
■実施方針に対する質問への回答
№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答

1 - - - - 用語（本事業
用地）

「市が本事業実施のために購入予定の国有地」
とありますが、市が当該土地を取得予定の時期
ならびに取得のための要件等がございましたら
ご教示ください。

平成30年度中に国有地を取得予定です。

2 - 民間収益事業者 PFI事業を実施するSPCの構成員が民間収益事業
者となることは可能か。

実施方針(p18)第3の3(6)エのとおり、民間収益
事業者はSPCへ出資することが望ましいです。

3 1 第1 4 コレクティブ
インパクト・
リスト

リストに掲載の各団体においては、SPCとしての
参加の可能性もあると考えられますが、当該団
体においてその見込みが立った際には、リスト
から外れてゆくのでしょうか。また、リスト外
となった団体が再掲載となる可能性はあるので
しょうか。

リストへの掲載及び削除はリスト掲載者の意思
によります。

4 1 第1 4 コレクティブ
インパクト・
リスト

コレクティブインパクト・リストに掲載されて
いる事業者の活用や連携はどのように採点に影
響するのかについてご教示ください。

募集要項等公表時に示します。

5 1 第1 4 コレクティブ
インパクト・
リスト

コレクティブインパクトリストの活用に関する
評価は募集要項に示すとのことですが、公募参
加予定者が既に保有するアイディアやノウハウ
においても、コレクティブインパクトリストに
掲載されている同様のアイディア・ノウハウを
提案するリスト掲載者案を入札時に利用する
と、高評価となるという意でしょうか。

募集要項等公表時に示すものは、募集要項等で
ご確認ください。

6 1 第1 4 コレクティブ
インパクト・
リスト

リスト掲載者から公募参加予定者もしくは民間
事業者へのアプローチは可能でしょうか。貴市
公表の「和光市広沢複合施設整備・運営事業コ
レクティブインパクト・リスト作成要領」では
公募予定者のみリストにアプローチとなってい
ます。

可能です。

7 1 第1 4 コレクティブ
インパクト・
リスト

コレクティブインパクト・リストは本事業終了
まで貴市において募集され、またリストの更新
が実施されると考えてよろしいでしょうか。

リストの終了時期は未定です。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
8 1 第1 5 (1) 公共施設 保健センターについては、貴市が本事業とは別

に募集する指定管理者が維持管理・運営を行う
予定とされていますが、保健センターの設計期
間中に、当該指定管理者からの設計変更等要望
に対応する必要が出るのでしょうか。
また、仮に設計変更等の要望に対応する場合
は、スケジュール遅延費用は、貴市または当該
指定管理者の負担と理解して宜しいでしょう
か。

設計変更は発生しない想定です。
民間事業者は遅延が発生しないよう、設計スケ
ジュールを早めに示してください。

9 1 第1 5 (1) 公共施設 広沢学童クラブ及び防災備蓄倉庫について、設
計業務は貴市が本事業に先行して別途実施する
とありますが、当該施設整備費を見積る必要が
あるため、募集要項等で見積用資料が公表され
ると理解して宜しいでしょうか。

平成30年度7月頃に示す予定です。

10 1 第1 5 (1) 公共施設 東エリア内に整備する広沢学童クラブ及び防災
備蓄倉庫については、貴市にて設計業務を実施
し、民間事業者が建設業務を行うこととなって
おりますが、工事監理業務については、民間事
業者の業務範囲であると理解して宜しいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

11 1 第1 5 (1) 公共施設 北エリアにおいて「民間事業者を指定管理者と
して指定する予定である」とあります。指定さ
れない場合の要件をお示しください。

想定していません。

12 1 第1 5 (1) 公共施設 北エリアにおいて民間事業者が指定管理者とし
て指定指定されない場合の対応方法、事業推進
条件等を実施方式に追加願います。

原案のとおりとします。

13 2 第1 5 (1) 公共施設 広沢学童クラブ、防災備蓄倉庫の設計図書は広
告時期に公表されるのでしょうか。

実施方針に対する質問への回答No9をご参照くだ
さい。

14 2 第1 5 (1) 公共施設 南エリアの認定こども園及び児童発達支援セン
ターについて別途公募実施との事ですが、同施
設の公募スケジュール等分かる範囲でご教授下
さい。

募集要項等公表時に示します。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
15 2 第1 5 (1) 公共施設 東エリアの市設計の広沢学童クラブ及び防災備

蓄倉庫についての設計スケジュールを分かる範
囲でご教授下さい。また、同施設の建設は本事
業者が建設する内容になっておりますが、設計
終了段階で見積書の提示があると考えて宜しい
でしょうか。

前段については、募集要項等公表時に示しま
す。
後段については、実施方針に対する質問への回
答No9をご参照ください。

16 2 第1 5 (1) 公共施設 市が別に募集する指定管理者が維持管理・運営
を行う建物がいくつかありますが、既に決まっ
ている団体・企業等はありますでしょうか。

保健センターの選定スケジュールは、募集要項
等公表時に示します。

17 2 第1 5 (1) 公共施設 市が別に募集する指定管理者が維持管理・運営
を行う建物がいくつかありますが、応募グルー
プの中の企業が単体でその指定管理に公募する
ことは可能でしょうか。

可能ですが、各施設の指定管理公募要件により
ます。

18 2 第1 5 (1) 公共施設 南エリアにおける認定こども園及び児童発達支
援センターの設置・運営事業者の公募スケ
ジュールをお示しください。

募集要項等公表時に示します。

19 2 第1 5 (1) 公共施設 東エリアの広沢学童クラブ及び防災備蓄倉庫を
設計する企業は、本事業の構成員または協力会
社として入札参加することは可能でしょうか。

可とします。

20 2 第1 5 (2) 民間収益施設 生鮮三品を扱う店舗が決定したとありますが、
未公表である場合には、ご教示くださいますよ
うお願いいたします。

独立行政法人都市再生機構にお問い合わせくだ
さい。

21 2 第1 5 (2) 民間収益施設 生鮮三品を扱う店舗と重複する事業は忌避する
こととなっていますが、野菜や果物を付帯的に
販売する事業（例えばコンビニエンスストア
等）は、忌避する事業の対象となるのでしょう
か。または業態が異なれば、事業可能と理解し
て宜しいでしょうか。

「西大和団地再生で実施される事業と重複する
事業」という項目に対しては可です。

22 2 第1 5 (2) 民間収益施設 仮に西大和団地の商業施設の再編が変更となっ
たとしても「生鮮三品」が重複しなければ良い
のでしょうか。

忌避する民間収益事業の項目は、原案のとおり
とします。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
23 2 第1 5 (2) 民間収益施設 仮に西大和団地の商業施設の再編による重複を

避けることとの事ですが、その出店（業務内
容）に関しては公募参加予定者はコントロール
できないため、参加表明もしくは提案時点で重
複していないことを条件としていただけないで
しょうか。

実施方針に対する質問への回答No22をご参照く
ださい。

24 3 第1 8 事業スケ
ジュール（予
定）

診療所、保健センター、認定こども園、児童発
達支援センターの事業者の決定時期について、
ご教示下さい。

実施方針に対する質問への回答No14及びNo16を
ご参照ください。

25 3 第1 8 事業スケ
ジュール（予
定）

提案内容により、各エリアの開業時期が異なる
可能性がありますが、その場合、各施設の引渡
し時期ごとに割賦対価の基準金利日の決定がさ
れるという認識でよろしでしょうか。

引渡対象施設の整備費について割賦支払が発生
する場合はご理解のとおりです。

26 3 第1 8 事業スケ
ジュール（予
定）

北エリアの設計・建設期間を短縮する提案は可
能でしょうか。

公共施設と民間収益施設の開業時期を合わせる
ことを前提として可とします。その場合、公共
施設の維持管理・運営終了時期も前倒しとなり
ます。

27 3 第1 8 事業スケ
ジュール（予
定）

北エリアの維持管理・運営期間は平成34年1月開
始となっておりますが、設計・建設期間を短縮
することにより、維持管理・運営開始時期を早
める提案は認められるのでしょうか。

実施方針に対する質問への回答No26をご参照く
ださい。

28 3 第1 8 事業スケ
ジュール（予
定）

北エリアの維持管理・運営期間について、公共
施設と民間収益施設を分棟で配置する場合、民
間収益施設を公共施設より先行して開業するこ
とは認められるのでしょうか。

不可とします。
実施方針に対する質問への回答No26もご参照く
ださい。

29 3 第1 8 事業スケ
ジュール（予
定）

南エリアの保健センターの開業準備期間はいつ
からいつまででしょうか。

供用開始前の1ヶ月間とします。

30 3 第1 8 事業スケ
ジュール（予
定）

南エリアの保健センター開業準備期間中は仮使
用により、対応するということでしょうか。

保健センターは開業準備前に市へ引き渡すこと
とします。

31 3 第1 8 事業スケ
ジュール（予
定）

保健センターの開業準備期間中における破損・
汚損・事故等の保健センターの指定管理者との
リスク分担を明確にするために開業準備は、引
渡し後として頂くことは可能でしょうか。

実施方針に対する質問への回答No30をご参照く
ださい。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
32 4 第1 9 (1)ア 民間マネジメ

ント業務
エリアマネジメントのエリアとは本事業用地を
指すのでしょうか。

エリアマネジメントの対象エリアは、「住宅市
街地総合整備事業整備計画」において定める区
域です。

33 5 第1 10 選定事業者の
収入

SPCの設立および運営に係る対価の支払いはどの
業務の対価に含まれるのでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

34 5 第1 10 選定事業者の
収入

東・南・北エリアごとに所有権の移転時期が異
なりますが、設計及び建設業務に係る対価の支
払いについては、各エリアの公共施設の所有権
の移転ごとに、行われると理解して宜しいで
しょうか。

募集要項等公表時に示します。

35 5 第1 10 選定事業者の
収入

SPC管理運営に係る対価の記載がありませんが、
市から支払われる、という理解でよろしいで
しょうか。

サービス購入料に含みます。

36 5 第1 10 (1) 設計及び建設
業務に係る対
価

交付金の決定額により、設計及び建設業務に係
る対価の一時金の支払額も変動することが想定
されますでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

37 5 第1 10 (1) 設計及び建設
業務に係る対
価

「市は、設計及び建設業務に係る対価の一部
を、（中略）所有権移転後、一括にて民間事業
者へ支払う。」とありますが、対価の一部に相
当する交付金はどの程度の金額になりますで
しょうか。建設費の何パーセントなど具体的に
お示しください。

実施方針に対する質問への回答No36をご参照く
ださい。

38 5 第1 10 (1) 設計及び建設
業務に係る対
価

公共施設の所有権移転後にお支払いいただく一
括払い分の財源をご教示いただけますようお願
い致します。

詳細は募集要項等公表時に示します。

39 5 第1 10 (1) 設計及び建設
業務に係る対
価

どのような交付金の活用を想定されているかご
教示いただけますようお願い致します。

次世代育成支援対策施設整備交付金、学校施設
環境改善交付金、子ども・子育て支援整備交付
金の活用を想定しています。詳細は募集要項等
公表時に示します。

40 5 第1 10 (1) 設計及び建設
業務に係る対
価

対価の一部を一括にて民間事業者へ支払う、と
ありますが、どの程度の一括支払いを想定され
ているのかお示しください。

実施方針に対する質問への回答No36をご参照く
ださい。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
41 5 第1 10 (1) 設計及び建設

業務に係る対
価

「市は設計及び建設業務に係る対価の一部を事
業契約の定めに基づき、市への公共施設の所有
権移転後、一括にて民間事業者へ支払う」とあ
るが、設計、建設、監理に係る対価は、募集要
項等において別途、仕様及び要求水準とともに
示されると理解してよいか。

設計及び建設業務に係る対価の支払方法につい
ては、募集要項等公表時に示します。

42 5 第1 10 (1) 設計及び建設
業務に係る対
価

設計及び建設業務に係る対価の一部を一括にて
民間事業者に支払うとありますが、一部とは何
割程度を想定されているのかご教示下さい。

実施方針に対する質問への回答No36をご参照く
ださい。

43 5 第1 10 (1) 設計及び建設
業務に係る対
価

対価の一部とは全体金額のどの程度（％）を想
定しているのでしょうか。

実施方針に対する質問への回答No36をご参照く
ださい。

44 5 第1 10 (1) 設計及び建設
業務に係る対
価

引渡時期がエリアで異なります。支払いの時期
は部分引き渡し後、それともすべての公共施設
の所有権移転後でしょうか。

実施方針に対する質問への回答No34をご参照く
ださい。

45 5 第1 10 (2) 民間マネジメ
ント業務に係
る対価

支払いの対象しての想定で、「民間マネジメン
ト業務を実施する者の配置に係る経費 」とは人
件費のみでしょうか。業務に係る費用も含んで
宜しいのでしょうか。

人件費及び広報業務の一部経費を想定していま
す。

46 5 第1 10 (2) 民間マネジメ
ント業務に係
る対価

市が支払対象として想定している「民間マネジ
メント業務を実施する者の配置に係る経費」の
算出方法をご教授ください。

実施方針に対する質問への回答No45をご参照く
ださい。

47 5 第1 10 (2) 民間マネジメ
ント業務に係
る対価

公共施設等の所有権を市へ移転した後に民間事
業者へ支払う、とありますが、所有権移転前に
民間マネジメント業務に係る経費が発生するこ
とが想定されます。その場合、所有権移転前に
対価を支払いただくこと等を含め協議を行うこ
とは可能でしょうか。

原案のとおりとします。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
48 5 第1 10 (2) 民間マネジメ

ント業務に係
る対価

民間マネジメント業務に係る対価については、
支払期間が公共施設等の所有権の移転後から事
業期間終了までとありますが、施設整備期間中
もブランディングに関する業務をはじめ、供用
開始までの役割に応じた業務を実施することと
なっていますので、施設整備期間中の経費に関
しては、所有権移転後の初回の支払いに含まれ
ると理解して宜しいでしょうか。

支払の詳細については募集要項等公表時に示し
ます。

49 5 第1 10 (2) 民間マネジメ
ント業務に係
る対価

民間マネジメント業務を実施する者の配置に係
る経費とありますが、要求水準書案ではパンフ
レットやホームページの作成も業務も含まれて
おり、これらの経費も対価に含まれると理解し
て宜しいでしょうか。

実施方針に対する質問への回答No45をご参照く
ださい。

50 5 第1 10 (2) 民間マネジメ
ント業務に係
る対価

「民間マネジメント業務を実施する者の配置に
係る経費」とは具体的に何か。また実施する者
の人数制限はあるか。要求水準（案）54～55
ページに掲げるブランディング及び広報業務の
対価は含まれているか。

前段及び後段については、実施方針に対する質
問への回答No45をご参照ください。
中段については、要求水準書（案）(p52)第6の
1(2)「実施体制」⑧をご参照ください。

51 5 第1 10 (3) 維持管理業務
に係る対価

光熱水費は、実際にかかった費用が支払われ
る、という理解でよろしいでしょうか。

民間事業者の提案額によることを想定していま
す。

52 5 第1 10 (3) 維持管理業務
に係る対価

対価として支払われる光熱水費は、実費精算さ
れるのか、事業者の提案額に基づく支払いなの
かをご教示ください。

実施方針に対する質問への回答No51をご参照く
ださい。

53 5 第1 10 (3) 維持管理業務
に係る対価

総合児童センター及び市民プールの光熱水費は
貴市の負担とありますが、光熱水費は発生した
金額を都度実費精算する（光熱水費リスクは貴
市の負担）との理解でよろしいでしょうか。

実施方針に対する質問への回答No51をご参照く
ださい。

54 5 第1 10 (3) 維持管理業務
に係る対価

市民プールの光熱水費は、実費をサービス購入
料として支払って頂くと理解して宜しいでしょ
うか。

実施方針に対する質問への回答No51をご参照く
ださい。

55 5 第1 10 (3) 維持管理業務
に係る対価

市民プールの光熱水費を除くすべての維持管理
費を利用料金収入等から賄うことは困難ですの
で、市民プールの維持管理業務に係る経費も、
総合児童センターの維持管理業務に係る経費同
様、市から支払っていただけませんでしょう
か。

原案のとおりとします。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
56 5 第1 10 (3) 維持管理費用

に係る対価
市民プールについては水光熱費のみのサービス
対価の支払いとのことですが、利用収入・自主
事業収入・学校授業利用に係る対価のみで維持
管理費及び修繕費をまかなえる想定をされてい
るのでしょうか。ろ過装置など水回りの修繕は
費用が他の設備に比べ、高額となることが想定
されますのでこれらの収入のみでまかなうこと
は厳しいかと存じます。

実施方針に対する質問への回答No55をご参照く
ださい。

57 5 第1 10 (3)(4) 維持管理業務
に係る対価、
運営業務に係
る対価

市民プールの水光熱費を除く維持管理費、運営
費は、利用料金収入、民間公共的事業収入及び
学校授業利用料に係る対価で賄うことについて
は、かなり厳しい条件だと考えます。どのよう
な積算根拠に基づき設定したものなのかご教示
ください。

近隣類似施設等を参考に設定しています。

58 5 第1 10 (3)(4) 維持管理業務
に係る対価、
運営業務に係
る対価

総合児童センターは運営・維持管理費用の総額
を市が負担するという認識でよろしいか。そう
でない場合、市がご負担いただける項目、金額
の目安や計算式等あればご教示頂きたい。

運営・維持管理費用の総額から、民間事業者の
提案による利用料金相当額を差し引いた額を支
払うことを想定しています。詳細については募
集要項等公表時に示します。

59 5～6 第1 10 (3)(4) 維持管理業務
に係る対価、
運営業務に係
る対価

記載の通り読み取ると、市民プールの水道光熱
費を除く人件費や消耗品費、小破修繕費用は市
より支払われないという理解でよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

60 5～6 第1 10 (3)(4) 維持管理業務
に係る対価、
運営業務に係
る対価

市民プールで市よりいただく水道光熱費は清算
性でしょうか。あらかじめ事業者が提示するの
でしょうか。（事業者としては清算性を希望し
ます。）

実施方針に対する質問への回答No51をご参照く
ださい。

61 5～6 第1 10 (3)(4) 維持管理業務
に係る対価、
運営業務に係
る対価

特に施設を合築とした場合、維持管理に関わる
スタッフ（清掃・設備管理員等）が児童セン
ターと他の施設をまたいで業務にあたる可能性
がありますが、構いませんでしょうか。それが
難しい場合はガイドラインをお示しください。

可としますが、各施設に係る維持管理経費は区
分することを求めます。

62 5～6 第1 10 (3)(4) 維持管理業務
に係る対価、
運営業務に係
る対価

一般的にプールに必要な備品（コースロープや
監視台等）は設計及び建設業務範囲として独立
採算とは切り離して考慮してよろしいでしょう
か。

事業者提案に委ねます。修繕及び更新は独立採
算に含みます。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
63 6 第1 10 (4) 運営業務に係

る対価
利用料金収入、民間公共的事業（自主事業）収
入及び学校授業利用に係る対価で市民プールの
光熱水費を除き、全ての維持管理費・運営費を
まかなうこととなっています。夏期の午前中が
学校貸切になるなどの与条件や利用者の安全確
保を第一とした監視員の配置を考えると、事業
採算性が確保出来ない可能性が高いと思われま
すので、維持管理費・運営費の一部をサービス
購入料として貴市が負担して頂くことは可能で
しょうか。

実施方針に対する質問への回答No55をご参照く
ださい。

64 6 第1 10 (5) 利用料金収入 総合児童センターにおける利用料金収入につい
て、18歳を超える利用者がスタジオを利用する
場合が記載されておりますが、シアターアリー
ナ等その他の施設においては、利用料金収入を
収受してはならないのでしょうか。

総合児童センターの利用料金収入については、
要求水準書（案）(P70)第8の2(4)「総合児童セ
ンター運営概要」をご参照ください。

65 6 第1 10 (7) 市民プール 運
営業務に係る
対価

別添資料から学校利用は夏季の午前中という認
識でよろしいか。(質疑)

広沢小学校・第二中学校ともに夏季休暇期間中
は学校貸切利用は行いません。

66 6 第1 10 (7) 市民プールの
学校授業に係
る対価

広沢小学校及び第二中学校の授業利用に対する
対価はいくらでしょうか。

要求水準書（案）(P79)第8の5(5)イ⑦をご参照
ください。

67 6 第1 10 (8) 民間収益事業
の収入

診療所の賃料収入もこれに該当するという理解
で相違ありませんでしょうか。

ご理解のとおりです。詳細については募集要項
等公表時に示します。
なお、要求水準書（案）に対する質問への回答
No6もご参照ください。

68 6 第1 10 (8) 民間収益事業
の収入

民間収益事業収入の一部を自らが運営する民間
収益施設へ再投資とありますが、収益の何パー
セントくらいを再投資する必要があるのでしょ
うか。

事業者提案に委ねます。

69 6 第1 11 土地の貸付条
件

市と民間収益事業者との間で締結される定期借
地権設定契約を締結するタイミングをお示しく
ださい。

事業契約締結時を想定していますが、詳細につ
いては民間収益事業者との協議によります。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
70 6 第1 11 土地の貸付条

件
定期借地権設定契約について、複数の民間収益
事業者により敷地を分割して、複数の建物を建
設する場合、各事業者毎に貴市と定期借地権設
定契約を締結することが出来ると理解して宜し
いでしょうか。

ご理解のとおりですが、本事業全体としての一
体性を確保してください。

71 6 第1 11 土地の貸付条
件

定期借地権設定契約の締結日は確定測量実施以
降と思われますが、具体的にはいつ頃を想定さ
れていますでしょうか。また借地料の支払い開
始はいつからでしょうか。

前段については、実施方針に対する質問への回
答No69をご参照ください。
後段については、民間収益施設供用開始からを
想定していますが、詳細については募集要項等
公表時に示します。

72 6 第1 11 (1) 貸付対象面積 公共施設との合築の場合の面積按分とは、延床
面積の按分でしょうか。

ご理解のとおりです。

73 6 第1 11 (1) 貸付対象面積 公共施設との合築の場合の面積按分では、共用
部の面積は勘案されるのでしょうか。

ご理解のとおりです。

74 6 第1 11 (2) 貸付期間 「市は、定期借地権設定の日から民間事業者の
提案による期間（20年以上で施設の建設、解体
にかかる期間を含む）で、民間収益施設事業用
地の貸付けを行うこととする」とあるが、期間
の上限はあるか。

募集要項等公表時に示します。

75 6 第1 11 (2) 貸付期間 期間の上限はないのでしょうか。 実施方針に対する質問への回答No74をご参照く
ださい。

76 6 第1 11 (2) 貸借期間 民間収益施設は、公共施設の供用開始から平成
53年3月まで運営する必要があるとありますが、
途中で民間収益施設内のテナントを変更するこ
とは可能でしょうか。

市との協議を前提として可とする予定です。詳
細については募集要項等公表時に示します。

77 7 第1 11 (3) 借地料の単価 「民間収益事業用地の固定資産評価額（平成30
年度）に1,000分の3.5を乗じて得た額」とあり
ますが、概ねいくらでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

78 7 第1 11 (3) 借地料の単価 本事業で用いられる固定資産評価額は、募集要
項で公表されるという認識で宜しいでしょう
か。

実施方針に対する質問への回答No77をご参照く
ださい。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
79 7 第1 11 (5) 借地料の改定 市の定める改定規定に基づき4月1日付けで改定

することがあるとありますが、改定しないこと
もあるのでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

80 7 第1 11 (7) 定期借権の譲
渡及び転貸

定期借地権の譲渡及び転貸を原則として禁止し
ているが、「市が書面による承諾をした場合」
等の条件付で譲渡、転貸を可能に出来ないで
しょうか。

市が書面による承諾をした場合、可とする予定
です。詳細については募集要項等公表時に示し
ます。

81 7 第1 11 (7) 定期借権の譲
渡及び転貸

定期借地権の譲渡及び転貸を原則として禁止し
ているが、民間収益施設を保有するSPCの株式持
分を譲渡することは可能でしょうか。

市が書面による承諾をした場合、可とする予定
です。詳細については募集要項等公表時に示し
ます。

82 7 第1 11 (7) 定期借地権の
譲渡及び転貸

「民間収益事業者の有する定期借地権を原則と
して譲渡及び転貸できないものとする」とある
が、民間事業者のグループ会社である不動産投
資法人への譲渡あるいは転貸は可能か。(質疑)
想定されていない場合、事業スキーム上重要な
要件となるため、協議の上決定することとされ
たい。(意見)

実施方針に対する質問への回答No80をご参照く
ださい。

83 7 第1 11 (7) 定期借権の
譲渡及び転貸

定期借地権の譲渡及び転貸を原則として禁止し
ているが、民間収益施設にかかるSPCを任意にて
設立する場合、当該SPCの株式持分を譲渡できま
すか？

実施方針に対する質問への回答No81をご参照く
ださい。

84 7 第1 11 (8) 事業終了時の
措置

公共施設と民間収益施設を合築する場合、民間
収益施設のみを解体することが困難な場合には
解体撤去は行わなくても良いでしょうか。

原則として解体撤去を求めます。

85 7 第1 11 (8) 事業終了時の
措置

民間収益施設の解体費用は提案時に見込む必要
がありますか。

募集要項等公表時に示します。

86 7 第1 11 (8) 事業終了時の
措置

解体撤去費用が不足する際の対応については、
別途契約により定める、とありますが、どのよ
うな対応、条件を想定されているのかお示しく
ださい。

募集要項等公表時に示します。

87 7 第1 11 (8)ア 民間収益施設
の解体撤去

説明会で、事業終了時の要求水準P82の事業終了
時の措置は実施方針のP7に記載があるので削除
するという説明だったと思いますが、事業終了
後の措置ごと削除ではないですよね？

実施方針(p7)第1の11(8)をご参照ください。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
88 10 第3 1 (4) 審査委員会の

設置
応募グループが優先交渉権者決定までは審査委
員との接触禁止との記載がありますが、ご本人
以外の方(審査員が所属する団体の方)への接触
は抵触しないとの理解でよろしいでしょうか

ご理解のとおりです。なお、失格となるのは
「民間事業者選定に関して自己の有利となる目
的のための接触等の働きかけを行った場合」で
す。

89 11 第3 1 (5) 公募の中止等 応募グループが1グループの場合、本件公募プロ
ポーザルは成立されると理解して宜しいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

90 11 第3 1 (5) 公募の中止等 応募グループが1社であった場合でも、優先交渉
権者は決定されるとの理解でよいでしょうか。

実施方針に対する質問への回答No89をご参照く
ださい。

91 11 第3 2 (1) 民間事業者の
募集及び選定
のスケジュー
ル

優先交渉権者の決定及び公表から事業仮契約の
締結までの期間について、年末年始を挟むこと
でSPC登記等に時間を要するため、事業仮契約の
締結時期について再度見直し（平成31年2月に変
更など）をお願いできますでしょうか。

原案のとおりとしますが、SPC設立等に必要な期
間は確保します。

92 11 第3 2 (1) 民間事業者の
募集及び選定
のスケジュー
ル

提案書類の受付後にプレゼンテーションは予定
されていないと考えていてよろしいでしょう
か？

提案書類受付後にプレゼンテーション及びヒア
リングを実施する想定です。

93 11 第3 2 (1) 民間事業者の
募集及び選定
のスケジュー
ル

平成30年12月に優先交渉権者の決定及び公表、
平成31年1月に事業仮契約の締結とありますが、
SPC設立手続きならびに事業契約内容確認・協議
期間として１か月半程度の期間を確保いただく
ようご検討いただけないでしょうか。

実施方針に対する質問への回答No91をご参照く
ださい。

94 11 第3 2 (1) 民間事業者の
募集及び選定
のスケジュー
ル

優先交渉権者の決定及び公表から、事業仮契約
の締結まで約1ヶ月となっておりますが、その間
にSPCの設立・登記まで完了させるには短く対応
困難であるため、2ヶ月程度の期間を設定して頂
くことは可能でしょうか。

実施方針に対する質問への回答No91をご参照く
ださい。

95 12 第3 2 (2)イ 実施方針説明
会・現地見学
会

実施方針説明会時の説明資料をデータで頂けな
いでしょうか。

説明資料を公表する予定はありません。

96 12 第3 2 (2)イ 実施方針説明
会・現地見学
会

説明会にて提示されたパワーポイントの資料を
開示希望。

実施方針に対する質問への回答No95をご参照く
ださい。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
97 12 第3 2 (2)イ 実施方針説明

会・現地見学
会

パワーポイント資料の共有をお願いします。 実施方針に対する質問への回答No95をご参照く
ださい。

98 12 第3 2 (2)イ 実施方針説明
会・現地見学
会

実施方針説明会・現地見学会参加者名簿を頂け
ないでしょうか。

参加者名簿を共有する予定はありません。

99 12 第3 2 (2)イ 実施方針説明
会・現地見学
会

本事業の説明会に参加された企業リストの公開
を希望。

実施方針に対する質問への回答No98をご参照く
ださい。

100 12 第3 2 (2)イ 実施方針説明
会・現地見学
会

出席者名簿の共有をお願いします。 実施方針に対する質問への回答No98をご参照く
ださい。

101 13 第3 3 (1) 本事業に応募
する者の構成
等

SPCの構成員にはならずに維持管理の統括マネジ
メントは行えるのか否か。

可とします。

102 13 第3 3 (1) 本事業に応募
する者の構成
等

PFI事業と民間収益事業を別々のSPCにしてもよ
ろしいでしょうか。また、民間収益施設はSPCを
設立しないで各々の契約としてもよろしいで
しょうか。

いずれも可とします。後段については実施方針
に対する質問への回答No70もご参照ください。

103 13 第3 3 (1) 本事業に応募
する者の構成
等

「応募グループには、民間マネジメント、設
計、工事監理・・・・・が含まれていること」
とは該当するいずれかの役割を担うメンバーで
応募グループを構成するという認識でよろしい
か。提案時にすべての役割に関して該当するメ
ンバーを招集しチーム組成するということか。

ご理解のとおりです。

104 14 第3 3 (2) 本事業に応募
する者の参加
資格要件（共
通）

P4、9-(1)イ（ｳ）備品等の設置業務を協力企業
として参加を検討していますが、参加資格は和
光市「 平成29・30年度物品等入札参加資格」で
よろしいですか。

可とします。

105 15 第3 3 (3) 本事業に応募
する者の参加
資格要件（業
務別）

アからエに該当しない業務（例えばFA業務やSPC
管理業務）をSPCから直接受託する者は、共通の
参加資格要件を満たしていれば、個別の参加資
格要件はない、との理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
106 15 第3 3 (3) 本事業に応募

する者の参加
資格要件（業
務別）

民間収益施設の工事業者、設計業者の参加資格
も同等な条件で必要ですか？

実施方針(p16)第3の3(3)エ「民間収益事業に当
たる者」をご参照ください。

107 15 第3 3 (3) 本事業に応募
する者の参加
資格要件（業
務別）

統括マネージャーは出資を伴う必要があります
か？

実施方針に対する質問への回答No101をご参照く
ださい。

108 15 第3 3 (3) 本事業に応募
する者の参加
資格要件（業
務別）

統括マネージャーは出資を伴う必要があります
か？

実施方針に対する質問への回答No101をご参照く
ださい。

109 15 第3 3 (3) 本事業に応募
する者の参加
資格要件（業
務別）

民間マネジメント業務のみを行う企業は業務別
の参加資格要件は不要という認識で宜しいで
しょうか。

実施方針に対する質問への回答No105をご参照く
ださい。

110 15 第3 3 (3) 本事業に応募
する者の参加
資格要件（業
務別）

ＦＡ等の業務のみを行う企業は業務別の参加資
格要件は不要という認識で宜しいでしょうか。

実施方針に対する質問への回答No105をご参照く
ださい。

111 15 第3 3 (3) 本事業に応募
する者の参加
資格要件（業
務別）

参加資格要件について、記載のア～エ以外の業
務をＳＰＣから直接受託する者については、(2)
の共通の参加資格要件を満たしていればよいと
理解して宜しいでしょうか。

実施方針に対する質問への回答No105をご参照く
ださい。

112 15 第3 3 (3)ア 設計及び建設
業務に当たる
者

ア(ア）②設計業務に当たる者は、入札参加資格
者名簿に登載している業種は問わないとありま
すが、物品・役務でもよいということでしょう
か。

ご理解のとおりです。

113 15 第3 3 (3)ア 設計及び建設
業務に当たる
者

ア(ウ)②工事監理業務に当たる者は、入札参加
資格者名簿に登載している業種は問わないとあ
りますが、物品・役務でもよいということで
しょうか。

ご理解のとおりです。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
114 15 第3 3 (3)ア 設計及び建設

業務に当たる
者

JVで設計及び施工を行う場合の参加資格要件
は、１社が全ての条件を満たす必要があるの
か、JV各社がそれぞれ条件を満たすことができ
れば良いかどちらでしょうか？

ＪＶ各社がそれぞれ条件を満たすことで可とし
ますが、①及び②については全ての社が満たす
必要があります。
なお、対象施設に直接関わる要件を満たす者が
当該対象施設の設計及び施工を行ってくださ
い。

115 15 第3 3 (3)ア 設計及び建設
業務に当たる
者

プール施設の設計業務及び建設業務の条件とし
て、以下のいずれかの実績でも可能でしょう
か。
　・屋内プール施設に係る改修
　・屋外プール施設
　・現在施工中の屋内プール施設
　　（2018年12月竣工予定）

設計業務については、現在施工中の25ｍ以上の
屋内プール施設の実績で可とします。
建設業務については、いずれも不可とします。

116 15 第3 3 (3)ア 設計及び建設
業務に当たる
者

設計、工事監理業務に当たる者の実績で、公共
施設に関わる業務の公共施設とはPFI事業でもよ
ろしいでしょうか。

可とします。

117 15 第3 3 (3)ア 設計及び建設
業務に当たる
者

「参加表明書の受付締切日までの間」とはいつ
になりますか。（何月何日）

募集要項等公表時に示します。

118 15 第3 3 (3)ア 設計及び建設
業務に当たる
者

実施設計業務を元請として完了した実績」とあ
りますが、完了とは、実施設計業務の完了で宜
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

119 15 第3 3 (3)ア 設計に当たる
者、工事監理
業務に当たる
者

④項 過去10年以内に竣工した25ｍ以上の屋内
プール施設に係る実施設計業務を～とあります
が、新築工事だけでなく改修工事の実績でも可
能でしょうか。

不可とします。

120 15 第3 3 (3)ア 設計に当たる
者、工事監理
業務に当たる
者

④項 過去10年以内に竣工した25ｍ以上の屋内
プール施設に係る実施設計業務を～とあります
が、竣工20年以内にして頂く事は可能でしょう
か。

不可とします。

121 15 第3 3 (3)ア 建設業務に当
たる者

平成29・30年度和光市入札資格者名簿に登載さ
れている建設業者について、特定建設工事共同
企業体を組成する場合、少なくとも1社以上が登
載されていればよろしいでしょうか。

入札参加資格者名簿に登載されている建設業者
の出資比率が特定建設工事共同企業体の20パー
セント以上であれば可とします。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
122 16 第3 3 (3)イウ 維持管理業務

に当たる者、
運営業務に当
たる者

参加資格要件として求められている1年以上の維
持管理業務及び運営業務の実績は、指定管理
者、業務委託のいずれの実績でもよいでしょう
か。

委託形態ではなく、維持管理及び運営の業務実
態により判断します。

123 16 第3 3 (3)イ 維持管理業務
に当たる者

和光市ではなく埼玉県の平成29・30年度建設工
事請負等競争入札参加資格審査を有していれば
問題ないのか否か。

不可とします。

124 16 第3 3 (4) 市の競争入札
参加資格を有
さない者の参
加

『なお、市の入札参加資格者名簿への登録時期
後に参加を決定した者のうち維持管理業務及び
運営業務を担当する者は、事業契約の締結まで
に入札参加資格者名簿への登録を行うこと』と
ありますが、維持管理業務や市民プール運営業
務、総合児童センター運営業務は、『平成29・
30年度和光市入札参加資格者名簿に登録されて
いる者であること』がなくても落札後に登録す
ればよく、資格審査で失格とならないと理解で
よろしいでしょうか？

4月11日に公表の実施方針（300410修正版）
(p16)第3の3(4)「市の競争入札参加資格を有さ
ない者の参加」をご参照ください。

125 16 第3 3 (4) 市の競争入札
参加資格を有
さない者の参
加

『なお、市の入札参加資格者名簿への登録時期
後に参加を決定した者のうち維持管理業務及び
運営業務を担当する者は、事業契約の締結まで
に入札参加資格者名簿への登録を行うこと』と
ありますが、設計及び建設業務に当たる者で市
の入札参加資格者名簿への登録時期後に参加を
決定した者も、落札後に登録すればよいとして
頂けないでしょうか？

実施方針に対する質問への回答No124をご参照く
ださい。

126 16 第3 3 (4) 市の競争入札
参加資格を有
さない者の参
加

本事業に応募する者の参加資格要件（業務別）
に記載されているア～エの各業務以外の業務を
ＳＰＣから直接受託する者については、貴市の
入札参加資格者名簿への登録は不要と理解して
宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

127 16 第3 3 (4) 市の競争入札
参加資格を有
さない者の参
加

建設業務の入札参加資格者名簿への登録時期後
の登録は認められないのでしょうか。（維持管
理および運営は認められています）

不可とします。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
128 17 第3 3 (5)ｳ 参加資格を喪

失した企業の
取扱い

構成員又は協力企業として参画を予定していた
コレクティブインパクトリストに記載の企業
が、参加資格を喪失した場合、下請け企業とし
て参画することは可能でしょうか。

下請企業の参加資格要件はありません。

129 17 第3 3 (6) SPCの設立に関
する事項

SPCの本社事務所や北エリア公共施設、民間収益
施設の面積相当部分に対する事業所税の納付義
務は発生するのでしょうか。

事業所税は県税になりますので、詳細は埼玉県
にお問い合わせください。県内では川越市、川
口市、さいたま市、所沢市で課税されていま
す。

130 17 第3 3 (6) SPCの設立に関
する事項

民間収益施設は市との賃借条件を紐付てに売却
しても良いですか？

実施方針に対する質問への回答No80をご参照く
ださい。

131 17 第3 3 (6) SPCの設立に関
する事項

SPCが保有するべき免許はありますか？
宅建免許は必要でしょうか？

民間事業者が提案し、SPCの業務の実施に必要な
全ての資格が必要です。

132 17 第3 3 (6) SPCの設立に関
する事項

参加者の構成員は、SPCへの議決権株式による出
資を行うものとするとありますが、当該箇所で
いう議決権株式とは、普通株式に限らず、種類
株とすることもできますか？

可とします。

133 17 第3 3 (6) SPCの設立に関
する事項

公共施設の完成後にSPCの本社所在地を当該公共
施設に移転しても宜しいでしょうか。

可とします。

134 18 第3 3 (6)エ SPC設立に関す
る事項

民間収益事業者はSPCへ出資することが望ましい
とありますが、しない場合、提案評価点に影響
するのでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

135 18 第3 3 (6)エ SPCの設立に関
する事項

民間収益事業者はSPCへ出資することが望ましい
とありますが、出資しなくても良いという理解
で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

136 21 第5 2 (1) 北エリア 民間収容施設の駐車場部分は立体駐車場が必須
と考えて宜しいですか。

要求水準書（案）(p36)第4の2(1)「市の想定す
る民間収益施設の導入機能【提案必須機能】」
をご参照ください。

137 21 第5 2 (1) 北エリア 「立体駐車場」との記載があるが、平面でも対
応可能な場合は平面駐車場でもよろしいか。可
能であれば立体駐車場とする理由をご教示いた
だきたい。

基本計画の趣旨に則り、賑わい創出の観点や広
場・オープンスペースの確保などから立体駐車
場を推奨するもので、平面駐車場は市の意図す
るところではありません。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
138 21 第5 2 (1) 北エリア 和光市総合体育館に軽スポーツ室（スタジオ）

が有り、運動系の教室事業等の展開がなされて
おります。本施設の要求水準であるスタジオと
は厚生労働省の諸施設の定義であり、運動を主
とするスタジオでは無いという解釈で宜しいで
しょうか。

スタジオについては、要求水準書（案）(p22)第
3の4(6)カ「スタジオ（創作活動室）」をご参照
ください。

139 23 第7 1 (2) 民間事業者の
責めに帰すべ
き事由により
事業の継続が
困難となった
場合

「民間事業者が倒産し、」とありますが、この
民間事業者はSPCを指すと理解して宜しいでしょ
うか。

実施方針の用語定義「民間事業者」をご参照く
ださい。

140 24 第8 2 (1) 一般社団法人
民間都市開発
機構の支援制
度活用につい
て

事業者側にて民間都市開発機構と協議すること
等は無いと考えて宜しいでしょうか。

民間事業者にて協議を行うものです。

141 24 第8 2 (2) 株式会社 民間
資金等活用事
業推進機構の
出融資の取扱
いについて

民間資金等活用事業推進機構を利用せず提案
（応募）しても評価対象には当たらないと理解
して良いでしょうか。

評価基準については募集要項等公表時に示しま
す。

142 26 別紙1 法令変更リス
ク

法令の変更ではなく、解釈変更や解釈通達など
により本事業に影響を及ぼした変更の場合も市
側のリスクとの理解でよろしいのでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

143 26 別紙1 住民対応リス
ク

「民間収益事業を除く」との記載があるが、本
事業は民間収益事業も合わせた事業と認識して
いる。遅延等の問題が発生した場合、協議いた
だくことは可能か。

原案のとおりとします。

144 26 別紙1 住民対応リス
ク

13住民対応リスクにおいて民間収益事業につい
ても、事業全体として貴市で議決承認をされた
ものでもあるため、民間収益事業における住民
対応リスクについても全部または一部を貴市で
負担をして頂けますでしょうか。

原案のとおりとします。
市議会の議決を曲解し、このような主張がなさ
れることに対して、たいへん遺憾に思います。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
145 26 別紙1 用地の瑕疵リ

スク
通常予測可能な用地の瑕疵とは、具体的にどの
ような事例でしょうか。地中埋設物や土壌汚染
は、含まれないとの理解でよろしいのでしょう
か。

市が提示した資料等により通常予測できる場合
の地中埋設物や土壌汚染を含みます。

146 26 別紙1 用地の瑕疵リ
スク

No.15 「用地の瑕疵リスク」ですが、「上記以
外の予測できない用地の瑕疵とは具体的にはど
ういった内容を想定されているかご教授くださ
い。

実施方針に対する質問への回答No145をご参照く
ださい。

147 26 別紙1 事業中止・延
期・遅延リス
ク
第三者賠償リ
スク

19事業中止・延期・遅延リスク、21第三者賠償
リスクにおいて、貴市の事由によるもの以外は
全て民間事業者の負担となっていますが、帰責
者が国や県、または不明な場合も想定されるた
め、民間事業者のリスク分担は民間事業者に責
がある場合として頂けませんでしょうか。

原案のとおりとします。

148 26 別紙1 不可抗力リス
ク

天災等に地震も含まれますか。 募集要項等公表時に示します。

149 26 別紙1 不可抗力リス
ク

※2に「一定の金額以下は民間事業者負担、それ
を越える金額は市負担とする予定である。」と
ありますが、一定の金額とはいくらでしょう
か。

募集要項等公表時に示します。

150 26 別紙1 不可抗力リス
ク

23不可抗力リスクの一定金額はどの程度でしょ
うか。

実施方針に対する質問への回答No149をご参照く
ださい。

151 26 別紙1 不可抗力リス
ク

本事業は利用料金収入等の運営リスクが高い事
業なので、維持管理・運営業務期間の不可抗力
リスクは全て市のリスクとして頂けないでしょ
うか？

原案のとおりとします。

152 26 別紙1 不可抗力リス
ク

民間事業者負担となる「一定の金額」の想定額
は、現時点でございますでしょうか。

実施方針に対する質問への回答No149をご参照く
ださい。

153 26 別紙1 不可抗力リス
ク

不可抗力リスクは、一定の金額以下は民間事業
者負担とありますが、具体的な基準（1%までは
民間事業者負担とする等）があればお示しくだ
さい。

実施方針に対する質問への回答No149をご参照く
ださい。

154 26 別紙1 不可抗力リス
ク

不可抗力リスクは、一定の金額以下は民間事業
者負担となっておりますが事業契約に示される
との理解でよろしいでしょうか。

実施方針に対する質問への回答No149をご参照く
ださい。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
155 26 別紙1 不可抗力リス

ク
「不可抗力リスクは、一定の金額以下は民間事
業者負担、それを超える金額は市負担とする予
定である」とありますが、一定金額とはいくら
を想定しているのかご教授ください。

実施方針に対する質問への回答No149をご参照く
ださい。

156 26 別紙１ 不可抗力リス
ク

※2　～一定の金額以下は民間事業者負担とあり
ますが、内容についてどのような想定をしてい
るのか、ご教示頂けますでしょうか。もしくは1
件あたりの上限金額を設定していただけません
でしょうか。貴市が支払う維持管理費は変動率
が多いので「一定額」とはどういった考えから
算出する想定でしょうか。一定の金額の算定に
関する考え方についてご教示ください。

実施方針に対する質問への回答No149をご参照く
ださい。

157 26 別紙1 契約リスク 事業者に妥当性のある過失がないにも関わらず
議会承認が得られない場合のリスクは貴市の負
担との理解でよろしいでしょうか。

議会承認が得られない場合は不正行為に該当し
ないので、市又は民間事業者は自らに発生する
費用をそれぞれ負担します。

158 27 別紙1 施設性能リス
ク

No.34 「施設性能リスク」の要求水準の未達と
ありますが、要求水準は要求水準書（案）Ｐ8,9
の（3）適用要綱・各種基準等と考えて宜しいで
しょうか。その他水準がございましたらご教授
下さい。

要求水準書（案）のうち、公共施設の機能及び
性能に関する全てを指します。

159 27 別紙1 什器・備品管
理リスク

市指定の什器・備品の破損・紛失・盗難は市負
担となっておりますが、この「市指定の什器・
備品」とはどのようなものを指定されるご予定
でしょうか。

要求水準書（案）電子資料に示す「総合児童セ
ンター継続使用備品・図書リスト（資料21）」
のうち、既存図書を指します。

160 27 別紙1 修繕・更新リ
スク

修繕費については実施方針5頁/10．選定事業の
収入/(3)維持管理業務に係る対価内に含まれる
のでしょうか。

総合児童センターは含み、市民プールは含みま
せんが、対価内に含むか否かにかかわらず修
繕・更新リスクは市の事由によるものを除き、
民間事業者負担となります。

161 27 別紙2 修繕・更新リ
スク

※６のなお書きについて、民間収益施設のリス
クについて、「事業用地の隠れた瑕疵及び市の
事由による定期借地権設定契約の解除を除いて
全て民間事業者のリスク」とありますが、定期
借地権設定契約の解除以外にも事業用地の隠れ
た瑕疵及び市の事由により民間事業者に損害・
追加費用等が発生する場合は、市にご負担いた
だけるという理解で宜しいでしょうか。

原案のとおりとします。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
162 27 別紙1 物価変動リス

ク
物価変動による追加費等で使用する指数は、維
持管理・運営に係る費用のほとんどが人件費で
あることから、厚生労働省の毎月勤労者統計調
査 賃金指数として頂けませんでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

163 27 別紙1 維持管理運営
物価変動リス
ク

一定の物価変動が生じた場合に市の支払金額の
見直しを行う予定とありますが具体的な算定式
が事業契約に規定されるとの理解でよろしいで
しょうか。

募集要項等公表時に、物価変動に伴う支払金額
の見直しに使用する指標等について示します。

164 27 別紙1 需要変動リス
ク

51需要変動リスクは民間事業者負担となってい
ますが、利用料金収入等の増減にある「等」の
中に学校授業利用も含まれるのであれば、将来
少子化や学区変更等により、児童・生徒は増減
する可能性があるので、学校利用収入の変動は
貴市のリスクとして頂けますでしょうか。

原案のとおりとします。

165 27 別紙1 需要変動リス
ク

52独立採算事業とは、民間収益事業のことを指
すのでしょうか。

民間収益事業だけでなく、民間公共的事業を含
みます。


