募集要項に関する質問書の回答
（飯塚市立図書館指定管理者公募）
令和 4 年 7 月 19 日
質
Q1

問

募集要項(1)②申請資格を有してい

回

答

国税及び地方税の納税証明書について

ることを証する書類の（エ）国税及び は、「未納がない証明」ではなく、納付す
地方税の納税証明書について、直前 3 べき税額、納付した税額及び未納税額がわ
か年分国税とありますが、
「その 3-3」 かる納税証明書を提出してください。必要
でよろしいでしょうか。

書類は概ね以下のとおりです。

また、地方税については、本社所在 ◎国税≪法人≫納税証明書「その１」（法
地の発行する納税証明書のみでよろし
いでしょうか。

人税・消費税及び地方消費税）
≪個人≫納税証明書「その１」（申
告所得税・消費税及び地方消費税）
◎県税≪法人≫納税証明書（法人県民税及
び法人事業税）
≪個人≫納税証明書（事業税）
◎市税≪法人≫納税証明書（法人市民税・
固定資産税・軽自動車税）
≪個人≫納税証明書（市県民税・固
定資産税・国保税・軽自動車税）
※課税がない場合は、非課税証明書を提出
してください。
※地方税については、本社（店）及び支社
（店）所在地の発行する納税証明書を提出
してください。

Q2

募集要項(1)⑤団体の経営状況を説

財産目録を作成していない場合は、勘定

明する書類について、
（ウ）財産目録又 科目内訳もしくは勘定明細書など財産目
はこれに相当する書類について株式会 録に相当する書類を提出してください。
社で財産目録を作成していない場合、
貸借対照表だけでもよろしいでしょう
か。

Q3

仕様書

P3

施設概要（4）飯塚市立

お見込みのとおりです。仕様書に記載し

図書館穂波館 2 施設概要について、施 ている閉架室に「会議室」が含まれます。
設概要に「1 階の一部」とありますが、
部屋の名称として「会議室」という部
屋が 1 階事務室の隣にあり図書館ボラ
ンティアの定例会や事業の会議などに
使用されています。施設内容のなかに
記載がありませんが、対象に含まれま
すでしょうか。
Q4

仕様書

P3

施設概要(4)飯塚市立

頴田図書館占有スペース内の事務用の

図書館頴田館②施設概要について、施 机等を設置している箇所を示しています。
設内容に「事務室」が含まれています
が、頴田交流センター事務室のことで
しょうか。
Q5

仕様書別紙 1
業務

P5

Ⅸ.休日夜間警備

穂波図書館に関しましては、２階部分が

仕様書 P11 (3)施設・設備等の維 郷土資料の保管庫となっていることから

持管理について、第三者に委託するこ 本市文化課が所管する施設となっていま
とができる範囲に警備が含まれており す。夜間警備につきましては文化課が機械
ませんので、警備員を別途配置する必 警備を導入しておりますので指定管理者
要がありますでしょうか。また、現在 が別途警備を配置することを想定してお
使用している夜間警備のシステムにつ りません。
いてお示しください。

業務終了後には機械警備の操作を徹底す
る等防災、防犯等の対策をご検討くださ
い。

Q6

穂波図書館は、対象施設として飯塚
市穂波郷土資料館 1 階の一部となっ

上記と同じ。
仕様書記載のスペース以外につきまし

ていますが、休日夜間警備は 1 階のみ ては、責任範囲外となります。
を対象とすると考えて良いでしょう
か。1 階以外を含む場合、責任範囲をお
示しください。

Q7

現在の飯塚市立図書館指定管理館 3
館及び直営館 2 館それぞれの必要経費

金額等の詳細につきましては、現指定管
理者の経営内容等が含まれますのでお答

の目安（直近実績）を教えてください。 えすることはできません。
施設管理業務経費（清掃・警備・電気

お答えできる範囲で過去の実績を参考と

機械等保守業務・電話代・消耗品費・

した 5 館分の目安をお答えします。

広報宣伝費等）
水光熱費（電気・上下水道・ガス）、そ 通信費

756,000 円

の他経費（人件費、燃料代等）

光熱水費

4,035,000 円

コンピュータシステムの保守費及び保

燃料費

123,000 円

守契約パターンの状況

事務費

7,326,000 円

※図書館システム保守点検につきまして
は、現在は指定管理館については、指定管
理者が契約を行い、直営館については市が
契約をしています。5 館が指定管理となっ
た場合につきましては、すべて指定管理者
が保守点検業者と契約をしていただきま
す。
Q8

現在の飯塚市立図書館の延滞資料督促
の方法（電話、郵送、併用など）と実績

電話による督促を行い、連絡がつかない
場合等は督促はがきを送付しております。
令和 3 年度の電話による督促件数は
3,578 回で、督促はがき投函数は 489 回で
す。

Q9

提出書類の「国税及び地方税納税証

Q1 の回答をご参照ください。

明書」は、
「法人税・消費税及び地方消
費税（その１）と法人市民税、法人県
民税」に該当しますか？
Q10

頴田図書館は事務スペースが現在の

頴田交流センター職員の事務代行は想

公民館事務室と兼用になっています 定しておりません。また、職員の配置数は
が、この空間区分の方法をどのように 指定管理者にお任せをしますが、昼休み時
考えていますか。図書館の規模的に職 間を休館とすることは考えておりません。
員１名の配置が想定されますが、その

仕様書 P7⑤図書館事業（行事）に記載

場合、昼休みを休館させることが可能 している内容を満たすことが可能な人員
か、または市の職員との職務代行など 配置をご検討ください。
の取り決めをするなどが望ましいの
か、職務分掌と空間区分についてどの
ように考えていますか？

Q11

令和 5 年 4 月からの指定管理期間内

改修時期は未定です。募集要項に記載の

に予定されている飯塚図書館、穂波図 とおり、具体的に工事内容等が明確になっ
書館の改築について、おおよその期間 てから、指定管理者と協議させていただき
と、その期間中の業務体制をどのよう ます。
に考えていますか。
Q12

現在の各館の就業体制・シフトの状

就業体制やシフトの状況は現指定管理

況及び人員配置の要求水準を教えてく 者の経営内容ですのでお答えできません。
ださい。

要求水準につきましては、仕様書 P7⑤図
書館事業（行事）に記載のとおりです。

Q13

図書館での複写料金、図書館カード

収入実績の金額詳細は現指定管理者の

の再発行手数料、自主事業の講座など 経営内容ですのでお答えできません。
での受講料金等の収入実績について教
えてください。

過去の実績を参考とした 5 館分の見込
をお答えします。
収入（コピー料収入、カード再発行手数
料 、弁償代収入 、講師料収入 ）
213,500 円

Q14

自主事業の講座などでの材料費、資

自主事業について、質問にある項目を参

料代、受講料などの徴収は可能です 加費用として徴収することは可能です。金
か？また、金額の上限などがあれば教 額の上限もございませんが、図書館として
えてください。

の性質や利用者増に繋がる内容であるか
等を検討したうえで企画してください。

Q15

ワックスがけ以外の清掃業務の種類
と要求水準を教えてください。

清掃業務の要求水準は、仕様書別紙１Ｐ
５Ⅵ.図書館内外清掃業務に記載のとおり
です。市民が安心・快適に使用できるよう
清潔、爽快な環境保持に努めてください。

Q16

飯塚市が設置している備品（特に１

10 万円を超える主な備品は、各種図書

０万円を超えるもの）はどのようなも 館に設置してある各種書棚が大半を占め
のですか？

ています。その他に、
閲覧用テーブル
ブックポスト
事務用プリンタ
テーブル付チェア
多目的テーブル
キャビネット型ホワイトボード（予定表）
音響機器（アンプ等）
プロジェクター
監視カメラ

等があります。

１０万円未満の備品については、
窓口や事務に使用する各種端末やバーコ
ードリーダー等の附属機器

ベビーベッド
事務用や閲覧用の各種机、椅子
等があります。
Q17

各館との連絡配送などに使う車両の

指定管理者の調達となります。仕様書Ｐ

調達は、市からの貸与設備ですか、指 17 の③にはリースとすると記載してお
定管理者での自己調達になりますか？ り、指定管理料につきましてもリースを想
その場合、車両の仕様についての条件 定して算定しておりますが、調達方法は指
などはありますか？

定管理者で決定していただいて構いませ
ん。また、車両の仕様について、条件等は
ございません。

Q18

図書館の事業のなかにあるブックス

指定管理者の選書・負担となりますが、

タートで、配布する本の購入は市の選 費用は指定管理料に含まれております。
書・負担ですか？

参考：令和 3 年度の配布予定人数
898 人

Q19

機械警備のための警備設備を更新す

警備設備につきましては、市からの貸与

る場合は市からの貸与設備となります 設備となります。飯塚図書館、穂波図書館、
か？現状の機械警備設備を引き継ぐと 頴田図書館につきましては、建物所管課が
したら現在の経費を教えてください。

管理していますので、別途警備設備等を導
入することを想定しておりません。
ちくほ図書館、庄内図書館につきまして
は、指定管理者で警備業務を継続してくだ
さい。現状の警備費用につきましては、現
指定管理者の経営内容ですのでお答えで
きません。

Q20

マークデータの使用料の契約はどの

現在は、TRC マーク T 型を使用していま

ようになっていますか？また金額は。

す。指定管理者で適切に契約をしていただ
きますようお願いします。金額につきまし
ては、現指定管理者の経営内容ですのでお
答えできません。

