
指定管理者募集に関する質問と回答（函館市亀田交流プラザ）                  

                                   （令和元年６月６日質問受付分）  

№  対象書類  質  問  回  答  

９  函館市亀田交流プラザ指定管

理者募集要項  Ｐ１０  

９自主事業  

・カフェコーナーに厨房機器を配置す

る際，コンロなど火器の使用は可能で

しょうか。  

・現在整備を進めているカフェコーナ

ーの諸設備については，詳細図に示し

た設備以外に，照明設備（ＬＥＤダウ

ンライト（厨房部）およびＬＥＤベー

スライト（控室部）），空調設備（天井

カセット型パッケージ空調機（ＥＨ

Ｐ）），換気設備（一般用換気扇および食

器洗浄機用排風機）を整備する予定です

が，火気の使用を想定しておりませんので，

コンロ等火器を使用する場合には設備の改

修が必要となります。 

また，これら設備については，函館

市教育委員会の承認を得た場合，指定

管理者の費用と責任で改修できるもの

としますが，指定期間が終了したと

き，指定を取り消されたとき，管理業

務の全部の停止を命ぜられたときは，

速やかに原状に回復していただきま

す。ただし，あらかじめ原状回復を要

しない旨の函館市教育委員会の承認を

得たときは，この限りではございませ

ん。  

 

 

 



№  対象書類  質  問  回  答  

10 函館市亀田交流プラザ指定管

理者募集要項  Ｐ１０  

９自主事業  

・説明会にてオープニングイベント等

も自主事業との説明がございましたが

スポットイベントの場合も収支計画書

の各年度分提出必要でしょうか。  

・計画している自主事業につきまして

は全て各年度分の自主事業に係る収支

計画書（別記様式７）の提出が必要と

なります。  

11 ・カフェの営業時間は事業者の提案で

よろしいでしょうか。  

・カフェコーナーの営業日や営業時間

については，亀田交流プラザの開館

日，開館時間の範囲内で設定してくだ

さい。  

12 函館市亀田交流プラザ管理業

務処理要領 Ｐ１  

Ⅰ管理業務の範囲１（１）ウ  

高齢者対象大学（２年制）の

実施  

 

・高齢者大学 (2 年制 )の実施について  

他の高齢者大学では実施業務仕様書に

て学校長や講師謝礼金などが定められ

ていますが本件は処理要領内容のみで

よろしいのでしょうか。  

 

・現在，市が実施する高齢者対象大学

事業は，実施場所となる施設の指定管

理者による管理業務として実施するも

のと，委託業務により実施するものが

ございます。委託業務により実施する

場合は，市が実施業務仕様書により詳

細を定めておりますが，函館市亀田交

流プラザで実施する高齢者対象大学

（亀田老人大学）については，令和２

年度以降，指定管理者が担う管理業務

として実施することとなり，内容は処

理要領の記載内容に沿ってご提案いた

だくことになります。なお，他の高齢

者対象大学との調整が必要な事項（受

講者募集時期や応募条件など）につい

ては，事業実施前に函館市教育委員会

と協議することとなります。  

 

 



№  対象書類  質  問  回  答  

13 函館市亀田交流プラザ管理業

務処理要領 Ｐ２  

Ⅰ管理業務の範囲１（２）イ  

高齢者（６０歳以上）の活動

の場の無料開放事業の実施  

 

・レクリエーションで行なう事業は材

料費の徴収もなく，完全無料開催の認

識でよろしいでしょうか。  

 

・開放事業につきましては無料で実施

していただくこととなりますが，実施

する各種レクリエーションにつきまし

ては，教材費等の実費相当分を受講料

として徴収することは可能です。ただ

し，受講料を徴収する場合は，実費相

当分を超える受講者負担額が生じない

ように料金設定をお願いします。  

 

14 函館市亀田交流プラザ管理業

務処理要領 Ｐ３～４  

Ⅰ管理業務の範囲１（３）イ

（ア）図書コーナー  

・図書コーナーの購入費は管理委託料

にて計上可能でしょうか。  

・図書コーナー（3,000 冊）および児

童図書コーナー（1,500 冊）の図書に

ついては，開館までに函館市で選定し

準備する予定となっております。図書

以外の新聞や雑誌等については指定管

理者で配置することとなりますので，

管理委託料に計上してください。  

 なお，雑誌を４０誌程度収納できる

雑誌棚は函館市で整備する予定となっ

ております。  

 また，亀田交流プラザ開館後の図書

の購入（老朽，破損，汚損，紛失等に

よる図書の入替や新刊の購入など）に

ついては指定管理者で行うこととなり

ますので，管理委託料に計上してくだ

さい。  

 

 



№  対象書類  質  問  回  答  

15 函館市亀田交流プラザ管理業

務処理要領 Ｐ５～１７  

Ⅰ管理業務の範囲３  

維持管理に関すること  

・自動扉およびエレベーターのメーカ

ー名をご教示ください。  

・現在，施設の整備を進めているとこ

ろであり，具体的な機器のメーカー等

についてはお示しできません。  

 

 

16 函館市亀田交流プラザ指定管

理者募集要項  Ｐ４  

（２）応募時の提出書類  

 

・事業計画書は添付ファイル内の申請

様式５－１の使用が規定でしょうか。

（パワーポイントでの作成など可能

か）  

・様式についてはパワーポイント等で

作成していただいてもかまいません

が，別記様式５－１に記載している項

目について漏れなく記載していただき

ますようお願いします。  

 

 

17 函館市亀田交流プラザ管理業

務処理要領 Ｐ１  

Ⅰ管理業務の範囲１（１）イ

児童（１８歳未満）を対象と

した無料体験講座および季節

行事の実施  

・子ども体育室や子ども活動室におい

て，無料体験講座のほか季節行事を実

施すること。とありますが，子ども体

育室は使用料が定められておりますが

業務処理要領に基づく無料体験講座や

季節行事を実施の際は受託者が使用料

を納めるのでしょうか。  

・函館市亀田交流プラザ管理業務処理

要領Ｐ１～Ｐ４「Ⅰ管理業務の範囲」

１ 函館市亀田交流プラザ条例第４条の

事業の実施に関すること(１)～(３)に

記載されております各種事業を実施す

る場合は，受託者が使用料を納める必

要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



№  対象書類  質  問  回  答  

18 函館市亀田交流プラザ管理業

務処理要領 Ｐ１  

Ⅰ管理業務の範囲１（１）ウ

高齢者対象大学（２年制）の

実施  

・高齢者対象大学の各種講座や入学・

卒業式は講堂や大会議室を使用して行

なうのでしょうか。その場合使用料は

受託者が納めるのでしょうか。  

・亀田交流プラザで実施する２年制の

高齢者対象大学につきましては，説明

会でお伝えしましたとおり，１学年に

つき 150 人程度とし，亀田交流プラザ

の開館２年目（令和３年度）以降は毎

年度２学年で 300 人程度となるよう計

画をお願いしております。会場につき

ましては，人数を考慮のうえ計画して

いただきますようお願いします。  

 なお，質問Ｎｏ１７で回答したとお

り，使用料を納める必要はありませ

ん。  

 

 

19 ・交流集会室，交流スペース，交流活

動室，軽運動室は開館日無料開放とな

っているため，高齢者大学ではこれら

の会場は使用しないという判断でよろ

しいでしょうか。  

・高齢者対象大学の実施については，

無料開放事業の実施場所以外で計画し

ていただきますようお願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№  対象書類  質  問  回  答  

20 函館市亀田交流プラザ管理業

務処理要領 Ｐ２  

Ⅰ管理業務の範囲１（２）イ  

高齢者（６０歳以上）の活動

の場の無料開放事業の実施  

 

・交流集会室，交流スペース，交流活

動室，軽運動室の無料開放時に従業員

１名以上配置すること。とありますが

各会場に従業員を配置するという意味

でしょうか。（無料開放で自由に会場

を使用してもらうのではなく，例えば

交流集会室でカラオケを 9:00～17:00

付き添って行う様なイメージなのです

か。）  

・高齢者（６０歳以上）の活動の場の

無料開放事業の実施については，午前

９時から午後５時までの間は，対象者

に交流集会室，交流スペース，交流活

動室，軽運動室を自由に利用していた

だきますが，従事者については，これ

ら諸室を利用する対象者の安全管理等

を総括的に行う者を１人以上配置して

いただきます。  

 

21 ・交流集会室は使用料が定められてお

りますが，無料開放の対象会場ともな

っておりますがどのような考え方なの

でしょうか。  

・交流集会室は，午前９時から午後５

時までの間，高齢者（６０歳以上）の

活動の場の無料開放事業を実施します

が，事業を実施していないとき（午後

６時から午後１０時までの時間など）

については，施設を使用しようとする

者から施設の使用の許可申請があり，

許可した場合に使用料を納付して使用

できるよう規定したものであります。  

 

22 ・軽運動室に設置予定の運動機器をご

教示ください。  

・軽運動室には，簡易なランニングマ

シンやエアロバイク，ダンベルセット

等を備え付ける予定ですが，これらは

令和２年３月までに函館市で整備する

予定です。  

 

 



№  対象書類  質  問  回  答  

23 函館市亀田交流プラザ管理業

務処理要領 Ｐ２  

Ⅰ管理業務の範囲１（２）エ  

児童（１８歳未満）の活動の

場の無料開放事業の実施  

・午前 9 時から午後 1 時までは，未就

学児と付き添いの保護者等を対象とし

た開放とありますが，小・中学校の長

期休業期間中も同様に開放でよろしい

でしょうか。  

・施設の休館日を除く函館市立の小・

中学校の休業日（土日祝日および長期

休業（年度始休業，夏季休業，冬季休

業，年度末休業）期間中）について

は，午前中から小中学生等も利用しま

すので，未就学児と付き添いの保護者

等を対象とした開放のみではなく，児

童（１８歳未満）を対象とした開放事

業についても実施してください。  

 また，開放にあたっては，時間帯で

年齢により使用場所（子ども体育室と

子ども活動室）を区分するなど，児童

の安全を考慮し，計画してください。  

 

 

24 ・子ども活動室には遊具やおもちゃが

設置されるのでしょうか。  

管理者が用意するのでしょうか。  

・子ども活動室や子ども体育室には，

遊具やおもちゃのほか，児童向けの図

書等を備え付ける予定ですが，これら

は令和２年３月までに函館市で整備す

る予定です。  

 

 

 

 

 

 

 



№  対象書類  質  問  回  答  

25 函館市亀田交流プラザ管理業

務処理要領 Ｐ２２  

Ⅳ備品等  

・事務室にはデスク・イス，ＰＣや複

合機などは貸与されるのでしょうか。

管理者で用意するものでしょうか。  

・事務室にはデスクやイスを備え付け

る予定ですが，これらは令和２年３月

までに函館市で整備する予定です。  

 また，事務用のパソコンや複合機等

の事務機器については，募集要項Ｐ９  

８（１）管理に要する経費に記載して

おります「維持管理費・その他・使用

料及び賃借料」に積算しておりますの

で，指定管理者に用意していただくこ

ととなります。  

 

 

26 別添２  

函館市亀田交流プラザ参考図  

・事務室が１階と２階の２箇所ござい

ますが，どの様な使用想定で２箇所事

務室を設けているのでしょうか。  

・１階の事務室は，主に総合案内や施

設の維持管理，フロア管理，駐車場の

管理，事業の企画等の業務を担う従事

者の事務室を想定しており，２階の事

務室は，高齢者や児童の活動の場の無

料開放事業に参加する対象者の入退場

の管理や安全管理等のため配置する従

事者の事務室を想定しておりますが，

実際の従事者の配置については，指定

管理者が提案する計画の管理体制によ

ることとなります。  

 

 

 


