
龍ケ崎市立中央図書館指定管理者申請における質問に対する回答 

 

No. 質問事項 質問内容 回答 

1 業務内容 現在作業を行っている業者名 

作業年間予定（実施）月・作業内容・仕様・面積・回数

等 

〇清掃業務 

 ・委託業者 三興産業株式会社 

 ・作業内容等 

   日次清掃（全開館日） 

 1階全体（書庫を除く），2階トイレ，階段等 

   月次清掃（月 1回 休館日に実施） 

    階段通路，2階ギャラリー，鑑賞室，小会議室等 

   年次清掃（年 1回 休館日に実施） 

    床洗浄・ワックス，陶磁器質タイル，和室木製框， 

    窓ガラス，ブラインド等 

   機械室空調ダクト・フィルター清掃 

   除草作業及び刈り取った草の処分（年 2回） 

〇エレベーター保守点検業務 

 ・委託業者名 株式会社日立ビルシステム 

 ・作業内容等 

   建築基準法に基づく定期検査，保守点検・整備（毎月 1回） 

〇電気工作物保安管理業務    

 ・委託業者名 林電気管理事務所 

 ・作業内容等 

   電気事業法に基づく保安管理業務（隔月 年 6回） 

〇警備業務 



 ・委託業者 総合警備保障株式会社 

 ・作業内容等 機械警備（年間） 

〇吸収式冷温水器冷暖房切替点検及び冷却水系ブラシ清掃業務 

 ・委託業者 パナソニック産機システムズ株式会社 

 ・作業内容  

   冷房イン点検 年 1回（5～6月頃），暖房イン点検 年 1回 

（10～11月頃），冷却水系ブラシ洗浄 年 1回（10月頃） 

〇消防設備保守点検業務 

 ・委託業者 三興産業株式会社 

 ・作業内容等 

   消防法に基づく消防設備の点検・保守 年 2回 （8月，2月

頃） 

 

※作業面積については，添付資料「図書館案内図」（PDF）内の延床

面積を参考にしてください。 

なお，龍ケ崎市立中央図書館業務仕様書附属資料（6）で示した，

除草作業エリアの面積は，約 9,800㎡です。（図書館建物，アスファ

ルト・タイル面積を含む） 

2 『龍ケ崎市立中央図

書館指定管理者申請

要領』4ページより 

年間利用者数とありますが、利用者数＝来館者数でしょ

うか？それとも貸出カードを利用したサービスの受益

者の延べ人数でしょうか？ 

貸出カードを利用したサービスの受益者の延べ人数です。 

3 『龍ケ崎市立中央図

書館業務仕様書』3

ページより 

郵送貸出とありますが、現在何件ございますでしょう

か？また、訪問による督促という記述がございますが、

年間何件ほどございますでしょうか？電話、ハガキ、E

郵送貸出は多い年で 5件程度，訪問による督促は年 25件程度です。 

現在，督促数を記録として残してはおりませんが，電話での督促は，

予約が入っていて次の利用者が控えている資料については 2 日に 1



メールといった手段別の督促件数は年間何件ほどござ

いますでしょうか？ 

度（平均 15件程度），予約がない資料については半月に 1度（平均

50件程度）対象者リストを作成して連絡を行っています。電話が繋

がらないなど繰り返しリストアップされる対象利用者を含めると，

年間督促数は延べ 3,750件程度となります。 

バガキでの督促は，電話が通じない場合や電話で督促しても返却が

ない場合に行っており，年 100件程度です。 

また，現在，メールによる督促は行っておりません。 

4 『龍ケ崎市立中央図

書館業務仕様書』3

ページより 

郵送貸出と督促ハガキの比率はどのようになっており

ますでしょうか？ 

3番の回答を参照してください。 

5 『龍ケ崎市立中央図

書館業務仕様書』5

ページより 

利用者アンケートの回数について何か規定するものは

ございますでしょうか？ 

市民の満足度を把握して業務に反映させるため，また自己や外部評

価を行うためにも，毎年度 1回以上実施してください。（仕様書 p11

参照） 

6 『龍ケ崎市立中央図

書館業務仕様書』5

ページより 

子ども司書講座における「子ども」とは何歳くらいを指

し示すのでしょうか？ 

現在は，小学 3 年生～6 年生の児童を対象に参加の募集を行ってお

りますが，規定等はありませんのでご提案ください。 

7 『龍ケ崎市立中央図

書館業務仕様書』5

ページより 

ブックスタート事業における絵本 2 冊以上の購入費用

は指定管理者の負担になるのでしょうか？ 

お見込みのとおりです。 

8 『龍ケ崎市立中央図

書館業務仕様書』7

ページより 

ホームページは市の管理するものを運営していくので

しょうか、それとも指定管理者で開設したものを運営し

ていくということでしょうか？ 

市が中央図書館情報管理システム（仕様書 P9 参照 ）内に作成して

いる図書館ホームページを運用してください。 

9 『龍ケ崎市立中央図

書館業務仕様書』12

コミュニティセンター図書室で具体的に行っている業

務をご教示ください。また、予約資料の配送及び回収は

図書室の貸出・返却・予約等の窓口業務はコミュニティセンター職

員が行っています。市民からコミュニティセンターでは回答できな



ページより 頻度（毎日か数日に一回といった期間について、毎日回

収するとすれば一日に何回行うのか）と物量（１図書室

平均冊数や箱の数など）について現状どのように運営さ

れておりますでしょうか？ 

い図書業務に関する相談があった場合やコミュニティセンター職員

から図書業務パソコンの操作説明など，問い合わせがあった場合は

対応をお願いします。 

また，コミュニティセンター図書室には図書館の蔵書の一部を配置

しています。図書室の本が固定化しないよう，適宜，本の入れ替え

をしてください。 

予約資料の配送は，市内 12カ所のコミュニティセンター図書室を 2

つのエリアに分け，1 エリアにつき週 2 日巡回しています。予約資

料の状況から，必要に応じて巡回数を増やす運用を行っています。 

配送する予約資料は，コミュニティセンターによって違いがありま

すが，全体として年間 1万冊程度です。 

10 『龍ケ崎市立中央図

書館業務仕様書』12

ページより 

この作業において車両等は現在どのような車種をご利

用でしょうか？また、受託後この作業に使う車両等は指

定管理者で準備するものでしょうか？ 

車両等は指定管理者が準備してください。 

現在は，軽自動車の貨物 1台を使用しています。 

11 『龍ケ崎市立中央図

書館業務仕様書』14

ページより 

窓口責任者の配置について、館長もしくは館長代行で兼

務可能でしょうか？ 

兼務を不可とはしておりませんが，これまでの管理運営状況を総合

的に判断して仕様に記載しております。提案があれば，その旨を記

載してください。 

12 『龍ケ崎市立中央図

書館指定管理者申請

要領』19ページ様式

第 2号（第 3条関係）

事業計画書より 

2 管理運営計画の適格性【有効性】（１）施設の設置目

的に向けた取組 ③複数の施設を一括して管理する場

合の有機的連携策についてですが、「複数の施設を一括」

という複数の施設はコミュニティ図書室や、牛山氏の展

示コーナーなどを指し示しておりますか？ また、「有

機的」とはどのようなものを指し示しておりますでしょ

うか？ 

事業者が，他自治体等の図書館を指定管理者として管理・運営して

いる場合，それらをさまざまな形で連携させ，サービスの拡大や質

の向上，経費削減などの効果に結びつけるための具体的な提案等を

想定しています。 



13 『龍ケ崎市立中央図

書館指定管理者申請

要領』22 ページ収

入・支出内訳書より 

「※積算根拠となる資料を添付してください」とありま

すが積算根拠となる資料は具体的にどのような資料を

想定しているのでしょうか？ 

勤務ローテーションを基にした人件費の内訳や委託費の内訳・見積

など，積算根拠欄の説明では不足する場合等に必要に応じて添付し

てください。 

14 『平成 30 年度図書

館概要龍ケ崎市の図

書館』14ページ平成

30 年度収支計画よ

り 

委託料における図書関連の図書装備代ですが、装備業務

の依頼先はどちらになりますでしょうか？ 

竜ヶ崎市書店組合を依頼先にしています。 

15 『平成 30 年度図書

館概要龍ケ崎市の図

書館』14ページ平成

30 年度収支計画よ

り 

使用料及び賃借料における「印刷機、コピー機」は設置

場所、台数、カラーの有無、大きさなどをご教示くださ

い。 

窓口カウンター脇に利用者用コピー機を 1 台，2 階に業務用複合機

を 1台，印刷機を 1台設置しています。 

利用者用には，カラーコピー機を設置してください〔仕様書 P8及び

仕様書附属資料(2)P5参照〕。台数や大きさについては，ご提案くだ

さい。なお，増設する場合の設置場所については，指定管理者が利

用者の使用状況を把握できる場所が望ましいと考えますので，市教

育委員会と協議するものとします。 

また，指定管理者が業務用に使用する複写機等については，この限

りではありません。 

16 『平成 30 年度図書

館概要龍ケ崎市の図

書館』14ページ平成

30 年度収支計画よ

り 

使用料及び賃借料における「車両」はどのような車種で

しょうか？ 

10番の回答を参照してください。 

17 『平成 30 年度図書 使用料及び賃借料における「パソコン」の範囲について 指定管理者が利用するパソコンです。 



館概要龍ケ崎市の図

書館』14ページ平成

30 年度収支計画よ

り 

お伺いいたします。業務パソコン、インターネット利用

者閲覧用のパソコン、自社で利用するパソコン、どれが

対象に入るのでしょうか？ 

1階窓口・OPAC・インターネット利用者開放端末，2階図書資料管理

業務用端末 3 台，及びコミュニティセンター窓口端末は，中央図書

館情報管理システム（仕様書 P9 参照 ）に含まれ，市教育委員会が

利用料を支払います。 

中央図書館情報管理システムは，インターネット回線を含め，ほか

の業務に使用することはできませんのでご注意ください。  

18 『平成 30 年度図書

館概要龍ケ崎市の図

書館』14ページ平成

30 年度収支計画よ

り 

使用料及び賃借料における「その他」の電子図書館促進

事業等についてお伺いいたします。この費用は例えば周

辺機器の整備といったような使い道と考えてよろしい

でしょうか？ 

電子図書館の利用促進のために開催しているイベントの経費で，消

耗品購入費等です。 

19 11-（2）提出書類 

ケ、納税証明書につ

いて 

国税は、様式が複数ありますが、その 3-3「未納がない

証明」でよろしいでしょうか。 

また、地方税の納税証明書については、本社所在地の所

管が発行する納税証明書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。 

20 業務仕様書 p12 7 

他施設との連携に関

する業務 

（1）コミュニティセ

ンター図書室との連

携 

市内コミュニティセンター図書室への配送業務で使用

する車は、事業者が準備することになるでしょうか。 

現行、使用している配送車の仕様（車種等）をご教示い

ただけないでしょうか。 

10番の回答を参照してください。 

※質問内容については、提出された質問を原文のまま掲載しております。 

※本回答の内容に疑義がある場合でも，市はそれ以上の質問には回答いたしません。 


