
長崎市市民活動センター指定管理者の公募に関する質問回答 

 令和４年９月５日（月）までに受けた質問に関する回答は、以下のとおりです。 

 なお、回答はホームページにも掲載しております。 

 

 〇長崎市指定管理者ホームページＵＲＬ 

http://www.city.nagasaki.lg.jp/syokai/760000/764000/index.html 

 

(質問のあった順に掲載) 

№ 質問事項 質問内容 回答 

１ 仕様書１ページ

２ 施設の概要

について 

過去４年の収支状況についてお示

しください。 

【別紙１】のとおりです。 

２ 仕様書２ページ  

６ 職員の配置

等 

現在の従業者数、及び、勤務体制に

ついてお示しください。また、職員

に週単位で定められた労働時間の

規定があればそれもお示しくださ

い。 

令和３年度の職員の配置実績は14人（正規２

人、臨時職員等12人）です。 

現在の勤務体制については、現指定管理者の

経営のノウハウを含む情報であり、指定管理

者独自のものであることから公表は控えさせ

ていただきます。職員の週単位の労働時間に

ついては、労働基準法など関係法令を遵守し

てください。 

３ 仕様書４ページ  

エ 市民活動に

関する情報の収

集及び提供に関

する事業 

ホームページのドメイン、URLは現

行のものを引き継いでの運用は可

能でしょうか。 

可能です。 

４ 仕様書５ページ  

オ センターの

利用の許可など

施設及び設備の

提供に関する事

業 

貸し事務室・会議室の利用予約受

付開始の時期から、実際の利用、料

金支払いまでのフロー、スケジュ

ールをお示しください。 

現在のフローやスケジュールなど 

【貸し事務室】 

①事務室の利用希望団体を募集 

（指定管理者と市で周知）※利用開始の約10か月前 

②審査会で事務室の利用希望団体を審査 

 ※利用開始の約6か月前 

③市から指定管理者へ利用団体の決定通知 

 ※利用開始の約6か月前 

④利用団体が指定管理者へ利用許可の申請 

 ※年度ごとに申請 

⑤指定管理者が団体へ利用許可証の交付 

 ※年度ごとに交付 

⑥指定管理者が団体に請求書を毎月発行 

 ※当月分を毎月1日請求 



№ 質問事項 質問内容 回答 

⑦団体が利用料金を現金納付 

⑧利用団体が事務室を利用 

【会議室】 

①利用者からの仮予約 （センターの登録団体は

利用の3か月前、非登録団体は2か月前から可能） 

②利用者が指定管理者に利用申請書を提出 

③利用者は利用前に利用料金を現金納付 

④指定管理者が利用許可証を交付 

⑤利用者は利用日に会議室の利用 

※②～⑤は会議室の利用当日に処理 

５ 仕様書６ページ  

カ センターの

施設及び設備 

の維持管理に関

する業務 

コピー機の仕様についてお示しく

ださい。 

現在の作業室のコピー機の仕様は【別紙２】の

とおりです。 

６ 仕様書６ページ  

カ センターの

施設及び設備の

維持管理に関す

る業務 

再委託の業者と金額について実績

をお示しください。 

再委託については、機械警備業務、消防設備保

守点検業務、空調機点検業務、害虫等点検業

務、樹木剪定業務を承認しています。業者名と

金額の内訳についての公表は控えさせていた

だきますが、合計金額は約50万円です。 

７ 募集要項11ペー

ジ 11 申請書

類 

申請書類が製本の仕様上で一冊に

まとらない場合、表紙等に分冊で

ある旨を明記した上で、分冊で提

出可能でしょうか。 

可能です。 

 

８ 募集要項１ペー

ジ ２(１) 施

設の設置目的～ 

長崎市市民活動センターは「国登

録有形文化財」のため、制限や禁止

事項、保守的要素にも関わってき

ますが、必須項目管理業務などあ

りますでしょうか。 

火気の使用の禁止や文化財保護の観点から修

繕の際の制限などがあります。 

９ 募集要項２ペー

ジ ３（２） 自主

事業 

今までの自主事業活動内容をご教

示ください。またその収支もご教

示ください。 

主な実績は【別紙３】のとおりです。 

その収支については、現指定管理者独自の経

営のノウハウを含む情報であり、指定管理者

独自のものであることから、公表は控えさせ

ていただきます。 

10 募集要項２ペー

ジ ５(１)開館

時間及び休館日

及び仕様書２ペ

ージ７(１)(２) 

募集要項では承認を得て設定する

と記載がありますが、仕様書では

承認の基準があり、今回の提案時

間は変更する提案は出来ないとい

う理解で宜しかったでしょうか。 

【承認の基準】（市民活動センター施行規則４条及び５条より） 

◎開館時間 

平日：午前８時４５分から午後10時までの時

間を基本とし、１日13時間15分以上 

土・日曜日及び祝日：午前８時45分から午後５



№ 質問事項 質問内容 回答 

時30分までの時間帯を基本とし、１日８時間

45分以上 

◎休館日：４月１日から３月31日までの間に

おいて６日以内 

上記、承認の基準に基づいて、開館時間と休館

日を提案してください。 

11 募集要項３ペー

ジ ５(５) 備品

の取り扱い 

市民活動センターの備品一覧表を

ご教示ください。また長崎市の備

品として、ＷＥＢ会議システムは

ありますか。指定管理者で準備す

る備品はどのようなものがあるの

でしょうか（パソコン・プリンタ・

複写機・各ソフト・電話機・家電製

品など）。また、指定管理料で備品

購入費を設けることは出来ないの

でしょうか。 

備品一覧は【別紙４】のとおりです。 

長崎市が所有するＷＥＢ会議システムはあり

ません。 

自らの業務に必要なパソコン・プリンタ・複写

機・各ソフト・電話機・FAXなどの物品は指定

管理者でご準備ください。 

施設の備品は長崎市が必要に応じて購入しま

す。指定管理者自らの判断で施設の運営のた

めの備品を購入する場合、維持管理も含め、指

定管理者自らの費用で購入することになるた

め、指定管理料での購入はできません。 

12 募集要項４ペー

ジ ６（２） 修繕

料 及び 募集要

項７ページ ７ 

責任の分担 及

び 仕様書６ペ

ージ ８（１）カ 

（イ）ａ 

委託料に修繕費2,002千円含むと

あり、年度ごとの修繕料精算とあ

りますが、上記金額を５年で割っ

た費用が年度修繕費予算の考えで

宜しいのでしょうか。その場合、修

繕費がかかる 度合いで変わると

思いますが如何でしょうか。リス

ク分担表にありますが、１件当た

りの金額が400,400円未満のもの

とありますが、複数件あった場合

の合計金額で 越えた場合はどう

なるのでしょうか。 また今までに

どのような修繕対応をされたの

か、今後どのような修繕が発生す

る予測かをご教示ください。 

年間の修繕料はお見込みのとおり。 

指定管理者は緊急と軽微な修繕を、長崎市は

躯体に係る大規模修繕に対応することとして

おり、修繕料の年間合計額が400,400円以上と

なった場合は長崎市が対応します。 

なお、修繕箇所は【別紙５】のとおりです。 

13 募集要項８ペー

ジ ９（２）イ 質

問書の受付 

②の提出期限までに提出した質問

書に対して、再質問がある場合は

受け付けて頂けますでしょうか。 

長崎市市民活動センター指定管理者募集要項

９ 公募に関する内容（２）イに記載のとおり

２回目締め切り後の質問書の受付はできませ

ん。 



№ 質問事項 質問内容 回答 

14 仕様書１ページ 

２（８） 管理費

及び利用料金 

第６号様式 

管理費及び利用料金収入は税別・

税込のどちらでしょうか。 管理費

（支出の部）の詳細をご教示くだ

さい。 修繕費を除くとあります

が、修繕費の費用も参考にご教示

ください。 

消費税及び地方消費税相当額を含んでいま

す。 

管理費、修繕料は【別紙１】のとおりです。 

15 仕様書１ページ 

２（９） 指定管

理料 

指定管理料は税別・税込のどちら

でしょうか。また指定管理料が

年々上昇している理由をご教示く

ださい。 

消費税及び地方消費税相当額を含んでいま

す。 

現指定管理者独自の経営のノウハウを含む情

報であることから、具体的な内容は控えさせ

ていただきます。 

なお、収支状況については【別紙１】を参照く

ださい。 

16 仕様書２ページ 

６ 職員の配置

等について 

現在の指定管理者様の職員数、勤

務シフト形態をご教示ください 

質問№２の回答のとおり。 

17 仕様書３ページ 

８（１）ア（ア・

イ） 市民活動を

行う者の～ ８

（１）イ（ア・イ） 

市民活動に関す

る～ 別紙３ 

８ア（ア）（年間６回以上）、（イ）

（年間２回以上）の活動はどのよ

うなことを行ってきたのでしょう

か。８イ（ア）（年間３回以上）、

（イ）（年間１回以上）は、仕様書

別紙３の活動とイコールなのでし

ょうか。また研修会・講座等の開催

は、この項目と自主事業のどちら

になるのでしょうか。 ア・イの項

目（特にイ）は異なる項目と判断す

るのか、同様のことと判断してよ

いのかが不明ですので、活動報告

などあれば ご教示ください。 

８ア（ア）の情報は、ランタナホームページ

（https://lantana-nagasaki.jp/）の上部タ

ブ「ランタナから」の情報誌＃ランタナタイム

ズを確認ください。 

仕様書別紙３は、前回の仕様書に基づいて、現

指定管理者が実施した研修会・講座の実績を

参考までに示したものです。イの「市民活動に

関する研修会、講座等の開催に関する事業」に

ついて、今回の仕様書は、前回の仕様書から、

経営能力の強化やアフターコロナを意識した

活動支援など詳細部分を変更しております。

よって、イ（ア）、（イ）と仕様書別紙３はイコ

ールではありません。 

８アの「市民活動を行う者の交流の促進に関

する事業」と８イの「市民活動に関する研修

会・講座等の開催に関する事業」はともに自主

事業ではなく、指定管理業務にあたります。主

な実績は【別紙３】のとおりです。 

18 仕様書３ページ 

８（１）ア（ア・

イ） ◆センター

来館者数 ◆セ

ンター登録団体

また来館者や交流サロン利用の人

数把握はどのようにされているの

でしょうか。 平成30年～令和３年

にかけて、登録団体数の落ち込み

があり ます。この理由はコロナ禍

来館者数などは入館時に記載してもらう来館

者カードにより把握しています。 

登録団体数の減少については、詳細な分析は

行っていませんが、コロナによる影響が大き

な理由と考えています。 

https://lantana-nagasaki.jp/


№ 質問事項 質問内容 回答 

数 という他に何かあるのでしょう

か。 

19 仕様書４ページ 

８（１）ウ（カ・

ク） 市民活動に

関する～ 

ウの項目も、上記ア・イと被る部分

が多いようですが、相談会は上記

にはカウントしない形で、非常勤

講師対応で問題ないと考えて宜し

いでしょうか。また、補助金等の各

種制度について説明が出来る体制

となれば、従事者で対応できる知

識を持った人材を常時入れておか

ないといけないのか、支援の方法

はどのような形で現在対応してい

るのかをご教示ください。 

ア「市民活動を行う者の交流の促進に関する

事業」 

イ「市民活動に関する研修会、講座等の開催に

関する事業」 

ウ「市民活動に関する相談に関する事業」 

これらの事業は、長崎市市民活動センター条

例第３条において市民活動センターが行う事

業として明記されている柱となる事業である

ため、事業が被る部分はありません。 

ただし、ア・イ・ウの事業において講師が被る

提案は想定されますが、お見込みのとおり、相

談会はウの事業ですので、ア・イの事業にはカ

ウントされません。 

また、相談会の講師が常勤か非常勤かは問い

ません。 

長崎市の市民活動支援に係る補助金等の各種

制度については、新たな指定管理者と長崎市

で情報交換しながら学んでいただき、常時対

応できる体制を築いてください。 

20 仕様書４ページ 

８（１）エ（ア～

ウ） 市民活動に

関する～ 

現在のランタナホームページ 

https://lantana-nagasaki.jp/

は、 現在の指定管理者で作成した

のでしょうか。また指定管理者が 

変更になった場合、ホームページ

やメールアドレスは引き継げるの

で しょうか。Ｆａｃｅｂооｋや

Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｉｎｓｔａｇｒ

ａｍも同様です。メルマガでの情

報発信はどのようなことを行って

いるのでしょうか。これも、メール

アドレス情報などは引き継げるの

でしょうか。 

長崎市が所有する現在のホームページは、現

指定管理者が提案した利用料金収入が利用者

への利益還元事業として改修したものです。 

ホームページは引き継いでいただけますが、

市民活動センターのメールアドレス、ＳＮＳ

のアカウントは現指定管理者の所有するもの

であるため、新たに取得していただくことに

なります。 

メルマガの情報発信については、主に指定管

理者が実施する事業に関するお知らせや市民

活動団体の活動に役立つ助成金などの情報、

市民活動センターの登録団体の活動情報など

を発信しています。また、メルマガ登録者のメ

ールアドレスの引き継ぎは可能です。 



№ 質問事項 質問内容 回答 

21 仕様書５ページ 

８（１）エ（カ） 

ｄ（ａ）（ｂ） 

情報ラックの使用料は発生するの

でしょうか。また情報ラックは計

５ヶ所設置していますが、管理は

どのようなことを行えばよいので

しょうか。 

情報ラックの利用料は無料です。 

情報ラックの管理は市民活動団体から利用申

請を受け、許可したチラシの定期的なラック

への差込及び回収をしていただきます。 

22 仕様書５ページ 

８（１）オ （イ）

ロッカー 別紙

４ 

ロッカーの使用料は０円になって

いますが、センターに登録してい

る団体は無料で提供ということで

宜しいのでしょうか。 

ロッカーの利用料金は、長崎市市民活動セン

ター条例に掲げる額を基準として提案してく

ださい。 

現在の利用料金は指定管理者から提案があ

り、それを長崎市が承認したものです。 

23 仕様書５ページ 

８（１）オ （キ）

作業室 

複写機に関して、設置する最低仕

様等はありますでしょうか。 （〇

枚/分、ソート付き、ホッチキス、

中綴じ付きなど） 印刷利用金額が

決まっていますが、この金額設定

は継続でしょうか。また長崎市で

設置している大判プリンタの品

番、消耗品 使用料をご教示くださ

い。 指定管理者が準備する複写機

に関する費用は、リース代、消耗 

品代、保守料金代として指定管理

料経費に含んで宜しいのでしょう

か。 

現在の作業室の複写機は、ＲＩＣＯＨ ＭＰ 

Ｃ6503です。 

利用者サービス維持の観点から、当該製品と

同等の複写機が望ましいと考えています。 

複写機にはお見込みのとおりリース代や消耗

品代、保守代金等を含めて積算してください。 

大判プリンタの品番（型番）は、ＥＰＳＯＮ 

ＳＣ-Ｔ5450であり、消耗品はトナー及び大判

用紙です。 

複写機及び大判プリンタの利用料金について

は、長崎市市民活動センター条例施行規則に

掲げる額を基準として提案してください。 

 

24 仕様書６～７ペ

ージ ８（１）カ

（ア～カ） 

仕様書別紙５「空調機点検業務」、

仕様書別紙６「消防用設備等保守

点検業務」、仕様書別紙７「樹木剪

定等業務」、仕様書別紙８「機械警

備業務」、仕様書別紙９「衛生害虫

及び鼠族点検業務」の現在の委託

業者、金額をご教示ください。  

仕様書別紙５「空調機点検業務」に

関して、空調機点検内容をご教示

ください。仕様書別紙７「樹木剪定

等業務」に関して、年間実施回数を

ご教示ください。仕様書別紙９「衛

生害虫及び鼠族点検業務」に関し

て、年間実施回数をご教示くださ

い。 また（オ）に関しては、備品

リストをご教示ください。 

現在の委託業者、金額については、質問№６を

確認ください。 

仕様書別紙５「空調機点検」は、正常な動作確

認（点検）のほか、エアフィルターの洗浄です。 

仕様書別紙７「樹木の剪定（害虫駆除の消毒含

む）」は、年１回以上行ってください。併せて、

低木植栽の剪定も年１回以上行ってくださ

い。 

仕様書別紙９「衛生害虫及び鼠族点検」の回数

は、衛生害虫及び鼠族の生息に応じた薬剤の

使用から生息確認の作業を年１回行うもので

す。 

備品一覧は【別紙４】のとおりです。 
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８（１）カ（エ） 

機械警備は指定管理者との契約と

なっていますが、その費用は指定

管理料で対応して宜しいのでしょ

うか。また仕様書に受注者との記

載がありますが、これは指定管理

者ではなく、機械警備業者との認

識で宜しいのでしょうか。 

お見込みのとおり。 

 

 


