
■要求水準書（案）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 1 第1 1 3 本事業の概要 民間収益施設の建設に当たっては、貴市と民間
事業者との間で定期借地権設定契約を別途締結
するとありますが、この民間事業者は民間収益
事業者を指すという理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

2 2 第1 4 施設構成 ※3つ目に、「東エリアの広沢学童クラブは本事
業に先行して市が設計を行う」とありますが、
実施方針3ページ目の事業スケジュール表、なら
びに要求水準書（案）5ページ目における東エリ
アの設計・建設期間と合わせてスケジュールを
整理のうえご教示いただきたくお願い致しま
す。

実施方針に対する質問への回答No15をご参照く
ださい。

3 2 第1 4 施設構成 南エリアに北エリアと一体となった駐車場を設
けても宜しいですか。

民間収益施設としての駐車場を南エリアに設置
する提案は不可とします。

4 2 第1 4 (1) 北エリア 民間収益施設のうち、診療所の延べ面積が任意
となっていますが、施設計画立案上必要となり
ますので、おおよその必要規模をご教示下さ
い。

以下の診療内容を想定して必要規模をご提案く
ださい。
・一般外来（小児科）を実施する。
・発達支援の鑑別診断を実施する。

5 3 第1 6 各施設の管理
運営形態

北エリアの診療所の維持管理は、民間事業者と
なっていますが、スケルトンで市が公募するこ
とから、維持管理は診療所運営者（民別途公
募）となるのでは無いでしょうか。

施設全体として実施する維持管理については民
間事業者が実施することを予定しています。

6 3 第1 6 各施設の管理
運営形態

北エリアの診療所（民別途公募）の賃料はいく
らと想定すればよろしいでしょうか。また、公
募により想定賃料が得られない場合の家賃減少
リスクは、市でしょうか。

前段については、周辺相場及び本事業における
他のテナントに対する賃料を踏まえて提案して
ください。
後段については、市が民間収益事業者から診療
所（小児科）部分を借り受け、別途公募事業者
へ転貸することを想定しています。

7 3 第1 6 各施設の管理
運営形態

市が公募し認めた診療所の家賃滞納が発生した
場合のリスクは、市でしょうか。

要求水準書（案）に対する質問への回答No6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
8 4 第1 7 (2) 各エリアのエ

リア区分と土
地利用

「現国有地上には北エリアの施設機能が配置さ
れないようにすること」とあり、一方要求水準
（案）6ページ（3）に「民間事業者の提案に基
づいて市と協議したうえ北エリアと南エリアの
敷地境界及び南エリア内の各施設の敷地境界を
確定し、市が分筆を行った上で民間収益事業者
に北エリアの民間事業用地を貸し付ける」とあ
るが、民間収益事業にかかる敷地は、国有地を
除く土地の一部（国有地を含まない）と理解し
てよいか。またその場合、民間施設と合築する
場合も同様に国有地を含まないと理解してよい
か。

ご理解のとおりです。

9 5 第1 9 事業スケ
ジュール
（東エリア）

市にて公募される学童クラブの設計会社に関し
て選定スケジュールをご教示いただきたい。ま
た提案段階において設計会社が選定された場
合、設計プラン等は公表いただくことは可能
か。

実施方針に対する質問への回答No9及びNo15をご
参照ください。

10 6 第1 10 (3) 本事業用地に
おける敷地の
確定

「北エリアと南エリアの敷地境界」は民間事業
者の提案により決定されるのでしょうか。

要求水準書（案）(p6)第1の10(3)「本事業用地
における敷地の確定」をご参照ください。

11 6 第1 10 (5) 広沢小プール
の解体

市または学校においてプールの排水完了後に、
事業者が解体すると考えてよいでしょうか。

要求水準書（案）(p5)第1の9「事業スケジュー
ル（予定）」をご参照ください。

12 6 第1 10 (3) 本事業用地に
おける敷地の
確定

北エリアの民間収益事業用地を貸し付けるとあ
りますが、北エリア全体の借地となるか北エリ
アの民間収益事業用地部分の借地（公共エリア
は除く）となるのでしょうか。民間収益事業用
地部分のみの場合は、公共施設（児童セン
ター、市民プール）との範囲は別途協議という
認識で宜しいでしょうか。

貸付対象は北エリアの民間収益事業用地部分の
みです。公共施設と民間施設の合築の場合は、
市が底地を所有した上で市と民間事業者による
借地権（借地割合）の準共有となりますが、借
地割合は延床面積による按分を予定していま
す。

13 6 第1 10 (3) 本事業用地に
おける敷地の
確定

「・・・及び南エリア内の各施設の敷地境界を
確定し、市が分筆を行った上で・・・」とあり
ますが、分筆するのは、南北エリアの敷地境界
及び南エリア内の各施設の敷地境界それぞれで
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
14 6 第1 12 (1) 法令 北エリア・南エリアは、都市計画法の開発許可

の対象となるか、否か、ご教示下さい。特に、
公園の設置義務等。

開発許可の対象と考えますが、最終判断はまち
づくり条例に基づく計画案の事前相談（相談票
の提出）後になります。
また、設置が義務付けられる施設については各
種法令によります。

15 7 第1 12 (1) 法令 順守すべき法令（建築基準法及び警備業法、廃
棄物の処理及び清掃に関する法律等）に関し
て、SPCからそれぞれの業務を請け負う企業が適
切な資格者であれば良いとの認識でよろしいで
しょうか。

各法令の定めるところに従ってください。

16 10
11

第2 1 - 事業用地の概
要

敷地を北エリア・南エリア二つに分割するとい
う事は、確認申請上も北エリア、南エリアごと
の対応になる認識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

17 10
11

第2 1 - 事業用地の概
要

南側エリアについては、保健センター（本事
業）認定こども園（別事業）児童発達支援セン
ター（別事業）になっておりますが、本事業で
の確認申請は、保健センターのみと考えて宜し
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

18 10 第2 1 - 事業用地の概
要

南側エリアについては、保健センター（本事
業）認定こども園（別事業 敷地面積：1770
㎡）、児童発達支援センター（別事業 敷地面
積：900㎡）とありますが、
①上記3施設ごとに敷地分割する
（敷地分割の場合は各施設が道路に面する配
置）
②南エリア1敷地の中に3施設（用途上不可分の
建築物扱いとした想定）を設置。
①もしくは②が想定されますが、どちらの考え
を想定されてますかご教授ください。
②の場合は、前段取りとして建築指導課との中
でご了解頂いている内容になっているのでしょ
うか。

①のとおり、保健センター、認定こども園、児
童発達支援センターごとに敷地分割してくださ
い。
②については市が権限を持たないため、判断対
象外です。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
19 10 第2 1 - 事業用地の概

要
上記質問で
①の場合、「路地状敷地」で対応する以外に開
発許可上の提供道路として対応する事は可能で
しょうか。
②の場合、各施設の確認申請についてどのよう
な対応を想定されているかご教授ください。

①については事前協議により判断します。
②については市が権限を持たないため、判断対
象外です。

20 10 第2 1 (1) 本事業及び事
業用地の構成

各導入施設機能の設計・建設区分があります
が、民間事業者側で申請（建築確認）を行うの
はどの機能でしょうか。表の上から「総合児童
センター」～「保健センター」までという認識
で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

21 11・
電子
資料

25

第2 1 (3) 施設ごとの
敷地面積

路地状敷地

記載している「路地状敷地」とは、埼玉県建築
基準法施行条例の第3条（路地状敷地）と考えて
宜しいでしょうか。相違する場合、路地状敷地
の概念をご教授下さい。

ご理解のとおりです。

22 11・
電子
資料

25

第2 1 (3) 施設ごとの
敷地面積

路地状敷地

「路地状敷地」で対応する場合、路地状敷地は
どの施設面積に含めて考えれば宜しいでしょう
か。
電子資料25の資料を見ると、認定こども園、児
童発達支援センターの「路地状敷地」を保健セ
ンターの面積に含めているように見えるのです
が、考え方をご教授下さい。

表中の敷地面積には、「路地状敷地」とした場
合の路地状部分の面積を含んでいませんが、建
築確認申請上は、保健センター、認定こども
園、児童発達発達支援センターそれぞれに、路
地上部分（各敷地の接道に必要となる部分）を
含めて申請が必要となります。
なお、「路地状敷地」とした場合の本事業にお
ける整備面積については、認定こども園と児童
発達支援センターの路地状部分を一体的に整備
するものとし、保健センターの整備面積に含む
ものとします。

23 11 第2 1 (3) 施設ごとの敷
地面積

南エリアの認定こども園及び児童発達支援セン
ターの敷地面積について、許容される増減は何
パーセントまでかをご教示下さい。

「路地状敷地」を含まない敷地面積としては、
提示の数値を最低基準としてください。

24 13 第2 1 (6)イ 埋蔵文化財 埋蔵文化財について、平成30年度に市で試掘調
査を実施とありますが、予定されているスケ
ジュールをご教示ください。

平成30年度内に実施予定です。

25 13 第2 1 (6)ウ 土壌汚染 土壌汚染について、平成30年度に予定されてい
る地歴調査は市による実施でしょうか。また、
予定されているスケジュールをご教示くださ
い。

平成30年度内に実施予定です。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
26 13 第2 1 (6)エ 地中障害物 市が提供する資料から予測できる地中障害物と

ありますが、市から提供して頂ける資料は、本
資料及び電子資料一覧（ＤＶＤで頂けるデー
タ）以外にあるかご教授下さい。

国から当該国有地の処理方針が示されたのち、
速やかに国から提示された埋設物に係る調査資
料を公表する予定です。

27 14 第2 1 (5)キ 周辺交通への
配慮

本事業用地の北側道路、西側道路は通学路とし
て使われているでしょうか。使われている場
合、搬入等の規制が生じるかと考えますが、ど
のような配慮がでてくる可能性がございますで
しょうか。
（時間帯の使用有無等）

平成30年4月時点において、本事業用地の北側道
路及び西側道路の双方ともに、中学校の通学路
に指定されています。工事計画段階において
は、事前に市と十分に協議を行い、通学路の安
全に十分配慮した施工計画としてください。必
要に応じて朝の通学時間帯（7:30－8:30）の搬
出入を制限いただく可能性もあります。

28 14 第2 1 (6)キ 周辺交通への
配慮

「北側に位置する国道254号線については、緊急
輸送車両以外の出入口を設置しないこと。～」
とありますが、工事期間中の工事搬出入車両に
ついての該当の有無をご教示願います。

交通管理者及び道路管理者にご確認ください。

29 14 第2 1 (6)キ 周辺交通への
配慮

キ周辺交通への配慮で、国道246号側には緊急輸
送車両以外の出入り口を設置出来ないとされる
理由をご教示下さい。

交通管理者及び道路管理者にご確認ください。

30 15 第3 1 (2)
(3)

耐震性能
耐久性能

本事業の各施設ごとの構造方式については適宜
提案で問題ないでしょうか。（RC造、S造、SRC
造、W造）また、各施設ごとに構造形式の限定が
あるようであればご教授下さい。

要求水準を満たす前提で事業者提案に委ねま
す。

31 15 第3 1 (3) 耐久性能 鉄筋コンクリート部分の耐久性能は・・・とあ
りますが、本施設の構造方式は鉄筋コンクリー
ト造を想定されているのでしょうか。

公共施設及び公共施設と民間収益施設を合築す
る建物を鉄筋コンクリート造として計画する場
合については、記載の耐久性能を満たす設計と
してください。

32 15 第3 1 (3) 耐久性能 鉄筋コンクリート部分の耐久性能は・・・とあ
りますが、本施設の構造方式については鉄筋コ
ンクリート造で指定される訳ではなく提案によ
るとの認識で宜しいでしょうか。

要求水準書（案）に対する質問への回答No31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
33 15 第3 1 (6) 帰宅困難者一

時待機所とし
ての機能

一時待機所の開設により、施設管理経費等が増
加した場合、市との協議はできるのでしょう
か。

災害時の公共施設及び民間収益施設の運用につ
いては、市とSPC及び民間収益事業者で別途協定
を締結する予定としています。
なお、原則としてサービス購入料の範囲での実
施を想定しています。

34 15 第3 1 (6) 帰宅困難者一
時保管場所と
しての機能

災害時において一時的に待機及び避難できる場
所とするとありますが、公共施設について開放
するエリアはどの用途を想定されているかご教
授下さい。また民間収益施設については別途協
議との認識で宜しいでしょうか。

前段については公共施設全体について開放する
可能性があります。
後段については要求水準書（案）(p37)第4の
3(3)「民間独自の防災機能」をご参照くださ
い。

35 15 第3 2 (1) 配置計画 別途公募される民間事業者の選定スケジュール
をご教示いただきたい。提案前に選定される場
合、事前に設置・運営プラン等の公表や対話・
ヒアリングの機会を設けて頂くことは可能か。

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。

36 15 第3 2 (1) 配置計画 「市庁舎にぎわいプラン」とはいつごろ開示予
定か。また現段階で想定されている動線案等は
あるか。

現在検討中です。

37 15 第3 2 (1) 配置計画 現保健センター並びに市役所庁舎方面への歩行
空間とはどういう意図ですか？⇒現況、消防署
で動線は塞がっていると思料します。

歩道に対する歩行空間の誘導を指しています。

38 16 第3 2 (1) 配置計画 「こども園～設置・運営事業者と連携して～一
体性が保たれる計画とすること」とあります
が、提案時には設置・運営事業者と連携したも
のを提出するのでしょうか。

当該連携とは、事業契約締結後及び供用開始後
の協議及び実施を想定しています。

39 17 第3 2 (7) 災害時への対
応に配慮した
設計

蓄電池①事務室及び避難者収容スペースとあり
ますが、総合児童センター、市民プール、保健
センター、認定こども園、児童発達支援セン
ターの中で避難者収容スペースとなる箇所をご
教授下さい。また、事務室については、該当す
る施設の事務室について性能を確保する認識で
宜しいでしょうか。

指定避難所の指定を受けている「総合児童セン
ター」の事務室、シアターアリーナ、ティーン
ズルーム、ベビールーム、トイレ及びこれらを
つなぐ通路部分を想定します。

40 17 第3 2 (9) 必要に応じた
外内装仕上げ
への配慮（ド
ア・壁の色）

異なる色に関して色の組み合わせパターン等が
あればご教示いただきたい。また事業者にて提
案してよい場合は異なる色にする理由等があれ
ばご教示いただきたい。

色の組み合わせについては事業者提案に委ねま
す。異なる色とする理由としては、出入口を分
かりやすくするためです。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
41 18 第3 2 (10) 外構 既存のバス停を移設する場合は、どの程度の協

議期間が必要でしょうか。また、協議が必要な
部署等分かればご教授下さい。

バス事業者にご確認ください。

42 19 第3 3 (2)イ 事務室 各公共施設における事務員の想定人員数がある
ようであればご教授ください。
また、③の従業員更衣室、休憩室、会議室、給
湯室、軽微室、倉庫等を適宜設置するとありま
すが、各施設に適宜各緒室を設ける場合、要求
水準に記載にある延べ面積に含めるという認識
で宜しいでしょうか。

前段については、保健センターについては、要
求水準書（案）(p27)第3の6(6)「主な機能」を
ご確認ください。それ以外の公共施設について
は事業者提案に委ねます。
後段については、ご理解のとおりです。

43 19 第3 4 (1) 主な施設内容 総合児童センターの位置は１階であることは必
要ですか？

事業者提案に委ねます。

44 20 第3 4 (1) 主な施設内容 総合児童センターの延べ面積1,500㎡にはプレー
パークの面積を含むのでしょうか？

プレーパークは屋外施設であり、延べ面積1,500
㎡に含みません。

45 20 第3 4 (1)
(6)

主な施設内容
主な機能

ピロティ・ティーンズルーム・キッズルーム・
ベビールーム・相談室及び静養スペースについ
て想定利用人数及び必要最低面積がございまし
たらご教授ください。

事業者提案に委ねます。

46 第3 4 (4) 整備コンセプ
ト

カリヨンベルはどこまで残すのでしょうか？場
所の指定はありますか？民間収益施設側に持っ
てくるのは問題ありませんか？

要求水準書(p20)第3の4(4)「整備コンセプト」
⑩をご参照ください。

47 20 第3 4 (4) 整備コンセプ
ト

「⑨現行の総合児童センターの既存図書、遊具
等の備品については、市が指定するものを継承
し、活用すること」とありますが、これらは市
有備品に該当しますか。また、継承した備品に
関して破損や紛失等があった場合のリスクはど
のようにお考えですか。

⑨に示す継承する備品は、既存図書のみ（別添
資料21参照）となります。これらは市有備品に
該当します。破損や紛失に対しての更新は求め
ませんが、寄贈図書の受け入れ等、量的確保は
図っていきたいと考えています。したがって、
供用開始後に協議とします。

48 20 第3 4 (4) 整備コンセプ
ト

「現行の総合児童センターの既存図書遊具等の
備品については、市が指定するものを継承し、
活用すること。」とありますが、工事期間中に
おける当該備品等の保管場所については、貴市
にてご提供して頂けると理解して宜しいでしょ
うか。

市が指定する既存図書については市が保管しま
す。
それ以外の備品については民間事業者が保管す
ることを前提として、継承する備品を想定して
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
49 20 第3 4 (4) 整備コンセプ

ト
現行の総合児童センターの遊具等の備品につい
ては、市が指定するものを継承し活用するとあ
りますが、遊具については具体的にどのような
ものを想定していますでしょうか。また、市が
指定するもの以外に新規で導入・追加すること
は可能でしょうか。

前段については、要求水準書（案）に対する質
問への回答No47をご参照ください。
後段については可とします。

50 20 第3 4 (4)⑩ 既存施設の設
備について

総合児童センター１階の「壁画」についての取
扱いをご教示願います。

意匠としての活用も含め事業者提案に委ねま
す。

51 21 第3 4 (6)イ ピロティ 「②ボールの壁当て」について、使用するボー
ルはソフトなボールからハードなボールまで、
また大きさも大小さまざまありますが、ピロ
ティでのボールの壁当てはどのようなイメージ
でお考えですか。

事業者提案に委ねます。

52 21 第3 4 (6)ウ ティーンズ
ルーム

ティーンズルームについて、④「総合児童セン
ター使用備品・図書リスト」以外に新規に見込
む想定書架数、備品等はございますでしょう
か。

事業者提案に委ねます。

53 21 第3 4 (6)ウ・エ ティーンズ
ルーム
及び
キッズルーム

ウ④『「総合児童センター継続使用備品・図書
リスト(資料21)」に示す既存の図書は継承す
る。』エ⑤『新施設に引き継ぐ既存備品は「総
合児童センター継続使用備品・図書リスト(資料
21)を参照のこと』とありますが､継続使用備品
と図書の移動及び保管は､貴市にて担うとの理解
でよろしいでしょうか。

要求水準書(案）に対する質問への回答No48をご
参照ください。

54 22 第3 4 (6)カ スタジオ 本室に設置する設備（楽器類）の選定・配置も
民間事業者の提案事項という理解でよろしいで
しょうか。

事業者提案に委ねます。

55 22 第3 4 (6)キ シアターア
リーナ（遊戯
室）

トランポリンは高校生も使う仕様で想定されて
いますでしょうか。

事業者提案に委ねます。

56 22 第3 4 (6)キ シアターア
リーナ（遊戯
室）

②利用用途としてバスケットボール、トランポ
リンがございますが、競技用の寸法（大きさ、
高さ）を設定する必要がございますでしょう
か。
また、競技用を想定しない場合、最低高さ寸法
をご教授下さい。

ミニバスケットボールのコート寸法を想定して
います。縦22ｍ×横12ｍ、コートの周囲には壁
面まで1ｍ以上の離隔を確保し、天井高さは7ｍ
程度確保してください。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
57 22 第3 4 (6)キ シアターア

リーナ（遊戯
室）

バスケットコートの大きさは、28.0M×15.0Mと
考えて宜しいですか。

要求水準書(案）に対する質問への回答No56をご
参照ください。

58 22 第3 4 (6)キ シアターア
リーナ（遊戯
室）

利用シーンとして、バスケットボール、トラン
ポリン等とありますが、天井高について指定が
あればご教示ください。

要求水準書(案）に対する質問への回答No56をご
参照ください。

59 22 第3 4 (6)キ シアターア
リーナ（遊戯
室）

利用シーンとして、バスケットボール、トラン
ポリン等とありますが、大会協議等の利用想定
はなく、現児童センター同様に遊戯の一環とし
ての利用であり、天井高等は事業者の提案によ
るものという理解で宜しいでしょうか。

要求水準書(案）に対する質問への回答No56をご
参照ください。

60 22 第3 4 (6)ケ プレーパーク 800㎡程度とは、要求水準1500㎡の面積に算入さ
れていると考えて宜しいですか。

要求水準書(案）に対する質問への回答No44をご
参照ください。

61 22 第3 4 (6)ケ プレーパーク 「芝や球技を想定した整地は行わないこと」と
記載があるが、更地という認識でよいか。想定
するイメージがあればご教示いただきたい。

プレーパークの実施内容については、要求水準
書（案）(p22)第3の4(6)ケ「プレーパーク」及
び要求水準書（案）別添資料19の5「プレーパー
ク事業概要【H29】」をご参照ください。

62 23 第3 5 (4) 整備コンセプ
ト

「和光市総合体育館と重複する機能は、公共施
設としては整備しない。ただし民間収益施設と
して整備することは妨げない」とあるが、実施
方針2ページに「民間事業者は公共的施設の一部
において民間公共的事業（自主事業）を行うこ
とができる」とあり、民間収益施設として
フィットネスを整備することは可能か。また、
その場合の整備、所有、管理の区分はどのよう
に考えるか。

民間事業者が、公共施設を活用し、自らの責任
で実施する民間公共的事業として、和光市総合
体育館と重複する機能の整備は不可とします。
民間収益施設として、当該機能を整備すること
は可とします。

63 23 第3 5 (4) 整備コンセプ
ト

該当する施設機能（トレーニング室、ランニン
グコース、軽スポーツ室等）とありますが、記
載のある施設機能は設置可能な施設として考え
て宜しいでしょうか。

公共施設としては設置不可とします。
民間収益施設においては設置可能です。

64 24 第3 5 (6)ウ 大プール ②において可動床の設置について記載がありま
すが、可動は全面可動、または、部分可動など
の指定はございますでしょうか。

全面可動としします。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
65 24 第3 5 (6)ウ 大プール 可動床について、特定コースで可動するのでは

なくコース全体で可動する仕様との認識で宜し
いでしょうか。

要求水準書(案）に対する質問への回答No64をご
参照ください。

66 24 第3 5 (6)ウ 大プール 25M×７コース以上、全面を可動床にするので
しょうか。

要求水準書(案）に対する質問への回答No64をご
参照ください。

67 24 第3 5 (6)ウ 大プール ①プールについて競技用の公認は取得しないと
ありますが、プールの天井高さに指定があるよ
うであればご教授ください。また、必要最低高
さも同様にご教授下さい。
②水深1.2ｍとありますが、最大深度が1.2ｍと
考えて宜しいでしょうか。
③可動床対応レーン数をご教授下さい。

①天井高さについては、最低4ｍ程度、平均天井
高さ5ｍ程度を確保してください。
②ご理解のとおりです。
③要求水準書(案）に対する質問への回答No64を
ご参照ください。

68 24 第3 5 (6)ウ 大プール 大プールの可動床について、その水深の調整範
囲の幅が何mから何mなのかご教示下さい。

要求水準書(案）に対する質問への回答No67をご
参照ください。

69 24 第3 5 (6)ウ 大プール 可動床の設置ですが最大水深が1.2ｍ程度の理解
でよろしいでしょうか。また可動床の水深幅に
要求水準はないとの理解でよろしいでしょう
か。

要求水準書(案）に対する質問への回答No67をご
参照ください。

70 24 第3 5 (6)ウエ 大プール
小プール

プール槽の仕上げ（FRP、ｽﾃﾝﾚｽ、ﾀｲﾙ等）につい
ての要求水準をご教示下さい。

事業者提案に委ねます。

71 24 第3 5 (6)オ 一般更衣室 床の仕上材は、滑りにくい木質系材料でなけれ
ばいけないのでしょうか。

水はけ及び耐水性が高く、滑りにくいという性
能を満たすとともに、衛生面、快適性、寒暖差
にも配慮した材料であれば木質系材料以外の提
案も可とします。

72 24 第3 5 (6)オ 一般更衣室 ロッカー利用は無料であれば鍵はコインリター
ン式でなくても良いという理解でよろしいで
しょうか。

管理運営に支障をきたさない限りで可としま
す。

73 25 第3 5 (6)キ 学校更衣室 学校授業利用シーズン以外は、有償での貸し出
しや、自主事業の実施会場としての活用は可能
でしょうか。

ご理解のとおりですが、有償の貸出の使用料に
ついては、事業者提案を踏まえ、市の設置管理
条例で定めます。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
74 25 第3 5 (6)キ 学校更衣室 学校利用時は貸切となり、一般利用者が居ない

ため、一般更衣室を生徒に使用させることが可
能でしょうか。

次の条件を満たすことが可能であれば可としま
す。
・一般利用者の利用開始時刻に遅延をきたさな
い。
・学校更衣室としての性能を満たすこと。
・盗撮機器等の設置がないか毎朝チェックする
こと。
・学校貸切中の汚破損はすべて民間事業者の負
担とすること。

75 25 第3 5 (6)ク 見学スペース 学校更衣室と兼用可との記載がありますが、
カーテン等の設置で内側から隠せれば問題ない
と判断してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

76 26 第3 6 保健センター
の要求水準

市が本事業とは別に公募する指定管理者が行う
とのことですが、選定時期はいつ頃をお考えで
すか。

実施方針に対する質問への回答No16をご参照く
ださい。

77 30 第3 6 (6)ナ 駐車場 駐車場の項目に記載されている「思いやり駐車
場」は、車いす利用者用駐車場を指していると
理解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

78 30 第3 6 (6)ナ 駐車場 駐車場の項目に医師の来訪時など業務関係車
両、来訪客用駐車場を数台、その他南エリアの
利用者を想定したおもいやり駐車場とございま
すが、要求水準として想定の駐車台数をご教示
下さい。

一般駐車場7台に加え、思いやり駐車場2台以上
を整備してください。

79 30 第3 6 (6)ナ②③ 駐車場 南エリアの駐車場台数について、具体的な台数
をご教示下さい。

要求水準書（案）に対する質問への回答No78を
ご参照ください。

80 31 第3 7 (2) 施設計画 施設の配置を決定するためには、各階平面図等
を作成する必要がありますが、その作成も本事
業の業務範囲に含まれるのでしょうか。

都市計画法及びまちづくり条例の手続きに必要
となる図面の作成を本事業において行うことと
してください。
なお、要求水準書（案）(p43)第5の2(8)ウもご
参照ください。

81 31 第3 7 (2) 施設計画 別途公募の認定こども園整備・運営事業者の決
定時期はいつ頃なのかご教示下さい。

実施方針に対する質問への回答No18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
82 31 第3 7 (2) 施設計画 業務は「施設の配置を決定し、同用地を造成す

るまでとする」とあります。同施設の基本設
計、実施設計は別途選定された企業が実施する
と考えてよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

83 31 第3 7 (2) 施設計画 設計業務範囲を明確にしてください。
①認定こども園の建築確認は誰が作成した図面
で申請するのでしょうか。
②事業者に選定された後に、認定こども園の運
営者の要望で設計図を修正した場合、その業務
対価の支払いは誰に生じるのでしょうか。
③事業者の提案した図面の著作権は事業者にあ
ると考えてよいでしょうか。

認定こども園については、本事業とは別途事業
者を募集して選定された事業者が設計及び建築
確認申請を行います。

84 32 第3 7 (3)チ 駐車場 児童送迎用として、園バス等のご利用は予定さ
れているのでしょうか。ご計画についてご教示
下さい。

送迎バスの使用は想定していません。

85 32 第3 7 (3)チ 駐車場 児童送迎用車両の想定車種・サイズについて、
ご教示下さい。

要求水準書（案）に対する質問への回答No84を
ご参照ください。

86 33 第3 8 (2) 施設計画 別途公募の児童発達支援センター整備・運営事
業者の決定時期はいつ頃なのかご教示下さい。

実施方針に対する質問への回答No18をご参照く
ださい。

87 33 第3 8 (2) 施設計画 業務は「施設の配置を決定し、同用地を造成す
るまでとする」とあります。同施設の基本設
計、実施設計は別途選定された企業が実施する
と考えてよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

88 33 第3 8 (2) 施設計画 設計業務範囲を明確にしてください。
①発達支援センターの建築確認は誰が作成した
図面で申請するのでしょうか。
②事業者に選定された後に、認定こども園の運
営者の要望で設計図を修正した場合、その業務
対価の支払いは誰に生じるのでしょうか。
③事業者の提案した図面の著作権は事業者にあ
ると考えてよいでしょうか。

児童発達支援センターについては、本事業とは
別途公募により選定された事業者が設計及び建
築確認申請を行います。

89 34 第3 9 広沢学童クラ
ブの要求水準

広沢学童クラブおよび防災備蓄倉庫の設計資料
はいつ頃公表予定でしょうか。

実施方針に対する質問への回答No9をご参照くだ
さい。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
90 36 第4 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】

「駐車場で公共施設利用想定として30台分確保
する」とありますが、身障者用駐車場を含めた
台数でしょうか。

30台に対して基準上必要となる身障者用駐車台
数も含めた台数です。

91 36 第4 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】

「料金体系は、市役所駐車場と同様の料金体系
を採用することを推奨する」とありますが、そ
の場合、3時間無料となり、民間事業の収益とは
ならないため、30台分の利用料金は、地代相当
分または、想定利用料金分を市で負担して頂け
ませんでしょうか。

原案のとおりとします。
地代相当分または想定利用料金分を市で負担す
ることはありません。

92 36 第4 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】

診療所の賃料はどのように考えていますか？SPC
の収益計画にはどの様に見込んだら宜しいです
か？別途公募のスケジュールはどうなってます
か？

実施方針に対する質問への回答No14及び要求水
準書（案）に対する質問への回答No6をご参照く
ださい。

93 36 第4 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】

広場・オープンスペースについて
要求必要最低面積がございましたらご教授下さ
い。

事業者提案に委ねます。

94 36 第4 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】

民間収益施設に導入する診療所ですが、
想定利用者数はございますでしょうか。
また、想定している面積がございましたらご教
授下さい。

要求水準書（案）に対する質問への回答No4をご
参照ください。

95 36 第4 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】

診療所とありますが、公募する診療科目をご教
示下さい。

和光市広沢複合施設基本計画(p13)のⅡ-5-4「診
療所」をご参照ください。

96 36 第4 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】

診療所の運営者の決定は、検査済証取得に影響
がない時期迄に実施されるという理解で宜しい
でしょうか。

ご理解の通りですが、検査済取得に影響のない
スケジュールをご提案ください。



№ 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 36 第4 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】

診療所について本事業においては躯体の建設及
びインフラの引き込みまでとなっております
が、民間収益施設の開業に当たっては、診療所
区画も含めて検査済み証を取得しなくてはなり
ません。検査済み証の取得までに必要な内装工
事及び設備工事については、本事業の範囲とい
う理解で宜しいでしょうか。

要求水準書（案）に対する質問への回答No96を
ご参照ください。

98 36 第4 2 (1) 駐車場 ④「料金体系は民間事業者の提案によるが、近
隣の市役所駐車場と同様の料金体系を採用する
ことを推奨する」とありますが、P81では、①
「市役所駐車場と料金設定を統一すること」と
あります。
市役所駐車場のように3時間無料とすると、近隣
施設利用者が本事業の駐車場の大半を使用し、
本事業の各施設利用者の駐車場利用に影響が出
るおそれがあります。
駐車場の料金設定の考え方については、近隣の
市役所駐車場の料金体系等を踏まえ事業者が提
案できるものと理解して宜しいでしょうか。

駐車場料金については最初の1時間を無料時間と
して設定していただき、それ以降の課金につい
ては事業者提案に委ねます。

99 36 第4 2 (1) 駐車場 ②「公共施設利用想定として30台分を確保す
る。ただし専用とはしない」とありますが、駐
車した利用者が公共施設利用か民間収益施設利
用かは判別できないため、事業者の提案として
は、公共施設、民間収益施設それぞれの利用想
定として何台ずつということが分かるように提
案すれば良いという理解で宜しいでしょうか。

民間事業者が民間収益施設の用途・規模に応じ
た駐車台数として想定する台数に、公共施設利
用者分を想定した30台を追加した台数を確保す
ることを求めています。
供用開始後、公共施設利用者専用として常に30
台分の駐車スペースを確保することを求めるわ
けではありません。

100 36 第4 2 (1) 駐車場 『民間収益施設の用途・規模に応じた駐車台数
に加え､公共施設利用想定として30台分を確保す
る。ただし専用としない。』とありますが､事業
者は､来られる市民の方が､民間収益施設利用者､
公共施設の利用者か若しくは両施設を利用しよ
うとしているのか判断できません。30台分の確
保は､目標値として､要求の遵守事項とはならな
いとの理解でよろしいでしょうか。

要求水準書（案）に対する質問への回答No99を
ご参照ください。

101 38 第5 1 (1) その他の関連
業務

公共施設の一部の設計に交付金を活用し、国等
への書類作成等にかかる協力を依頼するとあり
ますが、対応する交付金（補助金）の種類をご
教授下さい。

実施方針に対する質問への回答No39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
102 39 第5 1 (5) 設計及び建設

業務の実施体
制

工事監理者は資格が必要でしょうか。 要求水準書（案）(p39)第5の1(5)をご参照くだ
さい。また、要求水準書（案）(p49)第5の5(1)
に示す工事監理者については、工事監理を行う
建物の規模に応じて、法令上必要となる資格者
を配置してください。
なお、要求水準書(案）に対する質問への回答
No103もご参照ください。

103 39 第5 1 (5) 設計及び建設
業務の実施体
制

工事監理者について、工事監理業務は、工事と
設計図書との照合及び確認ならびに報告を行う
ため設計・建設業務を把握する必要があります
が、事業の実施体制として設計・建設業務を統
括する責任者は工事監理者（工事監理企業）で
ある必要はないという認識で宜しいでしょうか
（代表企業、建設企業など）。
指定があるようであれば意図を含めご教示いた
だけますようお願い致します。

本事業では、整備する施設の用途が多様で複合
化しており、かつ数も多いため第三者的な視点
で、設計業務及び建設業務を統括、調整する役
割が必要と考え、その役割を「工事監理者」に
求めています。
要求水準書（案）(p39)第5の1(5)の「工事監理
者」は、要求水準書（案）(p49)第5の5(1)に示
す「工事監理者」と異なる役割として想定して
いるため、前者を「建設マネージャー」と置き
換えます。

104 41 第5 2 (5) 既存施設の解
体

広沢小学校プールの附属室を倉庫に転用すると
の事ですが、倉庫のレイアウトは市から指定が
あるのでしょうか。また、改修範囲についても
指定があると判断してよろしいでしょうか。
改修費用の工事も本事業に含める認識でよいか
併せてご確認ください。

倉庫のレイアウト変更はありません。改修範囲
については要求水準書（案）(p41)第5の2(5)を
ご参照ください。なお、既存のトイレはそのま
ま残置しますが、給排水系統については事前に
確認を行い、本事業において機能が維持される
よう対応を図るものとします。
改修工事の費用は本事業に含めてください。

105 41 第5 2 (5) 既存施設の解
体

認定こども園及び児童発達支援センターの造成
に係る埋設物の撤去に関して、市からの提示資
料があるとの事ですが、どういった資料でしょ
うか。
また、現段階で想定している埋設物についてご
教授下さい。

要求水準書(案）に対する質問への回答No26をご
参照ください。

106 43 第5 2 (8) その他関連業
務

事業用地全体のうち北エリアと南エリアの分
割、北エリアのうち公共施設用地と民間収益施
設の分割は、土地の形質変更を伴わない場合
は、単なる敷地分割であり、開発許可申請の対
象とならないと理解して宜しいでしょうか。

開発許可の対象と考えますが、最終判断はまち
づくり条例に基づく計画案の事前相談（相談票
の提出）後になります。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
107 43 第5 2 (8) その他関連業

務
解体工事完了後に確定測量を実施するとありま
すが、それまで敷地面積及び形状が確定しない
こととなり、設計業務の作業工程に支障をきた
すこととなるのではないのでしょうか。

設計段階では概略の敷地面積の数値で建築確認
申請を行い、確定測量後に正確な敷地面積の数
値に修正（変更申請）する手順を想定していま
す。

108 43 第5 2 (8) その他関連業
務

南エリアの路地上敷地にて分割することを貴市
では想定されていると思われますが、開発許可
の対象となるのでしょうか。

要求水準書（案）に対する質問への回答No106を
ご参照ください。

109 43 第5 2 (8)ア 開発許可申請
等業務

アに開発許可申請業務を行うこと、またウに北
エリア南エリアの一体開発を想定しているとあ
ります。事業用地全体で開発許可を取得する場
合には、500㎡程度の公園等の設置が必要となり
都市計画法第39条により当該公園等の管理は貴
市に帰属すると思われますが、事業用地全体で
開発許可を取得されることを前提とお考えなの
でしょうか。

要求水準書（案）に対する質問への回答No106を
ご参照ください。

110 43 第5 2 (8)エ 確定測量及び
登記添付書類
の作成

北エリア、南エリアの分筆は市の対応と記載
（要求水準書（案）P6）がありますが、各境界
測量、登記費用については本事業の費用という
認識で宜しいでしょうか。
南エリアの3事業部分ごとの敷地分割する場合、
その取扱いも同様にご教授下さい。

北エリア、南エリアいずれにおいても、各境界
の測量費用は本事業の費用として民間事業者が
負担します。
登記費用については市が負担しますが、登記に
必要な書類作成等は本事業の費用として民間事
業者が負担します。

111 44 第5 3 (1) 建設業務に関
する基本方針

救助犬協会による災害対策訓練は、既存建物解
体工事着手前と考えてよろしいでしょうか。ご
教示願います。

時期については別途協議します。

112 44 第5 3 (2)ア 建設工事 「本事業に伴い生じる建設副産物等は、場内に
て再利用を原則とすること。～」とあります
が、埋め戻し土は、根切り発生土を場内ストッ
クして再利用と考える必要があるでしょうか。
また、ストックヤードが確保できない場合は、
場外搬出と考えてよろしいでしょうか。ご教示
願います。

前段については、ご理解のとおりです。
後段については、合理的に対応が難しい場合
は、市との協議により場外搬出も可とします。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
113 44 第5 3 (2)ア 建設工事 「本事業に伴い生じる建設副産物等は、場内に

て再利用を原則とすること。～」とあります
が、解体工事により発生するコンクリート塊
は、場内もて破砕して再利用しなければならな
いのでしょうか。ご教示願います。

ご理解のとおりです。ただし、合理的に再利用
が困難である場合は、市との協議により場外搬
出も可とします。

114 45 第5 3 (2)オ 工事に伴う安
全対策につい
て

「工事車両の出入口では～また、施工に際し、
車両の動線確保等で本工事に影響が生じる恐れ
のある場合も、必要な整理を行うこと。」とあ
りますが、周辺施設利用者に対する車両交通誘
導も対象となるのかご教示願います。

本工事に影響が生じる恐れがある場合について
は、適宜必要な対応を行ってください。

115 46 第5 3 (4)エ 近隣調査・準
備調査等

「着工に先立ち、近隣との調整及び建築準備調
査等を十分に行い～」とありますが、事前事後
の第3者による家屋調査等の必要性をご教示願い
ます。

近隣への影響については、工事内容、工法など
により異なってきますので、何かあった場合の
リスク対応も含めて民間事業者が必要性を十分
検証の上対応してください。

116 49 第5 3 (7) 建設業務にお
ける提出図書
一覧

竣工写真は全景が入るようにドローン撮影や航
空写真が必要でしょうか。ご教示願います。

事業者提案に委ねます。但し、コストパフォー
マンスに配慮してください。

117 49 第5 4 備品等の設置
業務

既存施設に設置されている備品、市有備品につ
いて引続き使用すべき物はあるか。また処分す
る場合どのように行えばよいか。

前段については、要求水準書（案）(p20)第3の
4(4)「整備コンセプト」をご参照ください。
後段については、現指定管理者が所有する備品
は解体前に撤去しますが、その他備品について
は、処分費用を見込み、適切に処理してくださ
い。

118 49 第5 4 (1) 備品の調達方
法

必要な備品を調達とするとありますが、調達備
品のリストは公表されるのでしょうか。

保健センターについては、要求水準書（案）
(p26-28)第3の6「保健センターの要求水準」を
ご参照ください。
市民プールについては、要求水準書（案）
(p24)第3の5(6)イ「プールサイド」⑤、及び
(p80)第8の5(6)「軽易な備品」をご参照くださ
い。
その他は事業者提案に委ねます。

119 49 第5 4 (1) 備品の調達方
法

既存施設で使用している備品を引き続き新施設
で利用するとありますが、既存備品リストは公
表されるのでしょうか。

要求水準書（案）に対する質問への回答No117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
120 49 第5 5 (1) 工事監理業務 工事監理業務に当たっては、1名以上の常駐体制

とありますが、解体工事中は重点監理でも良い
として頂けませんでしょうか。

解体工事中は重点監理でも可とします。

121 50 第5 6 (3) 開業準備業務 開業準備業務にはプレオープンも含まれている
のでしょうか。仮にプレオープンを実施するこ
ととなると、プレオープン期間中の破損事故等
のリスクも想定されるめ、プレオープン以降は
運営業務として頂けますでしょうか。

開業準備業務にはプレオープンを含みません。

122 50 第5 6 (3) 開業準備業務 開業準備業務には、利用申込みの受付も含まれ
ているため、開業準備業務は設計・設計業務で
はなく、独立した業務として設定して頂けませ
んでしょうか。

原案のとおりとします。

123 50 第5 6 (3) 開業準備業務 現在想定されている開業準備業務に係る費用負
担についてご教示いただきたい。(質疑)
また民間収益施設を除く公共施設に関する開業
準備費用に関しては市へ負担をお願いしたい。
(意見)

サービス購入料として市が支払います。

124 52 第6 1 (2) 実施体制 民間マネジメントチームを、法人形態にする理
由をご教授ください。

委託業務として確実な実施を求めるためです。

125 52 第6 1 (2) 実施体制 『統括マネージャーとファシリテーターは常
駐・専任とし』とありますが、労働基準法の範
囲の公休や休日取得による不在はご理解頂ける
と考えてよろしいでしょうか？

要求水準書（案）(p6-9)第1の12「順守すべき法
令等」をご参照ください

126 52 第6 1 (2) 実施体制 『②民間マネジメントチームは､総括マネー
ジャー､ファシリテーター､コーディネーターに
より構成する。』の中で､総括マネージャーとあ
りますが､これは､統括マネージャーと読み替え
てよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

127 52 第6 1 (2) 実施体制 民間マネジメントチームのメンバーをSPCの構成
員に所属する職員から選出することは可能で
しょうか。

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 52 第6 1 (2) 実施体制 統括マネージャーが維持管理統括責任者、ファ

シリテーターが運営統括責任者を兼務するとの
理解でよろしいでしょうか。

要求水準書（案）(p56)第7の1(3)イ「維持管理
統括責任者（統括マネージャー）」及び要求水
準書（案）(p68)第8の1(3)イ「運営統括責任者
（ファシリテーター）」をご参照ください。

129 52 第6 1 (2) 実施体制 民間マネジメントチームを構成する統括マネー
ジャーは、後述される「第7 公共施設の維持管
理に関する要求水準」に定義されている「維持
管理統括責任者（統括マネージャー）」とは異
なる業務を担う同一人物であると理解して宜し
いでしょうか。

複数業務を担う同一人物としてご理解くださ
い。

130 52 第6 1 (2) 実施体制 統括マネージャーは各事業段階ごとに業務内容
を最も把握している企業の担当者が担うことが
最良と思われるため、例えば設計・建設段階で
は建設企業、維持管理運営段階では、維持管理
企業または運営企業のそれぞれの担当者が担う
体制でも宜しいでしょうか。

特定の同一人物でなくても構いませんが、「設
計・建設段階では建設企業、維持管理運営段階
では、維持管理企業」が担うといった体制は市
の想定とは大きく異なります。

131 52 第6 1 (2) 実施体制 民間マネジメントチームを法人形態とすること
は、実質的にSPCを2つ設立することになり、設
立だけでなく法人としての運営にも手間が掛か
り、法人形態をすることの手間に対しての効果
は限定的と思われることから、民間マネジメン
トチームは法人形態とするのではなく、構成企
業、協力企業及び第三者による任意の組織とす
ることでも宜しいでしょうか。

不可とします。要求水準書（案）に対する質問
への回答No124をご参照ください。

132 52 第6 1 (2) 実施体制 民間マネジメントチームを構成するファシリ
テーターは、後述される「第8 公共施設の運営
に関する要求水準」に定義されている「運営統
括責任者（ファシリテーター）」とは異なる業
務を担う同一人物であると考えて宜しいでしょ
うか。

複数業務を担う同一人物です。

133 52 第6 1 (4) マネジメント
業務水準書

仕様書の書式がありましたら、ご教授願いま
す。

事業者提案に委ねます。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
134 53 第6 2 (1) 民間マネジメ

ントチーム
運営協議会の下に設置される部会について、運
営は市民参加とありますが、当該市民の募集や
選定は民間事業者が実施するのでしょうか。ま
たは貴市が実施するのでしょうか。

市が実施します。

135 54 第6 2 (2) 各担当の職務
（民間マネジ
メントチーム
の職務に係る
経費につい
て）

市にて負担いただける経費は具体的にどのよう
な職務内容もしくは項目か。

実施方針に対する質問への回答No45をご参照く
ださい。

136 54 第6 2 (2)ア 統括マネー
ジャーの職務

『①統括マネージャー自身が本事業の趣旨を十
分に理解するとともに、公共施設の設計・建設
業務の総責任者である工事監理者に対して』と
ありますが、ひとつの会社の者が統括マネー
ジャーと工事監理者を兼務することは可能で
しょうか。

統括マネージャーは、要求水準書（案）(p56)第
7の1(3)イ「維持管理統括管理責任者」に示す業
務を担当し、かつ、要求水準書（案）(p54)第6
の2(2)ア「統括マネージャーの職務」を担当す
る、事業全体を統括する責任者です。この業務
と、要求水準書（案）(p39)第5の1(5)「設計及
び建設業務の実施体制」に記載する、工事監理
者に期待する業務は、全く別の能力であるた
め、市の想定とは大きく異なります。
なお、要求水準書(案）に対する質問への回答
No103をご参照ください。

137 54 第6 2 (2)ア 統括マネー
ジャーの職務

統括マネージャーは事業全体を統括する立場と
して、代表企業等から選出し非常駐し、維持管
理面を統括する責任者が常駐するということで
も宜しいでしょうか。

統括マネージャーを非常駐とするのは不可とし
ます。

138 54 第6 2 (2)ア 統括マネー
ジャーの職務

統括マネージャーは維持管理統括責任者である
必要はなく、公共施設の維持管理を含め事業全
体を統括する責任者という認識で宜しいでしょ
うか。
また、公共施設の維持管理を統括する者が常駐
する場合は、事業全体を統括する責任者は非常
駐でも可という認識で宜しいでしょうか。
指定があるようであれば意図を含めご教示いた
だけますようお願い致します。

統括マネージャーは、要求水準書（案）(p56)第
7の1(3)イ「維持管理統括責任者（統括マネー
ジャー）」に示す業務を担当し、かつ要求水準
書（案）(p54)第6の2(2)ア「統括マネージャー
の職務」を担当する、事業全体を統括する責任
者です。
供用開始後は本施設へ常駐を求めます。
また、非常駐とするのあればコーディネーター
となります。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
139 54 第6 2 (2)ア 統括マネー

ジャーの職務
民間マネジメントにおいて、統括マネージャー
は運営企業の責任者が対応するということでも
宜しいでしょうか。

市の想定ではありません。

140 54 第6 2 (2)イ ファシリテー
ターの職務

ファシリテーターが、総合児童センターの館長
や市民プール運営の責任者と兼務することは可
能という理解で宜しいでしょうか。

市の想定ではありません。

141 54 第6 2 (3)イ ネーミングラ
イツ

ネーミングライツを導入する際は、「和光市
ネーミングライツに関する基本方針」に則って
実施する。とありますが、第三者も入れた公募
が必須でしょうか。それとも応募グループの中
の民間事業者からネーミングライツパートナー
を公募無しに選定することも可能でしょうか。

応募グループの中の民間事業者からネーミング
ライツパートナーを公募無しに選定することも
可とします。

142 54 第6 2 (3)イ ネーミングラ
イツ

導入する場合、どのような場面での使用を想定
しているか。これに係る経費を協議の上、市へ
一部お願いさせて頂くことは可能か。また導入
しないことも可能か。

前段については、事業者提案に委ねます。
中段については、経費は命名権料に含めるた
め、市の負担はありません。
後段については、可とします。

143 58 第7 1 (11) 費用負担 サービス購入料の対象となる光熱水費につい
て、単価が上昇した場合、支払い金額の見直し
を頂けるとの理解でよいでしょうか。

維持管理・運営費の支払額の見直しについての
詳細は、募集要項等公表時に示します。

144 59 第7 1 (14) 帰責者が不明
の損傷

「自らの過失が無いことを民間事業者が証明で
きた場合」とありますが、どのようなケースを
想定されておりますでしょうか。(警備計画で巡
回等を計画通り行っていることが証明された場
合は、市が負担するいうことでよろしいでしょ
うか。）民間事業者が要求水準に従い善良なる
管理義務を遂行していることが出来ていたとい
う証明でよろしいでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

145 61 第7 4 (1) 業務の内容 既存施設から移設した備品は、修繕及び更新は
事業外と理解してよろしいでしょうか？

市が指定する継続図書の修繕及び更新について
は本事業外とします。
それ以外の備品の修繕及び更新は本事業の業務
範囲となるため、継続を検討する際には、移設
費や更新費用についても十分に検討の上、ご判
断ください。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
146 62 第7 4 (2) 備品台帳の整

備
備品台帳を作成するとありますが、台帳様式は
市で決まっていますでしょうか。
また備品シールを設置備品に貼り付けるとおも
いますが、事業者でシールを用意し、貼り付け
を行うのでしょうか。

前段については、市有備品登録用の固定資産台
帳入力フォーマットを提供します。
後段については、市有備品を適切に管理するた
め備品シールを事業者で用意し貼付してくださ
い。（シールの体裁は指定しませんが、備品台
帳との突合ができる情報を含むものとしま
す。）

147 64 第7 7 (2) 要求水準 植栽維持管理において、外構・植栽管理の範囲
及び㎡と中高低木の本数をご教授ください。

埼玉県「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」
を踏まえた上で事業者提案に委ねます。

148 65 第7 8 (2)ア 業務全般につ
いての要求水
準

警備業法に基づいた警備員及び警備員指導教育
責任者の配置が必要との理解でよろしいでしょ
うか。

各法令の定めるところに従ってください。

149 66 第7 10 (1) 業務の内容 事業期間内の大規模修繕業務は想定しないが、
必要となる修繕は民間事業者が行うとのことで
すが、こちらはサービス購入料の対象でしょう
か。

総合児童センターについては、ご理解のとおり
です。

150 66 第7 10 (2) 要求水準 大規模修繕とは、建築基準法に規定する大規模
な修繕を指しているのでしょうか。定義をご教
示下さい。

要求水準書（案）に示す「大規模修繕」は、
『第一次和光市公共施設マネジメント実行計
画』P17に示す「大規模改修」を指します。

151 66 第7 10 (2) 要求水準 事業期間中、建物の屋上全体の防水工事や空調
ヒートポンプの入れ換えなど、比較的大掛りな
修繕更新が必要となりますが、これらは大規模
修繕であるとして本事業には含まず、貴市が直
接実施するのか、本業務に含まれ、サービス購
入料の対象となるのかどちらでしょうか。

建物の屋上全体の防水工事や空調ヒートポンプ
の入れ換えなど、事業期間中に建物性能を維持
するための修繕・更新は本業務に含まれ、サー
ビス購入料の対象となります。

152 66 第7 10 (2) 要求水準 修繕業務は規模の大小等を問わず、民間事業者
が行うとありますが、当該費用はサービス購入
料に含まれ、その中で民間事業者が行うと理解
して宜しいでしょうか。

要求水準書（案）に対する質問への回答No149を
ご参照ください。

153 69 第8 2 (1) 公共施設の開
館日数・開館
時間

市民プールの開館日※2で「開館日数は保守点検
によるものを除く」とありますが、週1回程度の
メンテナンス休日を定める提案は可能でしょう
か。

提案は一応可としますが、学校貸切時にメンテ
ナンス休日を設定することはできません。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
154 69 第8 2 (3) 保険 本施設は､公共施設かつ施設の所有権は貴市です

ので､貴市にて公共団体の共済保険等に加入する
と想定されます。事業者は､普通火災保険に加入
しても二重になりますので､事業者は､責のある
場合の普通火災保険と同等の効果のある保険に
加入することで要求事項は満たされているとの
理解でよろしいでしょうか。

普通火災保険の詳細については事業者提案に委
ねます。

155 70 第8 2 (4) 総合児童セン
ター運営概要

スタジオを除く全館の利用時間が9時～21時とあ
りますが、一部の諸室の利用時間の変更を提案
することは可能でしょうか。

原案のとおりとします。

156 70 第8 2 (4) 総合児童セン
ター運営概要

スタジオの貸室(昼)は、18歳未満が19時まで無
料で利用できるとありますが、高額な機器類を
導入する可能性もあるため、使用における一定
の条件(利用規則)を設けることは可能でしょう
か。

利用規則内容に関する市との協議を前提として
可とします。

157 70 第8 2 (4) 総合児童セン
ター運営概要

貸室（夜）の過去の利用実績をお示しくださ
い。

児童センターでの貸室（夜）の実績はありませ
ん。

158 70 第8 2 (5) 市民プール運
営概要

一般利用者の個人による自由利用の過去の実績
をお示しください。

追加資料として「児童センタープール利用実績
（資料29）」を公表します。

159 70 第8 2 (5) 市民プール運
営概要

一般貸切の予約団体等の過去の実績をお示しく
ださい。

児童センタープールでの一般貸切の実績はあり
ません。

160 70 第8 2 (5) 市民プール運
営概要

プールの学校貸し切りの時期はいつかご教示下
さい。

実施方針に対する質問への回答No65をご参照く
ださい。

161 70 第8 2 (5) 市民プール運
営概要

施設利用料は、民間からの提案、近隣の類似事
例を考慮して市が定めるとありますが、仮に民
間からの提案した料金より低い金額が設定され
ると収支が成り立たなくなる可能性があるの
で、予め利用料金の上限金額だけでも設定して
頂けますでしょうか。

市の収支検討においては、市民大人420円、市民
こども210円と想定しています。

162 70 第8 2 (6) 施設使用料等 夜間のスタジオ・シアターアリーナの貸館利用
について、利用者に対し市の備品（仮定として
卓球台等）の貸し出しを行った場合の備品の使
用料の取り扱いについてお教え頂けますでしょ
うか。

備品の使用料についても、総合児童センターの
貸室とあわせて施設使用料とするため、民間事
業者の提案に基づいて設置管理条例に定める予
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
163 70 第8 2 (6)ア 施設利用料 市外利用者の割増率100％の設定は提案により値

下げをすることは可能でしょうか。
不可とします。

164 70 第8 2 (6)ア 施設利用料 利用料金体系の中に、回数券設定や定期利用券
販売を設定することは可能でしょうか。又その
際の金額は都度購入＜回数券＜定期という形で
割引率が高まっていれば特に制限はないでしょ
うか。

いずれも可とします。

165 71 第8 2 (7) 複合施設の総
合調整

数多くの部会が設定されておりますが、具体的
に部会活動を検討・提案するとともに、かかる
費用を見込むために、現施設でも同様の部会が
多数あると思われますので、お差支えない範囲
で部会毎の内容、体制、開催頻度等をご教示下
さい。

事業者提案に委ねます。

166 72 第8 3 (1)イ 利用料金収受
業務（クレ
ジットカー
ド・電子マ
ネーについ
て）

可能な限り対応すると記載があるが、導入する
上での費用はどう考えられているか。

利用料金制であることから、民間事業者の判断
で導入を検討してください。

167 73 第8 4 (2) 管理 ア安全管理⑥『エピペン等についても取扱方法
等を認知しておくこと。』とあり､事業者として
取扱方法等の認知は､当然行います。
しかしながら､業務開始後､エピペンを使用する
事象が発生しても､エピペン自体が個々の処方箋
による自己注射のため､突発的に発生した場合に
は､事業者が保管している事はなく､対応できま
せん。対応方法等を事前に親御さんも含めた協
議のうえ､合意書をいただいた方のみの対応と理
解してよろしいでしょうか。

厚生労働省「児童館ガイドライン」等に従って
ください。

168 74 第8 4 (3)ア 館長の職務 館長は、民間マネジメントチームの統括マネー
ジャーやファシリテータ、コーディネーターな
どの職務と兼務することは可能でしょうか。

要求水準書（案）に対する質問への回答No140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
169 74 第8 4 (3)ア 館長の職務 「施設管理に関する知識経験があるとともに児

童福祉及び社会福祉事業についての経験を有す
るもの」とありますが、館長及び副館長、その
他補完できる体制を整えれば可能という認識で
宜しいでしょうか。

厚生省発児第123号（平成2年8月7日）「児童館
の設置運営について」の第2の2(4)ウに従ってく
ださい。

170 74 第8 4 (3)ア 館長の職務 「児童福祉及び社会福祉事業についての経験を
有するもの」とありますが、児童センターに類
似した児童が滞在する施設等の経験でも宜しい
でしょうか。

要求水準書（案）に対する質問への回答No169を
ご参照ください。

171 74 第8 4 (3)ア 館長の職務 館長はファシリテーターと兼務をしても宜しい
でしょうか。

要求水準書（案）に対する質問への回答No140を
ご参照ください。

172 74 第8 4 (3)ウ 利用状況の把
握等

小破修繕は運営業務の要求水準書に記載されて
いますが、本業務は維持管理業務ではないので
しょうか。

運営業務、維持管理業務のいずれでの対応も可
とします。

173 74 第8 4 (3)ウ 利用状況の把
握等

小破修繕の定義をご教示下さい。 要求水準書（案）第7よりご判断ください。

174 74 第8 4 (3)ウ 利用状況の把
握等

消耗品購入や小破修繕は民間事業者の負担とあ
りますが、消耗品購入や小破修繕に係る費用は
サービス購入料に含まれ、その中から民間事業
者が負担すると理解して宜しいでしょうか。

総合児童センターについてはご理解のとおりで
す。

175 75 第8 4 (4)ウ 民間公共的事
業（自主事
業）

無償イベントの材料費は、参加者から徴収して
も宜しいでしょうか。

可とします。

176 78 第8 5 (3)イ 利用状況の把
握等

③にあります、小破修繕とはどのくらいの規模
の修繕をお考えですか。また、市民プールの小
破修繕を実施する場合は、利用料金収入、自主
事業収入及び学校授業利用に係る対価でまかな
うのでしょうか。

前段については、要求水準書（案）に対する質
問への回答No173をご参照ください。
後段については、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
177 78 第8 5 (3)イ 利用状況の把

握等
小破修繕は民間事業者の負担とありますが、総
合児童センターとは異なり、プールの維持管理
及び、運営費は利用料金で賄うこととあるた
め、サービス購入料には含まれないという理解
で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

178 78 第8 5 (4) 市民参加 コンシェルジュは、市民に対するサービスを提
供する者として、一定の教育・研修を積んだう
えで利用者対応にあてる必要があると考えま
す。また、職員の業務の代替はさせないまで
も、民間事業者の管理下、指示下において活動
するため、研修費、管理費が生じると考えます
が、市の見解はいかがでしょうか。

市の費用負担はありません。

179 78 第8 5 (4)ア ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭによ
る利用案内

コンシェルジュのボランティアの募集は、貴市
で行うのでしょうか。

民間事業者が実施します。

180 78 第8 5 (4)ア ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭによ
る利用案内

コンシェルジュは、市民参加のボランティアと
考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

181 78 第8 5 (4)ア ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭによ
る利用案内

ボランティアの募集について、民間事業者の誠
意ある対応にも関わらず参加者が集まらなかっ
た場合、モニタリングにおいて要求水準逸脱と
判断されるのでしょうか。

コンシェルジュは意欲のある市民ボランティア
によることを想定しており、参加者数等を規定
するものではありません。

182 78 第8 5 (5)ア 一般利用 一般利用や一般貸切で入れ墨を入れた方の利用
制限は可能でしょうか。

運営業務実施者が判断してください。

183 79 第8 5 (4)イ 学校貸切 当該ページ及び資料２２を見ると、年間のコマ
数は定められているが、時期は定めがなく、必
ずしも小学校・中学校で連続した時期でなくと
もよろしいでしょうか。（２学期に実施等）

学校行事を最優先とした上で、要求水準書
（案）(p79)第8の5(5)イ「学校貸切」⑤に記載
のとおり協議とします。

184 79 第8 5 (4)イ 学校貸切 貸切を予定する時期の幅はおおむね何月～何月
程度でしょうか。

要求水準書(案）に対する質問への回答No183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
185 79 第8 5 (4)イ 学校貸切 貸切のコマ数の考え方として、1日当たり最大で

2コマ実施でき、日数としては40日弱（37.5日）
午前中貸切となると理解すればよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

186 79 第8 5 (4)イ 学校貸切 ⑧に記載のある児童の誘導や指導補助を行うコ
ンシェルジュとはどのような位置づけになるの
でしょうか。通常のプールスタッフとは別に用
意しなければならないでしょうか。

前段については、学校との協議を踏まえて、希
望がある場合にコンシェルジュによる児童生徒
の誘導や指導補助を行うことを想定しており、
コンシェルジュが対応可能な範囲での実施を求
めます。
後段については、通常のプールスタッフとは別
に用意してください。

187 79 第8 5 (4)イ 学校貸切 ⑧に記載のあるコンシェルジュ役は説明会時記
憶では現時点において水泳連盟の方が担ってい
るとお話があったようですが、施設整備後はど
のように扱うのでしょうか。引き続き委嘱する
ことができるのでしょうか。

民間事業者が募集してください。

188 79 第8 5 (4)エ 民間公共的事
業

②にある市民対象の事業とは無料・有料問わず
行ってよろしいでしょうか。

事業者提案に委ねます。

189 79 第8 5 (5)イ 学校貸切 学校貸切の使用に対する対価について、「民間
事業者が提案する２時間当たり施設使用料を乗
じて算出する」とありますが、P.70に記載され
ている「施設利用料」は、「施設の供用開始ま
でに市が定めるものとする。」となっておりま
す。学校貸切における施設使用料と一般の施設
使用料は別に設定されると理解して宜しいで
しょうか。

学校貸切に対する対価は、民間事業者の提案に
基づいて定める一般の施設使用料を基に別途定
めます。要求水準書（案）(p79)第8の5(5)イ
「学校貸切」⑦をご参照ください。

190 79 第8 5 (5)イ 学校貸切 学校貸切の使用に対する対価は、民間事業者が
提案する施設利用料で算出するとありますが、
自由に設定をして宜しいでしょうか。

要求水準書(案）に対する質問への回答No189を
ご参照ください。

191 79 第8 5 (5)イ 学校貸切 学校貸切の使用に対する対価は、貴市と協議と
いうことになると、提案時に見込んでいた収支
が成り立たない可能性があるため、上限額をご
提示頂けますでしょうか。

要求水準書(案）に対する質問への回答No189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
192 79 第8 5 (5)イ 学校貸切 イ学校貸切において､一般的に民間にて運営して

いるプールでは､主として平日午前の集客が最も
見込まれます。しかしながら､今回､貴市にて想
定されている時間帯と重なります。プール運営
事業者として､事業計画が成り立たない恐れがあ
ります。学校使用時でも一部民間も利用できる
との理解をしてよろしいでしょうか

平成29年11月に実施した民間事業者との対話
（第2回）では、平日夕方が最も集客が見込まれ
るという意見が多く挙げられました。
学校貸切時の一般利用については、要求水準書
（案）(p79)第8の5(5)イ「学校貸切」⑥をご参
照ください。

193 79 第8 5 (5)エ 民間公共的事
業（自主事
業）

「④市内小学生を対象とした夏期講習を夏休み
期間中に開催すること」とありますが、こちら
は有料講習としての開催という解釈でよろしい
でしょうか。

事業者提案に委ねます。

194 79 第8 5 (5)エ 民間公共的事
業（自主事
業）

市民を対象とした水泳事業、市内小学生を対象
とした夏期講習の料金設定は民間事業者が設定
して宜しいでしょうか。

要求水準書（案）に対する質問への回答No188及
びNo193をご参照ください。

195 80 第8 5 (6) 軽易な備品 学校利用備品は備品として、サービス購入料に
含まれると理解して宜しいでしょうか。

事業者提案によります。但し、修繕及び更新は
独立採算に含みます。

196 81 第9 1 (2)ア 民間収益建物 ア民間収益建物には､市が公募する診療所以外で
民間事業者が別の医療機関に入居いただく提案
も可能との理解でよろしいでしょうか。

市が公募する診療所の診療科（小児科）と重複
する分野を除き可とします。

197 81 第9 1 (2)ウ 駐車場 駐車場の月極利用（許可・料金）は、事業者が
自由に決めてよいのでしょうか。

ご理解のとおりです。

198 81 第9 1 (2)ウ 駐車場 車庫証明の発行を認めない理由を教えてくださ
い。また、その理由が回避できれば、車庫証明
を発行する提案は可能でしょうか。

公共施設利用者及び民間収益施設利用者の使用
を優先させることが理由です。提案は一応可能
ですが、現実的だとは思えません。

199 81 第9 1 (2)ウ 駐車場 月極利用等の設定は民間事業者が行ってよろし
いでしょうか。

要求水準書（案）に対する質問への回答No197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
200 81 第9 1 (2)ウ 駐車場 市役所駐車場と料金設定を統一するとあります

が､最初の時間は無料等では､収益が上がりませ
ん。市役所駐車場の料金も含め､事業者の提案で
料金設定は行えるとの理解でよろしいでしょう
か。若しくは不足分等につきましては､貴市にて
サービス対価等でご負担いただけるとの理解で
よろしいでしょうか。

市によるランニングコストの補填はありませ
ん。
要求水準書（案）に対する質問への回答No98も
ご参照ください。

201 81 第9 1 (2)ウ 駐車場 市役所駐車場と料金設定を統一すると収益性が
極端に低くなり、借地料を支払い、初期投資や
維持管理費を見込むとマイナス収支となりま
す。民間収益施設用駐車場は民間収益建物と一
体のものとして捉えることが出来ますが、公共
施設用30台分については、公共施設として位置
づけるか、別途施設整備費及び維持管理費を貴
市でご負担をして頂けませんでしょうか。

駐車場は民間収益施設ですが、駐車場の施設整
備費のうち公共施設利用者分と想定する30台分
についてはサービス購入料に含みます。
要求水準書（案）に対する質問への回答No98も
ご参照ください。

202 81 第9 1 (2)ウ 駐車場 駐車場について、「市役所駐車場と料金設定を
統一すること」とありますが、P.36の駐車場の
項目では、その料金について「民間事業者の提
案による」とあります。どちらが正でしょう
か。

要求水準書（案）に対する質問への回答No98を
ご参照ください。

203 81 第9 1 (2)エ コワーキング
スペース

『①総合児童センターと連携し､子育て世代が学
習､研究､仕事等をすることができる場とするこ
と』とありますが､これは､このスペースにて行
う事業として､総合児童センターの発展型の事業
も可能との理解でよろしいでしょうか。

要求水準書（案）(p81)第9の1(2)エ「コワーキ
ングスペース」に示す内容であれば可としま
す。

204 81 第9 1 (2)エ コワーキング
スペース

コワーキングスペースにおいて、代表企業若し
くは構成企業が自主事業を行う事も可能との理
解でよろしいでしょうか。

コワーキングスペースは民間収益施設です。

205 82 第9 1 (2)オ 診療所 診療所の募集条件について、提案に見込む必要
があるため、上限等募集要項公表時に提示して
頂けますでしょうか。

要求水準書（案）に対する質問への回答No6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
206 82 第9 1 (2)オ 診療所 診療所の運営者が決定しない場合、もしくは供

用開始時よりも遅延する場合の賃料等の負担は
貴市に負担して頂けると理解して宜しいでしょ
うか。

要求水準書（案）に対する質問への回答No6及び
No7をご参照ください。

207 82 第9 1 (2)オ 診療所 オ市が別途公募する診療所は､どの分野を行う診
療所でしょうか。例えば､小児科等の表記でご教
示ください。

要求水準書（案）に対する質問への回答No95を
ご参照ください。

208 82 第9 1 (2)オ 診療所 診療所の別途公募の条件設定等について、現時
点で決まっている事があればお教え頂けますで
しょうか。

要求水準書（案）に対する質問への回答No6をご
参照ください。

209 82 第9 1 (2)オ 診療所 診療所は貴市が公募することとなっています
が、民間収益事業者が想定する条件よりも劣る
場合、例えば賃料が低い等は当該差額分を貴市
が補填するなどの措置を講じられるのでしょう
か。

要求水準書（案）に対する質問への回答No6及び
No7をご参照ください。

210 82 第9 1 (2)オ 診療所 診療所が経営不振等により、債務不履行となっ
た場合、当該債務は貴市に負担して頂き、かつ
代替運営者を貴市の責任において探して頂ける
と理解して宜しいでしょうか。

要求水準書（案）に対する質問への回答No6及び
No7をご参照ください。

211 82 第9 1 (2)オ 診療所 導入を想定している診療科は小児科のみであ
り、面積・形状等は事業者提案という認識でよ
ろしいか。

要求水準書（案）に対する質問への回答No4をご
参照ください。

212 82 第9 2 (1) 民間収益施設
の解体撤去

更地について、「地下の基礎構造までを除去し
た状態」と定義されています。また、P.41に記
載に既存施設の解体設計について、「公共施設
及び民間収益施設の整備に支障とならない場合
には、残置することも可とする。」とありま
す。民間収益施設の解体撤去における更地は、
民間収益施設の整備に伴い構築した地下構造物
を除去することであり、既存施設の解体時に残
置した地下構造部分は除去する必要はないと考
えて宜しいでしょうか。

当該箇所は削除する予定です。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
213 82 第9 2 (2) 民間収益施設

の解体撤去費
用

解体撤去費用について、「民間事業者にて毎期
適切に積み立てを行うこと。」とありますが、
定期借地権設定契約の当事者ではない民間事業
者にその費用を積み立てさせる理由をご教示下
さい。
または、ここでいう民間事業者とは、民間収益
事業者を指すのでしょうか。

当該箇所は削除する予定です。
なお、解体撤去費用の取扱いについては、募集
要項等公表時に示します。

214 82 第9 2 (2) 民間収益施設
の解体撤去費
用

「解体撤去費用が不足する場合に備えて、市は
予め構成員による保証を求め」とありますが、
定期借地権設定契約の当事者ではない構成員が
その費用を保証することは、民間事業者のリス
ク分担の観点から困難と思われますので、予め
構成員による保証は適用しないとして頂くこと
は可能でしょうか。

要求水準書（案）に対する質問への回答No213を
ご参照ください。

215 82 第9 2 (2) 民間収益施設
の解体撤去費
用

解体撤去費用相当額を予め保証金として差し入
れることは可能でしょうか。

要求水準書（案）に対する質問への回答No213を
ご参照ください。

216 電子
資料

23

学校授業利用
の年間予定及
び人数

学校授業のコマ数を資料でお示し頂いておりま
すが、授業は夏期間に集中して行う、または年
間通じて行うなど、時期はどのようになること
を想定されていますでしょうか。

要求水準書（案）に対する質問への回答No183を
ご参照ください。

217 電子
資料

25

路地状敷地 資料25の「路地状敷地」の考え方について
①南エリアを3施設ごとに敷地分割（敷地3分
割）
②各施設ごとに西側道路に設置
③各施設ごとに確認申請を申請対応
①～③の考え方で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

218 電子
資料

25

路地状敷地 資料25の「路地状敷地」をみると、3施設部分の
路地状敷地を一体利用しているように見えま
す。（グレーに塗り潰している部分）埼玉建築
基準法施行条例上の考えによる場合、敷地（隣
地）境界を跨いだ利用計画になっているように
みますが、境界を跨いだ計画を検討する事は可
能でしょうか。

可としますが、詳細については埼玉建築基準法
施行条例に従ってください。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 質問への回答
219 電子

資料
24

セキュリティ
ゾーン

電子資料の資料No24で、広沢小学校から本事業
へのセキュリティーゾーンが体育館と既存プー
ルの間で設定されておりますが、提案によって
セキュリティーゾーンを適宜決定する事は可能
でしょうか。
（ex.本事業地の既存倉庫部分や本事業地の広沢
保育クラブ側からのセキュリティアクセス等）

可とします。但し、学校側敷地に動線整備が必
要となる場合があります。


