
■要求水準書（案）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 14 第2 1 (6)キ 周辺交通への

配慮
キ周辺交通への配慮には、「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、民間収益施設に国道254
号線の通過交通を取り込むためには、北側から
の施設利用者用の出入口は必須であると考えら
れますので、本制限の見直しについてご一考下
さい。

要求水準書(案）に対する質問への回答No29をご
参照ください。

2 25 第3 5 (6)オ 一般更衣室 床材の指定として木質材とありますが、長期使
用や日常の清掃を見込んで、ビニール床等の材
質も可としていただきたい。

要求水準書（案）に対する質問への回答No71を
ご参照ください。

3 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④「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、
同様の料金体系の場合、収益も見込めず、市役
所とは利用者の使用目的も異なりますので、類
似施設等、周辺調査に基づいた料金体系の検討
をお願いいたします。

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。

4 39 第5 1 (5) 設計及び建設
業務の実施体
制

工事監理とは、あくまでも工事を設計図書と照
合・確記することであり、設計業務を指示する
立場ではないため、設計・建設業務の総括責任
者にはなり得ないと思います。設計・建設業務
の総括責任者は最も業務内容を理解している設
計者または建設企業の担当者であるべきと思い
ますので、ご再考をお願いいたします。

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。

5 43 第5 2 (8)ア 開発許可申請
等業務

開発許可申請業務とありますが、開発許可対象
となると、設置しなければならない公園等の位
置・規模、許認可スケジュール、公園等の管理
の帰属等の問題が生じます。南エリアと北エリ
アの分割、北エリアの公共施設用地と民間収益
施設用地の分割、南エリアの3敷地の分割につい
て、一定の盛土・切土を行わない場合における
都市計画法上の開発許可の要否を、本プロポー
ザルの要求水準として明らかにして頂けません
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。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容 意見への回答
6 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
ことも可として頂きたく存じます。

要求水準書（案）に対する質問への回答No130を
ご参照ください。

7 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
ることでもよいとして頂きたく存じます。

ご意見として承ります。

8 54 第6 2 (2)ア 統括マネー
ジャーの職務

工事監理とは、あくまでも工事を設計図書と照
合・確記することであり、設計業務を指示する
立場ではないため、設計・建設業務の総括責任
者にはなり得ないと思います。設計・建設業務
の総括責任者は最も業務内容を理解している設
計者または建設企業の担当者であるべきと思い
ますので、ご再考をお願いいたします。

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。

9 54 第6 2 (3)(4) ブランディン
グ、
広報業務

ブランディング及び広報業務に係る対価を民間
マネジメント業務の一環として市が支払う業務
の対象としてほしい。経費として想定されてい
ない場合、ブランディング及び広報業務の対価
を得る方法がネーミングライツなど限定的と考
える。(意見)

原案のとおりとします。

10 66 第7 10 (1) 業務内容 修繕・更新について内容・規模の大小を問わず
民間事業者負担とすることは、20年間の事業期
間を考慮すると民間事業者としては非常に厳し
いと思料致します。民間事業者が維持管理を行
う公共施設に関しては、一定の条件下において
は市負担とする事についてご検討頂ければ幸い
です。

原案のとおりとします。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容 意見への回答
11 70 第8 2 (5) 市民プール運

営概要
学校貸切時間帯は一般利用の並行は不可となっ
ておりますが、ご高齢者をはじめとした一般利
用者は平日午前の需要が大きいため、その時間
帯を一般利用できないことは安定した収入・施
設運営に支障をきたすことが想定されるため、
当該規定の見直しについてご一考下さい。

要求水準書（案）に対する質問への回答No192を
ご参照ください。

12 70 第8 2 (6) 施設使用料等 施設利用料について、民間事業者からの提案が
採用されず貴市によって施設利用料が定められ
た場合、当初提案していた運営業務を実施でき
ない可能性があります。その場合、運営計画の
変更を認めて頂くか、施設利用料の変更によっ
て生じると想定される利用料金収入の減少分に
ついてサービス購入料としてお支払頂けること
をご検討下さい。

要求水準書（案）に対する質問への回答No161を
ご参照ください。

13 70 第8 2 (6)ア 施設利用料 総合児童センターの貸室及び市民プールの施設
利用料ですが、「施設の供用開始までに市が定
めるものとする」とありますが、これらは民間
事業者収入となり、提案価格にも影響が出るた
め、6月中旬に公表予定の募集要項内で、○○○
円～○○○円等とおおよその料金をお示しいた
だ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No161を
ご参照ください。

14 79 第8 5 (4)イ 学校貸切 学校貸切では、民間のスクール事業の区切り時
期を勘案しての実施期間を検討していただきた
い。（スクール1期終了時に貸切する等）

ご意見として承ります。

15 81 第9 1 (2)ウ 駐車場 市役所と同一の料金体系とすることを求められ
ていますが、この方式では市民の方への利便
性・統一感は図られるものの、事業者の収益性
に結びつけることが困難です。駐車場を公共施
設区分として整備を行うか、施設利用者は最初
の30分-1時間程度無料としてあとは有料とし、
収益性を確保するかどちらかとしていただきた
い。

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。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容 意見への回答
16 81 第9 1 (2)ウ 駐車場 ①「市役所駐車場と料金設定を統一すること」

とありますが、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の提案として
いただけますようお願い致します。

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。

17 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
市で負担をして頂きたく存じます。

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。

18 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、当該設定では
施設整備費の回収どころか、駐車場設備機器の
維持管理費も回収することができない恐れがあ
ります。駐車場の料金設定は、民間事業者に委
ねることとして頂けるよう、ご検討下さい。

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。

19 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て頂きたく存じま
す。

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。

20 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
貴市に負担して頂きたく存じます。

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。

21 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きた
く存じます。

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。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容 意見への回答
22 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きたく
存じます。

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。


