入札説明書等に対する質問についての回答
番号

資料名

頁数 行数

項目

質問

回答

1 入札説明書

13

11 10_(2)_入
札の辞退

『入札参加者は、入札書及び第二
次審査資料の提出期限までは、い
つでも入札を辞退することができ
る。』とあります。提出期限以降
の入札辞退は可能でしょうか。ま
たそれに係る罰則はございます
か。

入札書及び第二次審査資料の提
出期限以降の入札辞退は原則認め
られません。なお、罰則としては
入札参加停止等の措置を施すこと
になります。

2 入札説明書

17

22 15_(3)_② 入札参加者を対象としたヒアリン
第二次審査 グに構成員のグループ会社の者が
参加することは可能でしょうか。

入札参加者を対象としたヒアリ
ングの参加者は、入札参加者であ
る構成企業となります。

3 資料１ 要
求水準書

5

19 第2章_第1
節_2_(1)
（仮称）三
郷中央地区
交流施設

（仮称）三郷中央地区交流施設に
はコンベンションや市民サービス
機能等多くの機能がありますが、
施設としての利用時間や利用曜
日、休日等を教えて頂けますで
しょうか。

本施設全体の開館時間について
は午前９時から午後９時まで、休
館日については12月29日から翌年
の１月３日までの他、月に１回程
度の休館日を設けることを想定し
ています。また、市民サービス機
能のうち職員等が勤務するパス
ポートセンターの利用時間は午前
９時から午後４時半までとするこ
とを想定しています。

4 資料１ 要
求水準書

8

15 第2章_第1 民間宿泊施設は、平成31年8月1日
節_8事業期 以前に建物完成し確認申請許可を
間
取得後に速やかに営業をスタート
して良いでしょうか。

民間宿泊施設については、平成
31年８月１日以前に施設整備を完
了し、施設運営業務を開始しても
差し支えありませんが、本施設の
施設整備業務が完了していないこ
とにより民間宿泊施設の利用者の
安全が損なわれないように配慮し
てください。

5 資料１ 要
求水準書

8

25 第2章_第1
節_9_②付
帯事業者か
ら本市への
支払

民間宿泊施設部分の公益施設用地
の貸付料は300円/㎡/月という理解
でよいでしょうか。また、契約締
結日から営業開始時迄は営業をし
ていない為減額できるのでしょう
か。

民間宿泊施設整備等事業に必要
な範囲に相当する公益施設用地の
貸付開始時点における貸付料は300
円／㎡／月であり、貸付開始時点
から施設運営業務を開始する時点
までの貸付料を減額することはあ
りません。

6 資料１ 要
求水準書

15

飲食売店スペースの内部仕上げ
は、テナント工事以外（下地ま
で）で検討すれば宜しいでしょう
か。

広間空間における内部仕上げに
より、飲食売店スペースとして活
用できるような溜りとなるスペー
スを設けるものとご理解くださ
い。

7 資料１ 要
求水準書

16

14 第3章_第2
節_1_構造
及び規模に
関する事項
表３共用エ
リア
第3章_第2
節_１_構成
および規模
に関する事
項

各室の広さに関し「約○○㎡以
諸室等の広さとして規模を明示
上」との表記がありますが10%程度 しているものについては最低限確
の面積の不足は許容できるものと 保する広さを示しているものとご
考えてよいでしょうか。
理解ください。このため、提示し
ている広さの面積が不足しないよ
うにしてください。

1

入札説明書等に対する質問についての回答
番号

資料名

頁数 行数

項目

質問

回答

第3章_第2
節_１_構成
および規模
に関する事
項

パスポートセンター事務スペース
の職員数は7名とありますが、この
職員はパスポートの発行事務を行
う職員であると考えてよいでしょ
うか。当該施設を運営する職員が
他にいる場合は想定する人員をご
教示ください。またその場合事務
室を１階の広間空間に接して設け
るものと考えてよいでしょうか。

パスポートセンター事務スペー
ス部分に勤務する職員数は７名で
あり、これらの職員がパスポート
の申請受付や交付等の事務を行う
予定です。また、これらの職員の
他に市民サービス機能専用エリア
の諸室等の利用に係る管理等を行
う者が常駐することも想定されま
す。このため、パスポートセン
ター事務スペースは、１階に設け
る広間スペース等よりも市民サー
ビス機能専用エリアの諸室と近接
するように配置するものとお考え
ください。

8 資料１ 要
求水準書

16

8

9 資料１ 要
求水準書

17

26 第3章_第2
節_２_配置
及び動線に
関する事項

「敷地周辺の住環境に対して日照
障害を発生させない」とあります
が、出来る限り配慮を行った上
で、建築基準法の規定に適合すれ
ば良いものと考えてよいでしょう
か。

施設整備に係る法令等を遵守し
た上で、敷地周辺の住環境に対し
て日照障害の発生を最小限に抑制
するように本施設及び民間施設の
配置について工夫してください。

10 資料１ 要
求水準書

19

23 第3章_第2
節_３_(3)_
④耐雪・耐
凍結性能

「建築設備機器に関して、設置環
境に応じた寒冷地対策を講じるも
のとすること」とありますが、当
計画地は寒冷地には該当しないも
のと考えてよろしいでしょうか。

建築設備機器の設置環境により
障害となるような凍結、雪害、結
露などが生じないように配慮して
ください。

11 資料１ 要
求水準書

19

24 第3章_第2 避雷性能に関し建物高さが20ｍ未
節_３_(3)_ 満であり建築基準法により避雷設
⑤避雷性能 備の設置が不要な場合については
避雷設備は不要と考えてよいで
しょうか。

12 資料１ 要
求水準書

19

33 第3章_第2
節_３_(3)_
⑦災害時に
おける機能
維持性能

「自然災害又は何等かの偶発的な
事項により…一定の期間、一定の
機能の維持ができること」とあり
ますが想定する期間をご教示くだ
さい。

開館時間に応じて12時間程度は
最小限の機能維持ができるような
対応について提案してください。

13 資料１ 要
求水準書

22

22 第3章_第2
節_４_構造
に関する事
項

２次部材の転倒防止策が必要とあ
ります。備品什器関係は、今回の
入札には含まれておりませんが事
業者側の負担となるのでしょう
か。また、事業者施工の場合、備
品什器の仕様及び数量、配置を教
えて下さい。

本施設の整備業務において、２
次部材にはご指摘のとおり、什
器・備品、家具等は含まれません
ので、要求水準書第３章_第２節_
４_（１）_オの記載内容から「什
器・備品、家具」を除くように修
正します。

お考えのとおりです。

2

入札説明書等に対する質問についての回答
番号

資料名

頁数 行数

項目

質問

回答

14 資料１ 要
求水準書

27

7

第3章_第2
節_６_屋外
施設等に関
する事項

本施設として必要な駐車場は、付
帯事業者が整備する民間宿泊施設
の駐車場の一部を確保することも
よいでしょうか。本事業の敷地内
で本施設用と民間宿泊施設用を
別々に整備することは非効率であ
り、民間機能を利用することで公
共財産の有効活用を図る、官民連
携事業の事業手法の効果と思料し
ます。

本施設として必要な駐車場とし
て20台分の駐車場を設けた上で、
本施設の利用者により20台を超え
る駐車場の利用需要が生じたとき
に、民間宿泊施設の駐車場を本施
設の利用者が利用できるようにす
ることは差し支えありませんが、
公益施設用地内に整備される駐車
場の駐車台数の合計が、本施設と
して必要な20台の駐車場と民間宿
泊施設において必要な台数の駐車
場の台数の合計を下回ることは認
められません。
なお、本施設及び民間宿泊施設
のそれぞれの整備、管理及び運営
における責任区分を明確にするこ
とに配慮願います。

15 資料１ 要
求水準書

27

7

第3章_第2
節_６_屋外
施設等に関
する事項

上記が不可の場合、本施設の駐車
場を、事業者が付帯事業者が整備
する民間宿泊施設の駐車場の一部
を借り受けることで確保する方式
でよいでしょうか。

No.14の回答を参照してくださ
い。

16 資料１ 要
求水準書

27

7

第3章_第2
節_６_屋外
施設等に関
する事項

公共棟の駐車場20台、駐輪場40台
を設けるのは民間宿泊棟の附置義
務台数に組み込んで良いでしょう
か。

No.14の回答を参照してくださ
い。

17 資料１ 要
求水準書

27

9

第3章_第2 民間宿泊施設の駐車場を本施設利
節_６_屋外 用者が利用する場合、有料制度を
施設等に関 取っても宜しいでしょうか。
する事項

民間宿泊施設の駐車場を本施設
の利用者が利用する場合に料金を
徴収することは差し支えありませ
ん。ただし、民間宿泊施設は公益
施設用地を活用していることを踏
まえ、本施設の利用者が民間宿泊
施設の駐車場を利用する場合は長
時間の駐車は有料としても短時間
の駐車は無料とするなどの対応を
図ることができるような配慮が必
要であるものとお考えください。

18 資料１ 要
求水準書

38

9

清掃業務

日常清掃業務の実施に当たり、時
間の指定はございますでしょう
か。

日常清掃については、本施設の
利用に支障がないように実施する
ことを前提として開館時間内に実
施することとしても差し支えあり
ませんが、開館時間前に実施する
ことなども含めて日常清掃業務を
効率的かつ効果的に実施するため
に適した時間及び方法について提
案してください。

19 資料１ 要
求水準書

38

11 清掃業務

床面の定期清掃業務と窓ガラス清
掃（内部）の実施曜日、実施時間
の指定はございますでしょうか。

床面の定期清掃と窓ガラス清掃
（内部）については、本施設の利
用に支障がないように実施するこ
とを前提として開館時間内に実施
することとしても差し支えありま
せんが、休館日に実施することな
ども含めて床面の定期清掃業務と
窓ガラス清掃（内部）を効率的か
つ効果的に実施するために適した
時間及び方法について提案してく
ださい。

3

入札説明書等に対する質問についての回答
番号

資料名

頁数 行数

20 資料１ 要
求水準書

41

7

21 資料２ 事
業契約書
（案）

4

22 資料２ 事
業契約書
（案）

23 資料２ 事
業契約書
（案）

項目
第3章_第4
節_第1_②
報告事項

質問

回答

宿泊サービスの営業開始前に宿泊
サービス年間営業計画書を作成す
る書式はあるのでしょうか。

宿泊サービス年間営業計画書の
書式について特に定めはありませ
んが、施設運営業務総合計画書に
基づいて各年度における営業計画
（宿泊サービスの年間営業方針、
民間宿泊施設の管理運営体制、宿
泊サービスに係る年間営業予定、
民間宿泊施設の維持管理業務の予
定等、宿泊サービスの営業に関す
る計画）を記載した計画書を提出
してください。

26 第7条

「事業契約が終了した日又は平成
62年3月31日のいずれか早い方の日
に終了する」とありますが、貸付
開始日若しくは民間宿泊施設の営
業開始日を平成31年8月1日以前に
開始した場合の事業期間はどのよ
うな取り扱いになるのでしょう
か。

事業契約の終了日については、
民間宿泊施設における施設運営業
務の開始日が平成31年８月１日以
前であっても、事業契約第７条に
定めるとおりです。

5

34 第9条6

「本施設工事費等」の「変更」の
うち、増額の場合が、保証金額の
増額請求であるのか、減額の場合
が減額請求であるのか、明確に教
えて頂けますでしょうか。

6

15 第11条2

「不可抗力」による場合を除け
ば、「事業契約」上の責任を負う
ものとする。とありますが、過失
のない事を立証する事により、責
任を免れる事は可能でしょうか。

「本施設工事費等」の金額に変
更があり、「本施設工事費等」が
増額した場合は、変更前の保証金
額よりも変更後の保証金額が増額
することになるため、保証金額が
変更後の「本施設工事費等」の100
分の10に達するまで、すなわち増
額となった金額に至るまで「本
市」は保証金額の増額を請求する
ことができることになります。同
様に「本施設工事費等」の金額に
変更があり、「本施設工事費等」
が減額した場合は、変更前の保証
金額よりも変更後の保証金額が減
額することになるため、保証金額
が変更後の「本施設工事費等」の
100分の10に達するまで、すなわ
ち、減額となった金額に至るまで
「事業者」は保証金額の減額を請
求することができることになりま
す。
事業契約第11条第１項に定める
ように「事業者」は「公共施設整
備等事業」の実施に係る一切の責
任を負うことを基本としていま
す。このため、事業契約第11条第
２項に定めるとおり、「本市」の
責めに帰すべき事由、「法令等の
変更等」又は「不可抗力」による
場合を除き、「事業者」は「公共
施設整備等事業」の実施に係る責
任を免れることはできません。

4

入札説明書等に対する質問についての回答
番号

資料名

頁数 行数

項目

質問

回答

24 資料２ 事
業契約書
（案）

8

18 第16条1

「各業務」の全部又は一部を「選
定企業」以外の第三者に請け負わ
せてはならないとありますが、第
17条3項、及び、第18条第1項の内
容からすると業務によっては第三
者に業務委託をしてよいとの解釈
でしょうか。

「事業者等」は、「各業務」の
全部又は一部を「選定企業」以外
の第三者に請け負わせることはで
きませんが、「選定企業」は、自
らが「事業者等」から委託を受
け、又は請け負った「各業務」の
主体的部分に該当しない一部を
「選定企業」又は「選定企業外企
業」に委託し、又は請け負わせる
ことができるものとご理解くださ
い。

25 資料２ 事
業契約書
（案）

8

36 第16条6

「事業者等」は「選定企業」又
は、「選定企業外企業」の責めに
帰すべき事由は、原因及び結果を
問わず、責めに帰すべきとありま
すが、過失のない事を立証する事
により、責任を免れる事は可能で
しょうか。

No.23の回答を参照してくださ
い。

26 資料２ 事
業契約書
（案）

9

16 第17条3

｢施設管理業務」の全部又は主体的
部分を一括して第三者に委託さ
せ、又は請け負わせてはならない
とありますが、主体的部分とは具
体的にはどのような業務を指しま
すでしょうか。

施設全体の性能を維持するため
の「施設管理業務」を実施する業
務計画の総合的な企画、業務の的
確な遂行を確保するための手順、
安全管理、品質管理、業務従事者
の指導及び監督など、「施設管理
業務」の全ての面において主体的
な役割を果たすことを主体的部分
としています。
このため、施設における特殊な
機械の保守点検のみを行うような
業務は主体的部分に含まれないも
のとお考えください。

27 資料２ 事
業契約書
（案）

9

29 第18条2

「事業者等」は「選定企業」又
は、「選定企業外企業」の責めに
帰すべき事由は、原因及び結果を
問わず、責めに帰すべきとありま
すが、過失のない事を立証する事
により、責任を免れる事は可能で
しょうか。

No.23の回答を参照してくださ
い。

28 資料２ 事
業契約書

17

36 第39条

「本市」及び「事業者等」により
関係者協議会を設置するとありま
すが、定期的に協議会を開催しま
すでしょうか。また、その場合の
想定頻度はどのくらいでしょう
か。

「本市」が「事業者等」による
「本事業」の進捗状況等の報告を
得る必要もあることから、少なく
とも月１回の頻度で関係者協議会
を開催する他、必要に応じて随時
に開催することも想定されます。

5

入札説明書等に対する質問についての回答
番号

資料名

頁数 行数

項目

質問

回答

29 資料２ 事
業契約書
（案）

20

24 第47条4
第47条5

(土壌汚染、地中障害物、埋蔵文化
財の存在等について）「本市は、
合理的な範囲内の増加費用を負担
する。」とされていますが、これ
ら対策費は事業費の大幅な増加及
び事業遅延や長期化要因となり、
事業の成立性に関わることも考え
られるため、第91条（契約解除）
の対象として頂けないでしょう
か。またこの場合の損害賠償は事
業者の逸失利益を含めてご検討く
ださい。

「本市」が事業契約第47条第４
項に定める通知を受けて、「本事
業」を継続するために「本市」が
過分の費用を負担することによ
り、「本事業」の継続が困難であ
る判断した場合は、事業契約第90
条により「事業契約」を解除する
ものとお考えください。
なお、その場合において「本
市」は事業契約第94条第４項に定
める増加費用を負担しますが、当
該増加費用には「事業者等」の逸
失利益は含まれないものとお考え
ください。

30 資料２ 事
業契約書
（案）

20

28 第47条

「著しい増加費用が発生する」こ
ととはどの程度の費用と考えれば
よいでしょうか。

「本市」が増加費用を負担する
ために改めて予算化するのが困難
な程度の費用であるとお考えくだ
さい。

31 資料２ 事
業契約書
（案）

30

35 第82条2

1分目に「事業者」がとあります
が、これは、「付帯事業者」の誤
りではないでしょうか。

ご指摘のとおりであり、事業契
約第82条第２項にある「事業者」
は「付帯事業者」に修正します。

32 資料２ 事
業契約書
（案）

43

10 別紙2_3
「各業務」には本施設の飲食業者
用語の定義 及び、民間宿泊施設駐車場の運営
業者は除かれると解釈して宜しい
でしょうか。

「各業務」には「本施設」にお
ける飲食売店を営業する業務は含
まれませんが、民間宿泊施設の駐
車場等を運営する業務は含まれま
す。

33 資料３ 公
有地貸付契
約書（案）

2

10 第５条

公有地貸付と建物貸付期間の更新
はないとされてますが、賃貸借期
間中に協議する事もないのでしょ
うか。

貸付期間中においても契約更新
に係る協議も行うことはないもの
とご理解ください。

34 公有地貸付
契約書
(案）

2

26 第6条2

「貸付料の改定について、改定の
公有地貸付契約書第６条第２項
都度、3年間に係る貸付料を貴市か については原文のとおりとしま
ら通知する」とありますが、これ す。
について双方協議事項としていた
だきたい。

35 公有地貸付
契約書
(案）

2

26 貸付料

「貸付料の改定について、改定の
都度、3年間に係る貸付料を貴市か
ら通知する」とありますが、改定
額は具体的にどの程度なのでしょ
うか。また、3年毎でなくもう少し
長期の10年に検討出来ないでしょ
うか。

土地の固定資産税評価額の変動
に応じて改定するものとご理解く
ださい。また、改定方法について
はNo.34の回答を参照してくださ
い。
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入札説明書等に対する質問についての回答
番号

資料名

頁数 行数

項目

36 公有地貸付
契約書
(案）

6

29 第17条１

37 公有地貸付
契約書
(案）

6

35 第17条

38 資料４ 提
出書類の記
載要領

5

21 ４_入札書
及び第二次
審査資料に
関する提出
書類

39 資料8
式集

様

40 添付資料６
参考 公益
施設用地近
傍地盤情報

質問
(原状回復等）「本契約が解除され
たときは、本市の指定する期日ま
でに、本市の指示により自己の責
任と負担において、貸付物件上の
建物その他の工作物を除去し、貸
付物件を現状に回復して、本市に
更地で返還しなければならない｣と
されていますが、敷地返還条件を
具体的にご教示ください。基礎杭
に関してはどこまで撤去するか、
残存する杭は測量図を作成してお
けばよいのかなどご教示くださ
い。
「再契約のほか、本市が指示した
場合はこの限りではない」とあり
ますが、貸付期間延長は可能とい
う理解でよいのでしょうか。

回答
公有地貸付契約第17条第１項に
よる公益施設用地の返還条件は、
貸し付けを受ける前の状態（原
状）に回復して更地で返還するこ
とを原則とします。ただし、杭に
ついては予め本市と協議の上、杭
仕様書、ボーリングデータ、基礎
断面図（杭天端がわかるもの）等
の必要な資料を提出することを前
提として、施設整備において設定
したグランドレベル（ＧＬ）より
３ｍ以下は存置可とします。
再契約により貸付期間の延長を
図ることは想定していません。

「電子データの提出に関して指定
電子データの提出については、
のある様式は、PDFファイルとは別 入札説明書の資料５の12頁最終行
にMicrosoft Excelによる・・」と の電子データに関する記載上の留
ありますが、指定された様式と
意事項欄を参照してください。
は、「共通」と記載されている様
式19、様式20、様式21以外の様式
を指すと理解してよいでしょう
か。

提案内容全 計算式以外の提案内容につきまし
No.38の回答を参照してくださ
般
てもExcelデータを使用するように い。Microsoft Excelによる指定の
なっておりますが、Wordデータと ある様式以外については、Word
しても構わないでしょうか。
データにより作成しても差し支え
ありません。
添付資料6において、周辺におけ
る支持層の想定が記述されており
ます。契約締結後の地盤調査結果
で想定と乖離していることが判明
し、それが設計・施工等のコスト
に影響を及ぼす場合には、事業契
約書(案)第47条4及び第47条5に記
載のとおり、賃貸開始予定日の変
更協議及び発生する合理的な範囲
内の追加費用を貴市側で負担いた
だけるのでしょうか。また合理的
な範囲内とはどのような解釈をす
ればよろしでしょうか。具体的に
お示し下さい。

公益施設用地における地盤調査
結果により判明した支持層の深さ
が、入札説明書の資料１_添付資料
６の参考例示による公益施設用地
近傍地盤情報から経験ある管理者
によっても予見し得ないほどに乖
離し、「事業者」に著しい増加費
用が発生することが判明した場合
は、本市は事業契約第47条第５項
に定める措置をとるものとしま
す。また、合理的な範囲内の増加
費用とは、本事業の実施を可能と
するために必要な増加費用として
本市が予算措置できる費用である
とお考えください。
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