
「沼津市庄司美術館（モン　ミュゼ沼津）」指定管理者応募に関する質問・回答

番号 質問内容 回答

1
沼津市庄司美術館の一カ月に係る電気・水道等固定費（人
件費等除く）をご提示いただきたいです。

参考資料の資料１のとおりです。

2
水光熱費（電気料、上下水道料等）の過去3年間の月毎の使
用料金のご教示をお願いいたします。

参考資料の資料１のとおりです。

3
外壁に剥がれ等の破損個所がありますが、こちらの修繕は
行政側で行うのかご教示をお願いいたします。

市による修繕を予定しておりますが、修繕時期は未定となり
ます。

4

自主事業を教育委員会と協議承認のうえ企画実施できると
あり、協議に基づき指定管理者の収入とすることができると
ありますが、これは、収支予算書の中では『その他収入』に
計上すると思われますが、過去3年間の自主事業の収入金
額のご教示をお願いいたします。

自主事業の収入金額については、前指定管理者のノウハウ
に関することであるため、回答を控えさせていただきます。

5
観覧料については全額を沼津市様に納めるものとあります
が、観覧者を増やすために指定管理者が任意で減免（割引）
等をすることは可能でしょうかご教示をお願いいたします。

観覧料等の減免については条例第８条及び条例施行規則第
６条に定めるとおりとなります。

6

人件費の高騰、物価価格の上昇等が顕著な場合に於いて経
費の上昇に伴う経費増大による指定管理料の見直しや補填
等の協議する余地はありますでしょうか。ご教示をお願いい
たします。

指定管理料の上限額については、市議会の議決により決定
していますので、変更することはできません。

7
説明会の際、１～２階における壁紙の張替えを指定管理者
が行うということでしたが、各階の壁面の面積をご教示くださ
い。

１階展示室は239.7㎡、２階展示室は188.1㎡です。

8

要項３Ｐ⑵②ウに、美術館の円滑な運営、及び美術作品・資
料の保存、公開のため(ア)～(ウ)のいずれかの要件に合致
する専門知識を持った職員を適宜配置すること。
とありますが、(ア)～(ウ)に合致する職員の配置について、貴
市の考え方をご教授願います。

① 営業時間中、常に条件の当てはまる人材を配置
② 条件の当てはまる人材を常勤で雇用

①が望ましいと考えますが、緊急事態等の際はこの限りでは
ありません。

9

仕様書３Ｐ　７業務内容　⑵ ③年間企画展開催計画に基づ
き業務を行う。
とありますが、企画展の年間計画及び委託先、経費を開示
願います。（過去5か年分）

年間計画は資料３のとおりです。委託を行うかについては提
案事項であり、経費については前指定管理者のノウハウに関
することであるため、回答は控えさせていただきます。

10

別紙（様式２関連）の清掃、空調、消防設備、自家用電気工
作物、機械警備業務は市が委託する予定と記載があります
が、これら業務の内、休館日や営業時間外に作業を実施し
ており、指定管理者の立ち合いが必要な業務はありますか。
ある場合は年間日数や所要時間をご開示願います。

原則は開館時間中を想定していますが、休館日や営業時間
外に指定管理者の立ち合いが必要な業務については個別に
協議することになります。

なお、カーペット清掃については来館者がいない休館日での
作業実績があります。

11
貴市で委託予定の日常清掃及び定期清掃の作業頻度をご
教授願います。

作業頻度については未定ですが、日常清掃は週２回、定期
清掃のうちＰタイル部分クリーニングは月１回、ガラスクリーニ
ングは年に３回、ステンレス部分クリーニングは年に２回、
サッシクリーニングは年に１回、カーペット清掃は年に１回を
想定しています。

12

要項２Ｐ　２⑵について
開館時間及び休館日の設定について、教育委員会が必要と
認められるときは、変更することが可能と記載がありますが、
以下の場合は変更が認められるのでしょうか。また、変更す
る場合は都度申請を行う必要がありますか。ご教授願いま
す。

① 旧企画展の撤収と新企画展の準備に関わる休館
② 保守点検に伴う休館
③ ナイト営業を行うための営業時間の拡大
④ 来館状況を踏まえた営業時間の短縮又は休館日の拡大

年間事業計画を含む協定が未締結な中で、記載内容のみか
らでは判断をいたしかねますが、①②③については可能であ
ると考えます。

13

令和４年４月より、本来営業を継続する予定だった本施設が
臨時休館となっています。そのことより貴市に対して、市民等
から意見やクレームを頂いたことはありますでしょうか。
ありましたらその件数と内容をご教授願います。

応募とは直接関係のない事項と解されますので、回答は控え
させていただきます。
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14
仕様書３P　７（２）②企画展開催については、美術館運営委
員会の承認を受けると記載がありますが、許可されない企画
展のケースなどがありましたらご教授願います。

過去に開催された企画展については、すべて運営委員会の
承認を受けて開催しております。

15

仕様書３P　７（７）②に副館長は館長の職務を補佐し、と記載
がありますが、以下についてご教授願います。

① 館長は貴市が選任するのでしょうか。
② 選任予定者はすでに決められているのでしょうか。
③ 館長の出勤頻度はどのくらいを想定していますか。
④ 美術館運営委員会はどのくらいの頻度で行われているの
でしょうか。また、その委員会は副館長も出席するのでしょう
か。
⑤ 美術館館内会議は館長も出席されるのでしょうか。
⑥ 館長は美術館に常駐されているという認識で宜しいでしょ
うか。

① 市教育委員会が任命します。
② 未定です。
③ ⑥館長と市教育委員会との協議事項となります。
④ 例年では年に２回開催しており、副館長も出席していま
す。
⑤ 館長も出席します。

16
過去5か年分の収支報告書の開示を願います。
また、水光熱費（電気・ガス・水道）において各項目の過去5
か年分月ごとの金額の開示を願います。

収支報告書については資料４のとおりです。なお、企画展、
講演会、講習会、講座等開催時の経費に関しては、前指定
管理者のノウハウに関することであるため、回答を控えさせ
ていただきます。

光熱水費については参考資料の資料１のとおりです。ガスに
ついては設備が無いため費用が発生しておりません。

17 備品台帳をご開示願います。

閲覧を希望する場合には、市文化振興課へと事前連絡をして
いただき、指定された日時に来課して閲覧してください。閲覧
の期限は令和４年７月４日（月）16:30までの間で、指定された
日時までとさせていただきます。

18

仕様書３Ｐ　７ 業務内容　(3) 美術館の施設等の維持管理業
務
⑤  修繕に関すること
観覧者が快適に使用できる良質な施設、設備を提供するた
め、軽微な修繕については、指定管理料の予算内で執行す
ること、と記載がありますが、
過去５カ年の修繕実績、また令和4年度以降で修繕計画の
有無、臨時休業等の予定などがございましたら、開示願いま
す。
先日の現地説明会にて、建物外壁のタイルが部分的に剥が
れているのが確認されました。指定管理期間が開始される前
に修繕を行う予定はありますか。

前指定管理者の修繕実績については、市にて開示の判断は
できません。
市による修繕実績は資料５のとおりです。
市による令和４年度以降の修繕計画（外壁タイル修繕含
む）、臨時休業等の予定については未定となります。

19

仕様書３Ｐ　７ 業務内容　(4)観覧者の受付等に関する業務
③ 美術館の特別観覧に関すること

特別観覧の内容及び対応についてご教示ください。

特別観覧とは、沼津市庄司美術館条例第６条のとおり、本美
術館に収蔵されている美術品等について、模写、模造又は撮
影等を行うこととなります。許可を得た方が特別観覧を事故な
く完了できるよう、案内や付き添い等の対応をお願いします。

20

要項３Ｐ　⑵職員体制　②人員体制
ア 業務に支障が生じないよう人員を置くこと。

令和元年度の下記における人員配置状況をお教え願いま
す。
①平日時間別配置人員数（平均）
②土・日・祝日時間別配置人員数（平均）
③繁忙期の時間別配置人員数（平均）
④閑散期の時間別配置人員数（平均）

資料６のとおりです。

21

仕様書７ 業務内容　（３）②、③

自動ドア、エレベーター保守点検において、委託先及び金額
をご教示願います。

参考資料の資料２のとおりです。

22

仕様書10p 経費に関する事項　（４）

徴収した観覧料において入金作業を行うかと思いますが、現
在週に何回入金作業を行っているかご教示ください。

沼津市庄司美術館観覧料等徴収事務取扱要領では、入金作
業は徴収した日の翌日までに行うことと定めております。人員
配置の状況等により翌日入金が難しい場合には、市との協
議のうえ、徴収後速やかに入金をしていただくこととしていま
す。

2 / 4 ページ



23

要項3ｐ4（3）
記載いただいた上限額は指定管理期間（2年4か月間）の総
額上限という認識で宜しいでしょうか。
また、年度ごとの上限額も設定されているようでしたらお示し
願います。

記載している上限額は指定管理期間（2年4か月間）の総額上
限となります。年度ごとの上限額は応募者の提案事項となり
ます。

24

仕様書3ｐ　7（7）その他④
指定管理者は防火管理者を選任することと記載されていま
すが、その他、旧管理者様が施設運営のために選任・申請し
た資格・許可等がありましたら開示願います。

前指定管理者の選任・申請した資格・許可等については、市
にて開示の判断はできません。

25
仕様書3ｐ　8（1）②③
・前管理者様から提出された業務報告書・事業報告書・収支
報告書を開示願います（過去5年度分）

業務報告書・事業報告書については資料７のとおりです。収
支報告書については16で上述のとおりです。

26

仕様書4ｐ　11自主事業に関する事項
自主事業収入は協議に基づいて指定管理者の収入とするこ
とができると記載されていますが、指定管理者の収入となら
ない自主事業がありましたらご教示願います。
　自主事業で利益が生じた場合、その利益も「10（3）経費の
精算」の指定管理料余剰金同様に貴市への返還対象となる
のでしょうか。
また前管理者様が行っていた自主事業の詳細（事業名・収
入・経費・委託先等）を開示願います。（過去5年度分）

指定管理者の収入とならなかった自主事業の実績はありま
せん。
収入については、提案内容に応じて協議するため、現時点で
は判断をいたしかねますので、回答を控えさせていただきま
す。
自主事業実績は資料８のとおりとなります。なお、収入・経費
については前指定管理者のノウハウに関することであるた
め、回答を控えさせていただきます。

27

仕様書4ｐ　12（2）損害賠償（4）保険の付保
前管理者様が加入していた保険の詳細情報（保険対象物・
補償額・保障条件・年間保険料額等）を開示願います。

前管理者の加入していた保険については、市にて開示の判
断はできません。

28

仕様書4ｐ　13物品の管理等（1）
現在は指定管理者不在のため休館中との事ですが、現時点
で施設に置かれている物品（消耗品等含む）は全て次期指
定管理者がそのまま無償使用できるという認識で宜しいで
しょうか。

そのまま無償使用できることを想定していますが、個別具体
的な物品の使用可否は市との協議のうえ決定します。

29

仕様書5ｐ　13物品の管理等（3）
前指定管理者が所有する物品のリストを開示願います。
前管理者様が撤収した（今後撤収する予定も含む）物品等が
ありましたら開示願います。

前指定管理者の所有する物品は現在美術館にはありませ
ん。

30 月日ごとの利用者数を過去３か年ご開示願います。 資料９のとおりです。

31
保険に加入するにあたり、美術品リストと評価額がわかる資
料をご開示願います。

閲覧を希望する場合には、市文化振興課へと事前連絡をして
いただき、指定された日時と場所で閲覧してください。閲覧の
期限は令和４年７月４日（月）16:30までの間で、指定された日
時までとさせていただきます。

32

要項11P（２）に指定管理期間終了後の引継ぎについて記載
がありますが、指定管理者に選定された場合、引継ぎを受け
る団体が既に解散されています。特に美術品については、作
品の状態も含めて確実な引継ぎが求められますが、それら
に関わる引継ぎは、前管理者から貴市に引継ぎをされたとい
う解釈で宜しいでしょうか。
また、万一そのような引継ぎをされていない場合は、指定管
理期間が開始される前までに、作品の現状劣化診断などを
行って頂くことは可能でしょうか。

前指定管理者がすでに解散しているため、次期指定管理者
には本市から引き継ぎをすることとなります。

33
仕様書3P７（１）⑥に他の施設と協力し、情報の交換、美術品
の相互貸借等を行うことと記載がありますが、直近５か年実
績をご開示願います。

公共施設との情報交換（５か年通年）、市庁舎展示用作品の
貸出（５か年通年）、横須賀美術館への作品の貸出（令和２年
度）、浜松市美術館への作品の貸出（令和３年度）

34
美術館運営委員会とはどのようなメンバーで構成されていま
すか。

美術作家・美術団体推薦者・学識経験者・市民公募などのメ
ンバー９人で構成しています。

35
仕様書５P１４（５）にリース契約は原則として継続するものと
し、と記載がありますが、前管理者が契約したもので継続が
予定されるリースはどのようなものがあるか開示願います。

前管理者が契約したもので継続が予定されるリースはありま
せん。
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36

リスク分担表に物価及び金利の変動による費用負担増のリ
スクについて、著しい変動リスクは協議となっていますが、現
在の電気料単価の高騰は著しい変動リスクと捉えて宜しいで
しょうか。以下２点について貴市の考え方をご教授願いま
す。

① 今後の電気料金単価を予測して収支計画を算出
② 直近の電気料金をベースに収支計画を算出

① が望ましいと考えます。
またリスク分担表は指定管理実施時に適用されるものですの
で、現時点での回答は致しかねます。

37

仕様書３P　７業務内容に美術品の修復について記載があり
ませんが、修復は貴市が行って頂くと認識して宜しいでしょう
か。また、指定管理者が行う場合は、過去5か年の修復実績
をご開示願います。

原則市が行いますが、リスク分担表（仕様書　別紙）に沿った
対応となります。

38
仕様書３P　７（３）⑤に軽微な修繕については、指定管理料
の予算内で執行することと記載がありますが、軽微な修繕を
さす具体的な金額をお示し願います。

具体的な金額については定めていませんが、指定管理料の
中での修繕が困難と考えられるものについては市と個別協議
をしていただくこととなります。

39
仕様書３P（２）③に記載のある沼津市庄司美術館企画展開
催要領と過去5か年の年間企画展開催計画（年度協定書）を
開示願います。

９で上述のとおりです。

40
様式2-3収支予算書の収入及び支出に自主事業分を記載す
るかご教授願います。

記載するかについては応募者の提案事項となります。

41
直近5か年のボランティア受け入れ実績（件数・人数・依頼内
容）をご開示願います。

登録人数は約60人、活動人数は約40人であり、依頼内容は
来館者対応となります。
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