指定管理者募集にかかる
質問・回答票
施設名
担当課

ＮＯ

山中温泉ぬくもり診療所
長寿課

質
７月
【仕様書３ページ
ついて】

問

回

７日

答

７月１０日

４．法令の遵守に

山中温泉ぬくもり診療所条例施行規則
については、仕様書の内容に合わせて改

１．診療所の管理にあたって遵守すべ 正予定です（令和 3 年 4 月 1 日施行）。
き法令、条例、規則の表示がありま
今回の公募は募集要項及び仕様書の内
すが、ここに公募対象に適用される 容により応募してください。

１

（１４）山中温泉ぬくもり診療所施
行規則（平成２７年１２月２８日規
則第５３条）の表示がありません。
これはなぜですか。
２．１の規則には、
「温泉を活用した市
民の健康保持に資する事業」と「内
科」
「小児科」の設置が規定されてい
ますが、これらは改正されたのでし
ょうか。
３．仕様書には、温泉の活用も小児科
の表示もありません。今回の公募に
あたって、これらの矛盾点に対する
説明がありません。温泉の活用項目
は、仕様書に追加するのでしょうか。
規則は無視すればよいものではない
と思います。仕様書との矛盾点はど
のように解消するのでしょうか。温
泉と小児科の扱いについて説明をお
願いいたします。
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７月

８日

７月１５日

【温泉プールについて】

令和元年度実績

温泉プールの利用人数および稼働日 延利用人数
数はどれだけか？
内訳

3,103 人

プール療法（リハビリテーション）
1,192 人（稼働日数 289 日）

２

集団水中療法（自由診療）
1,185 人（稼働日数 223 日）
児童発達支援・放課後等デイサービスで
の利用
726 人（稼働日数 238 日）
７月
３

８日

７月１５日

【温泉プールについて】
参加人数については NO.2 を参照。
温泉プールの集団水中運動の参加人
料金は１回あたり 1,100 円（消費税込
数および料金は？
み）。
７月

８日

７月１５日

【児童発達支援センターについて】
児童発達支援センターについては自主
①児童発達②放課後デイサービス③ 事業であり今回の診療所指定管理者の公
保育所等訪問支援とあるがすべてを実 募において必須ではありません。選定に

４

施しなければならないのか？
あたっては「魅力的な提案（アイデア）
それぞれ何名の利用があるのか？
や自主事業などが存在するか」について
また、収入支出の開示はないのか？ 審査することとしております（募集要項
５(2)③）。実施については応募者におい
て判断してください。
利用延人数（令和元年度）は次の通り
です（稼働日数 238 日）。
①児童発達支援
754 人
②放課後等デイサービス 1,806 人
③保育所等訪問支援
3人
収入支出については、指定管理事業と
自主事業に按分した収支状況は別紙１の
通りです（児童発達支援センターのみの
収支が分かる資料はありません。）。
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７月

８日

７月１５日

【地域との連携等で予防等の講師派遣

①については、地区会館等を会場に理

について】
学療法士、看護師による健康推進の出前
①健康教室、生活習慣病予防、介護 講座を行っている。令和元年度は 8 回実
５

予防等の講師派遣②地域ボランティア 施。料金は無償。
の受入れ とあるが具体的な内容と頻
②については、日常の診療案内、集団
度は？有償無償の別は？

プールの指導、草刈り作業等に、個人の
他、団体などからボランティアとしてお
よそ 300 人（1 年間・延数）の参加をいた
だいています。

７月
６

７月１５日

【様式第 6 号-1】
募集要項の「６．利用料金に関する事
※現行の利用料金で作成してくださ 項」の「利用料金」として記載してくだ
い。と記載してあるが現行の利用料金 さい。
と何か？
７月

７

８日

８日

７月１５日

【様式第 6 号-2】
管理費の実績については別紙 1 を参照
管理費の電気料金、ガス料金、上水 し て く だ さ い 。 別 紙 １ の 水 道 光 熱 費
道料金、下水道負担金の事業毎（診療 （7,145 千円）の内訳は、電気料金 4,269
所、児童デイ、プール等）の実績は？ 千円、ガス料金 1,925 千円、上下水道 951
千円です。下水道負担金はありません。
７月

８

８日

７月１５日

【浴場について】
浴場の利用者はプール利用者のうち一
浴場の 1 日の利用人数および料金 部。1 日 10 人程度が利用している。料金
は？
は無償（各事業の利用料に含まれる）。
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７月１０日
【仕様書１ページ

７月１７日

１．基本的事項

旧山中温泉医療センターの土地及び建

（２）③施設の規模について】
物については、加賀市病院事業の普通財
１．旧病院敷地は、普通財産ですか行 産です。山中温泉ぬくもり診療所につい
政財産ですか。普通財産があるので ては、病院事業から市が使用貸借により
あれば、その範囲を概略図で結構で 借り受け、診療所として使用しています。
す。別図に表示してください。
その範囲は別紙２及び温泉送湯ポンプ室
２．
「ア敷地範囲」は別図に表示はあり （山中温泉西桂木町ト 10 番地 1）です。
ますが、面積表示がありません。診
仕様書の別図に示した敷地面積の範囲
療所の敷地面積はどれだけですか。 では敷地内通路の管理などが不明確であ
別図では接道していませんが、この りますので、別紙２の範囲を診療所の範
図では違法建築の恐れがあります。 囲とさせていただきますが、測量してい
草刈り、除雪の範囲も明確でありま ないため正確な面積は不明です。図面に

９

せん。別図の敷地範囲外は誰が管理
するのでしょうか。
３．上記１．２に関連して、診療所が
管理すべき附属の建物はありません
か。車庫、職員宿舎は現在使われて
います。
４．街灯の電気料は、どこまで負担が
必要ですか。公募であれば、これら
の課題を明記すべきと思います。よ

より判断ください。また、草刈り及び除
雪の範囲についても別紙２の範囲を基本
といたしますが、実際の範囲については
優先交渉権者との協議事項とさせていた
だきます。
車庫（位置は別紙２参照）については
診療所の一部として使用可能です。使用
については優先交渉権者との協議事項と
させていただきます。診療所の範囲外の

ろしくお願いいたします。
土地又は建物の使用については優先交渉
５．西桂木町の温泉中継ポンプ場の管 権者と加賀市病院事業の協議が必要とな
理（主体）の問題もあります。
ります。
街灯については、別紙２の街灯が診療
所の電気設備に含まれます。診療所の範
囲外にある街灯についても診療所の一部
となります。
山中温泉西桂木町の温泉送湯ポンプに
ついては温泉を活用する場合は NO.10 の
とおりの負担となります。
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７月１０日

７月１７日

【温泉の取扱について】

山中温泉ぬくもり診療所条例施行規則

１．今回いただいた回答票では、温泉 について、現時点で予定している改正内
の扱いは全く不明です。仕様書の内 容は、第 2 条(2)「温泉を活用した市民の
容に合わせて、診療所施行規則を改 健康保持に資する事業」及び第 3 条(2)「小
正する予定ならば、その改正概要を 児科」の削除です。
お知らせください。
したがって、今回の診療所指定管理者
小児科を削除することはわかりま の公募において温泉の活用は必須として
したが、温泉の項目はいかがなりま おりません。選定にあたっては「魅力的
すか。
な提案（アイデア）や自主事業などが存
２．温泉の活用については、募集要項 在するか」（募集要項５(2)③）及び「加
で協力すべきと規定している「生涯 賀市版『生涯活躍のまち』構想及び基本
活躍のまち」構想・基本計画にも謳 計画の推進に協力的であるか」（同５(5)
１０

われており、重要な課題と思います
が、仕様書に表示はありません。
３．温泉活用の経費負担は、どこまで
必要でしょうか。加賀市の負担はあ
りますか。

②）について審査することとしておりま
す。温泉の活用については応募者におい
て判断してください。
温泉を活用する場合に市が負担する経
費は、①温泉使用料（加賀山中温泉財産
区温泉条例にいう温泉使用料）、②電力等
使用料（加賀山中温泉財産区温泉条例に
いう電力等使用料）、③温泉送湯ポンプ電
気料（山中温泉西桂木町にある中継ポン
プの電気料）となります。上記以外の管
理（ボイラー・タンク等の法定点検、衛
生管理・日常の点検など）については原
則指定管理者の負担となりますが、市と
の協議により予算の範囲内で市の負担と
する場合があります。なお、修繕につい
ては仕様書６(2)②アのとおりです。
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７月

８日

７月２０日

【温泉プールについて】

温泉の活用について市の負担は NO.10

温泉プールの保守管理（水質、清掃 のとおりです。
等）の内容および費用はいくらか？
令和元年度の実績としてかかった費用
（指定管理者負担分）は次のとおりです。
消毒薬剤等の消耗品
65 千円
タンク等点検
133 千円
配湯管洗浄消毒・レジオネラ検査

１１

ボイラー点検修理

85 千円
80 千円

その他修繕費
180 千円
清掃費は原則職員が行っており給与費
に含まれます。このほか水道料、燃料費、
電気料は水道光熱費に含まれます。
７月１６日

７月２０日

【指定管理者指定申請書類の提出方法
副本はすべてコピーで構いません。
ページ１ ２指定申請書提出時の留
押印が必要な書類については押印した
意点について】
ものを正本に綴ってください。副本につ
１．提出は正本(１部)、副本（９部） いては押印した書類のコピーを綴ってく
ごとに製本しての提出とあります ださい。

１２

が、コピーがどこまで可能か伺いま
す。
２．
「法人の場合の登記事項証明書（登
記簿謄本）や納税証明書については、
正本に添付するもののみ原本とし、
副本に添付するものはコピーで結構
です。」とありますが、そのほかの書
類のコピーについては触れていませ
ん。
３．副本９部の作成にあたり、押印
が必要な書類は正本同様の押印（原本）
が必要なのでしょうか？正本のコピー
は不可なのでしょうか。
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７月１８日
【質問・回答票 NO.10

仕様書

ージ ４ 法令の遵守について
の取扱について】

７月２１日
３ペ

山中温泉ぬくもり診療所条例施行規則

温泉 については次期指定管理期間の開始日で
ある令和 3 年 4 月 1 日施行として改正を

温泉に関する回答を拝見いたしまし 予定しており問題ないと考えておりま
た。
す。
１．市としての判断は，規則より仕様
今回の公募にあたり、応募の機会を広
書が優先するとのお答えですが、法 く提供する観点から、内科を基本とした
治国家なら規則に沿った仕様書とす 診療所として募集しております。この観
べきではありませんか？先に規則の 点から温泉の活用についても必須として
改正があるべきと考えますが、見解 おりません。温泉の活用については NO.10
を伺いたいです。
で回答したとおり応募者の提案について
２．温泉に関する質問は、1 回目の回 審査する項目を設けるとともに、市が費
１３

答では全く答えておらず、２回目の
回答でも、なぜ温泉活用を必須とし
ないのかの答えがありません。
「生涯
活躍のまち」構想では，この地での
温泉活用を謳っており、市長公約で
あったかと思います。加賀山中温泉
財産区温泉条例では診療所は共同浴
場に次ぐ配湯先であり、現在も診療
所(プール)へ配湯されており、診療
所の規則にも定められている温泉で
す。このような条件下にありながら、
仕様書や規則の改正案で何故その活
用という条件を削るのか、市民の皆
さんにも分かるように説明をお願い
します。
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用を負担する部分についてもお示しした
ところです。応募者において可能であれ
ば活用いただきたいと考えております。
なお、加賀山中温泉財産区温泉条例で
は、山中温泉ぬくもり診療所は「供給す
ることができる。」とされている施設であ
り、供給しなければならないものではな
いことを申し添えます。

７月１８日
【質問・回答票 NO.9

７月２１日

仕様書１ページ

財産の種別としては NO.9 で回答したと

１ 基本的事項(2)③施設の規模につ おり加賀市病院事業の普通財産です。加
いて】
賀市病院事業から市が使用貸借していま
診療所の基本的な問題です。
す。
１．山中温泉ぬくもり診療所は、加賀
指定管理の範囲については、NO.9 で回
市の行政財産では無いとの解釈に間 答したとおりですが、旧山中温泉医療セ
違いございませんか？
ンターの土地すべてを指定管理者が管理
２．附属の建物として車庫及び宿舎が することは診療所の規模に比して過大で
あり、現に使用し入居者もいます。 あるため土地・建物を所有している加賀
また、今回、診療所の区域外とされ 市病院事業と管理する範囲を区分けして
る車庫前駐車場の街灯も診療所の負 いるものです。範囲を限定する中で区域
担であり、診療所開設後の診療所改 外となっている街灯についても診療所設

１４

修工事で整備されたものです。これ
らが管理区域に含まれないのはなぜ
ですか。宿舎とともに現在使用して
いる状態は違法なのですか？
３．改めて伺います。診療所の敷地面
積はどれだけですか？石川県知事か
ら診療所の開設許可を受けた面積は
どれだけですか。その範囲は如何で
すか。

備の一部として負担をいただきたいと考
えております。
看護師宿舎（位置は別紙２参照）の使
用については平成 28 年 4 月の指定管理開
始に向けた協議の中で使用することにつ
いて協議が整ったものですので問題はあ
りません。今回の公募においても優先交
渉権者の使用希望があれば協議対象とな
ると考えております。ただし、NO.9 の回
答のとおり診療所の範囲外の建物ですの
で加賀市病院事業との協議となります。
診療所開設許可申請の敷地面積として
は、45,985.67 ㎡として石川県知事に申請
し開設許可を得ています。これは診療所
の設置根拠である山中温泉ぬくもり診療
所条例において、診療所の設置位置とな
っている「加賀市山中温泉上野町ル 15 番
地 1」の面積です。指定管理の範囲につい
ては上記の理由によりこの面積の一部の
管理をしていただくものです。
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７月１８日
【募集要項

ページ１

７月２１日

公募について

公募実施の広報については、加賀市ホ

指定管理者の公募について】
ームページへの掲載を中心に行っており
１．今回の山中温泉ぬくもり診療所の ます。広報かが 7 月号への掲載について
指定管理者選定については、公募と は、7 月 1 日頃の発行時期には現地説明会
いうことで「市として公平な機会を の参加申込の締め切り（6 月 25 日）を過
与える意味で、まずスタートは一斉 ぎていることから掲載を見送っておりま
に公募という形で行うしかない。」と す。また 6 月号の発行時期には公募によ
説明されましたが、疑問の多いその る選定は決定されておらず掲載はできな
手続きについて伺います。
い状況でした。
２．現在山中温泉ぬくもり診療所の指
関係者への周知等については、6 月 11
定管理者である公益社団法人地域医 日に開催した加賀市地域医療審議会にお
療振興協会には、次年度の指定管理 いて公募により選定することについて審
１５

者決定は公募とする、募集要項は加
賀市のホームページに載せてある旨
の連絡をいただきました。
しかし、広報かが 7 月号（6 月末
発行）を見ると指定管理者募集で 1
ページを割き、いきいきランド加賀
以下 6 施設の募集記事はあります
が、7 月 21 日締め切りの山中温泉ぬ
くもり診療所の募集だけは載ってい

議をいただき、6 月 16 日に開催された加
賀市議会教育民生委員会において公募の
実施を報告しております。この際、それ
ぞれの内容についての新聞記事として掲
載されるとともに、加賀ケーブルテレビ
でも取り上げていただいております。教
育民生委員会についてはインターネット
ライブ中継でも視聴可能です。診療所の
指定管理者の公募の広報は十分にされて

ません。
いるものと考えております。
市民に周知するということと公平
な機会を与えるとのことであれば、
診療所公募を特別扱いせず広報に載
せるべきであり、他の施設同様に情
報提供すべきと思いますが、見解を
伺います。
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７月２１日
【質問・回答票 NO.9

７月２９日

仕様書１ページ

病院事業から使用貸借している範囲に

１ 基本的事項(2)③施設の規模につ ついては行政財産となります。
いて】
地方交付税については、市町村立診療
診療所の基本的な問題に回答（ＮＯ 所の数を１（山中温泉ぬくもり診療所の
14）をいただきましたが
分）として国へ報告しています。この報
１．山中温泉ぬくもり診療所は、加賀 告にあたって財産の種別は関係なく市町
市の行政財産では無いとの解釈に間 村立診療所の数をもって報告することに
違いございませんか？
なっています。
この問いに答えがありません。病院
指定管理の範囲については、NO.9 及び
の普通財産を借りているところまで NO.14 で回答したとおり別紙２及び温泉
は、理解できますが、診療所が普通財 送湯ポンプ室（山中温泉西桂木町ト 10 番
産ですかの問いの答えになっていませ 地 1）です。
１６

ん。借りて市が開設したのは行政財産
ではないのですか。行政財産と普通財
産の境界はないのですか。
改めて質問を変えてお尋ねします。
１．診療所は、地方交付税の対象外の
物件ですか。
２．普通財産は地方交付税の対象にな
りますか。
３．交付税の対象であるならば、行政
財産として申請していると思います
が、再確認をお願いします。
指定管理の範囲が明確でないばかり
に質問を重ねています。質問に回答を
お願いします。
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使用貸借の範囲

別紙２

診療所

車庫

バス待合

看護師宿舎

街灯
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