
■実施方針に対する意見への回答
№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容 意見への回答

1 - - - - 用語定義：民間事業者の定義が、他の用語の定
義及び本文中では、構成員または協力企業を指
す場合と、SPCを指す場合とで混同されていると
思われるので、明確にして頂けませんでしょう
か。

原案のとおりとします。

2 1 第1 4 コレクティブ
インパクト･リ
スト

当初リストに掲載されていて、その後見当たら
なくなった団体があるようです。出来ましたら
一覧から外れた理由を明示していただきたい。
声がけをしてよいのかどうか判断に迷います。

実施方針に対する質問への回答No3をご参照くだ
さい。

3 3 第1 8 - 事業スケ
ジュール（予
定）

開業準備期間が設計・建設期間に含むとされて
おりますが、市への引渡し前に公共施設の開業
準備を行うことで事業者に不動産取得税が課税
される場合があります。
開業準備期間を引渡し後としていただけるよう
ご検討のほど宜しくお願い致します。

保健センターについては、実施方針に対する質
問への回答No30をご参照ください。
北エリアについては募集要項等公表時に示しま
す。

4 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
渡し後として頂きたく存じます。

実施方針に対する質問への回答No30をご参照く
ださい。

5 5 第1 10 (3) 維持管理業務
及び運営業務
に係る対価

対価として支払われる光熱水費は、運営開始後2
年間程度、実費精算をしていただくことを希望
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。

6 5 第1 10 (3) 維持管理業務
及び運営業務
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。公共性を
維持し、安全な施設の運営を行うためにも、維
持管理費、運営費の一部についてサービス対価
の支払いをご検討いただきたいと考えます。

実施方針に対する質問への回答No55をご参照く
ださい。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容 意見への回答
7 5 第1 10 (3) 維持管理費用

に係る対価
市民プールの水光熱費のみサービス対価として
支払われるとのことですが、維持管理費及び修
繕費については、ろ過装置など水回りの設備は
他の設備に比べ、高額となることが想定されま
す。ですので市民プールについても総合児童セ
ンター同様に維持管理費用をサービス対価とし
て含めて頂きたく存じます。

実施方針に対する質問への回答No55をご参照く
ださい。

8 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
管理費は、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ま
かなうものとする」とありますが、自主事業収
入が見込める高齢者の利用時間帯は、他施設の
事例をみても午前中に集中しています。その午
前中の時間帯の利用を制限されてしまうと、市
民プールの維持管理費と運営費を利用料金収入
と自主事業収入、学校授業利用に係る対価でま
かなうのは、極めて困難だと思われます。

実施方針に対する質問への回答No55をご参照く
ださい。

9 5 第1 10 (3) 維持管理業務
に係る対価

維持管理費用のうち修繕業務に関する費用は、
毎年度均等払いではなく、民間事業者が提案し
た計画払いとして頂けないでしょうか？理由と
しては修繕費用は維持管理運営期間の始めはあ
まりかからず、維持管理運営期間の後半にかか
りますが、SPCや維持管理企業で修繕費用をプー
ルしておくことが難しいためです。民間事業者
が提案した支払いスケジュールで支払って頂け
るようお願いします。

ご意見として承ります。

10 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

市民プールの支払い対価に関して、市の方針は
理解しておりますが、隣接する朝霞市でも痛ま
しいプール事故が発生しており、まず安全安心
な施設という観点から、市負担と通常の利用料
金収入の範囲で最低限の運営ができるように負
担割合を変更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No55をご参照く
ださい。

11 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

当方の通常想定する運営では、市が提示される
経費を収入で賄うモデルの実現が困難です。市
が試算されたモデルがありましたらご開示いた
だけますでしょうか。（公開される事業収支で
分かればそちらでも結構です。）

実施方針に対する質問への回答No57をご参照く
ださい。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容 意見への回答
12 6 第1 10 (7) 市民プールの

学校授業利用
に係る対価

学校の利用が行事等の都合で、変更、事前キャ
ンセルになった場合についても補償されるよう
配慮願います。

募集要項等公表時に示します。なお、学校給食
では学級閉鎖等のやむをえない事由による場合
に限り、原則として3日前までの申出があれば変
更に協力し、請求を行わないこととしていま
す。

13 6 第1 10 (7) 市民プール 運
営業務に係る
対価

弊社では市民プールの重要な収入時間帯は夏季
の午前中と考えている。こちらを学校利用とし
た場合、利用料収入での運営検討が非常に困難
である。利用料金制ではなく、料金収受代行制
への変更をお願いしたい。

原案のとおりとします。

14 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を認めて頂きたく存じま
す。

実施方針に対する質問への回答No70をご参照く
ださい。

15 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。譲渡、転貸が禁止されているとス
キームや資産の流動性が失われ事業採算性が著
しく損なわれると考えます。

実施方針に対する質問への回答No80をご参照く
ださい。

16 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。
譲渡、転貸が禁止されているとスキームや資産
の流動性が失われ事業採算性が著しく損なわれ
ると思料します。

実施方針に対する質問への回答No80をご参照く
ださい。

17 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、転貸を可能にして頂きた
く存じます。

実施方針に対する質問への回答No80をご参照く
ださい。

18 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から仮契約の締結まで1か月
程度では短く、2カ月程度としていただきたい。

実施方針に対する質問への回答No91をご参照く
ださい。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容 意見への回答
19 11 第3 2 (1) 民間事業者の

募集及び選定
のスケジュー
ル

優先交渉権者決定から事業仮契約まで１ヶ月で
すが、短いように思われます。他事例をみて
も、最低でも１ヶ月半～２ヶ月みて頂きたいの
ですが、ご検討をお願いいたします。

実施方針に対する質問への回答No91をご参照く
ださい。

20 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け
ますようお願い致します。

実施方針に対する質問への回答No91をご参照く
ださい。

21 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
きたく存じます。

実施方針に対する質問への回答No91をご参照く
ださい。

22 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きた
いです。

実施方針に対する質問への回答No95をご参照く
ださい。

23 12 第3 2 (2)イ 実施方針説明
会・現地見学
会

4/10説明会の資料（パワーポイント）を配布頂
けないでしょうか。

実施方針に対する質問への回答No95をご参照く
ださい。

24 12 第3 2 (2)イ 実施方針説明
会・現地見学
会

4/10(火)の説明資料（スクリーン表示したも
の）を配布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No95をご参照く
ださい。

25 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。

26 12 第3 2 (2)イ 実施方針説明
会・現地見学
会

４月10日に開催された、広沢複合施設整備・運
営事業「実施方針」に関する説明会で使用され
たパワーポイント資料を公開して頂きたく存じ
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。

27 12 第3 2 (2)イ 実施方針説明
会・現地見学
会

4/10説明会に参加した業者を公開して頂けない
でしょうか。

実施方針に対する質問への回答No98をご参照く
ださい。

28 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き
たいです。

実施方針に対する質問への回答No98をご参照く
ださい。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容 意見への回答
29 12 第3 2 (2)イ 実施方針説明

会・現地見学
会

4/10(火)の説明会に参加したメンバーリストを
開示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No98をご参照く
ださい。

30 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。

31 12 第3 2 (2)イ 実施方針説明
会・現地見学
会

４月10日に開催された、広沢複合施設整備・運
営事業「実施方針」に関する説明会及び現地見
学会の参加者名簿を公開して頂きたく存じま
す。

実施方針に対する質問への回答No98をご参照く
ださい。

32 15 第3 3 (3)ア 設計業務に当
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、本案件は複合施設が主たる用途である事、
他PFI案件事例ではあまり各用途の実績の有無を
問われる事がないため、④の項目を削除して頂
きたいのですが可能でしょうか。

原案のとおりとします。

33 17 第3 3 (6) SPCの設立に関
する事項

代表企業は最大出資者とありますが、段階に応
じて代表企業はSPCの業務を最も把握するものが
担うべきと考えますので、設計・建設段階と維
持管理運営段階で、株式交換により代表企業
（＝SPCの最大出資者）を交代することを認めて
頂きたく存じます。

代表企業交代の条件を定め、市との協議を前提
として認める想定です。詳細については募集要
項等公表時に示します。

34 26 別紙1 法令変更リス
ク

法令変更による建物・設備等保守点検費用の増
額等については、想定が出来ず内容も不明確と
なる為、下記のようなケースもご検討お願いい
たします。国交省の案件では次のように定めら
れています。
本事業の維持管理または運営に対して、特別に
または類型的に影響を及ぼす法令等の変更の場
合には国が当該増加費用を負担する。これに該
当せず施設の整備、維持管理もしくは運営に影
響を及ぼす法令等の変更等でありこれに伴う事
業者による増加費用の発生の防止手段を合理的
に期待できないと認められる場合については国
が当該増加費用を負担する。

ご意見として承ります。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容 意見への回答
35 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
負担をして頂きたく存じます。

実施方針に対する質問への回答No144をご参照く
ださい。

36 27 別紙1 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
だけるようご検討のほど宜しくお願い致しま
す。

実施方針に対する質問への回答No161をご参照く
ださい。

37 27 別紙1 物価変動リス
ク

使用する指数の想定はありますでしょうか。維
持管理については、日銀の「企業向けサービス
価格指数」を用いるケースがありますが、経験
上実態の物価とは乖離しています。維持管理運
営業務に関しては、業務のコストを構成するも
のはほとんどが人件費の為、厚生労働省の「毎
月勤労統計調査賃金指数決まって支給する給
与」の指数を適用する等、ご検討お願い致しま
す。

実施方針に対する質問への回答No162をご参照く
ださい。

38 - - その他 本事業について、北エリアについては、公共＋
民間収益施設（分棟、合築）南エリアの施設
（保健センター、認定こども園、児童発達支援
センター）は分棟となっております。全機能を
合築する事が一番のコストダウンになるかと考
えますが、各施設を分棟とした予算を確保され
ていますでしょうか。

原案のとおりとします。


