
通番 質問内容 回答

京都市宇多野ユースホステル指定管理者の募集に関する質問回答

1 使用料を減額・免除しなければいけない場合はあるのでしょうか。

京都市宇多野ユースホステル条例に基づき，次のいずれかに該当する
方については，宿泊施設の利用料金を２分の１に相当する額に減額い
ただく必要があります。
⑴　本市の区域内に存する幼稚園（特別支援学校の幼稚部及び幼稚園
に相当する各種学校を含む。），小学校（特別支援学校の小学部及び
小学校に相当する各種学校を含む。）又は中学校（中等教育学校の前
期課程，特別支援学校の中学部及び中学校に相当する各種学校を含
む。）が行う団体使用に係るこれらの学校の幼児，児童又は生徒及び
その引率者
⑵　本市の区域内に存する保育所又は児童館が行う団体使用に係るこ
れらの施設の児童及びその引率者
⑶　本市の区域内において児童福祉法第６条の３第２項に規定する放
課後児童健全育成事業（前号の児童館を使用して行われるものを除
く。）を実施する者が行う団体使用に係る当該事業を使用する児童及
びその引率者
⑷　青少年の体験活動その他青少年の健全な育成を目的とする活動を
実施する者が行う団体使用に係る当該活動に参加する者及びその引率
者
⑸　身体障害者福祉法第１５条第４項の規定により身体障害者手帳の
交付を受けている者
⑹　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第２項の規定
により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
⑺　厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている
者
⑻　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第２条第３項の規定に
より被爆者健康手帳の交付を受けている者
⑼　戦傷病者特別援護法第４条第１項又は第２項の規定により戦傷病
者手帳の交付を受けている者
⑽　⑸から⑼までに掲げる者（以下「身体障害者等」という。）の介
護者（指定管理者が身体障害者等の障害又は傷病の程度に照らして必
要があると認める場合を除き，身体障害者等１人につき１人に限
る。）

上述の規程にかかわらず，施設を使用する日（その日が２日以上にわ
たるときは，その初日）において４歳未満の者（単独でベッド又は布
団を使用する者を除く。）については，利用料金を免除いただく必要
があります。

2
稼働率とは、部屋稼働率ではなくベッド稼動率（定員稼働率）と理解して
良いでしょうか？

稼働率は，ベッド稼働率（占有を含む）とします。

3
運営方法が利用料金制に替わることにより「事業所税」は発生するので
しょうか。

利用料金制を採用した場合は，指定管理者が実質的な事業主体である
と判断できるため，事業所税の創設の趣旨，目的等により非課税とな
る施設（公衆浴場，病院，身体障害者更生援護施設，路外駐車場な
ど）を除き，原則として指定管理者に納税義務が生じることになりま
す。納税に関することは，募集要項Ｐ５（７）納税義務に記載のとお
り，申請者において調べていただく必要があります。

4

利用料金の上限額は現行料金を上限として設定されていますが、指定管理
期間中の消費税の改正やガス・電気料金等の値上げ、その他の物価上昇等
を考慮した利用料金上限額の変更、引き上げ等が、指定管理期間中に行わ
れること（行われる可能性）があるでしょうか？

募集要項Ｐ４エ利用料金に記載のとおり，市会の議決を得て，利用料
金の上限額の改定を行うことがあります。

5

公益法人等の場合、公益活動と収益活動で収支を切り分ける必要がありま
すが、納付金は公益活動であるユースホステル運営に関わる事業に計上す
る経費（支出）に当たりますか？それとも、食堂運営等の収益活動である
自主事業に計上する経費（支出）に当たりますか？あるいは、どちらにも
計上する経費（支出）となるのか、その経費の性格や処理についてお教え
下さい。

当質問については，申請者においてお調べください。

6 自主事業、特に飲食事業について外部委託は可能でしょうか？ 自主事業の外部委託は可能です。

7 保証金は必要ではないのでしょうか
質問のご趣旨が特定できませんが，募集要項に記載している金額以外
は発生しません。

また，上述の⑴～⑽のいずれかに該当する方については，集会室の利
用料金を免除いただく必要があります。



通番 質問内容 回答

8
従業員について＊ 既存の従業員について、継続雇用はできるのでしょう
か？（調理、サービス、清掃、保全要員）

当質問については，本市ではお答えできません。

9

貸与物品について
＊貸与物品一覧表に記載していない物品で、運営上、弊社で揃えなければ
ならない物品は何がありますか？（例えば、レンターサイクル）
＊貸与物品一覧表には、食堂の厨房機器が記載されていませんが、弊社で
揃える必要がありますか？また現指定管理者の所有物でそちらとの譲渡交
渉が必要となるのでしょうか。そうであれば現在の残存価格は分かります
か。

募集要項に記載している貸与物品以外の物品を使用される場合は指定
管理者でご用意いただく必要があります。現指定管理者所有の物品の
譲渡等については，本市ではお答えできません。

10
宿泊、食事、飲料の料金については、市指導に基づき設定される料金で
しょうか？
＊指定管理者の任意設定はできないのでしょうか？

募集要項Ｐ４のとおり宿泊施設，集会室，テニスコートについては，
利用料金の上限額を設けています。自主事業については，指定管理者
において，料金設定をいただくものとなります。

11

指定管理者指定申請書（様式Ⅰ-１-（１））の代表者名は、代表権のある
氏名でしょうか？
弊社は、大阪支店(営業)・滋賀営業所(運営)にて参画予定しております。
施設の管轄支店の場合は大阪支店長印、運営の場合は滋賀所長印となりま
す。代表権の氏名の場合は東京本店の代表取締役印となります。ご教授下
さい。

代表権のある方の氏名の記入・押印をお願いします。

12
弊社は、京都府内に営業所無い為、市税・水道料金及び下水道使用料が御
座いません。どの様に対応させて頂ければ宜しいでしょうか？

本社の所在自治体の納税証明書等をご提出ください。水道料金及び下
水道使用料については，提出書類に含まれておりません。

13
現状の広報活動詳細のご開示願います。又、現状のＨＰは継続して利用可
能でしょうか？

広報活動については，ＳＮＳでの情報発信，旅行会社への営業，旅行
商談会への参加等を行っています。
現状のホームページの継続利用については，本市ではお答えできませ
ん。

14
収支・収出実績の詳細のご開示願います。過去3年分お願い致します。
自主事業内容及び収支・収出もお願い致します。

別紙１のとおりです。

15

現状のシフト表(閑散期・繁忙期)及び、雇用形態(給与)のご開示願いま
す。
転籍可能者がおられた場合、人件費の算出参考にさせて頂きたい。
夜勤勤務の体制もご開示下さい。

当質問については，本市ではお答えできません。

16
伝統産業・伝統文化・職場体験等の体験教室は、継続して取引は可能で
しょうか？

当質問については，本市ではお答えできません。

17 現状の青少年育成の為の取組を、ご開示願います。

京都市宇多野ユースホステルのホームページ（http://www.yh-
kyoto.or.jp/utano/index_j.html）及び現指定管理者「（一財）京都
ユースホステル協会」のホームページ（http://yh-kyoto.or.jp/）を
ご参照ください。

18 施設運営に必要な資格及び有資格者の人数をお教え下さい。
当質問については，申請者においてお調べください。
なお，募集要項Ｐ８（１７）法令等の遵守に関係法令等を記載してい
ますので，ご参照ください。

19 地域密着に取り組まれている内容をお教え下さい。

京都市宇多野ユースホステルのホームページ（http://www.yh-
kyoto.or.jp/utano/index_j.html）及び現指定管理者「（一財）京都
ユースホステル協会」のホームページ（http://yh-kyoto.or.jp/）を
ご参照ください。

20 外国への誘致及び広報活動の詳細・内容をお教え下さい。
広報活動については，ＳＮＳでの情報発信，旅行会社への営業，旅行
商談会への参加等を行っています。



通番 質問内容 回答

21
ＢＢＱ施設及びテニスコートの利用時間はナイター照明(未確認)がない
為、日が落ちれば終了の認識で宜しいでしょうか？

テニスコートについては，募集要項Ｐ３（１）基本的事項のとおり，
申請者によって効果的な供用時間を判断し，提案してください。バー
ベキュー施設についても，同様に申請者において供用時間を提案いた
だくものです。

22
施設の修繕は、軽微な修繕とはどの様な修繕でしょうか？修繕箇所又は、
修繕金額でしょうか？具体的にご教授願います。又、過去3年間の修繕実
施内容及び金額のご開示願います。

軽微な修繕とは，募集要項Ｐ５（８）施設の修繕に記載のとおり日常
の管理業務で発生する修繕事項であり，特に金額を定めているもので
はありません。
また，３年間の指定管理者負担による修繕実施内容については，主な
ものは，木材に付着した黒カビ除去作業や壁紙のめくれ等の修繕等が
あります。修繕実施額については，別紙１のとおりです。

23 現状の指定管理者の物品(処分対象物)のご開示願います。 現時点では特定できません。

24 現状の警備体制及び警備会社のご開示願います。 当質問に対しては，本市ではお答えできません。

25
プレゼンテーション時は、プロジェクター及びプレゼンテーション資料の
配布は可能でしょうか？資料配布は、受領されない場合は回収すれば可能
でしょうか？

申請書類以外の資料持込み及びプロジェクタの持込みは不可としま
す。

26
利用状況の詳細のご開示願います。１９歳以上・未満、障害者、外国人
(国名)、組人数の詳細、集会場・テニスコート・ＢＢＱコーナーの利用人
数(利用回数)等

平成２５年度の利用状況の詳細は以下のとおりです。
・１９歳以上宿泊数：１５，１２３泊，未満：２１，２８７泊
・「障がい者」という区分では統計はとっていません。
・外国人（上位３箇国）宿泊数：韓国１，１２３泊，アメリカ８６１
泊，台湾４５７泊
・団体利用（日本人）：４１件
・集会室利用人数：７，６００人
・テニスコート利用人数：３，９５０人
・ＢＢＱコーナー利用人数：自主事業のため本市ではお答えできませ
ん。

27 ＢＢＱコーナーの利用料金をお教え下さい。

自主事業については，指定管理者において，料金設定をいただくもの
となります。
なお，現在の利用料金については，宇多野ユースホステルのホーム
ページをご参照ください。

28
現在外国語(外国語種類)に対応出来るスタッフの方は何名在籍されておら
れますか？

語学対応の出来るスタッフは約１５名在席していますが，ボランティ
アスタッフ等の出入りにより人数は変動します。

29 喫煙者ルームの設置は可能でしょうか？

京都市たばこ対策行動指針を踏まえ，建物内は全面禁煙となっていま
す。
屋外に喫煙場所を設ける場合は，受動喫煙が生じないよう配慮を求め
ます。

30 引継は、いつから可能でしょうか？
京都市会の議決を得た後となりますので，１２月下旬ごろの見込みと
なります。

31 過去３年間の指定管理者が負担した修繕費の実施額をご教示ください。 質問通番２２の回答のとおりです。

32
修繕の負担の詳細については，「そのつど協議」ということですが，協議
の結果，指定管理者の負担となる場合についてご教示ください。

負担区分は原則のとおりであり，工事期間や工事内容等についてその
つど協議を行っています。

33
現状の日常清掃体制，委託の有無（委託している場合は，実施業者名），
実績金額についてご教示ください（１日当たりの人数（曜日別，人数ごと
の勤務時間帯）。また，清掃基準表をご開示ください。

当質問に対しては，本市ではお答えできません。

34
現状の定期清掃対象範囲，実施内容，頻度，作業時間帯，委託の有無（委
託している場合は，実施業者名），実施金額についてご教示ください。

定期清掃対象範囲は，当施設全体となります。
実施内容については，以下のとおりです。
・食堂のグリストラップ清掃（基本毎月１日）
・ロビー，集会室及び食堂の空移送（年２回）
・害虫駆除（必要に応じて）
・庭園整備（必要に応じて）
作業時間帯，委託先，実施金額については，本市ではお答えできませ
ん。

35
現状の埃塵処理業務の年間処理量，処理対象，実施頻度，委託の有無（委
託している場合は，実施業者名），実施金額についてご教示ください。

処理対象は，当施設において排出されるもの全体となります。
年間処理量，実施頻度，委託の有無，実施金額については，本市では
お答えできません。



通番 質問内容 回答

36
現状の警備体制（常駐警備，機械警備），委託の有無（委託している場合
は，実施業者名），実施金額についてご教示ください。（一日当たりの人
数（曜日別），人数毎の勤務時間帯）。

当質問に対しては，本市ではお答えできません。

37
収支実績について，各費目の内訳（細目）を可能な範囲でご教示くださ
い。

質問通番１４の回答のとおりです。

38
人件費にかかる内訳（役割，人数，担当業務，勤務人数他）についてご教
示ください。

当質問に対しては，本市ではお答えできません。

39
支出額にある「管理費」の内容は，募集要項別紙３の安全管理等に関する
最低限必要な項目と同内容であると理解してよろしいでしょうか。

管理費については，募集要項別紙３の安全管理等に関する最低限必要
な項目ではなく，現指定管理者の組織運営に係る諸費用を指します。

40
募集要項別紙３安全管理等に関する最低限必要な項目及び内容について，
各項目の現状実施業者をご教示ください。

当質問については，本市ではお答えできません。

41

以下設備の詳細をご教示ください。
・受変電設備（キュービクル）電気容量（ＫＶＡ)，その他機器情報
・自家発電設備　発電容量（ＫＶＡ）メーカー，型式，台数，設置年，そ
の他機器情報
・昇降機設備　メーカー，型式，台数，設置年，その他機器情報
・ろ過設備　メーカー，ろ過方式，型式，台数，設置年，その他機器情報
・ボイラー　メーカー，型式，台数，設置年，その他機器情報
・貯湯タンク　メーカー，型式，台数，設置年，その他機器情報
・膨張タンク　メーカー，型式，台数，設置年，その他機器情報
・ＧＨＰ　メーカー，型式，台数，設置年，その他機器情報

以下のとおりです。
・受変電設備（キュービクル）
　電気容量（ＫＶＡ)：２２５kVA，その他機器情報　型式：ＰＦ・
Ｓ，受電形式：３相３線式６kV，定格遮断電流：１２．５kA，メー
カー：京都精工電機株式会社
・自家発電設備
　発電容量（ＫＶＡ）：３０kVA，メーカー：ヤンマーエネルギーシス
テム株式会社，型式：ＡＰ３５Ｂ，台数：１台，設置年：２００７
年，その他機器情報　定格電流：７８．８A，力率：８０％，エンジン
型式：３ＴＮＥ８４Ｔ－ＧＨ１，エンジン定格出力：３４．０kW，エ

ンジン回転速度：３６００min
-1
，エンジン総排気量：１．４９６L

・昇降機設備
　メーカー：横浜エレベータ株式会社，型式：Ｐ１１－ＣＯ－４５，
台数：１台，設置年：２００７年，その他機器情報　電動機：３．５
kW，制御方式：交流可変電圧可変周波数制御方式
・ろ過設備
　メーカー：東西化学産業株式会社，ろ過方式：セラミック系ろ過材
式，型式：小型ろ過装置ＢＣＦ－１５ＸＳＨ－Ｉ６Ｂ型，台数：１

台，設置年：２００７年，その他機器情報　ろ過能力：１４．０m
３

/h，電源：３．５kVA，セラミック系ろ剤（デアイロンＮ－２）：１８
０Ｌ
・ボイラー
　メーカー：昭和鉄工株式会社，型式：ＳＶ－３００４Ｇ－ＷＣ，台
数：１台，設置年：２００７年，その他機器情報　缶体定格出力：３
４９kW 設計流量：５ ０００L/h 最大流量：１６ ０００L/h 伝

42
募集要項別紙３安全管理等に関する最低限必要な項目及び内容について，
当該項目に記載のない設置設備（空調設備他）について可能な範囲でご教
示いただけないでしょうか。

必要に応じて，空調設備のスライム処理，害虫駆除及び庭園管理等を
行っていただきます。

43
平面図，立面図，設備機器表，床材仕上げ表，管球詳細図，植栽図をご開
示ください。

「平面図」「立面図」「仕上げ表」「植栽図」については，別紙３の
とおりです。「設備機器表」については，資料が膨大になるため開示
することが困難です。「管球詳細図」は該当するものがありません。

44
現状の植栽管理の対象範囲，実施内容，頻度，作業時間帯，委託の有無
（委託している場合は，実施事業者名），実績金額についてご教示くださ
い。

対象範囲は，別紙３のとおりです。
実施内容，頻度，作業時間帯，委託の有無，実施金額については，本
市ではお答えできません。

45 現状，委託している業務において，業務仕様書をご開示ください。

京都市と指定管理者において締結している協定書における「仕様書」
については，現時点では開示しません。
指定管理者の外部委託に係る「仕様書」については，本市ではお答え
できません。

４９kW，設計流量：５，０００L/h，最大流量：１６，０００L/h，伝
熱面積：７．４㎡
・貯湯タンク
　メーカー：株式会社ベルテクノ，型式：ＳＶ－Ａ－１６００×１２
００，台数：１台，設置年：２００７年，その他機器情報　容量：

３．３０４m
３

・膨張タンク
　メーカー：株式会社ベルテクノ，型式：ＥＸＴ－１，台数：１台，
設置年：２００７年，その他機器情報　最高温度９５℃，最高使用圧
力：０．５９MPa，予圧圧力：０．１９６MPa
・ＧＨＰ　メーカー：三洋電機販売株式会社，設置年：２００７年
その他詳細は「別紙２」のとおりです。
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