

（P1）の「（１）設備の維持管理に関する業務」

に記載しているとおりです。現在、施設の維持

管理に支障を及ぼすような不具合はありませ

ん。 

平成 28年 8月 5日 

 

 

 



NO 
質問の該当資料名 

及び項目 
質 問 内 容 回     答 回答日 

46 仕様書 

施設等の

補修・修

繕につい

て 

過去の設備機器の修繕履歴を示していただきた

い。 

平成２７年度には、券売機の故障、事務所空調

機故障及び施設監視盤の通信不良に係る修繕を

行っています。 
平成 28年 8月 5日 

47 
特記仕様

書 

業務の内

容につい

て 

定期清掃について、ガラス及びサッシの洗浄は

「場所により年間２回から４回程度」とありま

すが、具体的にどの部分が何回なのか教えてく

ださい。また、それぞれの面積も教えてくださ

い。 

ガラス及びサッシの清掃について、市から具体

的な場所と回数を指定しているわけではありま

せん。汚れが目立つ場所等については特に清掃

を行ってください。 

平成 28年 8月 5日 

48 募集要項 

利用料金

制度につ

いて 

利用料金の収入年度は「利用日の属する年度」

となっていますが、多目的ホールの利用料金の

徴収については、前納制と使用毎の都度払いの

どちらですか。前納制の場合、売上金の計上は

収受時と利用時のどちらですか。また、自主事

業においては、基本的には前納制を予定してお

りますが、収支計画及び報告の際は、収受時と

利用時のどちらで報告すべきですか。 

多目的ホールの利用については、利用日の前月

の１日から申請することが可能で、利用料金は

申請時に徴収しています。利用料金の収入計上

は、収受した日をもって計上してください。プ

ール及びトレーニング室の利用料金について

は、利用日（＝収受日）の収入としてください。 

自主事業に係る受講料等をまとめて収受する場

合は、収受した日をもって計上してください。 

平成 28年 8月 5日 

49 
特記仕様

書 

業務の内

容につい

て 

定期清掃として年２回のプールの冠水清掃の実

施とありますが、現在はいつ頃実施しているの

でしょうか。（NO.22の回答以外の実施時期を教

えてください。） 

余熱供給停止期間（例年２月）以外には、例年

１０月に４日間休館して実施されています。 
平成 28年 8月 5日 

50 仕様書 

施設等の

補修・修

繕につい

て 

１件当たり１０万円以上の修繕は、市の負担と

いう理解でよろしいですか。 

お見込みのとおりです。 

平成 28年 8月 5日 



NO 
質問の該当資料名 

及び項目 
質 問 内 容 回     答 回答日 

51 仕様書 

自動販売

機の設置

及び売店

等の物品

販売につ

いて 

直近の自販機の設置台数とその行政財産使用料

の金額を教えてください。また、現在物品販売

をされているようですが、行政財産使用料は発

生しているのでしょうか。 

現在自動販売機は４台設置されており、うち３

台は現在の指定管理者が設置し、１台は上津校

区母子寡婦福祉会が設置したもので、後者につ

いては平成２９年度以降もそのまま設置される

予定です（仕様書（P3）「１６．自動販売機の設

置について」を参照）。自動販売機の行政財産使

用料は、設置機種の消費電力等で異なり、平成

２７年度の各使用料は、７８，１５３円、６９，

８８８円、６７，０２０円、１３３，８４２円

です。 

また、物品販売についても行政財産使用料を徴

収しています。 

平成 28年 8月 5日 

52 募集要項 

事業計画

書につい

て 

指定管理料の中でトレーニング室のマシンの入

替え（リース契約）の提案は可能でしょうか。（可

能な場合、不要になったマシンについての考え

（処分、保管等）についても教えてください。） 

提案をしていただくことは可能です。不要にな

ったトレーニング機器については、保管する、

市が保有する他の施設で使用する又は処分をす

る方法がありますが、具体的には市との協議に

よることとします。 

平成 28年 8月 5日 

 

 

 

 

 

 

 

 



NO 
質問の該当資料名 

及び項目 
質 問 内 容 回     答 回答日 

53 仕様書 
備品等に

ついて 

入退場管理システムについて、現在使用してい

るシステムを引き継ぐことは可能ですか。可能

な場合、年間の金額を教えてください。もし、

新しいシステムを導入しなければならない場

合、最低限必要な項目（情報）を教えてくださ

い。 

現在使用している入退場管理システムは、現在

の指定管理者が購入したものであるため、現段

階において引き継ぐことができるかどうかにつ

いてはお答えできません。 

現在のシステムは、プール及びトレーニング室

については、利用料金、利用者が退出すべき時

間、超過時間及び超過料金を管理し、多目的ホ

ールについては、利用料金及び予約の管理を行

うシステムです。また、各種統計資料の作成が

可能です。現在のシステムに搭載している項目

は、プール及びトレーニング室の利用について

は、整理券、ロッカー番号、利用施設、券種、

年齢層、性別、使用人数、入場時間、退場時間、

超過時間、使用料、超過料金、貸出品、メッセ

ージ等の項目があり、多目的ホールの利用につ

いては、利用日、利用時間帯、半面・全面、利

用区分、利用者コード、利用団体名、代表者名、

住所、電話番号、利用目的等の項目があります。 

平成 28年 8月 5日 

54 募集要項 
応募書類

について 

様式５及び様式６－１から６－２２までについ

ては、求められている内容が同じであれば、応

募者の任意書式に変更することは可能ですか。 

様式を加工しても構いませんが、任意様式に変

更することはしないでください。 平成 28年 8月 5日 

 

 

 

 



NO 
質問の該当資料名 

及び項目 
質 問 内 容 回     答 回答日 

 55 
特記仕様

書 

業務の内

容につい

て 

監視員の中に「日本赤十字社水上安全法救助員」

又は「普通救命講習修了者」の資格を有するも

のを１名以上従事させることとなっています

が、常時配置が必要でしょうか。それとも１日

の勤務のうち１名以上の配置ということでしょ

うか。 

「日本赤十字社水上安全法救助員」又は「普通

救命講習修了者」の資格を有するものは、常時

従事させてください。 
平成 28年 8月 5日 

56 
プール概

要 

事業収支

状況につ

いて 

平成２６年度及び平成２７年度の収支状況につ

いて、消費税額の算出根拠について教えてくだ

さい。（支出の中から課税対象の合計に消費税を

計上するという理解でよいか。） 

お見込みのとおりです。 

平成 28年 8月 5日 

57 募集要項 

事業計画

書につい

て 

収支計画書の作成に当たっては、消費税率１

０％を前提とすることとされていますが、利用

料金についても、現在の条例の金額「税込み

８％」から「税込み１０％」として算出すると

いう理解でよろしいですか。その場合、算出に

よって発生する１円単位以下の取扱いについて

は、切り捨てと切り上げどちらでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

利用料金を算出する際に発生する１０円未満の

額については切り捨ててください。 

平成 28年 8月 5日 

58 仕様書 

業務従業

者数と資

格要件に

ついて 

プール内の監視は常時複数名体制を維持し、利

用者数等に応じ監視員を増員することとありま

すが、現在の通常時の監視体制と夏季の監視体

制（最大人数と最小人数）を教えてください。 

現在プールの監視は、通常時は２名体制で行い、

利用者数に応じ最大５名まで増員しています。 
平成 28年 8月 5日 

59 
プール概

要 

平成２７

年度自主

事業の実

施状況 

現在自主事業における子どもプール教室では、

何レーンを専用利用していますか。 

１コースと半分を専用利用しています。 

平成 28年 8月 5日 



NO 
質問の該当資料名 

及び項目 
質 問 内 容 回     答 回答日 

60 －  

プール教室実施によるコースの専用利用に際し

て一般利用者へ何か特別に配慮されていること

はありますか。 

受付の前に開催中の教室が分かるように掲示

し、及びプールのコースに教室専用コースであ

ることが分かるように掲示されています。 

平成 28年 8月 5日 

61 仕様書 
損害賠償

について 

仕様書には、火災保険には市が加入、損害保険

は管理者が負担となっており、補償金額の記載

はありませんが、指定管理者は募集要項及び仕

様書に定められた自らのリスクに対して保険等

に加入しなければならないということでしょう

か。 

お見込みのとおりです。 

平成 28年 8月 5日 

62 募集要項 

事業計画

書につい

て 

事業計画書（様式６－１１から様式６－１７ま

での収支計画）の作成にあたっては、「消費税率

１０％を前提とすること」とありますが、消費

税率８％の作成でよろしいですか。 

募集要項に記載しているとおり消費税率１０％

を前提として作成してください。 
平成 28年 8月 5日 

63 
プール概

要 

自主事業

の実施状

況につい

て 

過去２年間の自主事業の実施状況を把握したい

ため、平成２６年度の自主事業教室も教えてく

ださい。また、教室以外に開催したイベント等

の実績がありましたら教えてください（過去２

年分）。 

指定管理者から提出される事業報告書の中の

「教室開催状況一覧」及び「イベント開催状況

報告」を情報公開請求していただくことはでき

ます。ただし、開示の可否については、久留米

市情報公開条例に基づいて判断します。 

平成 28年 8月 5日 

64 仕様書 

業務従事

者数と資

格要件に

ついて 

受付・事務所・プール・トレーニング室の平日、

土日の職員の配置人数を教えてください。また、

プール監視は、利用者数等に応じ増員すること

とありますが、現在増員している時間帯があれ

ば教えてください。 

受付１名、事務所３名、プール２名を配置し、

トレーニング室については、常時配置はされて

おりません。また、プール監視の時間帯に応じ

た増員は行われておりません（利用者数に応じ

た増員については、NO.58 の回答のとおりで

す。）。 

平成 28年 8月 5日 

 



NO 
質問の該当資料名 

及び項目 
質 問 内 容 回     答 回答日 

65 
プール概

要 

事業収支

状況につ

いて 

支出の部で、自主事業及び物品販売等に係る経

費はどの項目に含まれるか教えてください。ま

た、自主事業教室のみの収支を教えてください。 

自主事業に係る経費については、主に委託料に、

物品販売等に係る経費については、その他に含

まれています。 

自主事業の収支について情報公開請求していた

だくことはできます。ただし、開示の可否につ

いては、久留米市情報公開条例に基づいて判断

します。 

平成 28年 8月 5日 

66 
プール概

要 

事業収支

状況につ

いて 

支出の部の各項目の経費明細を教えてくださ

い。また、課税対象（消費税）の経費はどの項

目に含まれるか教えてください。 

支出の詳細については、NO.10 の回答のとおり

です。課税対象（消費税）の経費がどの項目に

含まれるかは市では把握しておりません。 

平成 28年 8月 5日 

67 仕様書 

施設等の

補修・修

繕につい

て 

指定管理期間（平成２９年度から平成３３年度

まで）に施設の改修工事計画があれば、工事の

内容と期間を教えてください。（例：プール内タ

イル補修、プール水銀灯をＬＥＤ照明への変更

など） 

NO.11の回答のとおりです。 

平成 28年 8月 5日 

68 様式 ３ 

団体等の概要について、「免許・登録」とありま

すが、指し示す内容を教えてください。 

国等から許認可を受けているもの等について、

その内容（許認可の番号、許認可年月日等）を

記入してください。 

平成 28年 8月 5日 

69 仕様書 

臨時休館

日につい

て 

上津クリーンセンターの余熱供給停止時にはど

のようにして熱源を確保していますか。 

上津クリーンセンターから供給する余熱以外の

熱源はありません。 平成 28年 8月 5日 

70 仕様書 
備品等に

ついて 

入退場管理システムは、具体的にどのようなシ

ステムか教えてください。 

NO.53の回答のとおりです。 
平成 28年 8月 5日 

 

 



NO 
質問の該当資料名 

及び項目 
質 問 内 容 回     答 回答日 

71 －  

プールの逆洗の頻度、月の補給水量を教えてく

ださい。また、プールの水の年に１度の入替え

作業時に定期補修している箇所があれば教えて

ください。 

プールの逆洗は、１日に１回行っています。月

の補給水量については不明です。水の入替え作

業時に定期補修している箇所は特にありませ

ん。なお、プールの水の入替えの回数は、年１

回ではなく年２回です（特記仕様書（P3）「② 定

期清掃」を参照）。 

平成 28年 8月 5日 

 


