
○青少年会館・一宮少年自然の家・大神保青少年キャンプ場への民間活力導入に向けたサウンディング型市場調査 質問及び回答 

【Ｈ31.1.10質問締め切り分まで】 

番号 質問日 質問 回答 

1 12/8 各施設の予算規模（収支状況 コスト赤字への対応） 収支状況については、【別添資料１ 施設概要】の各施設のコスト状況をご確認

ください。 

コスト赤字への対応についてですが、現状、青少年教育施設として設置運営して

いるため、収支ではマイナスとなっております。今回の対話（自主事業の提案等）

を通して今後の検討に活かしたいと考えております。 

2 12/8 各施設の職員人員配置 【青少年会館】 

再任用（フルタイム）１人が火～土勤務、短時間再任用１人が木・金・日勤務、

非常勤職員３人が各開館日に１～２人ずつ勤務 

当直代行員（夜直）3人（週 2日ずつ勤務） 

【一宮少年自然の家】 

常勤職員３人、再任用職員 2 人（週３日）、職員の勤務体制は、宿泊施設の

ため変則の４週８休 

その他・・・非常勤作業員１人（週３日）、夏季期間中の臨時職員 3名 

【大神保青少年キャンプ場】 

管理業務を委託しており、市職員の配置はなし 

１日２人（9時～17時：1人、13時～17時：1人） 

※夏季繁忙期は、９時～17時：２人 

3 12/11 大神保青少年キャンプ場の事業形態について 

大神保青少年キャンプ場について、現状は青少年教育施設であ

ると認識しておりますが、今回の事業提案の前提として、青少年以

外も対象としたオープンなキャンプ場施設としてリニューアルすること

は問題ないでしょうか。 

現状、青少年教育施設ではありますが、現状に縛られることなく多種多様なアイデ

ア等のご提案をお願いいたします。 

 

 

 

 

 



○青少年会館・一宮少年自然の家・大神保青少年キャンプ場への民間活力導入に向けたサウンディング型市場調査 質問及び回答 

【Ｈ31.1.10質問締め切り分まで】 

番号 質問日 質問 回答 

4 12/11 大神保青少年キャンプ場の現状敷地・建物について 

現状敷地の形状と、建物の配置場所等が分かる簡単な図面のよ

うな資料を提供頂けないでしょうか。 

敷地の形状等が把握できる図面はありませんが、管理棟から第１キャンプ場、第

２キャンプ場までは概ね平坦、第２キャンプ場から第３キャンプ場へは緩やかに下

っております。建物の配置等が分かる簡単な図面については、【追加資料１】として

掲載いたしましたのでご活用ください。 

5 12/11 大神保青少年キャンプ場の事業期間について 

現状、事業期間については特段のご指示が無いものと認識してお

りますが、これは事業者側で自由に提案させて頂くものという理解

で宜しいでしょうか。 

現時点では未定ですので、事業者側による自由なご提案をお願いいたします。 

6 12/12 各施設の委託費の内訳をご提示頂けますでしょうか。 別紙【追加資料２】をご参照ください。 

7 12/12 各施設の業務内容が分かる仕様書等（業務委託先へ発注をさ

れている業務の仕様書を含む）をご提示頂けますでしょうか。 

事業提案をいただいた後、サウンディングの実施により必要な仕様書等につきまして

は、個別にご対応させていただきます。 

8 12/12 各施設の全体の人員体制を教えて頂けますでしょうか。 

（市職員と委託先職員等を含めた） 

各施設の人員体制については、番号２の回答内容をご確認ください。 

 

9 1/9 一宮少年自然の家において 食堂給食関連収入額と給食関係

委託額を開示ねがいます。 

質問の意図は食堂給食に関する収支は、現状黒字となっているか

どうかの確認です。 

給食業務に係る歳入・歳出 

歳入 27年度 18,798千円 歳出 27年度 26,533千円 

    28年度 18,725千円     28年度 26,436千円 

    29年度 19,540千円     29年度 26,908千円 

歳出は、給食業務委託の人件費及び食材料費となります。 

10 1/9 現地説明会時に、耐震改修が終了しているとの事でしたが、今後

の建屋の耐用年数はどの程度と考えておりますでしょうか。 

【一宮少年自然の家】 

公共建築物保全計画上は建設から 65年となっております。 



○青少年会館・一宮少年自然の家・大神保青少年キャンプ場への民間活力導入に向けたサウンディング型市場調査 質問及び回答 

【Ｈ31.1.10質問締め切り分まで】 

 

番号 質問日 質問 回答 

11 1/9 施設設備に関しても更新工事を行っておりますが、改修が終了し

ていない設備等はどの程度ございますでしょうか。 

【一宮少年自然の家】 

各棟の給排水設備改修、宿泊棟外壁改修、受水槽・高架水槽改修等がありま

す。 

12 1/10 本施設は、市の宿泊可能避難所、福祉避難所に指定されていま

すが、提案内容の規定条件となりますか。 

【青少年会館】 

提案内容の規定条件とはしておりませんが、指定管理を行っている施設について

は、基本協定の中で定めております。 

13 1/10 現在進行中の近隣地域の事業（南船橋駅南口市有地の活用

＆船橋オート跡地利用）と本施設との関連性についてお考え

（想定等）はありますか。 

【青少年会館】 

関連性については、現在のところ想定しておりません。 

14 1/10 青少年問題協議会にて活性化策の提言（素案）がなされ継続

的な検討が行われていると理解しておりますが、本サウンディングと

の関係性についてご教示ください。 

【青少年会館】 

サウンディングについては、提言との関係性を求めるものではありませんので、多種多

様なアイデア等のご提案をお願いいたします。 

 

15 1/10 年末に青少年団体に対してアンケートを送付する予定と伺いまし

たが、その結果についての公表はいつ頃、どのような形をお考えでし

ょうか。 

【青少年会館】 

 

昨年の１２月に送付し、１月中には集計する予定です。 

その結果について、市のホームページ等で公表する予定はありませんが、２月中旬

以降のサウンディングの実施において、お示しすることは可能と考えております。 

16 1/10 レク・広場は無料とあり、料金表にも記載がありませんが、有料の

利用があったのでしょうか。また、有料の場合の条件と金額をご教

示ください。 

【青少年会館】 

レクリエーション広場は使用料金の定めはなく、有料利用の実績はありません。 



○青少年会館・一宮少年自然の家・大神保青少年キャンプ場への民間活力導入に向けたサウンディング型市場調査 質問及び回答 

【Ｈ31.1.10質問締め切り分まで】 

番号 質問日 質問 回答 

17 1/10 平成 30 年度実施済の事業の実績（参加者数と収支）につい

てお教えいただくことは可能でしょうか。 

【青少年会館】 

事業の参加者数については、別紙【追加資料３】をご参照ください。 

収支については、個別に対応いたします。 

18 1/10 各事業の参加率をご教示ください。（別添主催事業①） 

【青少年会館】 

19 1/10 本施設を実際に利用している団体数とその内訳についてご教示く

ださい。 

【青少年会館】 

平成 30年 12月末現在の登録団体数 538団体 

（内訳） 

・一般登録団体  407団体 

・青少年団体     104団体 

・青少年育成団体  27団体 

20 

 

1/10 レク・広場の使用時間が 16:30 までの理由をご教示ください。 

【青少年会館】 

照明設備がないため、午前（９:00～12:00）と午後（12:30～16:30）の

2単位となっております。 

21 

 

1/10 諸室（貸室）の面積をご教示いただくことは可能でしょうか。 

【青少年会館】 

１階・・・調理実習室 62.25㎡、学習室 50.09㎡ 

２階・・・集会室 105.90㎡、第１和室 37.24㎡、第２和室 39.83㎡ 

 美術工芸室 81.65㎡、音楽室（準備室除く）100㎡、会議室 34.21㎡ 

体育館・・・801.61㎡  

※和室の面積には、前室・物置・水屋は含まれていません。 

22 

 

1/10 サウンディングを実施した後、想定する事業化のスケジュールを教え

てください。 

【３施設共通】 

ご提案を参考に、平成 31年度に方向性を定め、その後整備等（必要な場合）

を行い、早ければ平成33年度（2021年度）以降の事業化を想定しています。 

23 1/10 民間活力導入の実施予定年度を御教示ください。 

【３施設共通】 



○青少年会館・一宮少年自然の家・大神保青少年キャンプ場への民間活力導入に向けたサウンディング型市場調査 質問及び回答 

【Ｈ31.1.10質問締め切り分まで】 

番号 質問日 質問 回答 

24 

 

 

1/10 各施設の指定管理料（又は管理料）及び売上げを 

ご教示ください。 

【３施設共通】 

施設概要の各施設のコスト状況をご参照ください。 

25 1/10 各施設の維持管理費をご教示ください 

（施設情報：支出のみと判断して宜しいでしょうか） 

【３施設共通】 

施設情報の支出は、人件費及び施設管理運営経費全てを含む金額です。 

26 

 

1/10 各施設につきまして、現在修繕計画がありましたら、費用も含めご

教示ください。 

【３施設共通】 

青少年会館及び一宮少年自然の家については、船橋市公共建築物保全計画

等に基づき、屋根、外壁及び主要な設備関係機器等の改修・更新等の検討を

行っておりますが、今現在、修繕計画及び費用について、公表できる資料等はあり

ません。 27 

 

 

1/10 プールのブロック塀を、今年度フェンスに改修予定とのことですが、現

時点でその他の改修予定はありますでしょうか。 

【一宮少年自然の家】 

28 

 

1/10 各施設の周辺インフラ資料等がありましたら、ご教示ください。 

【３施設共通】 

各施設周辺のインフラ等の資料はありません。 

29 

 

1/10 各施設のリピート率につきまして、調査資料等ありましたら、ご教示

ください。【３施設共通】 

各施設とも団体による利用頻度を集計した資料はありません。 

 

30 

 

1/10 施設情報「年間利用者数」につきまして、例年同様の団体に利用

いただいているのでしょうか。 

【一宮少年自然の家】 

31 

 

 

 

 

1/10 提案書は電子メールでの提出となっておりますが、1 通のメールに

添付できるデータ量の上限（○MB程度など）を御教示ください。

また、送信データが上限を超えた場合、インターネットファイル転送

サービスの利用は可能でしょうか。 

【３施設共通】 

1通に添付できるデータ量の上限は 10ＭＢです。 

インターネットファイル転送サービス（宅ファイル便等）の利用は可能です。 



○青少年会館・一宮少年自然の家・大神保青少年キャンプ場への民間活力導入に向けたサウンディング型市場調査 質問及び回答 

【Ｈ31.1.10質問締め切り分まで】 

番号 質問日 質問 回答 

32 1/10 各施設の備品リストを開示いただく事は可能でしょうか。 

【３施設共通】 

備品台帳については、個別に対応いたします。 

33 1/10 施設利用状況「年間利用者数」につきまして、各年度変動の理

由をご教示ください。 

【青少年会館】 

選挙の投票所としての利用や改修工事を伴う施設休止、市内の他施設の運営

状況などが考えられます。 

34 1/10 当日の利用申し込みは可能でしょうか。また、申し込みは「午前 9

時から午後 5 時まで」とありますが、夜の部の施設利用がない場

合、午後 5時で閉館しているという理解でよろしいでしょうか。 

【青少年会館】 

当日の利用申し込みは可能です（ただし、午後 5 時までに手続きが完了するこ

と）。夜間の施設利用がない場合でも、午後９時まで開館しています。 

35 

 

1/10 「当直代行員（夜直）」の勤務時間を御教示ください。 

【青少年会館】 

午後 5時から午後 9時までです。 

36 

 

 

1/10 今後、大規模改修を控えているとのご説明でしたが、現時点での

改修概要を開示していただくことは可能でしょうか。 

【青少年会館】 

ご提案を参考に、平成 31年度に方向性を定め、その後整備等（必要な場合）

を実施する予定です。 

37 1/10 本施設は「青少年教育施設」として活用されていますが、今後、

用途変更の可能性はありますでしょうか。 

【青少年会館】 

現状、青少年教育施設ではありますが、現状に縛られることなく多種多様なアイデ

ア等のご提案をお願いいたします。 

 

38 1/10 レクリエーション広場の夜間利用は可能でしょうか。（ナイター設備

の整備はされているのでしょうか。） 

【青少年会館】 

現状、照明設備がないため、夜間の利用はできません。 

39 1/10 レクリエーション広場、体育館の利用可能種目は定められているの

でしょうか。または、禁止種目などはあるのでしょうか。 

【青少年会館】 

 

現状のところ利用種目の定めはありませんが、レクリエーション広場については、防球

ネットの整備がないためソフトボールや野球の利用はお断りしています。 



○青少年会館・一宮少年自然の家・大神保青少年キャンプ場への民間活力導入に向けたサウンディング型市場調査 質問及び回答 

【Ｈ31.1.10質問締め切り分まで】 

番号 質問日 質問 回答 

40 1/10 美術工芸室に設置されている「ふれあい夢のふなっこ」については、

現状の場所のままと考えてよろしいのでしょうか。今後場所移動の

可能性はあるのでしょうか。 

【青少年会館】 

現状、美術工芸室をお貸ししていますが、活動場所の変更は可能です。 

41 

 

1/10 現在、リネン類（シーツ等）は使用料に含まれ、利用者からの追

加徴収はないとの理解でよろしいでしょうか。 

【一宮少年自然の家】 

リネンは使用料に含まれています。 

42 

 

1/10 年間 4事業に絞られた経緯があれば御教示ください。 

【一宮少年自然の家】 

施設利用の少ない閑散期を利用していることのほか、施設の人員体制等の関係

から、自主事業については 4事業のみ実施しています。 

43 

 

 

 

1/10 各事業の参加率を御教示ください。（別添主催事業②） 

【一宮少年自然の家】 

平成３０年度主催事業の実績は以下のとおりです。 

校外学習指導者研修会           100％ 

親子で楽しむ自然観察と芋ほりの集い    60％ 

ミニバスケットボール交歓会          100％ 

44 

 

 

1/10 研修室を利用する際、上履きやスリッパを脱ぐ理由について御教

示ください。 

【一宮少年自然の家】 

研修室の床はカーペット仕様のため、汚れ防止に脱いでもらっています。 

 


