
 

質問への回答 

(広島県縮景園・広島県立美術館) 

令和３年８月 27日受付分 

質 問 事 項 具 体 的 な 内 容 回 答 内 容 

質問１ 

募集要項 13 広島県が支

払う負担金の額 

予算の範囲内で補填（全額）す

るとありますが，予算を超過した

場合の措置をご教示ください。 

予算を超過した部分については補填でき

ませんので，収入額が規定の額より下回るこ

とになります。なお，予算は，過去の実績をも

とに確保しています。 

質問２ 

提案項目１【利用者サービ

スの向上･確保】 １．利用

者サービスの向上と確保

について（県立美術館） 

 過去に実施し県民サービスの向

上に繋がったと思料する，美術

館・縮景園で共有できる「駐車場

割引サービス」および特別展開催

中の「託児サービス」について，そ

の内容をご教示ください。 

 

いずれも指定管理者の自主事業として実

施しているサービスです。 

駐車場割引サービスは，美術館又は縮景

園の飲食売店を 1000円以上ご利用いただ

いた場合に，美術館又は縮景園の駐車場が

30分無料になるサービス券を配布している

ものです。また，託児サービスは，特別展期

間中に予約された方に，有料で託児サービ

スを行うものです。いずれについても，詳細

は美術館・縮景園のホームページをご覧くだ

さい。 

質問３ 

提案項目１【利用者サービ

スの向上・確保】の３．利

用料金の設定額とその考

え方について 

利用料金の設定額とその考え

方について，「承認申請額」と「申

請額設定」とは何かご教示くださ

い。 

利用料金は，広島県縮景園設置及び管

理条例第 13条及び広島県立美術館条例第

11条において，指定管理者が条例に定める

金額の範囲内で知事の承認を受けて定め

ることとされております。「承認申請額」とは，

指定管理者が知事に対して申請する額を指

し，「申請額設定」とは，承認申請額を設定

することを指します。 

質問４ 

提案項目２【利用促進，新

たなイベント提案】 利用

促進，利用者増への取り

組みについて（県立美術

館） 

縮景園の夜桜・紅葉のライトア

ップに伴い美術館の開館時間を

延長された結果，入館者数が増

加したと推測するが，増加数の前

年対比，具体的な効果，反響等

についてご教示ください。 

 縮景園のライトアップに伴う美術館の開館

時間の延長は行っていません。 

質問５ 

提案項目２【利用促進】新

たなイベント提案 利用促

進，利用者増への取り組

みについて 

※ただし，茶室の利用率は年

間 70％以内とする。 

理由をご教示ください。 

縮景園は名勝に指定されており，茶室は

文化財の一部であることから，過剰な利用に

よる施設の劣化を防ぐため，文化財保護を

目的として，一定の利用制限を設けているも

のです。 



質問６ 

提案項目３【施設維持管

理水準の妥当性】１．施設

の維持管理業務を考える

上で 

県の大規模修繕(100万円以

上)について今期，前期，前々期

の工事実績及び来期以降の予定

をご教示ください。 

 

県の大規模修繕（100万円以上）の実績

は回答別表１のとおりです。 

また，令和４年度以降については，美術館

の展示室壁面修繕工事及びＬＥＤ照明改修

工事等を予定しています。 

質問７ 

（同上） 

来期以降の大型修繕(100万

円に近い工事等)予定について，

内容をご教示ください。 

  今のところ，指定管理者による大型修繕

（100万円に近い工事）の予定はありません。 

  故障又は点検不備事項を適宜修繕するこ

とで対応しています。 

質問８ 

提案項目４【申請者の経

営状況・信頼性】２不測の

事態が発生した場合の対

応を考える上で 

美術館内の展示作品に対する

盗難対策についてご教示くださ

い。 

 

  地震や盗難対策としてガラスケース内展

示，作品固定などの対策をしています。ま

た，展示室内に１名以上／室の看視スタッフ

を配置しています。 

質問９ 

（同上） 

これまでの不測の事態の詳細

についてご教示ください。 

  縮景園において，お客様が池に転落され

たことなどがあります。 

質問 10 

（同上） 

自然豊かな縮景園で，飛来し

てくる鳥，侵入してくる動物，池に

おいては池の魚を脅かす外来魚

などの侵入は今まであったかご教

示ください。またこのことがトラブ

ルになったことはなかったかご教

示ください。 

園内には，カラス，ハト，猫，ハクビシンな

どの動物の進入があるほか，池には，ボラな

ども生息しています。攻撃的なカラスが来園

者に迫ることなどもありますが，大きなトラブ

ルに発展したことはありません。 

質問 11 

（同上） 

縮景園で大きな松（樹木），池

にまつわる大きなトラブルが過去

にあればご教示ください。（自然

災害を含む） 

 

平成 30年度に，風雨により老木の桜が倒

木し，お客様が怪我をされたことがあります。

以降は，毎年県において，樹木点検を行うこ

ととしており，事故を未然に防ぐ取組を行っ

ています。 

質問 12 

（同上） 

美術館内の空調設備（吸収式

冷温水木）は設置からどのくらい

の年数が経過しているでしょうか。

年数が経過している場合は更新

及びオーバーホールの予定等あ

りますでしょうかご教示ください。 

仕様書を見ると冷凍能力 210Ｕ

ＳＲＴ 3機の保有となっておりま

すが，万が一の場合は２機でもま

かなえるものでしょうかご教示くだ

さい。 

  空調設備（吸収式冷温水機）は，設置から

13年経過しており，今年度，県において，３

機のうち最も稼働時間の長い１機について，

オーバーホールを行う予定となっており，他

の２機についても来年度以降，オーバーホ

ールを検討する必要があると考えています。 

  万が一の場合は２機でまかなうことも可能

ですが，設定を変更する必要があります。 



質問 13 

（同上） 

縮景園と美術館を運営する上

で，指定管理者側及び広島県で

契約している保険の種類と年間

契約金額をご教示ください。 

県においては，「財産の保険に関する事

務取扱要領」に基づき，一定の建物・工作物

について，火災等の損害保険に加入するこ

ととなっています。縮景園・美術館において

は，縮景園の管理棟，売店，四阿，倉庫及

び美術館建物について，加入しています。

保険の上限額は，縮景園が全建物を合わせ

て 13,534千円，美術館建物が 701,535千

円となっています。 

  現在の指定管理者が加入している保険の

種類と金額については，現在の指定管理者

のノウハウに当たり，権利，競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあるた

め，教示できません。 

質問 14 

提案項目４【申請者の経

営状況・信頼性】６．適切

な勤務体制等を考える上

で 

現指定管理者において，設備

管理者の宿直勤務があるのかを

ご教示ください。 

 設備管理者の宿直勤務はありません。 

質問 15 

（同上） 

現指定管理者において，別紙

７ 3．個別業務において警備員

の宿直があるのはわかるのです

が，宿直においての仮眠室があ

るかご教示ください。 

 仮眠室はあります。 

質問 16 

提案項目６【申請提案額】

申請提案額及び施設の

管理に係る経費の縮減に

ついて  

県HPにあります令和２年度 指

定管理者制度導入施設の管理運

営状況について確認させていた

だくと，令和 2 年度であれば料金

収入 24,157 千円，その他収入 

55,525 千円とありますが，料金収

入は施設使用料でしょうか。駐車

場料金も含まれるでしょうか。また

その他収入にどのような項目があ

るのかご教示ください。 

  料金収入には，県民ギャラリー，講堂，茶

室及び駐車場の利用料金が含まれます。 

  その他収入には，飲食売店売上，コインロ

ッカー利用料及び自動販売機の売上等が含

まれます。 



質問 17 

(同上) 

県HPにあります令和２年度 指

定管理者制度導入施設の管理運

営状況について確認させていた

だくと，令和２年度であれば支出

の事務局費 60,928 千円となって

おりますが，主だった内訳をご教

示ください。 

  受付，販売管理費（ＪＶ構成各企業本社の

事務費等），行事等費用，旅費，事務消耗品

費，通信費，荷造発送費，施設賠償責任保

険等が含まれます。 

質問 18 

(同上) 

県HPにあります令和２年度 指

定管理者制度導入施設の管理運

営状況について確認させていた

だくと，令和２年度であれば支出

のその他 59,347千円となっており

ますが，主だった内訳をご教示く

ださい。 

  飲食売店施設運営費（人件費，仕入費

等），租税公課，行政財産使用料及び都市

公園使用料等が含まれます。 

質問 19 

募集要項 

別紙１ 指定管理業務の

遂行上必要な資格等一覧 

電気・機械設備運転管理保守

業務の資格に玉掛技能講習修了

者とありますが，具体的な作業内

容についてご教示ください。 

  美術館内に設置されているリフターを使用

する場合に必要であるほか，縮景園におい

て，植栽の移植に係る根の吊り上げ等に必

要な場合があります。  

質問 20 

（同上） 

受付等業務 の資格に英会話と

ありますが，英検○級，TOEIC○

点等の基準があるのかご教示くだ

さい。 

  資格等の基準はありませんが，受付での

対応が可能なレベルが求められます。 

質問 21 

（同上） 

受付等業務 の資格に手話とあ

りますが，○級以上等の基準があ

るのかご教示ください。 

  資格等の基準はありませんが，受付での

対応が可能なレベルが求められます。 

質問 22 

広島県立美術館の概要 

７．特別展開催状況につ

いて 

令和元年度と令和２年度の実

績をみると重複がないので，例年

違ったイベントが開催されている

と思います。平成 28 年から平成

30 年の特別展実績 及び 令和３

年度，令和４年度の実績と予定を

ご教示ください。 

過去の展覧会の実績については，美術館

ＨＰにおいて年報等を公表していますので，

御確認ください。 

来年度以降の特別展については，現在検

討中です。回数については，例年，春・夏・

秋・冬の４回に加えて毎年恒例の展覧会とし

て県美展と伝統工芸展を開催していますが，

令和４年度については，冬季に展示室内の

工事を行う予定のため，春・夏・秋と県美展，

伝統工芸展の５回の開催を予定しています。 



質問 23 

美術館ホームページのフ

ロアガイド３F に記載して

ある事項 

ホームページを見ると，美術館

が主催または共催する企画展示

（特別展）を開催するフロアとある

が，これは自主催事のことか。年

何回(何日程度)行っているのか。

また過去５年の自主事業の実績

をご教示ください。及び自主事業

以外にも主だった独自の事業実

施があれば過去５年の実績をご

教示ください。 

３階企画展示室で行われる特別展につい

ては，実行委員会が開催する展覧会となりま

す。特別展は年４回開催を基本としておりま

す。詳しくは，当館ＨＰ又は当館で配布して

いるミュージアムカレンダーを御確認くださ

い。 

  指定管理者の自主事業の内容と実績に

ついては，現在の指定管理者のノウハウに

当たり，権利，競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるため，教示できま

せん。 

質問 24 

現地説明会にて 

お茶会のところは，かやぶき屋

根と説明あったが，かやぶき屋根

の管理方法はどのようにしている

のかご教示ください。 

  10～20年に１度，全面葺替を行います。

全面葺替までの間，部分的に傷みがみられ

る場合については，部分補修を行います。 

質問 25 

現地説明会にて 

美術館の３階展示場入場の際

に鉛筆の使用はよいがボールペ

ンの使用ができないとの説明があ

ったが何故かご教示ください。 

  万が一，ボールペンや万年筆などのインク

が作品や展示壁面に付着した場合に除去が

困難なためです。 

質問 26 

現地説明会にて 

入場時にボールペンの持ち込

みを検査しているのかご教示くだ

さい。 

手荷物検査はしていません。また，ボール

ペンや万年筆の持ち込み自体は禁止してい

ません。鉛筆をお持ちでないお客様には，

各展示室の看視スタッフが貸し出しています

（出口付近に鉛筆返却ボックスあり）。 

 なお，長いままの傘（折りたたみ傘は鞄に

入れて），弓，破魔矢，大型の荷物（ギターな

ど），スーツケースなど，長いものや大きなも

のは受付でお預かりしています。 

質問 27 

現地説明会にて 

美術館の４階写真室の利用頻

度は年間どのくらいあるのか。ま

た貸出は有料か。有料の場合の

料金設定をご教示ください。 

  写真室使用の頻度は必要に応じてとなる

ため，明言できかねます。写真室は作品仮

置きや燻蒸，博物館実習や収集評価委員会

などでも使用しています。また，写真室は通

常，美術館職員が使用するものであり，貸出

施設ではありません。 

質問 28 

現地説明会にて 

外国人来館者数の比率をご教

示ください。 

外国人の美術館来館者数の比率は，最も

多かった平成 31年度が 2.3％となっていま

す（所蔵作品展及び特別展来館者数に対す

る割合）。 



質問 29 

現地説明会にて 

電話での受付及び１階の案内

所では，外国語での案内が何割

程度あるのか。また，外国語は英

語，中国語，韓国語で事足りてい

るのかご教示ください。 

 電話や美術館受付での案内については，

１割未満ですが，新型コロナウイルス感染症

拡大前の縮景園受付では３割程度ありまし

た。 

  外国語での対応は英語のみで，中国語や

韓国語での対応は行っていませんが，基本

的には，英語のみでも不足はありません。 

質問 30 

現地説明会にて 

外国人の来館時，文化の違い

で，運営上(例えば金銭授受，利

用方法)で過去にトラブルがあれ

ばご教示ください。 

 特に大きなトラブルはありません。 

質問 31 

現地説明会にて 

美術館側の防災センターを見

せていただき，別紙７．４．個別業

務（美術館）(４)オにて警備用機

械装置とありますが，夜間は無人

となり機械警備に切り替えるという

認識でよろしかったでしょうか。侵

入者等の発報があった場合，どこ

に連絡が届いて，誰がかけつける

のでしょうか。発報はどのくらいの

頻度であるものでしょうかご教示く

ださい。 

  別紙７の「ポスト服務実施タイムスケジュー

ル」のとおり，防災センターには火災・警備装

置の監視・守衛業務が 24時間体制となって

いるため，夜間も１人は常駐します。 

  発報があった場合は，契約している機械

警備会社に通知されます。警備会社からの

連絡を受け，防災センターに常駐している警

備員が現場確認を行います。 

 これまで，侵入者等による発報はありませ

ん。 

質問 32 

現地説明会にて 

美術館側の部屋の中に，多く

の本が積み上げられている場所

をお見受けしましたが，この本に

ついては県の財産でしょうかご教

示ください。 

 県の財産です。 

質問 33 

現地説明会にて 

自家発電機の運転可能時間に

ついてご教示ください。 

  運転可能時間は，負荷と重油残量で大

きく変わります。 

例えば，定格出力の 1/3（250kW）の負荷

であれば，タンクの半分（1000L）の重油

で約 15時間動作します 

質問 34 

現地説明会にて 

美術品収納庫の空調管理につ

いて，温度・湿度の設定数値につ

いてご教示ください。 

  収蔵庫は温度 22度±1度，湿度 55%±

5%です。 

質問 35 

現地説明会にて 

富山学園の部屋がありました

が，施設の運営に携わっているの

かご教示ください。 

  現在は，指定管理者の委託等業者として

運営に携わっていただいています。 



質問 36 

現地説明会にて 

屋外スペースでの展示，イベン

ト開催時に飲食は可能でしょうか

ご教示ください。 

  展示等の利用については，行政財産又は

都市公園使用許可申請を行ってもらい，場

所や内容を確認の上，規則等に抵触するこ

とがなければ県が許可することとなります。た

だし，縮景園及び美術館内は定められた場

所のみ飲食可能となります。美術館では展

示室及び既存の飲食店以外では飲食は不

可としており，縮景園では使用を許可したう

えで屋外での飲食を可能としたことはありま

す。 

質問 37 

別紙１縮景園の３支出状

況（２）修繕費について 

令和２年度の修繕予定をご教

示ください。 

縮景園の令和２年度の指定管理者の修繕

実績については，回答別表２のとおりです。 

質問 38 

別紙２ 美術館の３支出状

況（２）修繕費について 

令和２年度の修繕予定をご教

示ください。 

美術館の令和２年度の指定管理者の修繕

実績については，回答別表２のとおりです。 

質問 39 

別紙４ 指定管理者業務

仕様書(共通) (５)危機管

理及び施設内秩序維持

に関すること（県立美術館

および縮景園） 

過去，防犯・防災に関する問題

が発生しましたか。発生していた

場合には，その概要，対応状況

およびその後強化した点につい

てご教示ください。 

 

  特に発生していません。 

質問 40 

別紙７ 施設警備等業務

仕様書の３個別業務（縮

景園）の中にある◇開園

日・昼間警備 

縮景園の警備仕様書の「巡回

監視」は約 40箇所回るようになっ

ていますが，１回の巡回にかかる

だいたいの時間と距離をご教示く

ださい。 

  １回の巡回に要する時間は，約 30分で，

距離は約 1.5kmです。 

質問 41 

別紙８ 指定管理者業務

仕様書(縮景園)(1)全般 

園内施設の利用許可等の運営

に当たっては，文化財の保護及

び伝統文化の振興の目的のもと，

公共性・広域性・教育性に配慮

し，公平・公正・明確な運営を行う

と思いますが，ここに記してある目

的外での利用があればご教示く

ださい。また外国人の利用が過去

にあれば，伝統文化の振興という

面において理解があっての貸出

だったのかご教示ください。 

  縮景園内施設の利用については別紙９

「広島県縮景園園内施設利用許可要領」に

おいて，利用許可基準等を定めており，当該

利用許可基準に沿った利用のみ許可してい

ます。 

  また，外国人からの利用申請は現在のとこ

ろありません。 



質問 42 

別紙８ 指定管理者業務

仕様書(縮景園)(9)関係機

関との連携に関すること  

関係機関との連携とあります

が，「縮景園友の会」「縮景園原

爆犠牲者慰霊供養会」「ボランテ

ィア団体」以外との連携があれば

ご教示ください。また事業継続に

あたって必ず連携しなくてはいけ

ない団体及び機関があればご教

示ください。 

  他にも，縮景園で行う行事について，県や

茶道の各流派，ライオンズクラブ，学校等と

連携する必要があります。詳細については，

仕様書の別紙８⑹等をご覧ください。 

  また，仕様書に記載のある団体及び機関

については，今後も連携していく必要がある

と考えています。 

質問 43 

別紙９ 

４ 利用者の遵守事項 ⑵ 

指定された場所以外で

は，火気を使用しないこと 

指定された場所をご教示くださ

い。 

 また，火気使用時の条件およ

び，消防署への届出は必要でし

ょうかご教示ください。 

  お茶会などで必要な炭を焚く際の火おこ

しは，原則茶室の水屋外にある水道付近で

行うこととしています。 

  火気使用に関して，条件は定められてい

ないほか，お茶会で使用する炭程度であれ

ば消防署への届出も不要ですが，内容によ

っては，広島市火災予防条例に基づき届出

が必要な場合もあります。詳細については，

広島市のホームページをご確認ください。 

質問 44 

別紙 10 縮景園施設･設

備維持管理業務仕様書 

1.概要 (3)業務範囲 

茶室建物（計３棟），四阿（計 6

棟）がどのような建物が知りたいの

で外観写真をご送付いただけな

いでしょうか。 

 別添の写真のとおりです。 

質問 45 

別紙 10 

茶室は空調完備でしょうかご教

示ください。 

  茶室に空調設備はありません。 

質問 46 

別紙 10 

⑴  茶室建物及び四阿

（あずまや）建物内部 

（重量物を持ち込むと床の構造

材や床板が傷む恐れがあるた

め。） とありますが，重量物の重さ

の基準をご教示ください。 

  具体的な基準はありませんが，社会通念

上，床板や畳が傷むと考えられる程度の重

量があるものとなります。 

  また，足の付いた椅子を置くような場合

は，毛氈を敷き，畳に跡がつかないようにす

るなど，細心の注意を払う必要があります。 



質問 47 

別紙 12 広島県縮景園池

水管理業務仕様書 

４ その他 

※淡水魚（コイ）の生息限界地

は，塩分濃度計による場合は１％

とし，超える場合は希釈する。とあ

りますが，別紙 14-4  5．鯉の生

息管理では 

（1）塩分濃度測定器（比重計等）

により毎日濯纓池内数箇所を測

定し濃度が 5％を越えると地下水

で希釈を始める。とありますが，ど

ちらの数値でしょうかご教示くださ

い。 

  いずれの数値についても，0.5％の誤りで

す。 

  ホームページに掲載している仕様書につ

いては，後日訂正の上，再掲載させていた

だきます。 

質問 48 

別紙 13 広島県縮景園茶

室管理業務仕様書 

⑸ 業務実施体制   業務実施

中は，次の条件を満たす者を専

任配置すること。とありますが，具

体的な資格名をご教示ください。 

  具体的な資格はありません。 

質問 49 

別紙 14 縮景園植木等維

持管理業務仕様書 

現地説明会において，松は

400 本あり，常時庭師が５人つい

ていると話がありましたが，年末年

始を除いて常時５人ということでし

ょうか。あと松以外の植木の維持

管理に係る（植木管理職人の）人

数と要員配置をご教示ください。 

  土日祝日，年末年始を除き，平日に常時５

名となります。また，他の植栽についても，当

該５名が対応しており，配置は特に定めてお

らず，園内全体の樹木について，それぞれ

が適宜対応しています。必要に応じて，数名

程度，応援に入ることがあります。 

質問 50 

（同上） 

植木は全て県の財産扱いでし

ょうかご教示ください。 

全て県の財産です。 

基本的に県で備えている都市公園台帳に

登録されています。 

質問 51 

（同上）  

虫食い，自然災害等で植木が

枯れたり，倒木した場合は，指定

管理者側で植樹の必要があるで

しょうかご教示ください。 

別紙２「広島県縮景園及び広島県立美術

館における広島県と指定管理者のリスク分担

表」によります。 

質問 52 

別紙 14-4 地割･池水管

理マニュアルにある浄化

システムについて 

浄化システムは縮景園施設の

中の設備の一部でしょうか。或い

は外注業者からの貸与（またはレ

ンタル）でしょうか。指定管理交代

時，浄化システムはそのまま残る

のでしょうかご教示ください。 

  池水管理のろ過装置については，県が設

置した設備であり，指定管理者が交代する

場合も，変更はありません。 



質問 53 

別紙 14-4  

5．鯉の生息管理 

（1）塩分濃度測定器（比重計

等）により毎日濯纓池内数箇所を

測定し濃度が 5％を越えると地下

水で希釈を始める。とありますが，

別紙 12 広島県縮景園池水管理

業務仕様書４ その他 では※淡

水魚（コイ）の生息限界地は，塩

分濃度計による場合は１％とし，

超える場合は希釈する。とありま

すが，５％か１％のどちらかをご教

示ください。 

  いずれの数値についても，0.5％の誤りで

す。 

  ホームページに掲載している仕様書につ

いては，後日訂正の上，再掲載させていた

だきます。 

質問 54 

別紙 17 広島県縮景園行

事概要について 

 

平成３１年度の実績が記載され

ておりますが，この行事が毎年固

定されているという認識でよいで

しょうか。或いは年によってバラツ

キ，変動があるでしょうかご教示く

ださい。 

  基本的には，別紙 17「広島県縮景園行事

概要」に記載の行事に変動はありません。 

  なお，ライトアップ事業など県が実施する

事業については，別途指定管理者に委託す

る場合があります。 

質問 55 

別紙 19 縮景園園内行事

会場設営について 各行

事 

各行事ごとの発電機の発電容

量をご教示ください。 

  発電容量については，現在の指定管理者

のノウハウに当たり，権利，競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあるた

め，教示できません。 

質問 56 

別紙 19 縮景園園内行事

会場設営について  

２ 茶摘茶会 

準備物の炭・薪を燃やす場合，

消防署への届出，及びそれぞれ

の持ち込み量の制限についてご

教示ください。  

  茶摘茶会の規模であれば，消防署への届

出の必要や持ち込み量の制限はありません

が，内容によっては，広島市火災予防条例

に基づき届出が必要な場合もあります。詳細

については，広島市のホームページをご確

認ください。 

質問 57 

別紙 19 縮景園園内行事

会場設営について 

11 菊花展 

資料の第７図-2 菊花展展示

場正面図に幅 18M×高さ３M の

構造物の設置について，使用材

料の足場鋼管（骨組），防音シー

ト(屋根)などの素材は縮景園の備

品として保有しているのでしょう

か。組み立てにおいては専門の

職人に来ていただいているのでし

ょうか。それとも自社での組み立

てでしょうかご教示ください。 

  鋼管及び防音シートは県の物品です。 

  組立方法については，現在の指定管理者

のノウハウに当たり，権利，競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあるた

め，教示できません。 

質問 58 

11 菊花展 

コンパネ≒30 枚・ビールケー

ス≒80 個は保管備品でしょうかご

教示ください。 

  県の物品として保管しています。 



質問 59 

別紙 23 指定管理者業務

仕様書（美術館）（３）入場

券の販売及び入館料の徴

収に関すること 

実行委員会からでなく，美術館

が直接販売所に配布する前売入

館券があるのですか。販売されず

残ったものはどのようにして回収

するのですか。100％回収されて

いるのですかご教示ください。 

  県が契約している販売先に委託し，販売

をしています。残券については，回収に伺

い，100％回収しています。 

 なお，配券及び回収は指定管理業務に含

まれます。 

質問 60 

別紙 23 指定管理者業務

仕様書（美術館）（８）関係

機関との連携に関すること

について 

美術館友の会は，現在，何団

体，何人所属して，運営にかかる

費用はどの程度でしょうか。美術

館の運営にあたっては多くの関

係機関との連携とありますが，具

体的にどのような関係機関と連携

されているかご教示ください。また

関係団体へは必要により会員負

担金等を支出とありますが，現在

の団体別（関係機関別）の会員負

担金の年額をご教示ください。 

美術館友の会については，令和２年度

600人 余の会員がおり，支出額は 1,697千

円余となっています。 

  現在のところ，指定管理者において直接

関係機関との連携を行っているものはありま

せん。また，指定管理者による会費負担の実

績はありません。 

質問 61 

別紙 24 美術館展示施設

等利用許可取扱要項に

ついて 

2.利用希望の申し出の期間が

前期は９月，後期は３月となって

おりますが，その他の月は希望の

申し出があっても受け付けないと

いうことでしょうかご教示ください。 

  空きがある場合は募集を継続して行い，希

望の申し出があれば，受け付けています。 

質問 62 

別紙 25 美術館電気・機

械設備運転管理保守業

務仕様書  第１ 4 美術

館領域における温度及び

湿度 

常時 22度 55％を維持するため

には設備員の宿直があるのです

かご教示ください。異常の場合に

外部からの駆けつけの場合には

許容時間はどの程度ですかご教

示ください。 

  設備員の宿直勤務はありません。 

  許容時間は定めていませんが，なるべく早

く駆けつけて対処していただきます。 

質問 63 

別紙 25 美術館電気・機

械設備運転管理保守業

務仕様書 第２ 1 (1) 注 

照明器具について 

照明の保守についてですが，

蛍光灯，蛍光管について LED 照

明とはなっていないのでしょうか。

また旧式の蛍光管の場合，安定

器の確保はされておりますでしょ

うか。また各部屋において，照度

（ルクス）の基準があればご教示く

ださい。 

  建物照明については，令和４年度以降ＬＥ

Ｄ化工事を実施する予定となっています。安

定器については一部機種については確保し

ています。 

  また，展示ケース内の蛍光管はすべて

LED化されておらず，スポットライトについて

は一部ＬＥＤ化しています。 

  照度は展示作品によって異なります。光に

強い作品の場合は 300ルクス以上でも大丈

夫ですが，紙や布等は国際基準では 40ル

クスとなっています。 



質問 64 

別紙 25 美術館電気・機

械設備運転管理保守業

務仕様書 第２ 1 (2) ⑦ 

フロンについて 

改正フロン法に伴い３年に１回

の定期点検が必要な機器がある

でしょうか。 

対象機器の内容と点検費用を

ご教示ください。 

  改正フロン法に伴い点検が必要な機器は

あります。 

  内容と費用については，現在の指定管理

者のノウハウに当たり，権利，競争上の地位

その他正当な利益を害するおそれがあるた

め，教示できません。 

質問 65 

別紙 25 美術館電気・機

械設備運転管理保守業

務仕様書について 

第２（４）設備年間点検整備業

務については自社職員による実

施でしょうか。外注に依頼，発注

し管理しているものがあれば外注

先と契約金額をご教示ください。 

  自社職員であるか外注であるかは問いま

せん。 

  外注先と契約金額については，現在の指

定管理者のノウハウに当たり，権利，競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれが

あるため，教示できません。 

質問 66 

別紙 29 遺失物の取扱い

について 

逸失物の広島中央警察署への

提出は 1年間でどのくらいの件数

がありますかご教示ください。 

  年度により変動はありますが，年間約 100

件程度あります。 

質問 67 

別紙 30 令和３年度ミュー

ジアムカレンダー・ギャラリ

ーカレンダー発送先一覧 

非常に多くの枚数と発送先が

ありますが，制作デザインは自社

でしょうか。外注でしょうか。また

発送頻度をご教示ください。 

  デザインは，過去に県が印刷会社に外注

したものを毎年踏襲して使用しています。 

  発送は 3月の納品後，年度初めに間に合

うように，一斉発送しています。 

質問 68 

別紙 31 美術館広報資料 

発送先一覧 

広報用印刷物で指定管理者が

実施する印刷物はどの程度ありま

すか。自主事業に関しての広報

用印刷物など 1 年間に印刷され

た実績金額はどの程度でしょうか

ご教示ください。 

  広報用印刷物で，指定管理者が実施する

ものはありません。 

質問 69 

その他 自主事業につい

て 

（県立美術館） 

インバウンド対策として，多言

語ガイドのスマートフォンアプリを

導入する計画があったと承知して

いますが，言語の種類，反響等に

ついてご教示ください。 

  縮景園においては，園内の要所にＱＲコ

ードを設置しており，日本語・英語・中国語・

韓国語で解説を聞くことができますが，美術

館においては，特にそのような取組みは行っ

ておりません。 

 また，指定管理者の自主事業については，

現在の指定管理者のノウハウに当たり，権

利，競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがあるため，教示できません。 



質問 70 

その他 

「安心▷誇り▷挑戦 ひろし

まビジョン（R3～R12）」第 2

章「スポーツ・文化」に掲

載された指標について

（県立美術館） 

10 年後の目標値（R12）は，鑑

賞活動が 80％，体験活動が 50％

となっていますが，初年度である

令和 3 年度は，どのような施策を

計画されていますか。その内容を

ご教示ください。  

 特別展の着実な開催（新型コロナウイルス

感染症拡大防止のための休館措置は除く），

所蔵作品展の充実などを行います。 

質問 71 

その他（コンピューター，

パソコン） 

日々の売上，県への月次売上

報告などを行う上で，既存の「売

上管理システム(売上の把握，集

計する仕組み)」のコンピューター

またはパソコンは県の持ち物でし

ょうか，それとも指定管理側の持

ち物でしょうか。また指定管理交

代時にはそのまま継続して使用

できるでしょうかご教示ください。 

  売上等の把握について，現在システム化

はしていません。 

  なお，指定管理者が使用するパソコンに

ついては，指定管理者で準備していただく

必要があるため，基本的には継続しての使

用はできません。 

質問 72 

その他（電力会社） 

 

現在の電力供給契約先はどち

らでしょうか。また契約電力，契約

形態，使用実績（使用電力量と金

額）をご教示ください。 

  電気の契約は指定管理者が行うこととして

おり，契約については，現在の指定管理者

のノウハウに当たり，権利，競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあるた

め，教示できません。 

質問 73 

その他（計量法） 

計量法により電気子メーター，

水道子メーターがあるのは想像が

つきますが，他に対象となるメー

ターはあるでしょうか。また来期以

降の交換実施時期と交換費用

（過去実績でよいので）ご教示く

ださい。 

  その他，ガスのメーターがあります。 

  交換実施時期及び交換費用（過去実績）

はそれぞれ次のとおりです。 

・電気子メーター 

  交換時期：令和 13年 3月 

  費用：1,276千円（Ｒ２実績） 

・水道子メーター 

  交換時期：令和５年３月 

  費用：不明 

・ガスメーターは，ガス会社が交換。 

質問 74 

その他（休館日） 

設備点検において休館日が必

要な点検があればご教示くださ

い。また設備点検以外で来年度

以降，休館の予定がありましたら

ご教示ください。（コロナウイルに

伴う臨時休館は除く） 

  県が実施を予定している展示室壁面修繕

工事及びＬＥＤ照明改修工事のため，令和４

年度以降，一部の期間休館することを検討し

ています。休館期間は現時点で不明です

が，およそ３カ月程度を想定しています。 



質問 75 

その他（ホームページ） 

指定管理者交代時には，縮景

園及び美術館のホームページの

ドメインはそのまま引き継ぎが可

能でしょうかご教示ください。 

広報は県の業務としており，縮景園・美術

館のホームページの運用も県が行っていま

す。そのため，指定管理者が交代した場合も

ホームページのドメインを変更することはあり

ません。 

質問 76 

その他（入場者数） 

県HPにあります令和２年度 指

定管理者制度導入施設の管理運

営状況について確認させていた

だくと，入場者数が第２期平均

232,212 人に対し ， ３期平均

695,517 人と約３倍になっておりま

す。１０年前以上のことですが，増

加要因をご教示ください。 

  注意書きにもあるように，１，２期の美術館

入場者数は常設展のみの計上となっており，

３期以降には特別展・県民ギャラリー・講堂

の入場者数を含んでいます。 

  そのほか，インバウンド需要の増加により

縮景園において外国人入園者数が増えたこ

となどにより，増加しています。 

質問 77 

その他（お客様の声） 

縮景園及び美術館を運営して

いて，お客様の声として多いもの

はどのようなことでしょうかご教示

ください。 

トイレの洋式化についての御意見が多い

ですが，令和２年度以降，県において，順次

改修に取り組んでいるところです。 

質問 78 

その他（Wi-Fi，ネット回

線） 

縮景園及び美術館内には，お

客様が自由に使える Wi-Fi また

はインターネットがあるでしょうか。

あれば年間費用をご教示くださ

い。 

美術館ロビー，２階展示室の一部及び講

堂，縮景園（一部を除く）において，

Hiroshima Free Wi-Fiを利用できます。県が

契約しており，年間費用は 1,102千円です。 

質問 79 

その他（準備物） 

指定管理交代時に指定管理者

が独自に購入しており，持ち帰ら

れるものがあればご教示くださ

い。また指定管理交代時に新指

定管理者側で準備するものがあ

ればご教示ください。 

  パソコン関連機器，設備保守・清掃・警

備・植栽管理，自主事業に関連するもの等

があります。詳細については，現在の指定管

理者のノウハウに当たり，権利，競争上の地

位その他正当な利益を害するおそれがある

ため，教示できません。 

質問 80 

その他（レストラン） 

１階にレストラン，３階に Café

（徒夢創家）がありましたが，左記

施設からの家賃収入があるのか

ご教示ください。 

 

美術館のレストラン，ティールーム（徒夢創

家），ミュージアムショップについては，県の

行政財産使用許可，さらに，縮景園売店に

ついては，都市公園使用許可を受けて運用

することになるため，行政財産使用料又は都

市公園使用料を県に納付する必要がありま

す。  

  このため，指定管理者はテナントからは家

賃として行政財産使用料又は都市公園使用料

の額を収入しますが，同額を県に納付する必

要があるため，収益はありません。 



質問 81 

その他（レストラン） 

不具合が生じた場合の修繕

は，指定管理者側での修繕でしょ

うか。それともレストラン側でしょう

かご教示ください。 

  レストランも施設の一部であるため，その

修繕については，別紙２のリスク分担に基づ

き，県又は指定管理者で対応することとなり

ます。 

質問 82 

その他（人員） 

 

指定管理交代時，今現在業務

に携わる人が新指定管理者に異

動が可能か(再雇用可能か)ご教

示ください。 

  現指定管理者の構成企業において雇用さ

れている者の再雇用については，当該企業

と個別に調整していただくことになります。 

 

回答別表１ 県の大規模修繕工事（100万円以上）（質問６関連） 

 縮景園 美術館 

Ｈ31 消防ポンプ導入工事，伝馬船修繕工事，京橋川

沿いフェンス修繕工事，東門倉庫解体撤去工

事，夕照庵屋根修繕工事，売店横男子トイレ改修

工事 

非常用電源更新工事，空調設備改修工事（蒸気

式加湿器） 

Ｒ２ 東門倉庫及びトイレ建替工事，池水循環ポンプ

更新工事（２基） 

防火ダンパー改修工事，自動ドア改修工事，展

示室可動壁修繕工事，１階トイレ改修工事，電気

子メーター取替工事 

Ｒ３ 観瀾橋架替工事，看花搨屋根改修工事，ＬＥＤ照

明設置工事，錦繍橋・踏雲橋架替工事 

二酸化消火設備改修工事，自動ドア改修工事，

冷温水器オーバーホール工事，地下講堂視聴覚

設備改修工事，地階及び２・３階トイレ改修工事， 

※Ｒ３は予定を含む 

 

回答別表２ 令和２年度 指定管理者修繕費一覧（質問関連） 

 内容 金額 

縮

景

園 

四ツ目垣改修・樹木移植 1,472,020 

清風館川浚渫工事 1,008,000 

四ツ目垣改修 586,476 

桜花巷ポンプ交換工事 631,070 

植栽用リアカー劣化更新 119,000 

跨虹橋橋脚取替工事 999,999 

警備宿直室エアコン交換工事 113,000 

園内樹木移植 550,000 

明月亭シロアリ防除・床下清掃 181,300 

園内樹木移植 550,000 

跨虹橋踏板部分張替工事 115,500 

園内樹木移植業 952,600 

園内用松ﾜｲﾔｰ支柱設置，芝生張替等 445,480 

園内整備用具保管庫等更新工事 266,640 

園路補修工事 44,550 



10 万円未満 1,030,866 

計 9,158,502 

美

術

館 

輪転機保守 118,800 

ガス遮断弁交換工事 407,000 

吸収式冷温水機№２ ﾌﾟﾛﾃｸﾄﾘﾚｰ交換  352,000 

吸収式冷温水機№２ CPU基板・制御  330,000 

ミュージアムショップ空調機修理に伴う給水管・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ配管移設工事 143,000 

事務所用紙幣計算機劣化更新 233,400 

ミュージアムショップ空調機修理 253,000 

１F救護休憩室電気湯沸器取替 308,000 

10 万円未満 1,186,369 

計 3,331,569 

※ 修繕内容及び金額は，指定管理者から提出のあった令和２年度の年次報告書による。 


