
滋賀県

新県立体育館整備事業
入札説明書等に関する質問への回答

・新県立体育館整備事業入札説明書等に関する質問への回答を11月22日に先行して回答した分も含めて公表します。多
　くの質問をいただき、誠にありがとうございました。
・質問は、原文のまま掲載していますが、明らかな誤字、脱字および表記の誤りと判断された箇所について、一部修正
　しています。

平成30年（2018年）11月29日



■入札説明書に関する質問への回答

該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)

1 入札説明書 事業スケジュール 2 2 (6)

引渡しおよび所有権移転日について、事業契
約書（案）第2条（26）ならびに第4条の事業日
程によると引渡しは、2022年9月30日となって
います。事業契約の日程を正とする認識で宜
しいでしょうか。

施設の引渡し日は、2022年9月30日を正としま
す。なお、入札説明書を修正します。

2 入札説明書 事業スケジュール 2 2 (6)

引渡し及び所有権移転が2022年11月末日と
なっておりますが、2022年9月末日ではないで
しょうか。事業契約書では、2022年9月30日と
なっております。

質問No.１の回答を参照してください。

3 入札説明書 事業スケジュール 2 2 (6)

引渡しおよび所有権移転が2022年11月末日と
なっていますが、事業契約書（案）に規定（第２
条（26）、第４条）のとおり2022年9月末日の誤
りでしょうか。

質問No.１の回答を参照してください。

4 入札説明書 事業スケジュール 2 2 (6)

引渡しおよび所有権移転が2022年11月末日と
なっておりますが、事業契約（案）第4条（事業
日程）の通り、2022年9月30日が正であると理
解して宜しいでしょうか。

質問No.１の回答を参照してください。

5 入札説明書
入札説明書
事業スケジュール

2 2 (6)

引渡し・所有権移転の期日が2022年11月末日
とありますが、事業契約書(案）第4条ほかで
は、2022年9月30日となっています。2022年9
月30日が正と考えてよろしいでしょうか。

質問No.１の回答を参照してください。

6 入札説明書 施設整備業務 3 2 (7) ア

建設期間中業務に工事監理業務が入るという
理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

7 入札説明書 事業範囲 3 2 (7) イ

開業準備業務計画書の作成・提出は、8月9日
付実施方針では「施設整備業務」ですが、入
札説明書・要求水準書では「開業準備業務」に
含まれております。入札説明書・要求水準書
によるという理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

No. 資料名 タイトル 質問内容 回答
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

8 入札説明書 植栽管理業務 3 2 (7) ウ (ｱ)

植栽管理業務とあり、要求水準書30頁によれ
ば、植栽行為そのものは外構整備事業に含ま
れると理解しておりますが、そのような理解で
宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

9 入札説明書 運営業務 3 2 (7) ウ (ｲ)

「大学をはじめとする周辺機関との連携業務」
につき、要求水準書66頁アイウに記載された
もののほかに想定されるものがあれば、具体
的に例示されたく、お願いいたします。

要求水準とするのは、要求水準書記載の業務
のみです。

10 入札説明書 公共施設等の概要 6 2 (10) ア

宅地造成規制法、森林法により届け出等の手
続きで行わなければならないものがありますで
しょうか。また、建設に当たって必要な対応は
あるのでしょうか。

造成に関する宅地造成等規制法、森林法、砂
防法に関する許認可等手続きについては県で
実施します。
その他必要な手続は事業者にて確認してくだ
さい。

11 入札説明書 公共施設等の概要 6 2 (10) ア

敷地面積等の正確な面積をご教示ください。
特に別紙3造成工事設計図では、多目的広場
＝約8700㎡との記載しかなく、本施設整備予
定エリアの面積表示がございません。

敷地面積等については、現時点の情報につい
て修正別紙３Ｐ１にお示しします。

12 入札説明書
入札参加者の構成
等

7 3 (1) ア (ｱ)

協力企業はSPCから直接業務を請け負う他、
構成企業からの業務請負でも可能かご教示下
さい。

可能です。

13 入札説明書 複数業務の禁止 7 3 (1) ア (ｳ)

「同一者が複数の業務に当たることを妨げな
いが、建築業務と工事監理業務および維持管
理業務と運営業務については、同一の者、ま
たは資本面もしくは人事面で関係がある者が
兼ねてはならない。」とありますが、運営業務
を主として担当する企業が維持管理業務内の
業務を担当することは可能でしょうか。

業務を実施する際に、維持管理業務を行う者
が運営業務の一部を、運営業務を行う者が維
持管理業務の一部を行うことは可能とします。
例えば、運営業務を行う者が、一部の清掃業
務を行った方が効果的・効率的である場合な
どについては、複数の業務を行うことを可能と
します。

2



該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

14 入札説明書 複数業務の禁止 7 3 (1) ア (ｳ)

「同一者が複数の業務に当たることを妨げな
いが、建築業務と工事監理業務および維持管
理業務と運営業務については、同一の者、ま
たは資本面もしくは人事面で関係がある者が
兼ねてはならない。」とありますが、維持管理
業務を主として担当する企業が運営業務内の
業務を担当することは可能でしょうか。

質問No.１3の回答を参照してください。

15 入札説明書 複数業務の禁止 7 3 (1) ア (ｳ)

「維持管理業務と運営業務については、同一
の者、または資本面もしくは人事面で関係の
ある者が兼ねてはならない」とありますが、業
務効率化等の目的において、維持管理を担う
企業が運営業務の一部を、あるいは運営業務
を担う企業が維持管理業務の一部を担当する
ことは可能でしょうか。

質問No.１3の回答を参照してください。

16 入札説明書 複数業務の禁止 7 3 (1) ア (ｳ)

「維持管理業務および運営業務については、
同一の者」が兼ねてはならないとありますが、
実施方針質問88の回答にあるように一部を行
う事は可能との理解でよろしいでしょうか。

質問No.１3の回答を参照してください。

17 入札説明書 複数業務の禁止 7 3 (1) ア (ｳ)

維持管理業務および運営業務については、同
一の者または資本面もしくは人事面において
関連のある者が兼ねてはならない。実施方針
に関する質問回答の№88に記載の通り業務を
実施する際に維持管理業務を行う者が運営業
務の一部を、運営業務を行う者が維持管理業
務の一部を行うことは可能という理解でよろし
いでしょうか。

質問No.１3の回答を参照してください。

18 入札説明書 複数業務の禁止 7 3 (1) ア (ｳ)

維持管理業務および運営業務については、同
一の者または資本面もしくは人事面において
関連のある者が兼ねてはならない。との記載
がありますが、業務を実施する際に維持管理
業務を行う者が運営業務の一部を、運営業務
を行う者が維持管理業務の一部を行うことは
可能でしょうか。

質問No.１3の回答を参照してください。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

19 入札説明書
入札参加者の参加
資格要件

7 3 (2) ア

入札参加者の参加資格要件の中で、県の入
札参加停止基準に基づく入札参加停止を受け
ていないことという要件は、落札者が決定する
日までにしていただけないでしょうか。
落札者として決定した後に貴県以外で発生し
た事故等により入札参加停止を受ける場合も
考えられ、全国に案件を抱える企業にとって
は、過度なリスクとなると存じます。

原文のとおりとします。

20 入札説明書
入札参加に必要な
資格に関する事項

7 3 (2) ア

ア 入札参加者の参加資格要件（共通）に・滋
賀県県民生活部ＰＦＩ事業者等選定委員会の
委員が属する企業またはその企業と資本面ま
たは人事面において関連のある者が参加して
いないこと。記載がある事から、滋賀県スポー
ツ協会は、今回のＰＦＩ事業の参加要件を満た
していないという理解で宜しいでしょうか。滋賀
県スポーツ協会理事・監事名簿に滋賀県県民
生活部部長や滋賀県障害者スポーツ協会副
会長の記載がありましたので質問と致しまし
た。

選定委員会の委員が属する企業が滋賀県ス
ポーツ協会である場合や選定委員会の委員
が属する企業の代表権を有する役員が滋賀
県スポーツ協会の代表権を有する役員を兼ね
ている場合は、ご理解のとおりです。

21 入札説明書
入札参加者の参加
資格要件（共通）

7 3 (2) ア

滋賀県スポーツ協会が構成員又は協力企業
として参加する場合、審査員に滋賀県障害者
スポーツ協会の方がおられますが、「人事面に
おいて関連ある者が参加していないこと」に該
当しないのでしょうか。

選定委員会の委員が属する企業の代表権を
有する役員が滋賀県スポーツ協会の代表権を
有する役員を兼ねている場合は、ご理解のと
おりです。

22 入札説明書
入札参加者の参加
資格要件（共通）

7 3 (2) ア

審査員の滋賀県障害者スポーツ協会は、滋賀
県スポーツ協会と関連のある団体と思われま
すが、滋賀県スポーツ協会が構成員又は協力
企業として参加したチームが評価上、有利に
なることはないでしょうか。

選定委員会においては、公正かつ公平に審査
が実施されます。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

23 入札説明書
入札参加者の参加
資格要件（代表企
業）

8 3 (2) イ

入札説明書の入札参加の参加資格要件（代
表企業）に競争入札参加資格者名簿に登録さ
れている者とありますが、競争入札参加資格
の申請書類の提出日は、入札参加表明時の
提出書類と同時でよろしいでしょうか。

同時でも可とします。

24 入札説明書
入札参加者の参加
資格要件（業務別）

8 3 (2) ウ

代表企業以外は、入札参加資格者名簿の登
録が求められていないため、入札参加資格者
名簿の登録がなくても、資格要件を満たすとの
理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、共通の参加資格
要件等を満たす必要があります。

25 入札説明書
入札参加者の参加
資格要件（業務別）

8 3 (2) ウ

維持管理業務に当たる者および運営業務に
当たる者は、上記アの要件の他にそれぞれ次
の資格要件を満たすこととあり、競争入札参
加資格者名簿の登録は不要でP10（ｴ）の資格
要件を満たしていれば良いと推測されますが、
様式2-8において競争入札参加資格番号につ
いては登録している場合には参加資格番号を
記載するという理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

26 入札説明書 参加資格要件 8 3 (2) ウ (ｱ) b

「体育館の実施設計実績（元請けに限る。）を
有していること。」とありますが、武道館も同様
の施設として見なすことはできますか。

不可とします。

27 入札説明書 参加資格要件 9 3 (2) ウ (ｳ) b

「体育館の工事監理実績（元請けに限る。）を
有していること。」とありますが、武道館も同様
の施設として見なすことはできますか。

不可とします。

28 入札説明書 入札参加資格 10 3 (1) ウ (ｴ)

体育館に関する1年事業の維持管理実績と
は、維持管理に関する１つの業務実績があれ
ばよいのでしょうか

一部の設備等を対象としたものではない施設
全体を対象とした包括的な維持管理の場合
は、維持管理の実績として認めます。

29 入札説明書 3 入札参加 10 3 (3) (ｵ）

運営業務に当たる者は、滋賀県競争入札参加
資格には、登録していなくてもよいという理解
で良いですか。

質問No.24の回答を参照してください。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

30 入札説明書
入札参加者の参加
資格要件

10 3 (4)

全国に案件を抱える建設企業にとって、貴県
と関係の無い現場での労災等の事故による指
名停止は過度なリスクとなるため、欠格事由と
して、労災事故の指名停止は除いて頂けます
でしょうか。

原文のとおりとします。

31 入札説明書 入札スケジュール 12 4 (1) ③

入札説明書等に関する質問について、入札金
額ならびに提案書類に関する疑義2回目の質
問回答の機会を設定いただけないでしょうか
（2018年12月～1月を希望します）。

２回目の質問の受付けは行いませんが、入札
参加資格審査の通過者に対しては、競争的対
話を実施します。

32 入札説明書 入札スケジュール 12 4 (1) ④

入札説明書等に関する質問への回答の公表
が11月29日となっておりますが、12月3日～7
日提出の参加表明書に関する回答によっては
対応が間に合わなくなってしまうため、早期
（11月中旬迄希望）の公表をご検討いただけな
いでしょうか。

一部の質問については、早期の回答公表を行
います。

33 入札説明書
入札説明書等に関
する質問の受付

13 4 (4)

入札説明書等に関する質問回答内容を確認
するための再質問の機会を2019年1月頃に設
けて頂けないでしょうか。

質問No.31の回答を参照してください。

34 入札説明書
入札説明書等に関
する質問の受付け

13 4 (4)

発注者と事業者で齟齬のないようにするため
質問の受付は2回としていただけないでしょう
か。

質問No.31の回答を参照してください。

35 入札説明書
入札説明書等に関
する質問への回答
の公表

14 4 (5)

質問に対する回答は県のホームページで公表
とありますが、公表時期はいつになりますで
しょうか。

入札説明書等に関する質問への回答の公表
は11月29日ですが、一部の質問については、
早期の回答公表を行っております。

36 入札説明書
入札説明書等に関
する質問への回答
の公表

14 4 (5) ア

質問者の特殊な技術等公表しない場合の判
断は、滋賀県様の判断で行うのでしょうか。競
争的対話同様に企業側から非公表を求めるこ
とはできますでしょうか。

公表の最終判断は滋賀県が行います。

37 入札説明書 質問回答公表時期 14 4 (5) ア

回答公表が11月29日となっておりますが、参
加表明に関する回答は可及的速やかに公表
頂けませんでしょうか。

質問No.32の回答を参照してください。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

38 入札説明書
入札説明書等の変
更

14 4 (5) イ
内容変更の公開は質問回答公表と同時に行
わるものと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

39 入札説明書
参加表明書等の提
出方法

14 4 (6) イ

持参提出の場合、提出者代表企業に限定され
るのでしょうか。

代表企業としてください。

40 入札説明書 競争的対話の実施 15 4 (8) ア

対話時間は１グループあたり、どの位の時間
をお考えでしょうか

対話実施要領によりお示しします。

41 入札説明書 競争的対話の実施 15 4 (8)

対話の参加人数、時間はどれくらいを想定して
いるのでしょうか。有意義な対話とするために
も余裕のある人数設定と時間設定でお願いし
ます。

質問No.40の回答を参照してください。

42 入札説明書 対話参加者 16 4 (8) イ
対話に参加できる人数をご教示ください。 質問No.40の回答を参照してください。

43 入札説明書 競争的対話の実施 16 4 (8) イ

「対話実施要領」で明示されるのかもしれませ
んが、予め対話に参加できる人数につきご教
示ください。

質問No.40の回答を参照してください。

44 入札説明書 開札方法 17 4 (9) キ

開札時には、代表企業の代表者又はその代
理人と共に構成員等の代表者等の立ち合いも
可能でしょうか。

開札時に立ち会いを行う者は、代表企業の代
表者またはその代理人とします。

45 入札説明書 ヒアリング 17 4 (9) ク

ヒアリングの必要性は、各入札参加者の提案
内容個別判断の下に判定され、一概に全入札
参加者が対象となる訳ではないとの理解でよ
ろしいでしょうか。

全入札参加者を予定しています。

46 入札説明書 ヒアリング 17 4 (9) ク
ヒアリングは選定委員会メンバーにて開催され
るのでしょうか。

ご理解のとおりです。

47 入札説明書 入札価格・予定価格 18 4
(10)
(11)

予定価格は、各サービス対価の合計で、各
サービス対価に対する基準価格は、あります
か。
また、これまでに試算された参考金額等あれ
ば、ご教授ください。

各サービス対価の基準価格はありません。ま
た、予定価格以外の金額をお示しする予定は
ございません。

48 入札説明書 予定価格 18 4 (11)

本予定価格のうち消費税及び地方消費税の
額をご教示ください。

予定価格は消費税および地方消費税を含ん
だ金額で設定しており、内訳の設定はありま
せん。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

49 入札説明書 予定価格 18 4 (11)

消費税及び地方消費税の額を除いた予定価
格をご教示願います

質問No.48の回答を参照してください。

50 入札説明書 予定価格 18 4 (11)

各サービス対価毎の予定価格は設定されてい
ないのでしょうか

質問No.47の回答を参照してください。

51 入札説明書
入札説明書
予定価格

18 4 (11)
公表された予定価格の消費税および地方消
費税は、税率8％の額でしょうか

予定価格の消費税および地方消費税の税率
は10%です。

52 入札説明書 予定価格 18 4 (11)

予定価格9,734,510,000円は、9,013,435,185円
＋消費税721,074,815円の構成との理解でよろ
しいでしょうか。

質問No.48の回答を参照してください。

53 入札説明書 公正な入札の確保 18 4 (12) ア

貴県職員が役員や職員等として名を連ねる団
体が、特定の入札参加者の構成員・協力企業
になることは出来ないという理解でよろしいで
しょうか。万が一可能とする場合、貴県及び貴
県担当部局、選定委員会等と関係する事とな
り公正な入札を確保することが難しくなると思
料します。

構成員・協力会社の資格については入札説明
書に定めるとおりです。なお、選定委員会にお
いては、公正かつ公平に審査が実施されま
す。

54 入札説明書 著作権 19 4 (12) キ (ｱ)

県が提案書の一部または全部を無償で使用
可能とありますが、提案者のノウハウに関わる
内容を公開する際には、事前の協議としてい
ただけますでしょうか。

県が必要と認めるときは事業者の意見を聴取
し、必要に応じ協議します。

55 入札説明書 選定委員会 20 5 (1)

選定委員会の委員が役員として名を連ねる、
もしくは職員等として所属する団体の、役員・
職員等が役員等を務める団体が特定の入札
参加者の構成員・協力企業になることは出来
ないという理解でよろしいでしょうか。
万が一可能とする場合、選定委員会との接触
と同等であり、入札参加資格の欠格要件に該
当すると考えます。

構成員・協力会社の資格については入札説明
書に定めるとおりです。なお、質問No.20の回
答も参照してください。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

56 入札説明書 入札説明書 20 5 (2)

「この入札に係る調達は、地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定め
る政令の適応を受けるもの」（WTO）とあります
が、構成員として滋賀県特定調達契約競争参
加資格審査の申請手続きは必要ですか。また
必要な場合、具体的な申請手続き方法をご教
示下さい。

平成30年滋賀県告示419号に規定する資格を
有すると認められて競争入札参加資格者名簿
に登録されていることを参加資格要件としてい
るのは代表企業のみです。
なお、申請手続き等は下記ホームページアド
レスを参照してください。

【http://www.pref.shiga.lg.jp/c/sports/kannri/j
isshihousintou.html】

57 入札説明書 入札参加資格 22 6 (4)

「落札者決定日の翌日から基本協定締結日ま
での間」または「基本協定締結日の翌日から
事業契約に係る議会の議決日までの間」に、
代表企業以外の構成員または協力企業が入
札参加資格を欠くに至った場合で、選定事業
者が入札参加資格を有する代替企業を補充
し、県が契約締結以後の事業運営に支障をき
たさないと判断した場合は、当該選定事業者
と事業契約を締結すると記載されていますが、
代表企業が入札参加資格を欠くに至った場合
にも、同様の救済措置を設けていただけます
でしょうか。

原文のとおりとします。

58 入札説明書
特別目的会社
（SPC)の設立等

23 6 (5)

落札者は仮契約の締結前までに、滋賀県内に
SPCを設立することとありますが、仮契約の具
体的な時期についてご指示下さい。

2019年７月を予定しています。

59 入札説明書
別紙サービス購入
料

24 1

備品・什器の費用は、サービス購入料Aに入る
という理解で良いですか。(完工後業務費用に
入る）

ご理解のとおりです。

60 入札説明書
サービス購入料の
算定方法

24 1

サービス購入料Cに県・市主催イベント時に必
要な交通整備費・警備費は含まれますか。ご
教授願います。

要求水準により求めている警備業務等に係る
費用は含まれます。

61 入札説明書
入札説明書
サービス購入料B

24 1

実施方針に関する質問への回答（H30.4.27)№
62にある通り、開業準備期間中の光熱水費は
サービス購入料Bに計上するとの理解でよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

62 入札説明書 サービス購入料ｃ 26 2 (3)

修繕・更新業務費は、実施内容に応じた支払
いとなっていますが、各年度において、均等で
はなく、計画した更新費用を提案できるという
理解で良いですか。

ご理解のとおりです。

63 入札説明書
サービス購入料Ｃ
（維持管理・運営の
対価）

26 2 (3)

修繕・更新業務費の支払いが業務実施内容に
応じた支払とありますが、上限金額はあります
か。上限金額がある場合、上限金額が余った
場合及び超過した場合の対応方法についてご
教授願います。

上限金額はありません。

64 入札説明書 サービス購入料Ｃ 26 2 (3)

「各回均等以外の提案を認めるものとする。」
とありますが、各回均等での提案も可能でしょ
うか。

可能です。

65 入札説明書 サービス購入料Ｄ 27 2 (4)
サービス購入料Ｄに関し、電話等通信料の負
担は事業者でしょうか

ご理解のとおりです。

66 入札説明書 サービス購入料Ｄ 27 2 (4)

光熱水費の内訳について、現県立体育館での
直近３年分程度の使用実績(単価・使用量の
月額内訳等)をご開示下さい。

参考として（参考資料１　ウカルちゃんアリーナ
（現県立体育館）光熱水費実績）をお示ししま
す。
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■要求水準書に関する質問への回答

該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)

1 要求水準書 総則 1

実施方針書、入札公告書、業務要求水準書、
今回の質問回答、本年4月27日および5月16
日の質問回答は相互に補完するものかと思い
ますが、万が一、相違がある場合の優先順位
をご教示ください。

ご質問にある書類のうち、実施方針および業
務要求水準書（案）ならびにそれらに対する質
問回答は、本件入札の条件を構成せず、その
後公表された「実施方針および業務要求水準
書（案）に関する質問・意見への回答」によって
修正されるべき事項については、入札説明書
等の公表をもって修正されたものとみなすもの
であり、相互に補完するものではありません。

2 要求水準書 事業期間 3 5
建物引渡し日は、開業準備前の2022年9月末
でよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

3 要求水準書 遵守すべき法令等 3 6 (1)

記載されている法令以外で、周辺の近隣、住
民等における決めごと、協定等があればご教
示ください。

現時点において確定しているものはありませ
ん。

4 要求水準書 遵守すべき法令等 3 6

「仕様書等については最新版を適用」とありま
すが、入札公告日時点の最新版との理解でよ
ろしいでしょうか。

入札手続中および事業期間中の最新版とご
理解下さい。

5 要求水準書 県との調整 6 7

以前に質疑回答（※）頂いた関係機関との調
整協議は概ね月１回程度として、臨時会で想
定している内容をご教示ください。コンソーシア
ム側の負担が見えるように提示していただけ
ますでしょうか。（※平成30年4月27日回答）

臨時会は必要に応じて開催することにしてい
ることから、現時点においては開催頻度や内
容ついては未定です。

6 要求水準書 県との調整 6 7

県と選定事業者との間で開催する協議会にお
いて、施設整備業務、開業準備業務および維
持管理・運営業務に変更があった場合には、
事業契約にもとづき、その内容によって、要求
水準書の変更や、サービス購入料の改定が行
われるという理解でよろしいでしょうか。

県との調整につきましては、業務要求水準書
の変更を伴わない調整を想定しております。
もし、調整に伴い、業務要求水準書の変更が
発生する場合は、業務要求水準書P６　９要求
水準の変更や事業契約書に基づき行います。

7 要求水準書
関係者協議会の事
務局業務の支援

6 8 (1)

関係機関とはどのような人で構成されている
のでしょうか。

関係機関については、今後調整しますが、び
わこ文化公園都市内の施設および県域の競
技団体関係者等を想定しています。

No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

11



該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

8 要求水準書
関係者協議会の事
務局業務の支援

6 8 (1)

「選定事業者は、関係者協議会において、県・
関係機関と情報交換、意見交換を行い、その
結果を、可能な範囲で維持管理・運営内容等
に反映させること。」とありますが、発注者は貴
県ですので、事業者が業務内容に関わる協議
を行うのは貴県のみです。関係機関の意見は
貴県で取り纏めた上で貴県の総意として事業
者に伝えていただき、事業者が検討する形と
していただきたく存じます。なお、事業者の提
案以上のコストアップとなるような要求をされ
た場合はその増額分を貴県にご負担いただき
たく宜しくお願い致します。

関係者協議会の構成および位置づけについて
は入札説明書に記載するとおりです。関係者
協議会の結果は可能な範囲で維持管理・運営
内容等に反映することを求めているものです。
もし、業務要求水準書が変更となる場合は、
業務要求水準書P６　９要求水準の変更や事
業契約書に基づき行います。

9 要求水準書
県および関係機関と
の調整

6 8
関係者協議会の開催頻度についてご教示くだ
さい。設計期間より開催されるのでしょうか。

概ね年2回を想定していますが、必要に応じて
開催するものとします。

10 要求水準書
県および関係機関と
の調整

6 8

以前に質疑回答（※）頂いた関係機関との調
整協議は概ね年2回程度として、臨時会で想
定している内容をご教示ください。コンソーシア
ム側の負担が見えるように提示していただけ
ますでしょうか。（※平成30年4月27日回答）

臨時会については、定期的に実施する協議会
の開催を待つ暇がない事案が発生した場合に
のみ開催するものです。よって、現時点で想定
している具体的な内容はありません。

11 要求水準書
県および関係機関と
の調整

6 8 (2)

県と関係機関との間で開催される関係者協議
会の結果、維持管理・運営業務に変更があっ
た場合には、事業契約にもとづき、その内容に
よって、要求水準書の変更や、サービス購入
料の改定が行われるという理解でよろしいで
しょうか。

県および関係機関との調整に伴う業務の反映
については、要求水準書の変更を伴わない可
能な範囲での反映を想定しております。
もし、業務要求水準書の変更が発生する場合
は、業務要求水準書P６　９要求水準の変更や
事業契約書に基づき行います。

12 要求水準書
事業期間終了時の
要求水準

7 10
建築物劣化調査費用は収支計画に計上すべ
き項目でしょうか。ご教示願います。

建築物劣化調査費用は収支計画に計上してく
ださい。

13 要求水準書 目指す姿 8 1 (1) ③ ア

より良い提案とするため、滋賀のスポーツのレ
ガシーを詳細にご説明ください。

過去、滋賀県で実施された国体や今後、県内
で実施される大型スポーツイベントで得られる
経験や気運、使用する施設等の活用、滋賀県
ゆかりのスポーツ選手が残す実績等を滋賀の
スポーツのレガシーと想定しています。

14 要求水準書 目指す姿 8 1 (1) ③ ウ

レストランなど多くの人が利用する施設の設置
とありますが、軽飲食・喫茶程度の施設とレス
トランとでは、提供するサービスもメニューも異
なりますが、あくまでもレストランなどを業務要
求水準としておりますでしょうか。

レストランは一例であり、要求水準は飲食提供
施設です。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

15 要求水準書 目指す姿 8 1 (1) ③ エ

医科学的な要素を含め、効果的なトレーニン
グを実施できる施設とありますが、医科学的な
要素を具体的にお示し頂けますでしょうか。

近年のスポーツ医・科学分野で得られた知見
を踏まえたトレーニングを実施できる施設を想
定しており、具体的な内容については、事業者
の提案に委ねます。

16 要求水準書
多機能、多目的な利
用への対応

8 1 (1) ③ エ

体育館のプロスポーツイベントについて、競技
種類（Vリーグ、Bリーグ等）、収容観客数（○
千人程度）、開催日数（○日/年程度）など、具
体的な想定がありましたら、ご教示下さい。

現時点で決定しているものはありません。

17 要求水準書
多機能、多目的な利
用への対応

8 1 (1) ③ エ
体育館の使用について大相撲興行等の可能
性はありますでしょうか。

ウカルちゃんアリーナにおいて実績があります
ので、事業者にて適宜ご判断ください。

18 要求水準書
多機能、多目的な利
用への対応

8 1 (1) ③ エ

「コンベンション会場」とありますが、どのような
種類・規模のコンベンションを想定されている
か、ご教示下さい。

要求水準に規定する本施設の規模、設備等で
対応できるコンベンションを想定しています。

19 要求水準書
エ 多機能、多目的
な利用への対応

8 1 (1) ③ エ

柔軟で多様な利用ができる施設とありますが、
床面損傷の可能性の有る競技・種目などの利
用制限は必要と考えてよろしいか。

できる限り、柔軟で多様な利用ができるよう配
慮してください。

20 要求水準書 施設整備方針 8 1 (1) ③ エ
コンベンション会場とありますが、具体的には
どのようなイベントを開催するのでしょうか。

質問No.18の回答を参照してください。

21 要求水準書
多機能、多目的な利
用への対応

8 1 (1) ③ エ

「コンベンション会場やスポーツ興行の利用を
想定」とありますが、具体的なイベントの想定
があれば教えてください。また、既存施設であ
るウカルちゃんアリーナの利用状況をご教示く
ださい。

前段については、質問No.18の回答を参照して
ください。後段については、参考として（参考資
料２　ウカルちゃんアリーナ（現県立体育館）利
用実績）をお示しします。

22 要求水準書 敷地 9 1 (2) ① イ

確認申請上の敷地は確定されていると考えて
宜しいでしょうか。また、確認申請敷地範囲を
ご提示ください。

修正別紙3 Ｐ4を参照して下さい。

23 要求水準書 事業用地 9 1 (2) ① イ

事業敷地内の各道路の確認申請上の位置づ
けをご教示ください。

事業敷地内の各通路は、建築基準法上の道
路に該当しません。

24 要求水準書 事業用地 9 1 (2) ②

事業用地の境界処理に要する費用は選定事
業者負担とありますが、費用の算定可能な資
料として造成計画図や詳細図の公表をご教示
願います。

境界処理とは、維持管理区域の境界を指しま
す。また、要求水準書を修正します。
なお、費用の算定に必要な資料として、修正
別紙3　Ｐ3、Ｐ5、Ｐ7を参照して下さい。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

25 要求水準書 事業用地の概要 9 1 (2) ②

2020年10月の造成工事完了時点での事業用
地の境界処理は現状ではわかりませんので、
貴県の行う造成工事の設計図書を2019年1月
末までにご公表頂きたく存じます。

質問№24の回答を参照してください。

26 要求水準書 事業用地の概況 9 1 (2) ②

造成関連工事は2020年10月に完成しており、
2020年11月からは構内道路およびアクセス道
路は供用されているものとの理解でよろしいで
しょうか。

一般車両については、施設の供用開始まで利
用できません。
工事用車両は、2020年11月以降に修正別紙２
に示す構内道路および東側アクセス道路につ
いて利用できますが、北側アプローチ部および
西側構内道路については、原則利用できませ
ん。

27 要求水準書 事業用地の概況 9 1 (2) ②

県が実施する造成工事の完了を待たずして、
本工事の計画通知書の提出は可能と考えて
よろしいでしょうか。

計画通知ではなく、事業者の申請による確認
申請の扱いとなります。
なお、県が実施する造成工事を待たずして、
本工事の確認申請の手続きを行うことは、事
業者の提案により確認申請に必要な事前の手
続も異なるため、事業者にてご確認ください。

28 要求水準書 事業用地の概況 9 1 (2) ②

別紙3の造成工事計画図による造成地盤レベ
ルについて、北側市道からのブリッジ連絡レベ
ルの変更など、より合理的な施設計画を行う
ために、設計時に地盤レベルを変更する事は
可能でしょうか。

造成工事のスケジュール上地盤レベルを変更
することは困難であると考えていますが、提案
内容によっては、協議することとします。

29 要求水準書 事業用地の概要 9 1 (2) ②

造成工事については滋賀県が別途発注で
2020年10月完了を予定されておりますが、造
成工事の工期が遅延した場合、本事業の工期
の延長は認められるのでしょうか。

事業契約書に基づき対応することとします。

30 要求水準書 事業用地の概況 9 1 (2) ②

造成関連の実施設計は作業期間が2019年4
月までとなっておりますが、今回お示しいただ
いた別紙3造成工事設計内容が本件参加表明
後に変更となり、かつ確定（各種法令等を満た
した最終形）した場合は、その確定図面に基づ
いて提案することになるのでしょうか。

ご理解のとおりです。

31 要求水準書 事業用地の概況 9 1 (2) ②

造成工事の完成時点（本建設工事の着手時
点）の造成工事の状況について、舗装仕上げ
前の土木施工レベルと理解してよろしいでしょ
うか。また雨水排水溝は設計通りで設置され
ていると理解してよろしいでしょうか。

舗装については、県において修正別紙2に示
す北側アプローチ部、西側構内道路の維持管
理区域外について実施します。
雨水排水溝については、ご理解のとおりです。
（修正別紙3Ｐ7参照願います）
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

32 要求水準書 事業用地の概況 9 1 (2) ②

「造成工事が2019年10月～2020年10月の予
定」とありますが、設計・建設期間が事業契約
締結日～2022年9月30日です。本件工事の着
手が可能になるのはいつであると理解すれば
よろしいでしょうか。

2020年11月から本件工事の着手が可能となる
よう造成工事を進める予定です。

33 要求水準書
事業用地の
概況

9 1 (2) ②

現在丘陵地となっている事業用地について、
県が造成関連の設計および工事を行う、との
ことですが、万が一、当該設計および工事に
起因して、本事業の内容が変更となる場合
は、事業契約にもとづき、その内容によって、
要求水準書の変更や、サービス購入料の改定
が行われるという理解でよろしいでしょうか。

県が示した事業用地の引渡条件と引渡時の
現況が異なるときは、事業契約書（案）第18条
が適用となり、そのうえで要求水準書の変更
が必要となるときは第19条に従って変更の手
続きを行います。

34 要求水準書
事業用地の境界処
理

9 1 (2) ②

事業用地は別紙2の赤線で示されております
が、「建設に伴い必要となる境界処理」として
例示された境界工作物の設置は、具体的にど
のような対応なのかご教示ください。また、事
業用地の境界処理として、法面処理や段差処
理が見込まれる箇所がみあたりません。公平
性を期すためにも、具体的な箇所をご教示くだ
さい。

質問№24の回答を参照してください。

35 要求水準書
事業用地の境界処
理

9 1 (2) ②
事業用地の境界処理は、「維持管理区域との
境界処理」の誤植でしょうか。

質問№24の回答を参照してください。

36 要求水準書 事業用地の概況 9 1 (2) ②

県の造成工事スケジュールは、「2019年10月
～2020年10月の予定」とありますが、選定事
業者の工事着工は、2020年11月1日以降に着
工可能との理解でよろしいでしょうか。

質問№32の回答を参照してください。

37 要求水準書 事業用地の概況 9 1 (2) ②

県の造成工事で整備される、北側アプローチ
部および北～西側構内通路の一般通行開放
は、2022年10月以降との理解でよろしいでしょ
うか。

2022年12月1日以降と考えています。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

38 要求水準書 事業用地の概況 9 1 (2) ②

「建設に伴い必要となる事業用地の境界処理
（境界工作物、法面処理および段差処理等）に
要する費用は、選定事業者の負担」とあります
が、事業者が負担する範囲は事業用地と維持
管理区域の境界部分となる、別紙3「造成工事
設計図」の「建築工事」と記載の範囲、箇所と
考えてよろしいでしょうか。事業用地が広いた
め、その他、具体箇所がありましたら、費用算
出のための資料をご提示下さい。

費用の算定に必要な資料として、修正別紙3
Ｐ3、Ｐ5、Ｐ7を参照して下さい。

39 要求水準書 インフラ整備状況 9 1 (2) ③

選定事業者は提案する施設内容にあわせて
各インフラ業者と協議を行い、選定事業者の
負担で接続工事等を行うこと、とのことです
が、提案後、施設整備業務期間中に、インフラ
業者から新たな要望が出される場合も想定さ
れます。この場合、事業契約にもとづき、その
内容によって、要求水準書の変更や、サービ
ス購入料の改定が行われるという理解でよろ
しいでしょうか。

ご質問にあるインフラ業者からの新たな要望
で、県にその原因がないものについては、新た
な要望にかかる費用は事業者で負担して下さ
い。

40 要求水準書 周辺道路状況 9 1 (2) ③ ア

本施設整備予定エリアの北側の大津市道幹
2153号からのアプローチと、北側から西側へ
の構内道路は県が整備すると理解しています
が、その工事期間をご教示下さい。また道路
工事期間中に、本建設工事用の車両通行は
可能でしょうか。

県による造成工事は2019年10月～2020年10
月の予定です。本施設整備予定エリアの北側
の大津市道幹2153号からのアプローチと、北
側から西側への構内道路を本事業の工事車
両が利用することは想定していません。

41 要求水準書 周辺道路状況 9 1 (2) ③ ア

東側アクセス道路の整備について、完成引渡
し時期をご教示ください。基本この道路が本建
設工事用のアプローチと理解していますが、
使用できるのはその翌日と理解してよろしいで
しょうか。

2020年11月から本件工事の着手が可能となる
よう東側アクセス道路の整備を進める予定で
す。

42 要求水準書 周辺道路状況 9 1 (2) ③ ア

選定事業者で行う舗装は、東側アクセス道路
を含む「維持管理区域内の舗装(第2 2 (５）
ｹ）」で、維持管理区域外の北側道路からのア
プローチ部、北側～西側の構内道路は、県の
造成工事で舗装まで整備されると理解でよろ
しいでしょうか。また、維持管理区域外の構内
道路は、県の造成工事2019年10月～2020年
10月予定内で整備完了すると考えてよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

43 要求水準書 上下水道 9 1 (2) ③
イ
ウ

県が実施する、事業用地前面道路までの上水
道給水管の敷設、開発工事における下水道の
公共桝の設置は、県造成関連工事完了時期
(2020年10月予定)までに、整備されていると考
えてよろしいでしょうか。

2021年3月末の整備完了を予定しております。

44 要求水準書
インフラ整備状況
下水道

10 1 (2) ③ ウ

県は、開発工事において事業用地に公共桝を
設置するとの記載がありますが、公共桝の寸
法、管底レベルをご教示ください。

管底レベルについては、土被り1.2m以上となり
ます。公共桝の寸法については、建築計画に
合わせ決定します。

45 要求水準書
インフラ整備状況
下水道

10 1 (2) ③ ウ

施設からの排水に必要な公共桝までの接続に
ついては、選定事業者により実施するとの記
載がありますが、現地見学会での説明のとお
り、ポンプアップにて排水する計画と考えてよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

46 要求水準書 インフラ整備状況 10 1 (2) ③
ウ
オ

「開発工事」とは、県が行う造成関連の設計お
よび工事のことを示すという理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

47 要求水準書 地盤状況 10 1 (2) ④

地盤状況は事業者の責任において解釈・利用
とありますが、現状での地盤状況の資料しか
なく、造成が終わった後の地盤状況を判断し
て、施設整備費を積算するのは難しいと存じま
す。造成後の地盤状況が別紙5の事業用地地
盤データと違い、増加費用が発生する場合は
増加費用を負担していただけますでしょうか。

事業契約書に基づき対応することとします。

48 要求水準書 地盤状況 10 1 (2) ④

別紙5にて事業用地地盤データとしてボーリン
グ柱状図を提示いただいておりますが、土質
試験結果等を確認するため、地盤調査報告書
の公表は可能でしょうか。

希望者には別途、配布することとし、配布方法
等については別途ホームページ等にご案内し
ます。

49 要求水準書 地盤状況 10 1 (2) ④

「別紙5 事業用地地盤データ」と、選定事業者
が自ら行う地質調査で調査結果に相違が生じ
た場合は、事業契約書(案)第18条第1項第2号
に該当すると考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

50 要求水準書 埋蔵文化財 10 1 (2) ⑤

選定事業者自ら実施する地質調査により「別
紙5事業用地地盤データ」と現地の状況が異
なった場合、工事計画の変更等による増加費
用は貴県の負担と考えてよろしいでしょうか？

県が示した事業用地の引渡条件と引渡時の
現況が異なるときは、事業契約書第18条が適
用となり、そのうえで要求水準書の変更が必
要となるときは第19条に従って変更の手続き
が行われます。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

51 要求水準書 埋蔵文化財 10 1 (2) ⑤

「･･･または工事計画の変更等のある場合に
は、県と協議を行うこと。」とありますが、要求
水準を満たす工事計画等の変更である限り、
県との協議は必須ではないとの理解でよろし
いでしょうか。

要求水準書記載のとおり、工事中新たに遺
構・遺物が発見された場合には県と協議を
行ってください。

52 要求水準書
事業用地の土壌調
査

10 1 (2) ⑥

土壌汚染のおそれがないという想定とのことで
すが、仮に土壌汚染が発見された場合は、工
期の延伸や増加費用分については発注者の
ご負担という理解でよろしいでしょうか。

県が示した事業用地の引渡条件と引渡時の
現況が異なるときは、事業契約書第18条が適
用となり、そのうえで要求水準書の変更が必
要となるときは第19条に従って変更の手続き
が行われます。

53 要求水準書
野生動物による影
響について

10 1 (2) ⑦

事業用地外からの野生動物（イノシシ等）の侵
入および植物等への影響について、要求水準
として求められる対応内容についてご教示い
ただけないでしょうか。

参考として（参考資料３　生物環境調査結果）
をお示ししますので、事業者にて適切な対応を
行ってください。

54 要求水準書
野生動物等による
本施設に与える影
響

10 1 (2) ⑦

野生動物の対象は、イノシシのみであり、シカ
等の生息はないと考えて宜しいでしょうか。

参考として（参考資料３　生物環境調査結果）
をお示しします。

55 要求水準書 その他 10 1 (2) ⑦

イノシシが原因で本施設に汚損・破損が生じた
場合は、不可抗力の扱いと言う理解でよろしい
でしょうか。

野生動物による施設損傷は合理的に予見可
能であり、不可抗力には該当しません。

56 要求水準書 その他 10 1 (2) ⑦

「イノシシの生息や行動による」本施設に与え
る主な影響について、具体的に想定されてい
る内容があればご教示下さい。

質問No.53の回答を参照してください。

57 要求水準書 その他 10 1 (2) ⑦

野生動物等による本施設に与える主な影響と
して、イノシシの生息や行動によるものを可能
性として想定している、と記載がありますが、
対策をとるようにすることが要求水準となるの
でしょうか。

質問No.53の回答を参照してください。

58 要求水準書 駐車場 11 1 (3) ① イ

駐車場は、常設・臨時を合わせて900台以上と
なっていますが、常設駐車場を最小台数の指
定があればご教示願います。

常設　約500台、臨時　約400台を想定しており
ます。

59 要求水準書 施設構成 11 1 (3) ① イ

本施設の面積合計が13500㎡程度とあります
が、面積合計の下限値は要求水準を達成した
上で、例えば「－5%」まで許容されるとの理解
でよろしいでしょうか。
また、上限の設定があればご提示ください。

別紙６　必要諸室および仕様において各ア
リーナ、特記を除き各室の増減範囲を「-5%～
上限なし」としていることから、本施設の延床
面積も13,500㎡を基準とし「-5%～上限なし」と
します。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

60 要求水準書 施設構成 11 1 (3) ① イ

本施設の面積合計が13500㎡程度とあります
が、これには自由提案施設の面積は含まれな
いとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

61 要求水準書
インフラ整備状況
下水道

11 1 (3) ① ア
延床面積は13,500㎡程度との記載があります
が、面積の上限、下限をご教示ください。

質問No.59の回答を参照してください。

62 要求水準書 施設構成 11 1 (3) ① イ
（2階観客席2,500席以上）とありますが、2階以
上の階に設置することで宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

63 要求水準書 施設構成の概要 11 1 (3) ①
法令別表第1に則り本施設は(1)項イと考えて
よろしいでしょうか。

事業者にてご確認ください。

64 要求水準書 自由提案施設 11 1 (3) ②
自由提案施設の面積は提案による（上限なし）
との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

65 要求水準書
環境保全性に関す
る基本的要件

12 2 (1) イ

環境負荷低減に関し公平な試算を行うため、
競技・一般利用など運用スケジュールをご教
示ください。

施設の開館日および開館時間は要求水準書
記載のとおりとします。

66 要求水準書
周辺環境保全につ
いて

12 2 (1) イ (ｵ)

周辺環境に関する条例、近隣住民による規則
等あればご教示下さい。
また特に近隣対策として事前要望等があれば
開示願います。

要求水準書Ｐ３～　６遵守すべき法令等を参考
としてください。なお、質問No.3の回答も参照し
てください。

67 要求水準書 風対策 13 2 (1) ウ (ｳ)
平成30年7月豪雨規模の想定はしなくて宜しい
でしょうか。

近年の気象状況等を勘案し、提案することとし
てください。

68 要求水準書 浸水・冠水対策 13 2 (1) ウ (ｶ)
平成30年7月豪雨規模の想定はしなくて宜しい
でしょうか。

近年の気象状況等を勘案し、提案することとし
てください。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

69 要求水準書
防災性に対する基
本的要件について

13 2 (1) ウ （ｸ）

災害対策基本法第49条の4に定める指定緊急
避難場所、同法第49条の7に定める指定避難
所及び滋賀県地域防災計画に定める広域陸
上輸送拠点への位置付けを想定していること
に配慮した計画とすること。
(1)広域陸上輸送拠点に位置づける計画とされ
ているが、選定事業者の役割及び責任につい
て取り纏めている資料がありますでしょうか。
ある場合はご提供いただくことは可能でしょう
か。
(2)陸路が寸断された場合に空路を利用するこ
とが想定されているでしょうか？その場合はヘ
リポートとしての機能が必要になると考えます
がヘリポートの運営マニュアルなどはございま
すか？ヘリポートの運営マニュアルがある場
合はご提供いただくことは可能でしょうか。

（1）現在、広域陸上輸送拠点として選定事業
者の役割や責任についてとり纏めているもの
は、特段ございませんが、広域陸上輸送拠点
の役割については以下のホームページアドレ
スに掲載の「滋賀県地域防災計画（震災対策
編）」P.96～98を参照してください。

【http://www.pref.shiga.lg.jp/c/shobo/tibou/ti
bou.html】

（２）原則陸路での輸送を想定しており、現在
ヘリポートとしての機能は想定していません。
また、ヘリポート運用マニュアルはございませ
ん。

70 要求水準書 その他 13 2 (1) ウ (ｸ)

災害対策基本法第49 条の4 に定める指定緊
急避難場所、同法第49 条の7 に定める指定
避難所および滋賀県地域防災計画に定める
広域陸上輸送拠点への位置付けを想定とある
が、平成30年7月豪雨規模の想定はしなくてよ
いでしょうか。

近年の気象状況等を勘案し、提案することとし
てください。

71 要求水準書 災害対策 13 2 (1) ウ (ｸ)

「災害対策基本法第49条の4に定める指定緊
急避難場所、同法第49条の7に定める指定避
難場所および滋賀県地域防災計画に定める
広域陸上輸送拠点への位置付けを想定」とあ
りますが、別紙6に防災拠点として必要な諸室
（防災倉庫や対策室等）の記載がありません。
不要と考えて宜しいでしょうか。

要求水準としてお示している諸室以外に防災
拠点として要求水準とする諸室はございませ
ん。

72 要求水準書
機能性に関する基
本的事項

14 2 (1) オ (ｱ)

土足エリアと土足禁止エリアの区分を示されて
おりますが、観客席は土足エリアの理解で宜
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

73 要求水準書 光環境 15 2 (1) オ (ｴ)

・競技時のグレアについて対策を講じること。
・積極的に自然光を利用し、省エネルギーに
努めるとともに、開放感のある計画とするこ
と。ただし、西日対策には配慮すること。
・公式競技利用等の際には、自然光の制御が
適切に行えること。
上記記載については要求水準の優先順位を
ご教示ください。

要求水準として各項目をお示しており、適切に
対応願います。

74 要求水準書 空気環境 15 2 (1) オ (ｶ)
自然換気に関する提案は、競技以外の一般
利用時に限定することで宜しいでしょうか。

競技に支障がない範囲で事業者の提案に委
ねます。

75 要求水準書

災害時に避難民を
収容する可能性が
あることに配慮した
計画とすることにつ
いて

17 2 (2) ア

(1)“指定避難所”として避難民を受け入れる防
災拠点としての役割を担う場合に「別紙7　什
器･備品リスト」とは別に応急処置に必要な資
機材（AEDなど）、備蓄品（飲料水・食糧など）
を管理しておく必要があると考えられます。し
かし、これらについては「業務要求水準」では
記載がございません。資機材（AEDなど）、備
蓄品（飲料水・食糧など）については自治体か
らご提供いただけるのでしょうか？また、ご提
供いただける場合は「別紙7　什器･備品リス
ト」と同じような形で“資機材、備蓄品リスト”を
ご提供いただくことは可能でしょうか。
(2)ご提供いただけない場合は選定事業者の
責任において準備する必要があるのでしょう
か、その場合に準備するべき資機材、備蓄品
の数量についてご教示下さい。合わせて資機
材、備蓄品を購入する場合の費用負担の考え
方についてご教示下さい。
(3)なお、防災拠点の運営について取り纏めた
マニュアルなどは整備されていますでしょう
か？もし、整備されたマニュアルなどがある場
合はご提供いただくことは可能でしょうか。

(１)現在、資機材、備蓄品を提供する予定はご
ざいません。なお、避難所開設時において市
から必要に応じて物品の提供が行われます。
(２)県が要求するものは、要求水準書としてお
示ししております。
ただし、事業者の提案による資機材等の整備
を妨げるものではございません。
なお、AEDについては別紙７においてお示して
いることに留意してください。
(３)参考として以下大津市ホームページアドレ
スに掲載の「大津市避難所運営マニュアル」を
参照してください。

【http://www.city.otsu.lg.jp/kurashi/bosai/son
ae/1392888534252.html】

76 要求水準書 建築計画 17 2 (2) ア

「県内産品を積極的に活用すること。特に木材
については、・・・内装等の木質化を可能な限
り行うこと。」と記載されておりますが、木材の
種類や使用数量については、特段の指定はな
いと理解してよろしいでしょうか。

特段の指定はありませんが、最大限ご使用い
ただきたいと考えています。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

77 要求水準書 建築計画 18 2 (2) ウ
アリーナ部門の床材の仕様は、事業者提案で
よいという理解で良いでしょうか。

原則フローリングとしてください。

78 要求水準書
メインアリーナにつ
いて

18 2 (2) ウ

メインアリーナの使用方法についてですが、
ネット等で区分けして使用する事は想定として
ないのでしょうか。　　　　　　　　　　　　例（全面
利用、半面利用、1/3利用）など

各アリーナについては分割利用を想定してお
り、具体的な利用形態は、運営も含めて事業
者の提案に委ねることとします。

79 要求水準書 諸室諸元 18 2 (2) ウ

防災拠点とする場合、対策室などはどこの部
屋を利用する想定でしょうか。必要な諸室（防
災倉庫等、必要面積）は平成30年4月27日の
質疑回答では入札公告時に示すとあります。

対策室については会議室等が想定されます
が、具体的には災害発生時のマニュアル等の
中で検討していただくこととなります。

80 要求水準書 アリーナ部門 18 2 (2) ウ

メイン・サブアリーナの要求水準面積内（メイ
ン：69ｍ×40ｍ、サブ：27ｍ×43ｍ）の上部に
廊下等を競技に影響がない程度に設けること
は可能でしょうか。

各種競技利用への影響なども考慮の上、事業
者の提案に委ねることとします。
ただし、アリーナ上部は要求水準記載の有効
高さを確保してください。

81 要求水準書
観覧席の使用方法
について

19 2 (2) ウ

メイン・サブアリーナ観覧席についてですが、
基本的に観覧者は下足での入場が好ましい
のでしょうか。

質問№72の回答を参照してください。

82 要求水準書
ウ 諸室の配置等計
画

19 2 (2) ウ

大規模な大会やプロスポーツ等の興行時に、
選手やスタッフが観客とは別にアリーナへ入
場等できるロビースペースを設置し、選手の
アップスペースとしても利用可能な広さとする
とありますが、具体的な広さをお示しください。

事業者の提案に委ねることとします。

83 要求水準書 諸室の配置等計画 19 2 (2) ウ

メインアリーナ・サブアリーナともに障害者ス
ポーツの利用にも配慮した計画とありますが、
車椅子バスケなどを想定する場合、フローリン
グがかなり損傷することが考えられます。想定
している障害者スポーツの競技があればご教
示ください。

全国障害者スポーツ大会において実施される
競技を想定しています。

84 要求水準書 諸室の配置等計画 19 2 (2) ウ

1階席2,500席を設置した場合に想定する競技
をご教示ください。センターコートの記載のある
バレーボールおよびバスケットボールの試合
が開催できれば宜しいでしょうか。

要求水準は別紙８　アリーナレイアウト仕様の
センターコートの記載競技ですが、それ以外の
競技について提案を妨げるものではありませ
ん。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

85 要求水準書
メインアリーナ観客
席

19 2 (2) ウ

「一部に貴賓席を確保」とありますが、具体の
席数をご教示ください。

過去の国体等の施設を参考に、事業者の提
案に委ねることとします。

86 要求水準書 諸室の配置等計画 19 2 (2) ウ

本部室はアリーナ全体の様子が確認できる計
画とありますが、1階可動席を使用する場合、
視線障害となってしまいます。可動席を収納し
た状態でアリーナ全体の様子が確認できると
読み替えて宜しいでしょうか。

可動席を使用した場合でも、可能な限り確認
できる計画とするなど、運営も含めて事業者の
提案に委ねることとします。

87 要求水準書 諸室の配置等計画
19・
20

2 (2) ウ

メインアリーナ、サブアリーナとも障害者ス
ポーツの利用にも配慮した計画とするとの記
載がありますが、想定競技をご教示ください。

質問No.83の回答を参照してください。

88 要求水準書 建築計画 20 2 (2) ウ

多目的室は、可動間仕切りは、必須となります
か、または、様々な人数での利用が可能な提
案であれば、良いですか。

可動間仕切りは必須ではありませんが、様々
な人数での利用が円滑に行え、利用者が利用
しやすい提案としてください。

89 要求水準書
スポーツ・体力測定
室

20 2 (2) ウ

スポーツ・体力測定室のメニューは、事業者の
提案で良いでしょうか。
測定備品についても、同様に提案でよいでしょ
うか。

スポーツ・体力測定室のメニューは、事業者の
提案に委ねることとします。備品については、
業務要求水準書別紙７　什器・備品リストと同
等性能を基本とし、スポーツ・体力測定室の仕
様、実施内容に合わせて提案することとしして
ください。

90 要求水準書 諸室の配置等計画 20 2 (2) ウ
更衣室に配置するロッカーについて料金徴収
は可能でしょうか。

可能とします。

91 要求水準書 付属諸室部門 20 2 (2) ウ

スポーツ活動諸室、トレーニング室に記載され
ているフリーウェイト機器は、他の機能のマシ
ンと別の諸室に分（スペースの分割では無く、
スポーツ・体力測定室等）けて設置し、利用者
に使用して頂く（諸室計画や運営）ことは可能
でしょうか。

利用者の安全や備品の管理に配慮した上で
可能とします。

92 要求水準書 付属諸室部門 20 2 (2) ウ

スポーツ活動諸室、トレーニング室においても
「スポーツ・体力測定室」で記載されている運
動メニューの作成を実施しても宜しいでしょう
か。

可能とします。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

93 要求水準書 付属諸室部門 20 2 (2) ウ

スポーツ活動諸室、トレーニング室を24時間利
用できる「24時間フィットネス」として運用するこ
とは、可能でしょうか。可能な場合は、どのよう
な条件や収入区分で行うことになるのでしょう
か。また、自由提案事業という理解で宜しいで
しょうか。

24時間利用も可能とします。
また、条件や収入区分については、別紙10
利用料金等の考え方を基に、事業者の提案に
委ねることとします。
なお、利用時間に関する提案は自由提案事業
には該当しませんが、新たに講習等のメ
ニューを行う場合には自由提案事業に該当し
ます。

94 要求水準書 付属諸室部門 20 2 (2) ウ

スポーツ活動諸室、スポーツ・体力測定室で
行う業務は、現在のスポーツ会館で実施して
いる各種データの引継を行う必要があるので
しょうか。

必要はありません。

95 要求水準書 更衣室 20 2 (2) ウ

更衣室・シャワー室は、トレーニング室を利用
する方のみが使用できるようなレイアウトや諸
室計画を要求水準を満たしたうえで、別途に
提案することも可能でしょうか。

要求水準に定める更衣室・シャワー室を設置
したうえで、トレーニング室を利用する方のみ
が使用できる更衣室・シャワー室を別途提案
するこは可能です。

96 要求水準書
ウ 諸室の配置等計
画

20 2 (2) ウ

トレーニング室およびスポーツ・体力測定室に
ついては、各種機器を設置することとされてい
ます。現スポーツ会館は、機能を新県立体育
館に移転されるものと考えていますが、トレー
ニング機器および測定機器、その他の備品に
ついて、移転活用されるものは無いと考えてよ
ろしいか。

ご理解のとおりです。

97 要求水準書 諸室の配置等計画 20 2 (2) ウ

サブアリーナはメインアリーナと同一フロアと
するとの記載がありますが、利用者のスムー
ズな移動や機材の搬入等が考慮されていれ
ば、同一フロアでなくてもよろしいでしょうか。

不可とします。

98 要求水準書 諸室の配置等計画 20 2 (2) ウ

付属諸室部門について上足での使用を原則と
するとありますが、会議室については使い勝
手を考慮し下足利用も可能と考えて宜しいで
しょうか。

事業者の提案に委ねることとします。

99 要求水準書 スポーツ活動諸室 20 2 (2) ウ

スポーツ・体力測定室へのアクセスをトレーニ
ング室を介してのみとすることは可能でしょう
か。

事業者の提案に委ねることとしますが、利用
者の利便性を確保してください。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

100 要求水準書 諸室の配置等計画 21 2 (2) ウ

必要書室として「協議団体交流室」があります
が具体的にどのような使われ方をされるので
しょうか。想定されている利用頻度等ご教示く
ださい。

利用団体は今後の決定となりますので、利用
頻度等の詳細は未定です。

101 要求水準書 諸室の配置等計画 21 2 (2) ウ
競技団体交流室は常に人が常駐しているので
しょうか。

質問No.100の回答を参照してください。

102 要求水準書 飲食提供施設 22 2 (2) ウ
飲食・喫茶サービスは、人員を配置して運営す
ることが、前提という理解でよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

103 要求水準書
エントランスホール
兼展示スペースに
ついて

22 2 (2) ウ

エントランスホールについて、上下足の履き替
えについて明確になっていませんが、現時点
での想定があれば教えてください。

エントランスホールは、下足エリアと想定して
います。

104 要求水準書
キッズルームに
ついて

22 2 (2) ウ

キッズルームにおいて、有人及び有資格者の
配置等の規定はありますでしょうか。また、施
設利用者のみの利用想定でしょうか。

前段については事業者提案に委ねることとし
ます。後段については、施設利用者のみの利
用を想定しています。

105 要求水準書 飲食提供施設 22 2 (2) ウ
飲食提供施設は、常設のものを設置するとい
う解釈でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

106 要求水準書 諸室の配置等 22 2 (2) ウ

トイレの要求水準について、「全国規模の大会
を開催するため必要な規模、数を各階に適切
に設置する。」と記載されていますが、どれくら
いの入場者数や男女比率を想定したうえで、ト
イレの数を設置すれば良いかにつき、ご教示く
ださい。

大会時の運営も含め、事業者の提案に委ねる
こととします。

107 要求水準書 設備計画 24 2 (4)
今回設備計画する上で関係する行政や事業
者と事前に協議を行っても宜しいでしょうか。

事業者の判断で行う事前協議は妨げません。

108 要求水準書 無停電電源装置 25 2 (4) ア (ｲ) d

「中央監視盤、コンピュータ等の停電時保障用
に無停電電源装置を設けること。」とあります
が、無停電電源装置の対象は、建築設備で設
置する機器と理解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

109 要求水準書 自家用発電設備 25 2 (4) ア (ｲ) e

無停電電源設備については、本事業整備では
ないと判断してよろしいでしょうか。また、発電
機電源にて供給する無停電電源設備の想定
容量をご教授願います。

無停電電源装置は本事業です。
発電機容量は施設の非常用必要とする電気
負荷に応じて事業者で判断してください。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

110 要求水準書 自家用発電設備 25 2 (4) ア (ｲ) e

自家用発電設備の燃料について、天災等によ
り自家用発電設備が稼働し燃料を消費した場
合、不可抗力扱いとなり、燃料の補充費用等
についても予め定める不可抗力のリスク分担
が適用されるのでしょうか。

電力会社からの電力供給が天災等で遮断さ
れたなど不可抗力により自家用発電機の使用
が必要と認められるときは、その燃料等の補
充にかかる費用が増加費用と認められる場合
に、当該燃料の補充費は不可抗力の規定に
基づき事業者および県が負担します。

111 要求水準書 自家用発電設備 25 2 (4) ア (ｲ) e

下記の内容で自家用発電設備が稼働した場
合の燃料の補充は貴県の負担との理解でよろ
しいでしょうか。
・災害が発生し運転
・保守点検にて運転

災害が発生した場合には、質問No.110の回答
を参照してください。
保守点検は事業者にて負担してください。

112 要求水準書 構内交換設備 25 2 (4) ア (ｲ) g

「公衆電話を設置できるようにすること」とあり
ますが、事業者は回線の敷設のみ行い、発注
者が公衆電話を設置するという理解で良いで
しょうか.

公衆電話の設置については事業者の提案に
委ねることとします。提案により設置される場
合は管理は事業者で行ってください。

113 要求水準書 構内交換設備 25 2 (4) ア (ｲ) g

「ダイヤルイン方式とし、必要に応じた回線数
とすること」とありますが、想定する回線数が
あれば、ご教示願えますでしょうか

事業者の提案に委ねることとします。

114 要求水準書 構内交換設備 25 2 (4) ア (ｲ) g

公衆電話の設置及び管理は貴県が行うという
理解でよろしいですか。

質問No.112の回答を参照してください。

115 要求水準書
構内情報通信網設
備

25 2 (4) ア (ｲ) h

ＬＡＮ機器と配線は本工事とあるが、ＬＡＮの用
途は、施設内のスタッフのＰＣをインターネット
に接続する用途として宜しいでしょうか。

ご理解のとおりですが、事業者の提案に委ね
ることとします。

116 要求水準書 構内情報通信網 26 2 (4) ア (ｲ) h

「ＷｉＦｉ環境を館内全域に設置すること」とあり
ますが、利用者用の無料ＷｉＦｉの設置でしょう
か。その場合の通信費負担は事業者でしょう
か

WiFiは施設利用者向けに整備することを想定
しています。WiFi環境については「びわ湖
FreeWiFi」を設置してください。通信費の負担
については、選定事業者の負担となります。

117 要求水準書
構内情報通信網設
備

26 2 (4) ア (ｲ) h

「ＷｉFｉ環境を館内全域に設置すること。」とあり
ますが、整備の目的は、施設利用者が無料で
インターネットに接続する用途（フリーＷｉＦｉ）で
あるとして宜しいでしょうか？その場合、通信
事業者に支払う通信費用は、サービス購入費
の対象になるとの理解で宜しいでしょうか。

質問No.116の回答を参照してください。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

118 要求水準書
構内情報通信網設
備

26 2 (4) ア (ｲ) h

「WiFi環境を館内全域に設置すること」とありま
すが、フリーWiFiを設置し施設利用者に提供す
ると考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

119 要求水準書 防犯管理設備 26 2 (4) ア (ｲ) m

防犯設備の設置条件について、例えば窓など
の開口部への防犯設備の設置については必
ずしも該当する箇所の全てである必要はなく、
事業者の提案に委ねられているとの理解でよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

120 要求水準書 防犯管理設備 26 2 (4) ア (ｲ) m

「建物出入口にて、機械設備による監視を可
能とすること。」とありますが、セキュリティ会社
による常時監視等も考えられているのでしょう
か。

セキュリティ会社による常時監視を想定してお
ります。

121 要求水準書 音響・視聴覚設備 26 2 (4) ア (ｲ) p

「メインアリーナおよびサブアリーナにアリーナ
音響設備を設置する。」とありますが、メインア
リーナとサブアリーナに同時放送可能とする必
要はないと考えてよろしいでしょうか。

それぞれ別の音響設備とし、同時放送も可能
な計画としてください。

122 要求水準書 普通充電設備 27 2 (4) ア (ｲ) s

普通充電設備を2台設置することが求められ
ていますが、どのくらい利用する人がいるので
しょうか。見込みの利用頻度等ありましたら、
ご教示いただきたく存じます。

事業者にてご判断ください。

123 要求水準書 充電設備 27 2 (4) ア (ｲ) s

充電スタンドは課金ができるようにしておくこと
との事ですが、収入については事業者の収入
になるとの認識でよろしいですか。

ご理解のとおりです。

124 要求水準書 空調設備 27 2 (4) ｲ (ｲ) b
加湿設備は事業者提案によるものと考えてよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

125 要求水準書 給水設備 28 2 (4) ウ (ｲ) a

給水使用量の計量は不要でしょうか。必要で
あれば計量対象室は飲食提供施設程度と考
えてよろしいでしょうか。

運営業務等も踏まえ、事業者にてご判断くださ
い。

126 要求水準書 排水設備 28 2 (4) ウ (ｲ) b

計画地に井戸を設けることは可能でしょうか。
可能である場合、揚水量の制限などがござい
ましたら、ご教示下さい。

災害時の備えとして設置する場合は可能とし
ます。

127 要求水準書 エレベーター設備 29 2 (4) ウ (ｲ) g

エレベーター設備について車いす、視覚障害
者対応型および20人乗り以上とするとありま
すが、搬入用についてはこの限りでないと考え
て宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

128 要求水準書 外構計画 29 2 (5) ア

通行ゲートは別紙2事業用地図記載の維持管
理区域内に設置するとの理解でよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

129 要求水準書
外構計画　基本事
項

29 2 (5) ア

外構計画は維持管理区域を対象とするとあり
ますが、西側構内道路と本施設整備エリアと
の取り合い部分の土木工事（県）施工後の状
況及びレベル若しくは断面図をご教示くださ
い。

修正別紙２に示す西側構内道路と構内道路と
の取り合い部分は、修正別紙３Ｐ１右下の記
載のとおり350ｍｍの段差が生じることとなりま
す。

130 要求水準書
外構計画　基本事
項

29 2 (5) ア

外構計画は維持管理区域を対象とするとあり
ますが、西側構内道路と建築工事で施工する
構内道路との取り合い部分の土木工事（県）
工事後の状況及びレベル若しくは断面図をご
教示ください。

質問№129の回答を参照してください。

131 要求水準書
外構計画　基本事
項

29 2 (5) ア

西側構内道路及び調整池等管理用通路の供
用開始は、本事業の供用開始日と同じと考え
てよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

132 要求水準書 外構計画 29 2 (5) ア

県が実施する基盤造成については、原則変更
しない計画とすることとありますが、競争的対
話等によりメリットがあることを認められた場合
には変更することも可能と考えて宜しいでしょ
うか。

造成工事のスケジュール上、地盤レベルを変
更することが困難であると考えておりますが、
提案内容により協議することとします。

133 要求水準書
外構計画の基本事
項

29 2 (5) ア

外構計画は維持管理区域内と限定されていま
す。そうすると、前面道路からのアプローチや
西側構内道路は整備対象外なのでしょうか。

ご理解のとおりです。

134 要求水準書 外構計画 29 2 (5) ア

維持管理区域外の西側構内道路に設ける
ゲートについて、「東側アクセス路起点部」とは
別紙3 p.2の「東側アクセス道路進入部」と同じ
ものと考えてよろしいでしょうか。また、「調整
池等管理用通路付近」の具体的な位置をご教
示ください。

東側アクセス路起点部と同様の門扉（ゲート）
について、修正別紙２に示す位置（構内道路
内）に設置をお願いします。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

135 要求水準書 外溝計画 29 2 (5) ア

東側アクセス道路端部西側の、事業用地内か
つ維持管理区域外の部分について、県が実施
する基盤整備の結果、2020年10月時点ではど
のような状況となっているかご教示ください。ま
た、事業用地内であることから、この部分を建
設工事用に使用することは可でしょうか。

修正別紙２に示す西側構内道路と本施設整備
予定エリアは、県が西側構内道路の舗装を行
う結果、修正別紙３Ｐ１右下の記載のとおり
350ｍｍの段差が生じることとなります。また、
西側構内道路と北側アプローチ部を本事業の
工事車両が通行することは想定していませ
ん。

136 要求水準書 外構計画 29 2 (5) ア

「外構計画は事業用地内の維持管理区域（別
紙2 事業用地図参照）を対象」とありますが、
「維持管理区域」ラインを別紙3「造成計画図」
の各頁にもお示し下さい。

別途、12月5日にＣＡＤデータを提供することと
します。提供方法等はホームページにおいて
お示しします。

137 要求水準書 外構計画 29 2 (5) ア

県が実施する基盤造成については、原則変更
しないこと。とありますが、北側アプローチにあ
る階段も位置等変更は不可という事でしょう
か。

質問№28の回答を参照してください。

138 要求水準書 アプローチ 29 2 (5) イ

「徒歩や車椅子により建物内へアプローチす
るためのデッキを設けること。なお、デッキ（下
部擁壁等も含む）については、維持管理区域
に含める。」とありますが、建築工事の4号逆Ｔ
擁壁に付随する階段も事業者側の工事と考え
てよろしいでしょうか。
また、デッキの配置によっては階段位置形状
を変更してもよろしいでしょうか。

階段については県により施工します。修正別
紙3P19～P21を参照してください。
後段については質問№28の回答を参照してく
ださい。

139 要求水準書
外構計画　アプロー
チ

29 2 (5) イ

業務要求水準書（案）の時点で記載のあった
大型バス５台の待機場の記載がありません。
大型バスの待機場は必要ありませんか。ご教
示ください。

大規模大会終了時等、乗客のスムーズな乗車
のために大型バス待機場（５台程度）は、必要
と考えております。

140 要求水準書
外構計画　アプロー
チ

29 2 (5) イ

大型バスの待機場が必要な場合、バスの種別
及び計画位置をご教示ください。

バスの種別については、約50人乗車で、体育
館周辺の維持管理区域内を想定しておりま
す。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

141 要求水準書 アプローチ 29 2 (5) イ

車両等によるアプローチである大津市道幹
2153号との接続部、および東側アクセス路起
点部付近の道路交差部には、供用開始日まで
に県として交通信号を整備することを検討して
いるのでしょうか。

交通信号の整備は考えておりません。

142 要求水準書 アプローチ 29 2 (5) イ

アプローチ部の引込車路、路線バス停留所、
大型バス駐車帯は、別紙3のP.2北側アプロー
チ部平面図が与条件と考えてよろしいでしょう
か。

アプローチ部の引込車路、路線バス停留所に
ついては修正別紙3　P.2北側アプローチ部平
面図が与条件です。

143 要求水準書 駐車場・駐輪場 29 2 (5) ウ

常設及び臨時駐車場台数は900台以上とあり
ますが、その内訳は事業者提案によるものと
理解してよろしいでしょうか。

質問№58の回答を参照してください。

144 要求水準書
外構計画　駐車場・
駐輪場

29 2 (5) ウ

常設・臨時合わせて９００台以上の駐車場を確
保することとの記載がありますが、常設と臨時
それぞれの確保台数の規定があればご教示
下さい。

質問№58の回答を参照してください。

145 要求水準書
外構計画　駐車場・
駐輪場

29 2 (5) ウ
１台あたりの駐車区画寸法及びその区分ごと
の確保台数の規定はありますか。

機能性、安全性に配慮のうえ、事業者の提案
に委ねることとします。

146 要求水準書
外構計画　駐車場・
駐輪場

29 2 (5) ウ

軽自動車専用区画を設けてもよろしいでしょう
か。また、軽自動車専用区画を確保台数のう
ち数としてもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。機能性、安全性に配慮し
てください。

147 要求水準書
外構計画　駐車場・
駐輪場

29 2 (5) ウ

職員通勤用、管理用の駐車場及び駐輪場は
要求台数のうち数と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

148 要求水準書 外構計画 29 2 (5) ウ

常設・臨時合わせて900台以上の駐車場を確
保することとありますが、従業員用の駐車台数
を900台のうち数として宜しいでしょうか。

質問No.147の回答を参照してください。

149 要求水準書 外構計画 29 2 (5) ウ
テレビ中継車および電源車の駐車スペースの
指定があればご教示ください。

事業者の提案に委ねることとします。

150 要求水準書
駐車場課金システ
ム

29 2 (5) ウ

駐車場や駐輪場に課金装置は不要として宜し
いでしょうか。

必須ではありません。ただ要求水準書におい
てお示ししている駐車場料金については、周
辺機関と調整の上設定したものであることか
ら、配慮いただきたいと考えています。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

151 要求水準書 駐車台数 29 2 (5) ウ

常設・臨時合わせて900台以上の駐車場の確
保とありますが、事業敷地内に事業用含め設
置レベル問わず900台以上確保するという認
識でよろしいでしょうか。

維持管理区域内に900台以上確保してくださ
い。

152 要求水準書 駐車場・駐輪場 30 2 (5) ウ

屋根付き障害者用駐車場や屋根付き駐輪場
については延べ床面積13,500㎡程度に含まな
いものと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

153 要求水準書
障害者用駐車ス
ペース

30 2 (5) ウ
障害者用駐車スペースは、全台数屋根付とし
なければならないでしょうか。

ご理解のとおりです。

154 要求水準書
外構計画　駐車場・
駐輪場

30 2 (5) ウ

西側構内通路に業務要求水準書（案）の時点
で記載のあった自転車通路の記載がありませ
ん。維持管理区域内への自転車のアクセスは
どのように考えればよろしいでしょうか。

自転車については、北側アプローチ部と東側
アクセス道路を通じて本施設整備エリアへ進
入する方法を想定しています。

155 要求水準書
外構計画　駐車場・
駐輪場

30 2 (5) ウ
駐輪場は維持管理区域外である市道と同じレ
ベルの部分に設置可能でしょうか。

不可とします。

156 要求水準書 多目的広場 30 2 (5) エ

芝生の活用とありますが、天然芝、人工芝は、
事業者の提案で良いでしょうか。また、必ず芝
生を設けなければいけないでしょうか。

芝生の仕様については事業者の提案に委ね
ることとします。必ずしも芝生を設ける必要は
ありませんが、配慮いただきたいと考えていま
す。

157 要求水準書 外構計画 30 2 (5) エ
多目的広場の芝生に関しては、人工芝でも可
能でしょうか。

質問No.156の回答を参照してください。

158 要求水準書 多目的広場 30 2 (5) エ

芝生の活用について、要求水準書（案）に関す
る質疑回答No.133で「面積については、入札
公告時にお示しします」とありましたが、お示し
いただけますでしょうか。

多目的広場の面積は約8,700㎡とします。芝生
の面積については、事業者提案に委ねること
とします。

159 要求水準書 多目的広場 30 2 (5) エ
適切な排水計画を行うとありますが、造成段
階での排水計画をご教示願います。

修正別紙3Ｐ8を参照して下さい。

160 要求水準書
施設計画に関する
要求水準

30 2 (5) エ

芝生の活用に配慮する事と記載があります
が、芝生の面積指定はありますでしょうか。ご
教示願います。

質問No.158の回答を参照してください。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

161 要求水準書
外構計画　多目的
広場

30 2 (5) エ

芝生の活用に配慮することとの記載がありま
すが、臨時駐車場としての利用を重視して、芝
生無しでもよろしいでしょうか。

質問No.156の回答を参照してください。なお、
多目的広場については、臨時駐車場としての
利用ではなく、多目的広場としての利用を重視
してください。

162 要求水準書
外構計画　多目的
広場

30 2 (5) エ

芝生の活用に配慮することとの記載がありま
すが、芝生は多目的広場の全面に設置しなく
てもよろしいでしょうか。

質問No.158の回答を参照してください。

163 要求水準書
外構計画　多目的
広場

30 2 (5) エ
芝生は人工芝としてもよろしいでしょうか。 質問No.156の回答を参照してください。

164 要求水準書 多目的広場 30 2 (5) エ

「臨時駐車場」「芝生の活用に配慮」とあります
が、業務要求水準書(案)に関する質問への回
答（H30.4.27)№136～139の通り、「維持管理
面」や「芝生の活用に配慮」しつつ、人工芝や
芝以外の仕様等、事業者提案に委ねるとの理
解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

165 要求水準書 多目的広場 30 2 (5) エ
芝生の活用に配慮とありますが、人工芝の採
用は認められますでしょうか。

質問No.156の回答を参照してください。

166 要求水準書 車路、機器等搬入 30 2 (5) オ

維持管理区域内の雨水調整池の周囲を通り、
南側へ抜ける構内通路がありますが、この車
路はどのような利用を想定されたものでしょう
か？

水路の管理用通路として利用するほか、近隣
住民等の通行用に開放することを想定してい
ます。ただし、雨水調整池周辺は維持管理区
域外です。

167 要求水準書 事業用地内の植栽 30 2 (5) カ

「開発条件で必要な緑地については、大津市
と協議が必要となる場合がある。」とあります
が、緑地以外の開発条件でわかっていること
があればお教えください。

現時点ではありません。

168 要求水準書 事業用地内の植栽 30 2 (5) カ
開発条件で必要緑地のより詳細な情報をご教
示いただきたく存じます。

現時点ではありません。

169 要求水準書 事業用地内の植栽 30 2 (5) カ
「事業用地内の植栽」とありますが、「維持管
理区域内の植栽」の誤植でしょうか。

ご理解のとおりです。

170 要求水準書 事業用地内の植栽 30 2 (5) カ

「事業用地内の植栽」とありますが、業務要求
水準書(案)に関する質問への回答（H30.4.27)
№142の通り、選定事業者が行う計画・整備範
囲は、「維持管理区域内」とし、維持管理区域
外は整備対象外との理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

171 要求水準書 外構計画 30 2 (5) キ

雨水の排水先については、県が整備する雨水
調整池とするとありますが、排水管の接続位
置や高さに制限があればご教示ください。

修正別紙3Ｐ7を参照して下さい。

172 要求水準書
維持管理区域内の
外灯

31 2 (5) ク

主要な動線の範囲および駐車場・駐輪場に設
置とありますが、この内臨時駐車場は不要と
考えて宜しいでしょうか。

多目的広場内は不要ですが、臨時駐車場とし
て利用することも踏まえ、周囲に設置するなど
事業者にてご判断ください。

173 要求水準書
維持管理区域内の
舗装

31 2 (5) ケ

「透水性舗装等による雨水浸透機能に配慮」と
ありますが、構内道路の舗装の仕様は別紙3
P.3の舗装の仕様と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

174 要求水準書 外構計画 31 2 (5) コ

前面道路および主要幹線道路における誘導・
案内標識とありますが、公園全体で共通した
仕様があれば資料をご提示頂けないでしょう
か。

設置にあっては、県および関係官公庁と十分
に協議を行うこととしますが、現在設置してい
る誘導・案内標識を参考（参考資料４　びわこ
文化公園都市施設案内標識設置状況）として
お示しします。

175 要求水準書 敷地 31 3 (2) ア

確認申請上の敷地境界の確定測量は本業務
に含まないものと考えて宜しいでしょうか。建
築に必要な測量の範囲の詳細が不明です。

修正別紙３Ｐ４に示します確認申請敷地範囲
を設定していただくこととなりますが、県で実施
します造成工事後に詳細な測量をお示ししま
す。従いまして本業務において確定測量を実
施して下さい。

176 要求水準書 コスト管理計画書 32 3 (1) ウ

コスト管理計画書について、「建設工事着手前
（実施設計完了時）のコスト管理計画書は、内
訳明細書に基づくものとし、」とありますが、設
計期間中については、基本設計時の金額が概
算であるため、設計変更項目の管理表による
概算金額にて管理し、実施設計完了後の変更
について、内訳明細書に基づく変更前後の数
量・単価・金額を含む内容で作成すると考えて
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

177 要求水準書 事前調査業務 32 3 (2) ア

3（2）事前調査業務の「施設整備に必要な官公
庁許認可手続」とP.37（4）ウ(ア)着工前業務の
「各種申請業務」の区別がわかりにくいので、
「施設整備に必要な官公庁許認可手続」の内
容を例示してください。

「施設整備に必要な官公庁許認可手続き」とし
て、例えば、造成（擁壁含む）工事を行う場合
は、宅地造成法の許可等が必要となります。
事業者にてご確認ください。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

178 要求水準書 事前調査業務 32 3 (2) ウ

建設工事着工に先立ち、近隣地区住民への
事前調査・建設工事等の説明とありますが、
近隣地区住民とは上田上連合自治会と理解し
ますが、自治会単位の説明等は不要と考えて
宜しいでしょうか。

これまで自治連合会のほか、大津市中野町、
芝原町への説明を行ってきており、今後も自
治会単位の説明は必要であると考えておりま
す。また、滋賀県、大津市および草津市の条
例、指導等に従い対応していただくことになり
ます。

179 要求水準書 近隣地区住民 32 3 (2) ウ

近隣地区住民の理解が得られず、更なる調整
を行っても理解が得られないことを選定事業
者が明らかにした場合には、これにかかる増
加費用や遅延の責任は、選定事業者にて負
わないものと理解してよろしいでしょうか。

事業契約書（案）第29条第6項に示すとおりで
す。

180 要求水準書 事前調査業務 32 3 (2) ウ

近隣地区住民への事前調査・建設工事等の
説明範囲をご教示ください。また、近隣地区住
民より、建設工事等に関して作業時間、工事
車両動線等、あらかじめ意見、要望等がありま
したら、ご教示ください。

前段については、質問No.178の回答を参照し
てください。
後段については、「工事期間中等医大前の道
路等渋滞は発生しないのか」等の意見を頂い
ています。今後実施する説明会等において他
の要望等が出る可能性があります。

181 要求水準書 事前調査業務 32 3 (2) ウ

建設工事の説明にあたり、工事車両の進入路
の制限はありますでしょうか。また工事車両
は、北側前面道路、東側アクセス道路からの
出入りが可能との理解でよろしいでしょうか。

前段については、質問No.40およびNo.42の回
答を参照してください。
後段については、工事車両は、原則、東側ア
クセス道路からの出入りを想定しています。

182 要求水準書
設計業務期間にお
ける設計変更

33 3 (3) ウ (ｵ)

選定事業者に追加的な費用（設計費用、直接
工事費、将来の維持管理費等）が生じたとき
は、県が当該費用を負担するものとし、費用の
減少が生じたときは、本事業の対価の支払額
を減額するものとすると記載がありますが、そ
の増減のベースとなるモノは何でしょうか。

事業者が作成して県の承認を受けた工事費内
訳書がベースとなります。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

183 要求水準書 提出書類 34 3 (3) ウ (ｶ)

基本設計完了時の提出書類について、基本設
計終了時点では、行政手続き等により書類作
成を完了できない書類も想定されますので、そ
の場合は提出期日について別途ご協議いた
だけるものと理解してよろしいでしょうか。
実施設計完了時の提出書類についても同様
の理解でよろしいでしょうか。

やむを得ない事情がある場合のみ、協議する
こととします。

184 要求水準書
基本設計図　電気
設備設計図

34 3 (3) エ (ｱ) a (c)
音圧分布図が必要となる室名をご教示くださ
い。

メインアリーナとサブアリーナを想定していま
す。

185 要求水準書
基本設計図　電気
設備設計図

34 3 (3) エ (ｱ) a (c)

音圧分布図とは「別紙9 音響・機構設備リスト」
に示されるスピーカーからの音圧分布と考え
てよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

186 要求水準書 鳥瞰図・透視図 35 3 (3) エ (ｱ) c (d)

景観シミュレーションとは具体的にどのような
成果品を要求されていますでしょうか。

新県立体育館をコンピューターグラフィックで
作成し、写真と合成したもの等を想定してま
す。

187 要求水準書
実施設計図　照明、
音響設計計算書

36 3 (3) エ (ｲ) c (c)

音響設計計算書が必要となる室名をご教示く
ださい。

メインアリーナとサブアリーナを想定していま
す。

188 要求水準書
実施設計図　照明、
音響設計計算書

36 3 (3) エ (ｲ) c (c)

音響設計計算書とは、講演会を想定した残響
時間の計算と考えてよろしいでしょうか。それ
以外若しくはそれ以外も含む場合、必要となる
計算内容をご教示ください。

事業者にてご判断ください。

189 要求水準書
積算数量算出書、
数量調書

36 3 (3) エ (ｲ) ｆ

業務要求水準書(案)に関する質問への回答
（H30.4.27)№159の質問回答の通り、工事費内
訳書等で数量が把握できることを前提として、
積算数量算出書、数量調書の提出は不要とし
てよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

190 要求水準書 模型 36 3 (3) エ (ｲ) k

模型の材質に指定はないものと考えてよろし
いでしょうか。また、展示用のケースは不要と
考えて宜しいでしょうか。

前段については、特に指定はありません。後
段については、必要とします。

191 要求水準書 鳥瞰図・透視図 36 3 (3) エ (ｲ) l
鳥瞰図１アングル、透視図４アングルの計５枚
の理解で宜しいでしょうか。

事業者の提案に委ねることとします。

35



該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

192 要求水準書 鳥瞰図・透視図 36 3 (3) エ (ｲ) l

実施設計の鳥瞰図・透視図は基本設計で作成
したアングルと同じと考えて宜しいでしょうか。

事業者の提案に委ねることとします。

193 要求水準書
着工前業務・業務内
容

37 3 (4) ア

建設工事の着工前に必要となる各種申請業
務の詳細は、ウ 要求水準(ｱ) 各種申請業務
・建設工事の着工に先立ち、関係法令等で定
められた建築確認申請等の建設工事に伴う各
種申請の手続を事業スケジュールに支障がな
いように実施することと記載がありますが実施
設計業務のあとに確認申請というスケジュー
ルを正としてよいでしょうか。

より効率的な事業スケジュールとなるよう、同
時並行で進める等も含め、事業者にてご判断
ください。

194 要求水準書 設計業務 37 3 (4) ウ (ｱ)
確認申請の建築主はSPCで宜しいでしょうか。 ご理解のとおりです。

195 要求水準書 設計業務 37 3 (4) ウ (ｱ)
民間確認検査機構への確認申請は可能でしょ
うか。

可能です。

196 要求水準書 着工前業務 37 3 (4) ウ (ｱ)

建築確認申請等の各種申請手続については
着工前業務のため実施設計完了後の扱いと
し、実施設計図には申請による指摘事項の内
容は含まれないと考えて宜しいでしょうか。

確認申請は、着工前業務として終えていること
が前提であり、申請による指摘事項の内容は
設計業務に含むものとします。

197 要求水準書 工事計画の策定 37 3 (4) ウ (ｲ)

「関係官公庁との協議に起因する工事の遅延
については、選定事業者の責任とする」とあり
ますが、事業者の責めに帰さない理由により
許認可等が遅れ工事が遅延した場合は、選定
事業者の責任ではないと思料いたしますがい
かがでしょうか。

官公庁による法令に反した許認可の遅れは、
事業者に責任がないものとし、事業契約第34
条第１項により引渡予定日の変更を求めるこ
とができます。

198 要求水準書
建設に伴う近隣対
応・対策

39 3 (5) ウ (ｴ)

工事施工中の留意点として、「合理的に要求さ
れる範囲の近隣地区住民対応を実施するこ
と」、とありますが、貴県で想定される範囲があ
ればご教示願います。

個別の要求の内容に応じて判断していくことに
なります。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

199 要求水準書
工事施工中におけ
る留意点

39 3 (5) ウ (ｴ)

「周辺地域に悪影響を与えた場合は、選定事
業者の責任において対応すること」とあります
が、合理的な範囲内で近隣地区住民対応を実
施したにもかかわらず、それでも悪影響を与え
た場合は、選定事業者の責任ではなく、発注
者のリスクと思料いたしますがいかがでしょう
か。

施設の建設工事にかかる近隣対応について
は、事業契約書（案）第29条に定めるとおりで
す。

200 要求水準書 近隣地区住民 39 3 (5) ウ (ｴ)

「選定事業者は、近隣地区住民等に対して、
事業に関する説明等を十分に行い、合意形成
を図った上で、円滑に事業を実施すること。」と
ありますが、32頁第2-3(2)ウでは、本事業の実
施に関する説明および調整等は県が実施す
る、と規定されております。「事業」ではなく、
「本件工事」と修正いただけないでしょうか。

今回の事業については、工事だけでなく施設
の運営も含まれることから原文のとおりとしま
す。

201 要求水準書 県との調整 39 3 (5) ウ (ｵ)
施設整備部会の開催頻度についてご教示くだ
さい。

月に１度程度を想定しております。

202 要求水準書 完成後業務 39 3 (6) ア
什器備品の調達について、その一部を運営企
業が行ってもよろしいでしょうか。

事業者が什器備品の調達業務を運営企業に
委託することは可能です。

203 要求水準書
シックハウス対策の
検査

40 3 (6) ウ (ｱ) a

シックハウス対策の検査において、室内濃度
測定する諸室の想定がありましたら、ご教示
下さい。

「官庁営繕部におけるホルムアルデヒド等の
室内空気中の化学物質の抑制に関する措置
ついて」（平成24年4月5日　国営整第4号）によ
り想定してください。

204 要求水準書
工事完成図書の作
成・提出

40 3 (6) ウ (ｳ)

提出する工事完成図の「体裁、部数等につい
ては、別途県の指示に従うこと。」とのことです
が、どのような体裁で、何部提出すれば良い
かにつき、ご教示ください。

完成図の種類、記入内容および様式は「公共
建築工事標準仕様書」により作成し、原図、Ｃ
ＡＤデータおよびその複写図（縮小版Ａ４サイ
ズ製本）４部とします。

205 要求水準書
開業準備責任者に
ついて

43 1 (3)

開業準備責任者は開業するとその役割を終え
ますが、開業後の運営責任者との兼務は可能
でしょうか。

開業準備責任者を引き続き運営業務責任者
に充てることは可能です。

206 要求水準書
館長および開業準
備業務責任者等の
配置

43 1 (3)
館長と開業準備責任者は兼務可能でしょう
か。

不可とします。

207 要求水準書
館長および開業準
備業務責任者の配
置

43 1 (3)
館長が開業準備業務責任者を兼ねる事は可
能でしょうか。

質問No.206の回答を参照してください。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

208 要求水準書 開業準備 44 2 (3)

予約システムの整備業務について、現在、滋
賀県が使用している予約システムは、あります
でしょうか。もし、ある場合は、そのシステムを
活用することは、可能でしょうか。

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの公演や滋
賀県立陶芸の森での講座等については、シス
テムによる申込みができます。ただし、本事業
においてそれらを活用することはできません。

209 要求水準書
予約の受付方法に
ついて

44 2 (3)

記載の4つの項目には具体的な記載がありま
せんが、他に予約システムの機能、運営にお
いて制限はなく、事業者の提案で良いとの理
解でよいでしょうか。利用登録、団体登録、入
金方法、キャンセルポリシーなど。

ご理解のとおりです。

210 要求水準書 開業準備業務 44 2 (3)

予約システムは開業準備期間中にシステムを
稼働しておくものか、開業準備期間中に整備
するものかご教示ください。

予約システムは、開業準備期間開始時には稼
働できるようにしてください。

211 要求水準書 開業準備業務 44 2 (3)

予約システムにおいて、ネット上での課金や料
金徴収など示されておりませんが、想定されて
おりますでしょうか。具体的な整備内容は事業
者提案ということでしょうか。

ネット上での課金や料金徴取などについては
事業者の提案に委ねます。

212 要求水準書 開業準備業務 44 2 (3)

予約システムにおいて、システムの機器やソフ
トの所有権は事業者でしょうか発注者でしょう
か。

発注者とします。

213 要求水準書 開業準備業務 44 2 (3)

本予約システムをSPCの運営管理システム
（会計管理・顧客管理・プログラム管理・会議
DB）などと連動させてもよろしいでしょうか。

可能です。ただし、事業期間終了時には切り
離せるようにしてください。

214 要求水準書
事前広報・利用受付
業務

44 2 (4) ア (ｱ)

開業２ヶ月前までに本施設のパンフレットを作
成することになっておりますが、本施設の引き
渡しを終えてから館内の写真撮影などを行い
パンフレット作製を想定しており、開業準備期
間中に施設パンフレットを作成することでもよ
ろしいでしょうか。

原文のとおりとします。

215 要求水準書
事前広報・利用受付
業務

44 2 (4) ア (ｲ)
開業前の利用受付は、共用開始の何ケ月前
から想定しておりますでしょうか。

供用開始前からの利用受付時期については、
事業者と協議します。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

216 要求水準書 開業前の利用受付 44 2 (4) ア (ｲ)

利用受付業務については、指定管理者として
利用許可を行うことが可能で、料金の収受に
ついても可能と理解してよろしいでしょうか。ま
た、本文中の「これによらない方法による利用
受付が必要な場合」の「独自の受付方法」とは
具体的にどのような方法を想定されております
でしょうか。

前段については、開業準備期間中に利用許可
や料金の収受を行うことは想定していません。
後段については、現段階において想定してい
る方法はございません。なお、開業準備期間
中の具体的な利用受付方法等については、県
と事業者で協議して決定します。

217 要求水準書
事前広報・利用受付
業務

44 2 (4) イ (ｱ)

開館式典の主催者は発注者、内覧会・開館記
念イベントは、事業者の主催で宜しいでしょ
か。また県が別途で杮落しの式典やイベントを
計画しておりますでしょうか。

開館式典および内覧会ともに主催者は県で、
実施主体は事業者です。また、別途県が開館
に伴いイベントを実施することは想定しており
ません。

218 要求水準書
開館式典及び内覧
会の実施について

44 2 (4) イ (ｱ)
開館式典及び内覧会に掛かる費用も当事業
費に含むと考えてよよいのでしょうか？

ご理解のとおりです。

219 要求水準書
開館式典および内
覧会等の実施

44 2 (4) イ (ｱ)
開館式典および内覧会の実施費用も本業務
に含まれるという理解で宜しいでしょうか。

質問No.218の回答を参照してください。

220 要求水準書 開館記念イベント 45 イ (ｲ)

開館記念イベントについても本業務に含まれ
るという理解で宜しいでしょうか。また、当イベ
ントの参加予定人数は何名を想定すれば宜し
いでしょうか。

前段については、ご理解のとおりです。
後段については、他施設の状況を参考に本施
設のPRになる規模を提案してください。

221 要求水準書 開館時間 46 1 (4) イ

競技団体交流室の使用時間についても指定
の開館時間内と理解し、休館日についても事
業者提案と理解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

222 要求水準書 開館時間 46 1 (4) イ

「必要に応じて前後１時間程度の柔軟な対応」
が必要な大会開催について、現時点で貴県が
想定している年間回数をご教示下さい。また、
当該大会のおおよその規模(動員数　1回あた
りの日数等)をご教示下さい。別紙１１に収入
換算された利用実績の開示を頂いております
が、具体的にどのような規模の大会が年間何
回程度あり、１回あたり複数日に亘る場合はそ
の日数をご教示頂きたい。

参考としてウカルちゃんアリーナ（現県立体育
館）の実績をお示しします。（平成29年度にお
いて早朝利用を78回、夜間超過利用を11回実
施）
また、大会等の実績については、参考として
（参考資料２　ウカルちゃんアリーナ（現県立体
育館）利用実績）をお示しします。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

223 要求水準書 業務期間 47 1 (5) イ

2024年開催の第79回国民体育大会・第24回
全国障害者スポーツ大会期間中に一般利用
（トレーニング室・多目的室）などに利用制限
はありますでしょうか。

両大会における利用の詳細については、別途
調整することとします。

224 要求水準書 業務期間 47 1 (5) イ

国体期間中の施設利用料（駐車場含む）及び
水光熱費の取り扱いはどの様に規定されてお
りますでしょうか。

両大会における利用の詳細については、別途
調整することとします。

225 要求水準書
館長および責任者
について

47 1 (6) ア

各業務責任者は総括責任者（P43にて総括責
任者＝館長）と兼ねることができると記載され
ています。以前質問回答205では館長が運営
業務責任者を兼ねることは許容していません
となっており、齟齬があります。この違いを教
示ください。

総括責任者が各業務責任者を兼ねることはで
きません。なお、要求水準書を修正します。

226 要求水準書
館長および各業務
責任者

47 1 (6) ア

「各業務責任者は、総括責任者と兼ねることが
できる」とありますが、総括責任者とは館長と
同意でしょうか。

総括責任者とは館長のことです。また、質問
No.225の回答を参照してください。

227 要求水準書
館長および各業務
責任者

47 1 (6) ア

「館長は体育館の維持管理・運営に関する豊
富な経験を有し、施設全体の・・・能力を備えた
ものとする。」とありますが、経験年数等希望
条件はありますでしょうか。

要求水準書記載のとおりです。

228 要求水準書
館長および各業務
責任者

47 1 (6) ア

各業務責任者は、館長の指揮のもと、維持管
理業務、運営業務それぞれの管理を行うた
め、それぞれＳＰＣまたは維持管理業務を担う
企業、ＳＰＣまたは運営業務を担う企業が直接
雇用する正社員をそれぞれ配置する事とあり
ますが、維持管理業務責任者（常駐員）を
100％出資子会社正社員で可能でしょうか。

不可とします。

229 要求水準書
(6) 業務を担当する
従業者の配置

47 1 (6) ア

各業務責任者は、館長の指揮のもと、維持管
理業務、運営業務それぞれの管理を行うた
め、それぞれＳＰＣまたは維持管理業務を担う
企業、ＳＰＣまたは運営業務を担う企業が直接
雇用する正社員をそれぞれ配置することあり
ますが、再雇用職員も正社員と理解してよろし
いか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

230 要求水準書
館長および各業務
責任者

47 1 (6) ア

開業準備期間中の館長と、維持管理・運営期
間中の館長を異なる人物とすることは可能で
しょうか。

不可とします。

231 要求水準書
館長および各業務
責任者

47 1 (6) ア

総括責任者は、維持管理業務責任者と運営
業務責任者の双方を兼ねることができるとの
理解でよろしいでしょうか。

不可とします。また、質問No.225の回答を参照
してください。

232 要求水準書
館長および各業務
責任者

47 1 (6) ア

維持管理業務責任者の代理を運営業務責任
者や運営業務担当者が行う事は可能でしょう
か。併せて、運営業務責任者に関する維持管
理業務責任者や維持管理業務担当者による
代理の可否についても御教示下さい。

いずれも不可とします。

233 要求水準書 イ 業務担当者 47 1 (6) イ

トレーニング室または体力測定室にはトレーニ
ング方法の指導を行う業務担当者を常時１名
以上配置し、そのうち１名は、トレーニング指
導士やスポーツプログラマー等の資格を有す
る者または同等以上の能力を有する者を配置
することとありますが、同等以上の能力を有す
る者の具体的な能力・資格基準をお示しくださ
い。

トレーニング指導士やスポーツプログラマー等
の資格を有していない者で、トレーニング指導
やスポーツプログラマーとしての経験が豊富な
者が考えられます。

234 要求水準書 業務担当者 48 1 (6) イ

「維持管理業務を担当する従業者のうち１名
は、電気主任技術者の資格を有すること」とあ
りますが、法令上の必要な資格を満たしてい
れば、必ずしも資格者を施設に常駐しなくても
よく、外部へ資格選任することで良いでしょう
か。

ご理解のとおりです。

235 要求水準書 業務担当者 48 1 (6) イ

「維持管理業務を担当する従業者のうち１名
は、防火管理者の資格を有すること」とありま
すが、技術者としてのスキルを有していれば良
いとの認識で宜しいでしょうか。また、施設の
防火管理者の届出選任は施設を総括する館
長やP63（2）総合管理・運営業務を担う運営業
務従業者より選任するという認識で宜しいで
しょうか。

前段については、資格を有することが要求水
準です。
後段については、ご理解の方法でも可能とし
ます。

236 要求水準書 施設管理台帳 49 1 (10)
貴県の想定する施設管理台帳の内容につい
てご教示下さい。

諸室ごとに規模や設備・備品等が記録され、
それら設備の修繕履歴等が記載されているも
のを想定しております。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

237 要求水準書 指定管理者制度 49 1 (11) ア

本業務の候補者に選定された業者が、指定管
理者として指名されるということになると想定し
ていますが、いつ指定されますか。

本事業の本契約と同時期を予定しています。

238 要求水準書 基本方針 51 2 (2)
既存体育館の年間の光熱水費について資料
があれば、ご提示願います。

参考として（参考資料１　ウカルちゃんアリーナ
（現県立体育館）光熱水費実績）をお示ししま
す。

239 要求水準書 緊急修繕業務 52 2 (3) イ (ｵ)

「利用者・従業者・不審者の故意・過失で生じ
た破損」とありますが、これは事業契約書（案）
第11章に記載されている「不可抗力」による損
害という理解でよろしいでしょうか。

具体的な状況によりますが、質問にある状況
は概ね不可抗力には該当しません。

240 要求水準書 定期点検 54 2 (4) イ (ｳ)

「定期点検においては ～ 納入メーカーによる
実施を基本とすること。」とありますが、本内容
を満たしたうえで、定期点検について、メー
カー点検指定やフルメンテナンス契約の指定
は無く、すべて事業者の提案によるとの理解
でよろしいですか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

241 要求水準書
緊急修繕業務につ
いて

54 2 (4) イ (ｶ)

記載の通り業務要求水準書では規定されてお
りますが、“指定避難所”として避難民を受け
入れる防災拠点としての役割を担う場合に「別
紙7　什器･備品リスト」とは別に応急処置に必
要な資機材（AEDなど）、備蓄品（飲料水・食糧
など）を管理しておく必要があると考えられま
す。しかし、これらについては「業務要求水準」
では記載がございません。資機材（AEDな
ど）、備蓄品（飲料水・食糧など）については自
治体からご提供いただけるのでしょうか？ま
た、ご提供いただける場合は「別紙7　什器･備
品リスト」と同じような形で“資機材、備蓄品リ
スト”をご提供いただくことは可能でしょうか。
(2)ご提供いただけない場合は選定事業者の
責任において準備する必要があるのでしょう
か、その場合に準備するべき資機材、備蓄品
の数量についてご教示下さい。合わせて資機
材、備蓄品を購入する場合の費用負担の考え
方についてご教示下さい。
(3)なお、防災拠点の運営について取り纏めた
マニュアルなどは整備されていますでしょう
か？もし、整備されたマニュアルなどがある場
合はご提供いただくことは可能でしょうか。

質問No.75の回答を参照してください。

242 要求水準書
備品等保守管理業
務

56 2 (5) ウ (ｱ)

体育器具やトレーニング機器の日常点検は運
営事業者が行う為、運営業務を担う者が備品
等保守管理業務を担うことは可能でしょうか。

可能とします。

243 要求水準書
備品等保守管理業
務

56 2 (5) (ｲ)

備品等管理は維持管理業務の項目に含まれ
ていますが、一部の備品、消耗品等につい
て、業務の効率化や安全確保の目的で、運営
企業が保守・管理を行ってもよろしいでしょう
か。

可能とします。

244 要求水準書 除雪業務 57 2 (7) ア

除雪業務の対象は維持管理区域内とされてい
ますが、「東側アクセス道路」についても維持
管理区域内であるとの理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

245 要求水準書 衛生消耗品 59 2 (10) イ

トイレットペーパー、水石鹸等の衛生消耗品
(事業者の負担となるもの全て)について、現県
立体育館での消耗実績を直近３年度分程度ご
開示下さい。

参考として、ウカルちゃんアリーナ（現県立体
育館）トイレットペーパーの購入実績をお示し
します。
平成27年度　2,340個（130ｍ巻）
平成28年度　2,400個（130ｍ巻）
平成29年度　2,640個（130ｍ巻）

246 要求水準書 廃棄物処理業務 60 2 (10) ウ (ｱ) c

現県立体育館での廃棄物の収集・運搬・処理
実績の内訳(一般廃棄物、産業廃棄物等)を直
近３年分程度ご教示下さい。

参考として、ウカルちゃんアリーナ（現県立体
育館）の産業廃棄物処理実績をお示しします。
平成27年度　８㎥
平成28年度　10㎥
平成29年度　９㎥

247 要求水準書
維持管理業務（植栽
管理業務）の範囲に
ついて

61 2 (11) ア

植栽管理業務の対象区域について、大規模災
害（台風、豪雨）等により、対象区域外の樹林
地からの倒木、土砂・流水等が発生した場合
には、別途対応費用を県に負担していただくこ
とは可能でしょうか。

当該対応が要求水準書で定める事業者の業
務範囲を超えると認められるものについては、
県が実施します。

248 要求水準書 警備業務 61 2 (12) ウ

事業者が有人警備を行うことや警備体制を整
える趣旨や役目は、大会時等の施設利用者
が多い場面における地震や火災等の災害発
生時の安全避難誘導や、主催者の大会計画
やその運営において利用者の混乱を避け、安
全が確保できているかを確認、指導することで
あり、事業者が配置した警備員が自ら大会参
加者や観客を誘導・案内等することが目的で
はない(主催者が観客を誘導・案内等を行う)と
いう認識でよろしいでしょうか。

大会参加者や観客を誘導・案内等する主たる
役割は大会主催者が担うものとしますが、選
定事業者は施設管理者として利用者の安全を
確保できる体制を整えることとしてください。

249 要求水準書 警備業務 61 2 (12) ウ

現県立体育館において、指定管理者等が主催
者とは別に「必要に応じた有人警備」を行った
実績及び対象の大会規模(動員人数、１回あ
たりの開催日数)について、直近３年分程度を
ご開示下さい。

ウカルちゃんアリーナ（現県立体育館）の現指
定管理者より直近３年間において、実施した実
績は無いとの報告を受けています。

250 要求水準書
競技団体交流室の
維持管理等業務

61 2 (13)

貴県や使用を予定している競技団体におい
て、現時点で想定している「競技団体交流室」
の利用頻度等(月間平均利用回数・時間・人
数)についてご開示下さい。

質問No.100の回答を参照してください。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

251 要求水準書
競技団体交流室の
維持管理等業務

61 2 (13)

什器・備品について、利用を予定している競技
団体の要望等は全て要求水準書に反映され
ているとの理解でよろしいでしょうか。要求水
準に反映されていないものの、利用を予定して
いる競技団体から整備内容や維持管理面で
の要望が出ている場合は、その内容について
ご開示下さい。

利用想定団体からの要望を踏まえ、要求水準
書を作成しています。

252 要求水準書 警備業務 62 2 (12) ウ

現県立体育館において、放置自転車等持ち主
が不明で、一定期間保管した後、処分した実
績(台数)を直近３年分程度ご開示下さい。ま
た、本事業において処分する場合の処分費用
については貴県にて負担頂けるとの認識で宜
しいでしょうか。

お示しできるデータはございませんが、ウカル
ちゃんアリーナ（現県立体育館）の現指定管理
者より直近３年間において、数台程度との報
告を受けています。また、処分費用は事業者
において負担してください。

253 要求水準書
協議団体交流室の
維持管理等業務

62 2 (13) イ

競技団体交流室を利用する競技団体の総数
について想定値がありましたらご教示いただ
けますでしょうか。

質問No.100の回答を参照してください。

254 要求水準書
(13) 競技団体交流
室の維持管理等業
務

62 2 (13) イ

県は、体育館導入機能として、競技団体の組
織・運営体制を強化し、継続して競技力の向
上やスポーツ・健康づくりに取り組めるよう、本
施設に競技団体の事務スペースとして競技団
体交流室を設置するとされています。競技団
体交流室を使用する競技団体は、使用料を支
払うものと想定していますが、使用料はSPCが
受け取るものと理解してよろしいか。

使用料等を徴収する場合、その使用料等につ
いては、県の収入とします。

255 要求水準書
競技団体交流室の
維持管理等業務

62 2 (13) ウ

競技団体の事務スペースとありますが、団体
の資料や書類など収納庫なども必要でしょう
か。

別紙７　什器・備品リストにお示ししているとお
りです。

256 要求水準書
競技団体交流室の
維持管理等業務

62 2 (13) ウ

競技団体交流室の電話回線等は独立して整
備するものでしょうか。その他必要な設備はあ
りますでしょうか。

競技団体交流室において、固定電話の設置は
想定しておりません。

257 要求水準書
競技団体交流室の
維持管理等業務

62 2 (13) ウ

競技団体交流室の維持管理に要した費用や
水光熱費は事業者から競技団体へ請求する
ことは可能でしょうか。

不可とします。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

258 要求水準書
競技団体交流室の
維持管理等業務

62 2 (13) ウ
競技団体交流室には体育館開館時間中、常
時競技団体の事務員が在席している想定で
しょうか。

質問No.100の回答を参照してください。

259 要求水準書
競技団体交流室の
維持管理業務

62 2 (13) ウ
維持管理のうち清掃については、定期清掃と
考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

260 要求水準書
競技団体交流室の
維持管理業務

62 2 (13) ウ

等維持管理費用のうち光熱水費以外のものが
あればお示しください。また、光熱水費の算定
にあたり常時使用する人数及び時間等の想定
があればお示しください。

清掃や設備（什器・備品）の維持管理に係る費
用が想定されます。また、質問No.100の回答
を参照してください。

261 要求水準書
協議団体交流室の
維持管理等業務

62 2 (13) ウ

交流室への郵便物の受け取り業務は維持管
理業務の項目に含まれていますが、運営業務
を担う企業が担当してもよろしいでしょうか。

可能とします。

262 要求水準書 維持管理業務 62 2 (13) ウ

競技団体交流室の什器・備品の準備は、選定
事業者となっていますが、それらにかかる消耗
品が発生する場合は、競技団体交流室の費
用負担でしょうか？

要求水準書に記載している什器・備品の消耗
品については必要としていませんが、必要な
修繕は実施してください。

263 要求水準書
競技団体交流室の
維持管理等業務

62 2 (13) ウ
競技団体交流室の利用頻度・時間（水光熱
費）はどの程度かお示しください。

質問No.100の回答を参照してください。

264 要求水準書
非常時の対応につ
いて

63 3 (2) ア

記載の通り業務要求水準書では規定されてお
りますが、緊急時における通信手段として、地
域防災計画では防災無線や衛生携帯電話の
配備について記載されていますが、本施設に
おいては配備を予定していますでしょうか。(2)
また、配備される場合はそれらを利用するに
あたり必要となるマニュアルなどについてご提
供いただくことは可能でしょうか。

現段階において、県により配備する予定はご
ざいませんが、体育館基本計画の目指す姿等
を勘案の上、事業者の提案により配備するこ
とを妨げるものではありません。

265 要求水準書 総合管理・運営業務 64 3 (2) イ (ｲ)

県主催事業の協力について具体的な運営協
力の内容をご教示ください。

優先利用や開館時間の調整等を想定していま
す。詳細については、別途協議することとしま
す。

266 要求水準書
県主催事業等への
協力

64 3 (2) イ (ｲ)

県等が実施する大規模大会・強化練習開等の
開催時における施設の運営業務に協力するこ
ととありますが、具体的にはどのような業務で
しょうか。従業員などを通常業務よりも多く配
置する必要がでてくるのか。

質問No.265の回答を参照してください。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

267 要求水準書
県主催事業等への
協力

64 3 (2) イ (ｲ)

記載の「県等が実施する大規模大会・強化練
習会等」について、想定している年間平均開催
回数(回数、1回あたりの日数等)をご教示下さ
い。

県民体育大会や高体連・中体連主催の大会
が想定されますが、それらについて現在決定
しているものはございません。なお、参考とし
て（参考資料２　ウカルちゃんアリーナ（現県立
体育館）利用実績）をお示しします。

268 要求水準書
県主催事業等への
協力

64 3 (2) イ (ｲ)
運営業務で事業者の協力を求められる業務内
容をご教示下さい。

質問No.265の回答を参照してください。

269 要求水準書
県主催事業等への
協力

64 3 (2) イ (ｲ)

維持管理業務での協力は不要でしょうか。必
要な場合、協力を求められる業務内容をご教
示下さい。

清掃等について協力を求める可能性がありま
す。

270 要求水準書
県主催事業等への
協力

64 3 (2) イ (ｲ)

特別な事由(災害時・投票所の開設など)により
施設を使用することとなった際の運営・維持管
理については貴県と協議の上、別途費用の請
求が可能との認識でよろしいでしょうか。

特別な事由が発生した場合に協議することと
します。

271 要求水準書
県主催事業等への
協力

64 3 (2) イ (ｲ)
県主催事業について、年間の行事予定と新体
育館の使用予定についてご教示ください。

質問No.267の回答を参照してください。

272 要求水準書 総合管理・運営業務 64 3 (2) イ (ｳ)

県との調整業務について、会議に出席する参
加者に役職者の参加を求めているかご教示く
ださい。例えばSPC役員もしくは構成団体の役
職者など。

参加者は特に役職者である必要はありません
が、円滑な調整を行える方の出席を求めま
す。

273 要求水準書 その他の業務 64 3 (2) イ

県主催事業の施設利用料金は、県から事業
者に支払われるとの理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

274 要求水準書
(3) 利用受付業務
（受付、案内、料金
収受等）

65 3 (3) ア (ｱ)

個人利用に関する主な業務において自動券売
機の操作方法の案内、入退場者の確認、退場
者からの利用券の回収、現金による利用料金
の徴収等を行うこととありますが、自動券売機
の導入は必須と考えてよろしいか。

事業者の提案に委ねることとします。

275 要求水準書
教室等の開催につ
いて

66 3 (4) ア

（４）ア、イ、ウ　の教室開催する場合、実施主
体としての施設利用料をＰＦＩ事業者に支払い
が必要でしょうか。

施設利用料金の支払いは必要です。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

276 要求水準書
周辺機関との連携
業務について

66 3 (4)
ア
イ
ウ

大学をはじめとする周辺各機関は　各分野に
おいてそれぞれ該当する連携業務の趣旨につ
いて事前の理解はされているという判断で宜
しいでしょうか。ご教示下さい。

大学をはじめとする周辺機関との連携業務に
ついては、事前に関係機関に説明しておりま
す。

277 要求水準書
大学をはじめとする
周辺機関との連携
業務

66 3 (4) イ
連携業務は体育館やトレーニング室以外に会
議室で行う講義等も含まれますでしょうか。

ご理解のとおりです。

278 要求水準書
大学をはじめとする
周辺機関との連携
業務

66 3 (4)

ア・イ・ウの記載されている内容は、選定後の
協議となっていますが、事業者から、提案して
も良いでしょうか。

事業内容については協議することにしているこ
とから、事業者選定前に提案する必要はあり
ません。なお、事業者選定後の協議の中で提
案していただくことは差し支えありません。

279 要求水準書
大学をはじめとする
周辺機関との連携
業務

66 3 (4)

詳細については、選定事業者の選定後、県と
の協議の上決定するとありますが、この連携
業務は事業計画書上での評価の対象となりま
すでしょうか。

評価の対象ではありません。

280 要求水準書
大学をはじめとする
周辺機関との連携
業務

66 3 (4)

ア～ウまで月1回以上開催とありますが、運営
期間中、毎年度実施ということでしょうか。詳
細については、選定事業者の選定後、県との
協議の上決定とありますので、連携業務の内
容は毎年度協議の上決定していくという理解
でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。なお、ウの障害者スポー
ツ分野の教室等の開催については年1回以上
開催としていることに御留意ください。

281 要求水準書
体力測定室運営業
務について

66 3 (5)

当業務における明確な方針をお示しください。
測定備品リスト内容では、トップアスリートへの
対応は難しいと思われます。

競技力向上や健康づくりにつながるような、民
間のノウハウを活用した利用者の満足度が高
くなる提案を期待しております。什器・備品リス
トに記載のない什器・備品で、事業者側で運営
業務に必要と考えるものがあれば提案してく
ださい。

282 要求水準書
駐車場・駐輪場管理
運営業務

66 3 (7) ア

県が主催する大会や競技会開催時において
駐車場利用料金は減免の対象となりますで
しょうか。

県が主催する大会や競技会の参加者につい
て、駐車場利用料金を減免することは想定し
ていません。

283 要求水準書
駐車場管理運営業
務について

66 3 (7) ア

駐車場について、多目的広場（臨時駐車場）に
ついても、有料化に対応できるシステムが必
要という解釈でよろしいでしょうか。

事業者の提案に委ねます。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

284 要求水準書 駐車場 66 3 (7) ア

運転者の人為ミスなど、事故等を完全に防止
するのは不可能なため、「常に正常な駐車場
の利用状態を保つよう努めること」としていた
だけないでしょうか。

要求水準書を修正します。

285 要求水準書
駐車場・駐輪場管理
運営業務

66 3 (7) ア

「常時監視」については、必要に応じて防犯・
監視カメラ等の映像を適宜モニターでの監視
し、場合により(閉館時間帯など)ハードディスク
等へ映像を記録する方法に代えられるとの認
識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

286 要求水準書
駐車場・駐輪場管理
運営業務

66 3 (7) ア

大会等開催による駐車場の混雑時について
は、整理員を大会主催者にて配置して頂ける
との認識でよろしいでしょうか。

大会主催者と調整し、要求水準書記載のとお
り、混雑の緩和、安全の確保について対応を
行ってください。

287 要求水準書
駐車場・駐輪場管理
運営業務

66 3 (7) ア

大会等開催時に主催者に全部または一部を
主催者に専用利用させた場合、1台当たりの
額を定めた上で主催者に請求することは可能
でしょうか。

可能とします。なお、１台当たりの金額は、別
紙10　利用料金等の考え方に示すとおりとして
ください。

288 要求水準書 駐輪場 67 3 (7) イ

運転者の人為ミスなど、事故等を完全に防止
するのは不可能なため、「常に正常な駐車場
の利用状態を保つよう努めること」としていた
だけないでしょうか。

要求水準書を修正します。

289 要求水準書
駐車場・駐輪場管理
運営業務

67 3 (7) イ

「常時監視」については、必要に応じて防犯・
監視カメラ等の映像を適宜モニターでの監視
し、場合により(閉館時間帯など)ハードディスク
等へ映像を記録する方法に代えられるとの認
識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

290 要求水準書
駐車場・駐輪場管理
運営業務

67 3 (7) イ

大会等開催による駐輪場の混雑時について
は、整理員を大会主催者にて配置して頂ける
との認識でよろしいでしょうか。

大会主催者と調整し、要求水準書記載のとお
り、混雑の緩和、安全の確保について対応を
行ってください。

291 要求水準書
駐車場・駐輪場管理
運営業務

67 3 (7) イ
駐輪場の利用について、利用者から料金を徴
収する事は可能でしょうか。

不可とします。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

292 要求水準書
駐車場・駐輪場管理
運営業務

67 3 (7) イ

大会等開催時に主催者に全部または一部を
主催者に専用利用させた場合、1台当たりの
額を定めた上で主催者に請求することは可能
でしょうか。

駐輪場の料金徴収は不可とします。

293 要求水準書
利便施設の設置場
所について

67 3 (8) ア

設置場所に制限はありますか（自動販売機、
飲食提供施設ともに）。飲食提供施設の面積
は別紙6のNo.13飲食提供施設と一致するとい
うことで間違いないでしょうか。

飲食提供施設は本施設と一体のものとして整
備してください。自動販売機の設置位置は屋
内を想定していますが、詳細については別途
協議することとします。
飲食提供施設の面積は別紙６　必要諸室およ
び仕様の飲食提供施設の面積と一致します。

294 要求水準書 利便施設運営業務 67 3 (8) ア

利便施設運営業務は評価の対象となりますで
しょうか、評価対象であれば評価の視点をご
教示ください。

落札者決定基準を参照してください。

295 要求水準書 利便施設運営業務 67 3 (8) ア

「飲食提供施設の運営を独立採算により実施
すること」とありますが、自動販売機を設置す
ることは可能でしょうか。

自動販売機を設置することは可能ですが、飲
食提供を自動販売機のみで実施することは不
可とします。

296 要求水準書 利便施設運営業務 67 3 (8) ア

「飲食提供施設の運営を独立採算により実施
すること」とありますが、厨房を設けずに自動
販売機で飲食提供をするという提案は可能で
しょうか。
また、可能な場合、行政財産の目的外使用料
は自動販売機の設置面積のみであるという理
解でよろしいでしょうか。

前段については、厨房を設けないことは可能
ですが、飲食提供を自動販売機のみで実施す
ることは不可とします。

297 要求水準書 利便施設運営業務 67 3 (8) ア

「飲食提供施設の運営を独立採算により実施
すること」とありますが、重飲食の食数があま
り見込めないため、収入が限定的である一
方、人件費、食材費、被服衛生費、消耗品費
等の支出に加え、光熱水費、行政財産の目的
外使用料を支払うと独立採算で成立するのが
困難です。収支改善のためにアルコール提供
は可能であると理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

298 要求水準書 利便施設運営業務 67 3 (8) ア

「飲食提供施設の運営を独立採算により実施
すること」とありますが、重飲食の食数があま
り見込めないため、収入が限定的である一
方、人件費、食材費、被服衛生費、消耗品費
等の支出に加え、光熱水費、行政財産の目的
外使用料を支払うと独立採算で成立するのが
困難です。
行政財産の目的外使用料について、課金の対
象となるのは厨房のみとしていただけないで
しょうか。

飲食提供施設の使用面積は別紙６　必要諸室
および仕様に示す面積とします。

299 要求水準書 利便施設運営業務 67 3 (8)

利便施設（飲食提供施設、自動販売機）とあり
ますが、「飲食提供施設」、「自動販売機」は両
方を個別に実施する必要はありますでしょう
か。「自動販売機」で飲食を提供できれば良い
という認識で宜しいでしょうか。

両方を個別に実施する必要があります。また、
飲食提供施設を自動販売機の設置に変えるこ
とは不可とします。

300 要求水準書 利便施設運営業務 67 3 (8)

利便施設（飲食提供施設、自動販売機）とあり
ますが、売店等による飲食物の販売提供も可
という認識で宜しいでしょうか。

売店等で飲食物の提供をすることは可能で
す。ただし、売店等での飲食物の提供をもって
飲食提供施設の運営とはなりません。

301 要求水準書 利便施設運営業務 67 3 (8)

飲食提供施設の契約形態はどのようになるの
でしょうか。事業契約に含まれ、県とSPCとの
事業契約となるのでしょうか。それとも事業契
約とは別に借家契約となるのでしょうか。ま
た、契約者はSPCではなく、構成企業や飲食
提供施設の運営者としてもいいのでしょうか。

当該契約内に含まれるため県とSPC間の契約
となりますが、目的外使用の許可にかかる手
続きが必要になります。ただし、SPCから利便
施設運営業務を構成企業等に別途発注する
ことは妨げられません。

302 要求水準書
行政財産の目的外
使用

68 3 (8) ウ

飲食提供施設の客席を喫食者以外も使用でき
ることを前提に、使用料対象となる使用面積に
ついては厨房部分のみとすることを認めてい
ただけないでしょうか。

質問No.298の回答を参照してください。

303 要求水準書
行政財産の目的外
使用

68 3 (8) ウ

飲食提供施設に関する目的外使用料の算定
式にある使用面積は厨房設備等飲食提供施
設が占有する面積に該当すると解釈してよい
でしょうか。また、飲食提供施設の厨房設備に
ついては事業者からの提案として宜しいでしょ
うか。

使用面積については質問No.298の回答を参
照してください。厨房設備については提案に委
ねることとします。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

304 要求水準書 使用面積 68 3 (8) ウ
使用料の算定にあたっての計算式における
「使用面積」の算定方法をご教示下さい。

利便施設運営業務に必要な設備の設置や施
設の占用に係る面積を使用面積とします。

305 要求水準書 使用面積について 68 3 (8) ウ
使用面積単位は㎡との理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

306 要求水準書
行政財産の目的外
使用

68 3 (8) ウ
計算式で使用する床面積とは、延べ床面積を
指すのでしょうか。

ご理解のとおりです。

307 要求水準書
行政財産の目的外
使用

68 3 (8) ウ

利便施設の収支を算定するために、目的外使
用料について、金額の目安を把握しなければ
なりません。bの計算式中、「床面積」とは施設
の延べ床面積であると理解してよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

308 要求水準書
行政財産の目的外
使用

68 3 (8) ウ

自動販売機の使用面積とは、自動販売機の
投影面積との理解でよろしいでしょうか。

自動販売機の使用面積は、自動販売機の投
影面積に加えて、空き容器分別回収ボックス
設置に係る面積を含みます。回収ボックスは
自動動販売機については設置場所毎に、1個
以上設置することとしてください。

309 要求水準書 利便施設運営業務 68 3 (8) ウ

土地価格の固定資産評価額の額をご教示くだ
さい。

本事業用地の一部である大津市上田上中野
町781番１について、平成30年度における近傍
の宅地の標準的な価格（36,700円/㎡）を参考
としてお示しします。

310 要求水準書
行政財産の目的外
使用

68 3 (8) ウ

計算式にある「土地の価格」について入札提
案時における具体的な金額（固定資産税等指
定金額）をお示しください。

質問No.309の回答を参照してください。

311 要求水準書
行政財産の目的外
使用

68 3 (8) ウ

入札の公平性のために、目的外使用料算定
に使用する土地の固定資産評価額について
は、入札時の想定額を県にて設定していただ
けないでしょうか。

質問No.309の回答を参照してください。

312 要求水準書
行政財産の目的外
使用

68 3 (8) ウ

利便施設の収支を算定するために、目的外使
用料について、金額の目安を把握しなければ
なりません。最新の固定資産税評価額につい
て、金額をご教示下さい。

質問No.309の回答を参照してください。

313 要求水準書
行政財産の目的外
使用

68 3 (8) ウ

行政財産の目的外使用における、行政財産使
用料の計算式の固定資産評価額を御教示い
ただきたく存じます。

質問No.309の回答を参照してください。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

314 要求水準書 利便施設運営業務 68 3 (8) ウ
固定資産評価額は事業期間中において一定
ではなく増減いたしますでしょうか。

ご理解のとおりです。

315 要求水準書
自動販売機につい
て

68 3 (8) ウ
使用料以外に別途納付金が必要と記載があ
るが、その算出方法をお示しください。

当該自動販売機の設置に係る使用料の３倍
の金額を下限とした任意の額を納付していた
だくことになります。

316 要求水準書
行政財産の目的外
使用

68 3 (8) ウ
「使用料以外に別途納付金が必要」とあります
が、具体的な金額をご教示ください。

質問No.315の回答を参照してください。

317 要求水準書
行政財産の目的外
使用

68 3 (8) ウ

自動販売機は使用料以外に別途納付金が必
要とありますが納付金の額はいくらでしょう
か。

質問No.315の回答を参照してください。

318 要求水準書
行政財産の目的外
使用

68 3 (8) ウ

自動販売機の設置に際し、行政財産使用料計
算式の注釈に、“使用料以外に別途納付金が
必要となる。”との記載が御座いますが、当該
納付金とはどのように計算されるものでしょう
か。

質問No.315の回答を参照してください。

319 要求水準書 建物の価格 68 3 (8) ウ
使用料の算定にあたっての計算式における
「建物の価格」とは、何によるものでしょうか。

選定事業者の様式3-12-2中の「建設期間中
業務に係る費用（Ｄ）」を基に算定する価格で
す。

320 要求水準書
行政財産の目的外
使用

68 3 (8) ウ

自動販売機で「土地の価格」、自動販売機以
外で「建物の価格」とあります。それぞれ固定
資産税評価額に類するものとの理解でよろし
いでしょうか。
また、入札時の公平性を図るために、入札金
額計算に使用する「土地の価格」「建物の価
格」を県にて設定いただけないでしょうか。

土地の価格とは、使用許可の前年の固定資
産評価額です。質問No.309の回答も参照して
ください。建物価格とは、選定事業者の様式3-
12-2中の「建設期間中業務に係る費用（Ｄ）」
を基に算定する価格です。
上記の考え方を踏まえ、事業者により算定し
てください。

321 要求水準書
行政財産の目的外
使用

68 3 (8) ウ

定額の値及び使用料率等の変更に伴う増加
費用は、利便施設利用者の利用料金に加算し
て差支え御座いませんでしょうか。

利便施設の料金は事業者の提案に委ねま
す。

322 要求水準書 自由提案事業 68 3 (9)

自由提案事業にて、スポーツ教室を開催する
場合は、施設の目的外費用は、かかります
か。スポーツ教室は、目的外使用に当たらな
いと考えますが、費用の有無についてご教授く
ださい。

目的外使用料は不要です。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

323 要求水準書
自由提案事業につ
いて

68 3 (9)

指定管理者が教室を行う場合、施設利用料金
を指定管理者に支払うことでよいか。それとも
利用料金の支払いは不要か。

指定管理者に施設利用料金を支払うこととし
てください。

324 要求水準書 自由提案事業 68 3 (9)

自由提案事業について、採算不振が続き、事
業者が改善に努めるものの、明らかに当該業
務の継続が困難である場合は、貴県の承諾を
得た上で事業の縮小や中止を行うことは可能
でしょうか。

提案内容は原則事業期間中遵守してくださ
い。ただし、内容によっては協議をしてその上
で判断します。

325 要求水準書 自由提案事業 69 3 (9)

自由提案施設を整備した場合についても、目
的外費用がかかりますか。

整備する施設の内容によっては目的外使用料
が発生する可能性があります。

326 要求水準書 自由提案事業 69 3 (9) イ

自由提案で整備した施設について利用料金を
設定することは可能でしょうか、またその施設
で収益事業を行ってもよろしいでしょうか。

スポーツを目的とした自由提案施設について
は、料金設定は可能で、収益事業の実施も可
能です。

327 要求水準書
自由提案施設の整
備

69 3 (9) イ

自由提案施設の契約形態はどのようになるの
でしょうか。事業契約に含まれ、県とSPCとの
事業契約となるのでしょうか。それとも事業契
約とは別に借家契約となるのでしょうか。ま
た、契約者はSPCではなく、構成企業や自由
提案施設の運営者としてもいいのでしょうか。

当該契約内に含まれるため県とSPC間の契約
となりますが、目的外使用の許可にかかる手
続きが必要になります。ただし、SPCから利便
施設運営業務を構成企業等に別途発注する
ことは妨げられません。

328 要求水準書
自由提案施設の整
備

69 3 (9) イ

自由提案施設として県が望む施設の具体例
があればご教示ください。

要求水準書の一例としてランニングコースを挙
げていますがこれに縛られるものではありませ
ん。また、本事業の事業目的と合致し、本施設
と一体で整備することにより、利用促進や利用
者の健康保持増進、利便性向上等に寄与す
るもので、県の財政負担の軽減にも寄与する
とともに、本事業の事業計画に過度の影響を
与えない提案を期待しております。

329 要求水準書 自由提案事業 69 3 (9) ウ

ネーミングライツのスポンサー企業の応募資
格審査は、入札書提出以降ヒアリング時まで
に行われることの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

330 要求水準書
行政財産の目的外
使用

69 3 (8) ウ

自動販売機以外の計算式にある「床面積」に
ついて、算定面積を飲食提供スペースを限定
して対象面積とする等、事業者の提案によると
いう認識で宜しいでしょうか。

質問No.298の回答を参照してください。

331 要求水準書
行政財産の目的外
使用

69 3 (9) エ (ｳ)

施設内だけでなく、屋外や屋上（屋根上）等を
活用する場合にも、当該計算式にもとづいて
算出した使用料の支払いが必要となります
か。

質問No.325の回答を参照してください。

332 要求水準書
行政財産の目的外
使用

69 3 (9) エ (ｳ)

自由提案施設の使用料は、利便施設の自動
販売機以外の目的外使用料と同じでしょうか。

目的外使用料が発生する場合においては、自
動販売機以外の目的外使用料が発生します。

333 要求水準書 自由提案事業 69 3 (9) エ (ｴ)

光熱水費は選定事業者の負担であり、利用す
る光熱水費が把握できるよう計量器を設置す
るという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

334 要求水準書 自由提案事業 69 3 (9) エ

民間提案事業の営業時間については、本施設
の開館時間に係わらず、事業者が利用ニーズ
を勘案して設定できるとの理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

335 要求水準書
選定事業者に関す
る事項

70 1 (1)

会計監査人設置会社にするかどうかは事業者
の任意でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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■要求水準書の添付資料に関する質問への回答

該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)

1
要求水準書の
添付資料

西側及び東側アクセ
ス道路の工事区分

別2

西側及び東側アクセス道路の舗装は事業者
負担とあるため工事区分を別紙2より詳細な図
面に色塗りする等、明確にしていただきたく存
じます。現時点の資料では不明確です。

北側アプローチ部、西側構内道路の舗装は県
により実施します。構内道路、東側アクセス路
の舗装は、事業者により実施してください。
修正別紙2および修正別紙3P3を参照して下さ
い。

2
要求水準書の
添付資料

事業用地図 別2

多目的広場と記載されたベージュ色の範囲の
一部にて、常設駐車場、駐輪場、自由提案施
設を計画してもよろしいでしょうか。

要求水準を満たす限り、提案することは可能
です。

3
要求水準書の
添付資料

別紙２　事業用地図 別2

「別紙２　事業用地図」の図面のＣＡＤデータを
提供いただけないでしょうか。

別途、12月5日ＣＡＤデータを提供することとし
ます。提供方法等はホームページにおいてお
示しします。

4
要求水準書の
添付資料

別紙２　事業用地図 別2

本施設整備予定エリア内に西側構内道路の３
車線目が入っています。その部分を維持管理
区域とした理由をご教示ください。

関連する別紙を修正します。

5
要求水準書の
添付資料

別紙２　事業用地図 別2

維持管理区域の区分けを判断しずらい部分が
ありますので、別紙３　造成工事設計図におい
て維持管理区域を提示していただけないでしょ
うか。

別途、維持管理区域を明示したＣＡＤデータを
12月5日に提供することとします。提供方法等
はホームページにおいてお示しします。

6
要求水準書の
添付資料

別紙2
維持管理区域の範
囲

別2

北側アプローチ部～旋回部～雨水調整池に
かけた西側構内通路は維持管理の対象外と
なっておりますが、当該箇所は、県または大津
市の直接管理となるのでしょうか。

県の直接管理となります。

7
要求水準書の
添付資料

別紙2
維持管理区域の範
囲

別2

前質問で示した管理対象外箇所は、本体育館
への来場者が利用するルートとなりますが、ど
のような安全管理体制をお考えでしょうか。ま
た、事業者側では一切関知しないものとして、
本事業の維持管理コストを算出することでよろ
しいでしょうか。

西側構内道路については県が直接管理するこ
ととなり、施設担当者を配置した上で安全管理
を実施します。また。事業者において維持管理
コストを考慮する必要はありません。

8
要求水準書の
添付資料

別紙2
事業用地図

別2

東側アクセス道路の一部は都市計画道路３.
３．１２平野南笠線の予定地内に含まれている
と推察されるが、将来同道路が事業化される
場合、この部分（同道路と新しく接続する位置
から北側に延びるすべての部分）について、事
業用地および維持管理区域から離脱すると理
解して差し支えないのでしょうか。

現時点では、事業化される予定は無いことか
らお答え出来ません。

No. 資料名 タイトル 質問内容 回答
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

9
要求水準書の
添付資料

造成工事設計図
（路面雨水排水）

別3

既存横断管の延伸管の計画がありますが、建
築物の障害となる恐れがありますので、詳細
な位置をご教示願います。

修正別紙3P6を参照して下さい。

10
要求水準書の
添付資料

造成工事設計図 別3

東側アクセス道路を含む、設計図のＣＡＤデー
タを開示いただけないでしょうか。

別途、12月5日にＣＡＤデータを提供することと
します。提供方法等はホームページにおいて
お示しします。

11
要求水準書の
添付資料

別紙３　造成工事設
計図

別3

「別紙３　造成工事設計図」の図面のＣＡＤ
データを提供いただけないでしょうか。

別途、12月5日にＣＡＤデータを提供することと
します。提供方法等はホームページにおいて
お示しします。

12
要求水準書の
添付資料

別紙３　造成工事設
計図

別3 1

東側アクセス道路、構内道路、調整池等管理
用通路の区分けをご教示ください。

修正別紙2を参照してください。

13
要求水準書の
添付資料

別紙３　造成工事設
計図

別3 1

構内道路について、県と事業者の施工部分の
区分けをご教示ください。

北側アプローチ部、西側構内道路の舗装は県
により実施します。修正別紙2および修正別紙
3P3を参照して下さい。

14
要求水準書の
添付資料

別紙３　造成工事設
計図

別3 1

東側アクセス道路から多目的広場へのアクセ
ス路について、工事区分、仕様、レベル、引渡
し時の状態等をご教示ください。

修正別紙3P3およびP11からP17を参照して下
さい。

15
要求水準書の
添付資料

別紙３　造成工事設
計図

別3 1

土木工事（県）で実施する東側擁壁の断面構
成、レベル等及び断面図をご教示ください。

修正別紙3P5、P9およびP18を参照して下さ
い。

16
要求水準書の
添付資料

別紙３　造成工事設
計図
旋回部平面図
路面雨水排水

別3
1
2
3

西側構内道路の車線数は、P1の造成工事設
計図及びP3の路面雨水排水では３車線、P2
の旋回部平面図では４車線と異なっていま
す。正しい車線数をご教示ください。

西側構内道路は2車線です。
別紙３については修正します。

17
要求水準書の
添付資料

別紙３　造成工事設
計図
旋回部平面図

別3 2

旋回部の使用目的をご教示ください。 北側アプローチからの進入車両、東側アクセ
ス路からの進入車両（バス等の大型車）が旋
回するためのものです。

18
要求水準書の
添付資料

別紙３　造成工事設
計図
北側アプローチ部平
面図

別3 2

北側アプローチ部（車道、歩道、階段等）の仕
様、レベル、引渡し時の状態等をご教示くださ
い。

修正別紙3P2およびP19～P21を参照して下さ
い。

19
要求水準書の
添付資料

別紙３　造成工事設
計図
北側アプローチ部平
面図

別3 2

市道への出口動線は右折不可と考えてよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

20
要求水準書の
添付資料

別紙３　造成工事設
計図
北側アプローチ部平
面図

別3 2

北側アプローチ部において、市道への出口動
線が右折不可の場合、市道を東方向へ向かう
車両の経路はどのように考えればよろしいで
しょうか。

東側に向かう車両の出口については、東側ア
クセス路となります。

21
要求水準書の
添付資料

別紙３　造成工事設
計図
北側アプローチ部平
面図
旋回部平面図

別3 2

車両軌跡に「小型車（緊急車両等）」「小型車
（乗用車等）」「普通（バス等）」等の記載があり
ますが、表現の使い分けの趣旨をご教示くだ
さい。

道路構造令に基づき記載していましたが、趣
旨明確化のために関連する別紙3P2を修正し
ます。

22
要求水準書の
添付資料

別紙３　造成工事設
計図
北側アプローチ部平
面図

別3 2

市道に新設される西行きバス停は路線バス用
と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

23
要求水準書の
添付資料

別紙３　造成工事設
計図
北側アプローチ部平
面図

別3 2

瀬田駅からの路線バスは市道反対側へ停車
し、利用者は市道を横断してアクセスするもの
と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

24
要求水準書の
添付資料

別紙３　造成工事設
計図
北側アプローチ部平
面図

別3 2

敷地前面に市道を渡る横断歩道が整備される
ものと考えてよろしいでしょうか。
整備される場合、想定の位置をご教示くださ
い。

現時点では新たに整備される予定はありませ
ん。

25
要求水準書の
添付資料

別紙３　造成工事設
計図
南北主要断面図

別3 2

４号逆Ｔ擁壁（建築工事）との記載があり、寸
法が既定されていますが、建物計画により位
置、高さとも変更可能と考えてよろしいでしょう
か。可能な場合、法面を市道レベルまで埋め
ることは可能でしょうか。

逆Ｔ擁壁については、建物計画により位置、高
さとも変更は可能です。
法面を市道レベルまで埋めることについては、
市道から建物へスムーズな動線が確保されれ
ば可能です。

26
要求水準書の
添付資料

別紙３　造成工事設
計図
南北主要断面図

別3 2

建物へのデッキ設置に伴う擁壁・法面処理に
おいて、建物を擁壁代わりに使用することは可
能でしょうか。可能な場合、法面を市道レベル
まで埋めることは可能でしょうか。

擁壁・法面処理において、建物を擁壁代わり
に使用することは可能です。
法面を市道レベルまで埋めることについては、
市道から建物へスムーズな動線が確保されれ
ば可能です。

27
要求水準書の
添付資料

別紙３　造成工事設
計図
東側アクセス道路進
入部平面図

別3 2

両開き門扉正面図の記載がありますが、建築
工事で設置する通行ゲート（門扉）であると考
えてよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

28
要求水準書の
添付資料

別紙３　造成工事設
計図
東側アクセス道路進
入部平面図

別3 2

通行ゲート（門扉）は提示図のとおりのものを
建築工事で設置すると考えてよろしいでしょう
か。提示図のとおりである場合、仕上等詳細な
仕様をご教示ください。

前段についてはご理解のとおりです。
仕上等詳細な仕様については、提示図の条件
を満たしたうえで、事業者の提案に委ねること
とします。
参考までに修正別紙3P2を参照願います。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

29
要求水準書の
添付資料

別紙３　造成工事設
計図
路面雨水排水

別3 3

多目的広場部分の周囲の自由勾配側溝は土
木工事（県）と考えてよろしいでしょうか。土木
工事（県）の場合、レベルをご教示ください。

前段についてはご理解のとおりです。
後段については、修正別紙3P7を参照して下さ
い。

30
要求水準書の
添付資料

別紙３　造成工事設
計図
路面雨水排水

別3 3

土木工事（県）と建築工事との接続部分のレベ
ル及び水勾配の方向をご教示ください。

修正別紙3P7を参照して下さい。

31
要求水準書の
添付資料

別紙３　造成工事設
計図
路面雨水排水

別3 3

土木工事（県）で実施する雨水排水溝は事業
者提案により、調整可能でしょうか。

先行して造成工事を実施するため、変更する
ことは困難であると考えていますが、提案内容
によっては、協議することとします。

32
要求水準書の
添付資料

別紙３　造成工事設
計図
主要部分舗装図

別3 3

P2の南北主要断面図において建築工事との
記載がありませんが、主要部分舗装図によ
り、構内道路は造成まで土木工事（県）で自由
勾配側溝は建築工事と考えてよろしいでしょう
か。

修正別紙3P2、P3、P7を参照して下さい。

33
要求水準書の
添付資料

別紙3
造成工事設計図
事業用地地盤デー
タ

別3

別紙3において当該敷地における土木施工ﾚﾍﾞ
ﾙ(FH)の記載がございますが、別紙5における
各ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ柱状図の孔口標高との関係が不明
確です。別紙3におけるFHと別紙5におけるH
は同じと考えて宜しいでしょうか。ご教示下さ
い。

ご理解のとおりです。

34
要求水準書の
添付資料

別紙3
造成工事設計図

別3

別紙3において当該敷地の造成図がございま
すが、本建設工事を開始する時点での土地引
渡し時の具体的な状況(地盤状況や仮設排水
等)をご教示下さい。

修正別紙3P8を参照して下さい。

35
要求水準書の
添付資料

別紙3
路面雨水排水

別3

別紙3の路面雨水排水図において、県（土木工
事施工）による既存横断管の延伸が記載され
ており、位置などは事業者の設計に応じて調
整を行うとの事ですが、設計するに当り、本横
断管を配慮する必要は無いと考えて宜しいで
しょうか。配慮しなければならない場合は、現
在想定されている仕様及び深さ等をご教示下
さい。

地中工事については、修正別紙3P6を参照し、
横断管等に配慮した計画してください。なお、
位置等の調整については選定後速やかに協
議を行うこととしてください。

36
要求水準書の
添付資料

別紙3
造成工事計画

別3

造成計画は切土量と盛土量を計画地内でバラ
ンスした計画かと思いますが、建築工事で発
生した残土についても考慮された計画になっ
ているのでしょうか。建築工事残土の処分方
法をご教示ください。

建築工事で発生する残土については考慮して
おりません。
事業者において、周辺地域に配慮し適切に処
分願います。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

37
要求水準書の
添付資料

別紙3
造成工事計画

別3
多目的広場等、盛土箇所については造成工事
側で沈下計測を行うものと考えて宜しいでしょ
うか。

沈下計測を行うものと考えております。

38
要求水準書の
添付資料

別紙3
路面雨水排水

別3

大雨等により、路面雨水排水の内、土木工事
（県）による整備範囲を起因とする災害が発生
した場合は、施設整備業務中においても災害
復旧費用等は県側の責務という認識でよろし
いでしょうか。

災害の発生事由により検討することになります
が、不可抗力については契約書第113条およ
び114条に基づき対応することとなります。

39
要求水準書の
添付資料

別紙3
造成工事設計図

別3

本施設整備予定エリア、多目的広場、東側ア
クセス道路のそれそれおおよその面積をご教
示ください。

修正別紙3P1を参照して下さい。

40
要求水準書の
添付資料

別紙3
造成工事設計図

別3 1～3

造成工事設計図のCADデータをいただけない
でしょうか。質問への回答とは別途早急に配
布いただけないでしょうか。

別途、12月5日にＣＡＤデータを提供することと
します。提供方法等はホームページにおいて
お示しします。

41
要求水準書の
添付資料

別紙3　造成工事設
計図

別3

事業用地、維持管理区域の「本施設整備予定
エリア」の敷地形状、寸法、レベルがわかる
CADデータの提供をお願いします。

別途、12月5日ＣＡＤデータを提供することとし
ます。提供方法等はホームページにおいてお
示しします。

42
要求水準書の
添付資料

別紙3　造成工事設
計図

別3

「本施設整備予定エリア(体育館)」の西側構内
道路の旋回部より南部分が、P.1、3の車線ライ
ンと、P.2旋回部平面図(詳細図)の車線ライン
の記載が異なっていますが、詳細図に維持管
理区域の区分の表記をお願いします。

質問No.16の回答を参照してください。

43
要求水準書の
添付資料

別紙3　造成工事設
計図

別3

「南北主要断面図」が示されていますが、本施
設整備エリア、多目的広場の東西断面計画
等、その他の断面図を公表頂けませんでしょう
か。

修正別紙3P9、P10を参照して下さい。

44
要求水準書の
添付資料

別紙3　造成工事設
計図

別3

北側アプローチ部平面図の「デッキ設置に伴う
擁壁・法面処理(建築工事)」箇所に隣接する階
段は建築工事に含まれるのでしょうか。

階段については土木工事で施工します。修正
別紙3P19参照してください。

45
要求水準書の
添付資料

別紙3　造成工事設
計図

別3

「デッキ設置に伴う擁壁・法面処理(建築工
事)」の建設費算定にあたり、4号逆T擁壁部お
よび隣接階段の寸法がわかる図面の公表を
お願いします。

別途、12月5日ＣＡＤデータを提供することとし
ます。提供方法等はホームページにおいてお
示しします。

46
要求水準書の
添付資料

別紙3　造成工事設
計図

別3

別紙3　P.2「東側アクセス道路進入部平面図」
の色分けや門扉の記載がありますが、維持管
理区域をお示しください。

別途、12月5日ＣＡＤデータを提供することとし
ます。提供方法等はホームページにおいてお
示しします。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

47
要求水準書の
添付資料

別紙5
事業用地地盤デー
タ

別5 1

事業用地地盤データのCADデータをいただけ
ないでしょうか。質問への回答とは別途早急に
配布いただけないでしょうか。

データについてはPDFデータのみです。

48
要求水準書の
添付資料

別紙６
必要諸室および仕
様

別6

メインアリーナ・サブアリーナの競技利用種目
の中に体操（新体操含む）と記載がございます
が、別紙７什器・備品リストには体操に関する
器具想定が一切ございませんが、体操器具備
品は事業者が提案するものでしょうか。

体操については、大会主催者等が器具を準備
することを想定しております。

49
要求水準書の
添付資料

その他 別6

業務要求水準書Ｐ13,2、ウ、（ク）には、指定避
難所等への位置づけを想定していることへの
配慮とありますが、「別紙6　必要諸室」には防
災拠点として必要な諸室の記載がありません
が、提案に任せるとの認識でよろしいでしょう
か？

要求水準書としてお示ししている諸室以外に
防災拠点として要求水準とする諸室はござい
ません。

50
要求水準書の
添付資料

別紙６　必要諸室お
よび仕様

別6

業務水準書（案）の質疑回答によれば床仕上
げはフローリング以外は不可とありましたが、
メインアリーナ、サブアリーナとも仕上は各種
競技等の利用および備品設置、移動等に支障
のない床とするとの記載があります。フローリ
ング以外も使用可能と考えてよろしいでしょう
か。

原則フローリングとしてください。

51
要求水準書の
添付資料

別紙6
必要諸室および仕
様

別6

規模・面積（㎡）各アリーナ、特記を除き各室
の増減範囲は「＝５％～上限なし」との記載が
ありますが、別紙６の表中に規模・面積が規定
されている室は、面積減をするにしても、その
面積から５％までしか減じられないのでしょう
か。

ご理解のとおりです。

52
要求水準書の
添付資料

別紙6
必要諸室および仕
様

別6 1

防球ネットの設置とありますが、メインアリーナ
は3分割、サブアリーナは2分割として宜しいで
しょうか。

事業者提案に委ねることとします。

53
要求水準書の
添付資料

別紙6
必要諸室および仕
様

別6 1

更衣室・シャワー室の規模は適宜とあります
が、備品の数量から男女各216人の利用が可
能であれば問題ないと考えて宜しいでしょう
か。

事業者にてご判断ください。

54
要求水準書の
添付資料

別紙6
必要諸室および仕
様

別6 1
防音の項目について、必要な遮音性能につい
て仕様があればご教示ください。

事業者の提案に委ねることとします。

55
要求水準書の
添付資料

備品リスト（別紙）に
ついて

別7
現体育館から新体育館への備品の移動はあ
りますか。

予定しておりません。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

56
要求水準書の
添付資料

別紙7　什器・備品リ
スト

別7

アリーナの養生のために敷く、フロアーシート
がリストにありませんが、必須と考えてよろし
いか。

備品については、業務要求水準書別紙７　什
器・備品リストをお示していますが、このリスト
は参考として示すものであり、リスト記載の有
無に関わらず、提案する施設や事業に合わせ
て必要な什器・備品を整備することとしてくださ
い。また、その際の費用は事業者負担としま
す。

57
要求水準書の
添付資料

別紙7　什器・備品リ
スト

別7

バスケットボール競技をメイン３面・サブ１面で
実施する場合、No４のファウル標示盤～No８
まで１面分必要となりますが、公式試合は全
体として３面までという考えでよろしいでしょう
か。

最大４面同時使用を想定しております。

58
要求水準書の
添付資料

別紙7　什器・備品リ
スト

別7

メインアリーナのバスケットゴールは２種類で
すが、メインゲーム中のゴールトラブル時の交
換も考え、１種類にした方が運営上良いので
はないでしょうか。

事業者にてご判断ください。

59
要求水準書の
添付資料

別紙7
什器・備品リスト

別7

什器・備品リストには共用部に使用される備品
が記載されておりませんが、県はどのようにお
考えでしょうか？例えば、多目的トイレ用として
のベビーベッドやオストメイト対応品、多目的
チェアーなど別途費用は見ていただけるので
しょうか？

質問№56の回答を参照してください。なお、多
目的トイレ用のベビーベッドオスメイト対応品
については建築工事に含まれるものと想定し
ています。

60
要求水準書の
添付資料

別紙８　アリーナレイ
アウト仕様

別8

「別紙７　什器・備品リスト」にフットサルの器具
の記載がありますが、アリーナレイアウト仕様
に記載がありません。ハンドボールと兼用する
と考えてよろしいでしょうか。

事業者にてご判断ください。

61
要求水準書の
添付資料

別紙８　アリーナレイ
アウト仕様

別8

「別紙７　什器・備品リスト」に硬式テニス用
ネットの記載がありますが、アリーナレイアウト
仕様に記載がありません。ソフトテニスと兼用
すると考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

62
要求水準書の
添付資料

別紙８　アリーナレイ
アウト仕様

別8

バレーボール／９人制において、サブアリーナ
の必要最小面数が２であり、必要最小クリアラ
ンスａが8mとの記載がありますが、バレーボー
ル／６人制と同じく、ａは4.5mが正しいと考えて
よろしいでしょうか。

ご質問のａ寸法は3.0ｍが正となりますので、
訂正します。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

63
要求水準書の
添付資料

別紙８　アリーナレイ
アウト仕様

別8

バレーボール／９人制において、サブアリーナ
の必要最小クリアランスａは4.5mが正しい場
合、サブアリーナで２面利用の場合はコートサ
イズが18m×9mまでの利用と考えてよろしい
でしょうか。

質問№62の回答により、コートサイズは21m×
10.5mの設定となります。

64
要求水準書の
添付資料

利用料金の考え方 別10 1

駐輪場の利用料金について記載がありません
が、収入の帰属、納入者、料金等の決定方法
については駐車場と同様に考えてよろしいで
しょうか。

駐輪場の料金徴収は不可とします。

65
要求水準書の
添付資料

利用料金について
（別紙10）

別10 2 (1) ア
高齢者の年齢定義をお示しください。65歳以
上など。

65歳以上とします。

66
要求水準書の
添付資料

利用料金について
（別紙10）

別10 2 (1)

高校生以下の定義がありますが、16歳でも高
校の生徒でない場合は、その他の料金設定に
なるのかお示しください。

その他の料金設定になることを想定していま
す。

67
要求水準書の
添付資料

利用料金について
（別紙10）

別10 2 (1) ア
障害者の料金設定があるが、帯同者は無料に
なりますか。考え方をお示しください。

無料を想定しています。

68
要求水準書の
添付資料

利用について（別紙
10）

別10 2 (1)

トレーニング室等は事業者提案に委ねるとあ
るが、料金ではなく利用できる対象者も事業者
提案でよいか。例えば小学生・中学生は利用
できないなど。

安全性に配慮した上で、広く県民が利用できる
提案としてください。

69
要求水準書の
添付資料

利用料金（別紙10：
減免について）

別10 2 (1) ア

障害者及び高齢者など減免対応の記載があ
りますが、他にはありませんでしょうか（例えば
別紙12の優先順位①に対する減免など）。減
免基準をお示し頂けますか。

別紙10　利用料金等の考え方Ｐ３　２　（４）に
ついて「障害者が自ら運転する場合および重
度の障害がある者が乗車し、その者の移動の
ために介護を行う者が運転する場合は、無料
とする。」と追記します。
また、それ以外の減免として、知事が特別の
事情があると認めるときは、使用料を減免する
ことがあります。

70
要求水準書の
添付資料

別紙１０
利用料金等の考え
方

別10 2 (1) ア
高齢者の定義をご教示ください。（例えば６０
歳以上など）

質問No.65の回答を参照してください。

71
要求水準書の
添付資料

利用料金について
（別紙10）

別10 2 (2)

1時間単位から借りることができるということで
しょうか。1時間使用の場合は1時間の料金で
使用できる（4時間分は支払わない）

ご理解のとおりです。

72
要求水準書の
添付資料

利用料金について
（別紙10）

別10 2 (2)
事業者で新たに時間区分を設定し提案するこ
とは可能でしょうか

可能としますが、1時間単位での利用区分は
設定してください。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

73
要求水準書の
添付資料

利用料金について
（別紙10）

別10 2 (2)

冷暖房を含んだ季節利用料金の事業者提案
は可能でしょうか。可能な場合、冷暖房を合算
した上限料金として良いでしょうか。

冷暖房料金については施設利用料金に含め
なければ設定可能です。

74
要求水準書の
添付資料

利用料金について
（別紙10）

別10 2 (2)

終日利用に関する特別料金の設定は可能で
しょうか。

可能としますが、終日料金が別紙10 利用料金
等の考え方の各時間帯料金の合計金額を超
えないようにしてください。

75
要求水準書の
添付資料

利用料金について
（別紙10）

別10 2 (2)
利用料金上限額（税込み）はすべて消費税10%
と考えてよいでしょうか？

ご理解のとおりです。

76
要求水準書の
添付資料

利用料金について
（別紙10）

別10 2 (2) ア （ｴ）

「利用時間の区分にわたって引き続き利用す
る場合を除く。」の意味を教示いただけます
か。

例えば、8:30～17:00まで同じ利用者が連続で
利用する場合、12:30～13:00までの利用料金
は加算されないという意味です。

77
要求水準書の
添付資料

別紙１０
利用料金等の考え
方

別10 2 (2) エ

アリーナの１/２利用は想定されておりますで
しょうか。

各アリーナについては分割利用を想定してお
り、具体的な利用形態は、運営も含めて事業
者の提案に委ねることとしていることから、利
用料金の分割区分についても、事業者の提案
に委ねます。

78
要求水準書の
添付資料

別紙１０
利用料金等の考え
方

別10 2 (3)
事業者が提案する付帯施設の利用料金表
は、様式3-6-4へ記載することでよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

79
要求水準書の
添付資料

利用料金について
（別紙10）

別10 2 (5)

大学をはじめとする周辺機関との連携業務に
ついて施設利用料金は発生するかお示しくだ
さい。指定管理者が主催となる場合、指定管
理者と周辺機関が共催で行う場合など。

施設利用料金は必要になります。

80
要求水準書の
添付資料

利用料金（別紙10：
還付について）

別10
還付基準を教示願います（事業契約書第75条
第5項以外にあるか）。

事業契約書第75条第5項に記載のとおりで
す。

81
要求水準書の
添付資料

別紙１０　　　　　利
用料金の考え方

別10

メイン・サブアリーナ・各諸室における冷暖・暖
房及びその他貸出備品についてですが、提案
事業者が附帯設備として料金設定を行うとい
う考えでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、既存の県有施設
の状況や自らが提供するサービスの水準等を
勘案し、利用者が利用しやすい料金を提案し
てください。

82
要求水準書の
添付資料

既存施設の利用実
績について（別紙
11）

別11

両施設の営業日数、営業時間、減免実績、並
びにプロバスケットボール（レイクスターズ）試
合数をお示しください。

参考として（参考資料２　ウカルちゃんアリーナ
（現県立体育館）利用実績）および（参考資料
５　既存施設の開館日数等実績）をお示ししま
す。

83
要求水準書の
添付資料

既存施設の利用実
績について（別紙
11）

別11
利用実績は金額で示されておりますが、人数
を教示いただけないでしょうか。

参考として（参考資料５　既存施設の開館日数
等実績）をお示しします。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

84
要求水準書の
添付資料

既存施設の利用実
績について（別紙
11）

別11
2施設の閉館は新体育館の供用開始と同時で
しょうか。同時でない場合は、いつの予定で
しょうか。

ウカルちゃんアリーナ（現県立体育館）および
スポーツ会館の閉館時期は未定です。

85
要求水準書の
添付資料

光熱水費について 別11

ウカルちゃんアリーナ、およびスポーツ会館の
28･29年度の光熱水費（電気・ガス・上水道・下
水道の各費用）をお示しください。

参考として（参考資料１　ウカルちゃんアリーナ
（現県立体育館）光熱水費実績）をお示ししま
す。

86
要求水準書の
添付資料

ウカルちゃんアリー
ナの実績

別11
過去3年間の公式大会実績をお示しください。 参考として（参考資料２　ウカルちゃんアリーナ

（現県立体育館）利用実績）をお示しします。

87
要求水準書の
添付資料

別紙１１
既存施設の利用実
績

別11
高校生以下の利用実績を諸室別に開示願え
ますでしょうか。

参考として（参考資料５　既存施設の開館日数
等実績）をお示しします。

88
要求水準書の
添付資料

既存施設の利用実
績

別11
料金だけではなく、諸室別の利用件数を開示
いただけないでしょうか。

参考として（参考資料５　既存施設の開館日数
等実績）をお示しします。

89
要求水準書の
添付資料

別紙１２
予約受付の方法

別12
供用初年度の年間スケジュールの決定方法
についてご教示ください。

初年度については、県と事業者で調整の上、
年間スケジュールを決定することとします。

90
要求水準書の
添付資料

別紙１２
予約受付の方法

別12

Ｂリーグについては、特例利用対象の大会に
含まれるかご教示ください。

現時点においてＢリーグに利用は決定してい
ません。なお、ウカルちゃんアリーナ（現県立
体育館）では特例利用対象の大会等として調
整しています。

91
要求水準書の
添付資料

別紙１２　　　　　予
約受付の方法につ
いて

別12

日程調整フローにおいて、選定事業者が教室
等の事業を実施する場合、この優先順位で
は、教室等の安定した事業展開が困難です。
せめて、予約システム申込み受付前に利用枠
を確保することは出来ないでしょうか。

原則、別紙12 予約受付の方法のとおりとしま
すが、利用状況等に応じて事業者と協議する
こととします。

92
要求水準書の
添付資料

別紙１２予約の受付
方法

別12

特例利用対象となる大会の確定後にシステム
で受付とありますが、ホームページを見られな
い等、予約システムを利用出来ない方につい
ては、申込みおよび抽選に参加出来なくなると
考えられますがそので理解してよろしいか。

予約システムだけでなく幅広い申込受付がで
きる提案としてください。

93
要求水準書の
添付資料

滋賀県立スポーツ
施設公告設置基準

別13
（別

紙２）

「滋賀県立スポーツ施設広告設置基準」の全
文を資料として開示いただけますでしょうか。

参考として（参考資料６　滋賀県立スポーツ施
設広告設置基準）をお示しします。
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■様式集に関する質問への回答

該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)

1 様式集
提出書類の作成要
領

1 1

「･･･副本には代表企業、構成員および協力企
業の企業名および企業名を類推できる内容は
記載しないこと。」とありますが、金融機関から
の融資確約書、リスク評価書、自由提案施設
の事業実施者からの関心表明書等について
は、企業名は記載してもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

2 様式集
提出書類の作成・提
出に関する留意事
項

1 1

副本のうち１部は製本せずクリアファイル等に
入れて提出することとありますが、製本せずと
は、用紙に穴を開けないで提出ということで
しょうか。また、クリアファイルとはどのようなも
のをイメージしているのでしょうか。提案書の
枚数も多い為、一般的なクリアファイルでは一
つにまとめることは難しいかと思料します。

前段についてはご理解のとおりです。
後段についてはまとまっていれば結構です。

3 様式集 提出部数 1 1

「（3）から（12）は正本1部、副本30部提出する
こと」との記載がございますが、提案書等の印
刷や製本、提出する際の持参において、事業
者負担が大きいため提出部数を減らして頂け
ませんでしょうか。

原文のとおりとします。

4 様式集
入札時の提出書類
の(3)から(12)の留意
事項

1 3
本文中の注釈文や図表番号の文字の大きさ
は10.5ポイント以下としてもよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

5 様式集
入札時の提出書類
の(3)から(12)の留意
事項

1 3

「上下左右には20mm程度の余白を設け」とあ
りますが、様式番号、書類名、ページ番号およ
び入札参加資格者番号は、余白部分に記載し
てよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

6 様式集
入札時の提出書類
の(3)から(12)の留意
事項

1 3

留意事項を満たせば、様式記載の枠線、文字
フォント・サイズなどのデザインは自由でよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

7 様式集 様式集 1 3

作成・提出枚数の上限を超えて提案内容を補
足する参考資料を添付することは可能でしょう
か。

不可とします。

8 様式集 添付書類3-1 5 3 (12)

運営に関する関心表明書や地域経済への配
慮に関する関心表明書等の添付文書も集約し
てこの様式にまとめてもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

66



該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

9 様式集 入札時の提案書類 6 4 (3)

提案書の提出ファイルが、A4ファイル5セットを
31部提出と読み取れますが、事業者の印刷・
製本の負担が大きいため、提出部数を減らし
たり、1セットを提案書と図面集の2種類にする
など調整いただけないでしょうか。

原文のとおりとします。

10 様式集
施設整備計画に関
する提案書、設計図
書類

7 4 (4)

(4)施設整備計画に関する提案書および(9)設
計図書類はそれぞれA3で作成したものを一括
して１つのファイルに綴じるため、A3ファイルと
して提出することは可能でしょうか。

不可とします。

11 様式集 設計図書類 7 4 (9)

透視図に関しては、A3様式の中に複数の透視
図をレイアウトし、外観透視図は4面以上、内
観透視図は8面以上作成しても宜しいでしょう
か。

事業者の提案に委ねることとします。

12 様式集 設計図書類 8 4 (9)

配置計画図の縮尺が1/800と規定されていま
すが、配置図－１（全体配置図）において、多
目的広場までの範囲を記入するため、縮尺を
1/1000程度としてよろしいでしょうか。

事業者の提案に委ねることとします。

13 様式集 設計図書類 8 4 (9)

配置計画図は、維持管理区域のすべての範
囲を記入する必要がありますか。記入する必
要がある場合は、分割して記入若しくは縮尺
調整のどちらの方法とすればよろしいでしょう
か。

事業者の提案に委ねることとします。

14 様式集 什器備品 8 4 (10)
様式3-10-2はA3で作成するためファイルはA3
として提出することは可能でしょうか。

不可とします。

15 様式集 提案概要書 8 4 (11)

「それぞれＡ３（書式任意）で各１枚作成するこ
と。」とありますが、「事業実施に関する提案
書」と「地域経済への配慮に関する提案書」の
提案概要書の２枚のみを作成するとの理解で
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

16 様式集 提案概要書 8 4 (11)

提案概要書は、それぞれA3で各1枚作成する
こととありますが、「それぞれ」とは何を指して
おりますでしょうか。

「事業実施に関する提案書」と「地域経済への
配慮に関する提案書」になります。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

17 様式集 様式2-3 19

各社の代表者名は、県の入札参加資格者名
簿に登録者される代表者もしくは代理人であ
る必要はなく、本件入札に関する各社の代表
者（社長もしくは支店長等）で宜しいでしょう
か。

会社の代表権を持つ名義での記名捺印を原
則とします。ただし、県の入札参加資格者名簿
を支店長名等の別名義で既に登録し、入札行
為の委任が当該者に行われている場合は、名
簿に登録している名義での記名捺印を認めま
す。

18 様式集 様式2-3 19

入札参加者構成表に関し、手続き時間を短縮
するため押印する企業ごとにつき1枚で提出し
て宜しいでしょうか。

「入札参加者構成表」は、１枚に記載しきれな
い企業数となる可能性があることや押印に時
間を要すること等を考慮し、複数枚での提出を
認めます。その際は、「入札参加者構成表」全
てを「入札参加申請書」（様式2-3）の番号順に
並べて袋綴じし、代表企業の割印をしてくださ
い。

19 様式集 様式2-3 19

入札参加者構成表について、協力企業まで代
表者印が必要とありますが、代表者印が必要
なのは、構成員のみとしていただけないでしょ
うか？

不可とします。また、質問No.18の回答も参照
してください。

20 様式集 様式2-3 19

上記に関連して、参加資格要件の定めのない
「その他の協力企業」については、少なくとも、
代表者印は必要ない、もしくは部署長等、実務
担当者の印のみとしていただけないでしょう
か？

不可とします。また、質問No.18の回答も参照
してください。

21 様式集 入札時の提出書類
19～
20

各企業の所在地、代表者名は滋賀県入札参
加資格登録している住所・氏名の記入を行うと
考えて宜しいでしょうか。

県の入札参加資格者名簿を支店長名等の別
名義で既に登録し、入札行為の委任が当該者
に行われている場合は、名簿に登録している
住所・氏名での申請を認めます。また、質問
No.18の回答も参照してください。

22 様式集 様式2-4 20

委任状について、協力企業も代表者印が必要
とありますが、代表者印が必要なのは、構成
員のみとしていただけないでしょうか？

不可とします。

23 様式集 様式2-4 20

上記に関連して、参加資格要件の定めのない
「その他の協力企業」については、少なくとも、
代表者印は必要ない、もしくは部署長等、実務
担当者の印のみとしていただけないでしょう
か？

不可とします。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

24 様式集 様式2-5～2-7 21

様式2-5～2-7に、県の建設工事等入札参加
資格者名簿の番号、物品・役務および庁舎等
管理業務に係る競争入札参加資格番号の記
載欄がありますが、資格登録番号を有する場
合のみ記載すれば良く、必須要件ではないと
の認識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

25 様式集 様式2-5～2-10 21
会社概要は会社のパンフレット等でも宜しいで
しょうか。

会社概要がわかる資料であれば、会社のパン
フレット等でも結構です。

26 様式集 様式2-5～2-10 21

納税証明書について、「その３の３」を提出する
認識で宜しいでしょうか。

法人の場合、ご理解のとおりです。ただし、参
加表明時において発行後３か月を経過してい
ないものとしてください。

27 様式集 納税証明書 21
納税証明書は、その3の3の提出で良い、とい
う理解でよろしいでしょうか。

質問No.26の回答を参照してください。

28 様式集 入札時の提出書類
21～
26

各業務に当たる企業の会社概要は、会社案内
のパンフレットでも宜しいでしょうか。

質問No.25の回答を参照してください。

29 様式集 入札時の提出書類
21～
26

納税証明書については、直近1年分の提出と
いうことで宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

30 様式集 様式２－６について 22

様式２-６は　代表企業以外の構成員（協力企
業）の配置技術者においても提出を求められ
ますか。ご教示下さい。

様式2－6は建設業務にあたるもの全社が提
出してください。なお、添付書類８「配置予定技
術者の資格を証明できるものおよび雇用関係
がわかるものの資料」については、入札説明
書P８～　３（２）ウ（イ）建設業務に当たる者の
中でaからeまでの要件を満たす１者のみの提
出で構いません。

31 様式集
建設業務に当たる
者
様式2-6

22

本業務を複数で行う場合は、体育館の実績欄
は、全ての者が記入し、監理技術者欄は、1社
のみが記入すれば良いとの理解でよろしいで
しょうか。また、その添付書類についても同様
の考えとして宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。また、質問No.30の回答
も参照してください。

32 様式集
様式2-7工事監理業
務に当たる者

23

実績として、「業務の名称　○○設計業務」、
「実施設計実績は○」とありますが、いずれも
工事監理実績という認識であり、文言を修正し
て提出することで宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。なお、様式集を修正しま
す。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

33 様式集 様式2-7 24

添付書類「納税証明書（法人税、消費税およ
び地方消費税）の写し（最近１年間の未納がな
いことが証明できるもの）」とは、納税証明書そ
の３の３で良いでしょうか

質問No.26の回答を参照してください。

34 様式集
様式3-1-2、3-1-4、
3-1-5、3-2-1、3-2-
3

30

これらの様式は押印が必要な様式ですが、様
式2-2等参加表明時に届け出た代表者印を使
用するという認識で宜しいでしょうか。
様式3-1-4による委任の有無によらず全て代
表社印を使用するという認識で宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

35 様式集
様式3-1-4委任状
（受任者）

34

本様式は、様式2-2で記載した代表企業の代
表者から本件入札について受任者（代理人）
に委任する場合に使用するのという認識で宜
しいでしょうか。また、受任者（代理人）は県の
入札参加資格者名簿に登録者される代理人
である必要はなく、本件入札に関する受任者
（代理人）で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

36 様式集
様式3-1-4委任状
（受任者）

34

入札説明書P17キ開札方法にある開札の立ち
合いにおける「代理人」を立てる場合に本様式
を使用するのという認識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。（様式集の検討について
は要検討）

37 様式集
様式3-2-2入札価格
内訳書

39

入札価格内訳として、「①設計・建設の対価お
よび開業準備の対価（サービス対価Ａ）」とあり
ますが、開業準備の対価は含まず「①設計・建
設の対価（サービス対価Ａ）」で宜しでしょうか。

ご理解の通りです。なお、様式集を修正しま
す。

38 様式集
様式3-2-2入札価格
内訳書

39

注４割賦金利の消費税等の計算は法令に従う
とありますが、本件は割賦元本と割賦金利が
分かれて記載（様式3-12-10）されている金利
別記型であり、その場合割賦金利分は非課税
との認識ですが、これと異なるところがあると
のお考えでしょうか。入札者間の算定の条件
を合わせるためにも、ご見解をお願いします。

割賦金利について非課税と考えます。

70



該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

39 様式集
様式3-2-2
入札価格内訳書

39

「利用料金収入等（控除額）」の欄には、「様式
3-12-7 利用料金等収入に関する提案書」の
合計および「様式3-12-11 自由提案事業の収
支計算書」の収支の合計額を記載するとの理
解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

40 様式集
事業実施に関する
提案書

42

Ａ3指定のない提案書についてはＡ4・Ａ3どちら
でも記載して宜しいでしょうか。ご教授願いま
す。

様式集P1　３「入札時の提出書類の（3）から
（12）の留意事項」に記載のとおり使用する用
紙は、特に指定のない限り、A４としてくださ
い。

41 様式集 様式3-4-2 46

用紙サイズおよび枚数の記載がございません
が、A4で必要枚数ということで宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

42 様式集
県内企業等の活用
に関する提案書

72

滋賀県内に支店のある企業の活用について
は、本様式の対象になるかご教示ください。

対象外とします。なお、県内企業および地元企
業、共に県内に本社（本店）がある企業とし、
様式集（様式3-7-2）を修正します。

43 様式集
県内企業等の活用
に関する提案書
様式3-7-2

72

滋賀県内企業の定義は本社が滋賀県にある
ということでしょうか。ご教授願います。

ご理解のとおりです。なお、様式集（様式3-7-
2）を修正します。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

44 様式集
様式3-7-2
県内企業等の活用
に関する提案書

72

【構成員・協力企業から県内企業に対する発
注】において、記入する発注は、構成員・協力
企業から1次企業への発注のみと考えてよろし
いでしょうか。（例えば、構成員・協力企業から
1次の県内企業Ａへ100発注し、Ａから2次の県
内企業Ｂへ50の発注があった場合、ＡとＢの発
注金額を合計するとダブルカウントで150に
なってしまいます。）

ご理解のとおりです。

45 様式集 県産材について 73

現在　滋賀県においてびわ湖材以外で県産材
としての証明制度はありますか。あればご教
示下さい。

事業者にてご確認ください。

46 様式集
様式3-12-2
設計・建設の対価の
内訳書

82
最下段にある合計欄の（税抜）は（税込）の記
載誤りでしょうか。

ご理解の通りです。なお、様式集を修正しま
す。

47 様式集
様式集
様式3-12-3

83～
84

開業準備期間中の光熱水費は「維持管理業
務に係る費用」の次段に項目を設けて記載す
ればよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。なお、様式集を修正しま
す。

48 様式集
様式3-12-4(1)、(4)
維持管理・運営の対
価の内訳書85、88

85・
88

利便施設の運営に係る費用は、欄を追加して
(1)、(4)に記載することでよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。なお、様式集を修正しま
す。

49 様式集
維持管理・運営の対
価の内訳書
様式3-12-4

86

維持管理業務を外部委託する場合、外部委託
費は人件費に記載すればよろしいでしょうか。
ご教授願います。

（その他）に記載してください。また、備考欄に
外部委託である旨を記載してください。

50 様式集
様式3－12－4(4)
維持管理・運営の対
価の内訳書

88
利便施設の運営に係る光熱水費は、欄を追加
して本様式に記載することでよろしいでしょう
か。

ご理解の通りです。なお、様式集を修正しま
す。

51 様式集
様式3-12-7利用料
金等収入に関する
提案書

92
利便施設の収入は、本様式に記載にするとの
理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。なお、様式集を修正しま
す。

52 様式集
様式3-12-9
損益計算書

96

設計・建設の対価および開業準備の対価に割
賦元金(開業準備業務費）とありますが、事業
契約別紙１では、開業準備業務はサービス購
入費Bとして一括でお支払いただけるとあるの
で、本項目は0とし、開業準備業務の項目を別
途設けるとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。なお、様式集を修正しま
す。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

53 様式集 サービス対価A～D
97～
100

サービス対価の内訳書について、税率が明記
されておりませんが、10％であるという理解で
宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

54 様式集
金融機関からの関
心表明書等
様式3-1

103
金融機関以外からの関心表明書は添付不要
でしょうか。ご教授願います。

添付可能です。

55 様式集 添付資料3－1 103

添付資料3－1は金融機関からの関心表明書
等となっていますが、金融機関以外からの関
心表明書等も添付していいのでしょうか。

質問No.54の回答を参照してください。

56 様式集
様式3-1-7
(3) 施設整備計画

建物規模に延面積が13,500㎡（増減範囲内）
との記載がありますが、増減範囲内の定義を
ご教示ください。

要求水準書質問No.59の回答を参照してくださ
い。
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■落札者決定基準に関する質問への回答

該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)

1
落札者決定基
準

落札者決定までの
審査手順の概要

2 2 (1)

ネーミングライツの提案がなくても、要求水準
の未達成にはなら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。

2
落札者決定基
準

審査手順の概要 2 2 (1)

入札説明書17ページに示された「ヒアリング」
は、この手順のどこに位置づけされるかご教
示ください。

加点審査になります。

3
落札者決定基
準

施設整備に関する
事項

10 2

安全性・工期に配慮した施設計画において、
引渡し時期を早める提案は加点評価対象とな
るのでしょうか。

引渡時期を早める提案はできません。

4
落札者決定基
準

加点審査における
評価項目および配
転

11 4

運営に関する事項について、開業準備に関す
る業務の評価項目がございませんが、提案す
る場合にはどの評価項目に記載して提案すれ
ばよろしいでしょうか。

開業準備業務については、落札者決定基準
P11 ４運営に関する事項　総合管理・運営業
務の中で評価することとしていますので様式
3-6-3に提案内容を記載してください。

5
落札者決定基
準

自由提案事業 12 4

県民へのより良いサービスにつながる提案が
評価項目になると存じますが、ネーミングライ
ツの提案が評価項目に入っている理由をご教
示いただきたく存じます。

ネーミングライツの提案が財政負担の軽減に
つながること等を考慮しました。

6
落札者決定基
準

地域経済への配慮
に関する事項

12 5

「県内企業の参加」とありますが、参加とは、
入札参加者に構成員・協力企業としての参加
することを指すとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

7
落札者決定基
準

地域経済への配慮
に関する事項

12 5

「県内企業」「地元企業」とありますが、定義を
ご教示ください。滋賀県内に営業所を有する企
業との理解でよろしいでしょうか。

県内企業および地元企業、共に県内に本社
（本店）がある企業とします。なお、様式集（様
式3-7-2）を修正します。

回答No. 資料名 タイトル 質問内容
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■基本協定に関する質問への回答

該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)

1 基本協定書 当事者の義務 1 第2 2

本条項で定められる要望事項または指摘事項
は、いずれも本事業の入札手続き段階におい
て甲から乙に対して現に書面によって交付さ
れた事項に限定されること、及び乙の尊重義
務はあくまでも合理的な範囲に限定されること
をそれぞれご確認いただけないでしょうか。

本条に定める要望事項および指摘事項の具
体的な内容は書面により落札者に示します。
また、尊重義務は県が合理的と認める範囲に
限定されます。

2 基本協定書
第1条、第5条
業務の定義

1.2
第1
第5

基本協定書1条は「設計」「建設」「維持管理」
「運営」が「業務」ですが、5条は「設計」「建設」
「工事監理」「開業準備」「維持管理」「運営」が
「業務」とされ、入札説明書では「施設整備」
「開業準備」「維持管理・運営」とされておりま
す。
①表記を統一いただくようお願いします。
②事業契約26条により、設計・建設・工事監理
業務をあわせたものが「施設整備業務」と理解
しておりますが、その理解でよろしいでしょう
か。

①については、基本協定書の条項の表記の統
一は必要に応じて基本協定書締結時に行いま
す。
②については、ご理解のとおりです。

3 基本協定書 様式の譲渡等 2 第4

本条で定める甲の承諾に関して、甲は合理的
理由なく承諾を拒み、又は遅延することは無い
という理解でよろしいでしょうか。

事業者の株式譲渡について、その必要性や譲
渡相手方の内容等について県が相当と認める
ときは、合理的理由無く承諾を拒みまたは著し
く遅延することはありません。

4 基本協定書
第4条
株式の譲渡等

2 第4

「構成員は、本事業の終了に至るまで、甲の
事前の書面による承諾がある場合を除き、そ
の保有する事業予定者の株式を第三者に譲
渡」しない旨が定められており、業務要求水準
書（70頁）にも「すべての株主が、県の事前の
書面による承諾がある場合を除き」、「原則とし
て事業期間が終了するまで株式を保有してい
ること」及び「事業期間中、原則として株式の
譲渡」をしないことと規定されています。発注
者の承諾は、どのような場合になされるので
しょうか。

県が承諾する場合は、構成員の倒産など、真
にやむを得ない場合に限られます。

No. 資料名 タイトル 質問内容 回答
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

5 基本協定書 事業契約 2 第6 3

事業契約に係る仮契約の締結又は本契約の
成立までに課徴金納付命令又は排除措置命
令につき行政事件訴訟法上の取消訴訟が提
起され、当該命令の取り消しが確定した場合
には、仮契約の締結又は本契約を成立してい
ただくことは可能でしょうか。

質問にある、仮契約または本契約までに当該
命令の取り消しが確定した場合については、
県が仮契約または本契約を締結することは妨
げられません。

6 基本協定書 事業契約 3 第6 4

乙による確実な債務履行を担保することを目
的とするのであるならば、先ずは乙のうち前項
各号に該当した当事者が連帯して責任を負う
ものとし、次に当該債務が履行されない場合
に限り乙全体に連帯債務が及ぶという建付け
では問題があるのでしょうか。

ご質問に示された建て付けに特に問題がある
わけではありませんが、本条で定める連帯債
務は民法の規定によるものであり、質問に示
された建て付けは含みません。

7 基本協定書 事業契約 3 第6 4

落札者決定までは違約金は発生しないという
ことでよろしいでしょうか。

この基本協定は、落札者と県が締結するもの
です。締結前に基本協定の効力が生じること
はありません。

8 基本協定書 事業契約 3 第6 5

乙による確実な債務履行を担保することを目
的とするのであるならば、先ずは乙のうち第3
項各号に該当した当事者が連帯して責任を負
うものとし、次に当該債務が履行されない場合
に限り乙全体に連帯債務が及ぶという建付け
では問題があるのでしょうか。

ご質問に示された建て付けに特に問題がある
わけではありませんが、本条で定める連帯債
務は民法の規定によるものであり、質問に示
された建て付けは含みません。

9 基本協定書 反社会勢力の排除 4 第7 2

乙による確実な債務履行を担保することを目
的とするのであるならば、先ずは乙のうち前項
各号に該当した当事者が連帯して責任を負う
ものとし、次に当該債務が履行されない場合
に限り乙全体に連帯債務が及ぶという建付け
では問題があるのでしょうか。

ご質問に示された建て付けに特に問題がある
わけではありませんが、本条で定める連帯債
務は民法の規定によるものであり、質問に示
された建て付けは含みません。

10 基本協定書 反社会勢力の排除 4 第7 3
事業契約第96条第2項とありますが、第99条
第2項の誤りではないでしょうか。

ご理解のとおりです。なお、基本協定書を修正
します。

11 基本協定書 反社会勢力の排除 4 第7 3
「第96条第2項」は「第99条第2項」の誤りでは
ないでしょうか。

質問No.10の回答を参照してください。
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■事業契約書に関する質問への回答

該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)

1 事業契約書
前文（指定管理者の
指定）

0

中段に「なお、本契約は仮契約であって、・・・
事業者を新県立体育館の指定管理者として指
定することの同県議会の議決がなされたとき
に成立することを確認する。」とありますが、指
定管理者の指定期間は事業契約期間と同様
という認識で宜しいでしょうか。

指定管理者の指定期間は、供用開始日から
維持管理・運営期間の終了までを予定してお
ります。

2 事業契約書
第2条
用語の定義

1 第2 1 (10)

「業務要求水準書」において、「公表後入札ま
でに公表されたそれらの修正および質問回答
を含む。」とありますが、4月27日に公表された
「要求水準書（案）に関する質問への回答」「要
求水準書（案）に関する意見への回答」5月16
日に公表された「要求水準書（案）に関する質
問への回答（追加版）」の内容も含むと理解し
てよろしいでしょうか。

この入札手続で明示または黙示により要求水
準書（案）から変更されたものを除き、質問に
ある質問回答の内容が要求水準書の解釈運
用について補充的に参照します。

3 事業契約書
第2条
用語の定義

2 第2 1 (25)

「入札説明書」において、「公表後入札までに
公表されたそれらの修正および質問回答を含
む。」とありますが、4月27日に公表された「実
施方針に関する質問への回答」「実施方針に
関する意見への回答」5月16日に公表された
「実施方針に関する質問への回答（追加版）」
の内容も含むと理解してよろしいでしょうか。

質問No.2の回答を参照してください。

4 事業契約書 用語の定義 2 第2 1 (27)

通常の予見可能な範囲外とありますが、例え
予見可能であったとしても、社会通念上不可
避の現象については不可抗力に含まれるとい
う理解でよろしいでしょうか。

ご質問の例は不可抗力に含みません。通常の
予見可能の範囲外か範囲内かで判断します。

5 事業契約書
第3条
総則

3 第3 3

発注者の事業者に対する債権・債務を相殺す
る場合とは、本事業とは関係ないところで滋賀
県との間で有している債権債務について、個
別の構成員に対する債権・債務を相殺する場
合はここに含まれないという理解でよろしいで
しょうか。

相殺の可否はあくまで法令に従って判断しま
す。

6 事業契約書
提案書類と要求水
準の関係

4 第6 2

本項に定める尊重をした結果、事業者側に増
加費用又は損害が生じたときは発注者に補償
していただけるという理解でよろしいでしょう
か。

質問にある補償は想定しておりません。

No. 資料名 タイトル 質問内容 回答
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

7 事業契約書
提案書類と要求水
準の関係

4 第6 2

本項に定める尊重をした結果、事業者側に事
業スケジュール遅延（引渡し予定日の遅延を
含む。）が生じたときは、発注者及び事業者が
協議した上で適切な事業スケジュールを再設
定していただけるという理解でよろしいでしょう
か。

事業スケジュールに影響を及ぼすほどの「尊
重」は想定していません。

8 事業契約書
第6条
提案書類と要求
水準の関係

4 第6 1

提案書類が入札説明書または業務要求水準
書（「業務要求水準書」という。以下略）を満た
していない場合を規定しておりますが、これら
に対する質問回答に即した提案につきまして
は、契約に適合しているとみなされるものと思
料します。
1行目の「入札説明書または業務要求水準書
（「業務要求水準書：という。）を、質疑回答書
を含んだ「入札説明書等」（10条）としていただ
けますでしょうか。

入札説明書および業務要求水準書ともに定義
で質問回答を含んでいます。質問で要望され
ている修正は行いません。

9 事業契約書
第6条
提案書類と要求
水準の関係

4 第6 2

事業者の意見・要望事項が業務要求水準から
逸脱している場合とは、発注者の判断ではな
く、客観的な基準に照らして判断されると理解
してよろしいでしょうか。

逸脱かどうかは発注者が判断します。かかる
判断が発注者の恣意に基づいたものでは無
い、という意味では客観的な判断です。

10 事業契約書

第7条（統括責任
者、館長、業務責任
者および業務担当
者）

4 第7

統括責任者に関する記載がありません。これ
は業務要求水準書において館長のことを指す
総括責任者の間違いである、という理解でよろ
しいでしょうか。

事業契約書(案)を修正します。

11 事業契約書
第7条
業務責任者

4 第7 2

運営業務及び維持管理業務に係る業務責任
者については維持管理・運営業務の開始3か
月前までに届出が必要とされていますが、案
文どおりですと、維持管理・運営業務の開始3
か月前は、開業準備業務の開始前であり、開
業準備業務の業務責任者の届け出前でもあり
ますので、前後関係につきご確認いただきま
すよう、お願いします。

運営業務および維持管理業務の業務責任者
は各業務の開始３ヶ月前までに県に届け出て
下さい。本条および業務要求水準書４７頁に
定める通りです。開業準備業務にかかる業務
責任者については、業務要求水準書４３頁の
記載に合わせ、開業準備業務の開始１か月前
までに県に届け出るように修正します。

12 事業契約書
統括責任者、館長、
業務責任者及び業
務担当者

5 第7 6

いきなり変更を求めるというのはあまりにも唐
突であり、事業者側にとっても当人にとっても
過酷ですので、先ずは改善を求めるところから
始めてもらえないでしょうか。

県としても、本項による館長等の変更を求める
前に、口頭などでの事実上の改善要望などが
あることを想定しています。

13 事業契約書
第8条
協議会

5 第8 2

協議会は、いつから、どれくらいの頻度で開催
することを想定されていますか。また、出席者
は、誰を想定されていますか。

概ね月１回を想定していますが、必要に応じて
開催するものとし、出席者を含め県と事業者
が協議の上、開催します。

78



該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

14 事業契約書 関係者協議会 5 第9 1
関係者協議会を構成する、「競技団体」を具体
的にご教示願います。

県域の競技団体を想定していますが、今後調
整することとします。

15 事業契約書 関係者協議会 5 第9 1
周辺機関とは、具体的にはどこでしょうか。 びわこ文化公園都市内に立地する大学、福祉

施設、文化施設等です。

16 事業契約書
第9条
関係者協議会

5 第9 1

関係者協議会は、いつから、どれくらいの頻度
で開催することを想定されていますか。また、
出席者は、誰を想定されていますか。

概ね年2回を想定していますが、必要に応じて
開催するものとし、出席者を含め県と事業者
が協議の上、開催します。

17 事業契約書 解釈 5 第10 2

入札説明書と業務要求水準書に齟齬があった
ときはどちらの解釈が優先されるのでしょう
か。

入札説明書と業務要求水準書の記載に齟齬
があることは想定していません。

18 事業契約書 責任の負担 6 第11

県が「承認」した行為について、責任を負担し
ないとありますが、承認行為は責任を負担す
るようご検討いただけないでしょうか。

原文のとおりとします。

19 事業契約書
第11条
責任の負担

6 第11

「事業者は、この契約において別段の定めの
ある場合を除き、事業者の本業務の実施に関
する発注者による確認、承認もしくは立会また
は事業者からの発注者に対する報告、通知も
しくは説明を理由として、いかなるこの契約上
の責任も免れず、当該確認、承認もしくは立会
または報告、通知もしくは説明を理由として、
発注者は何ら新たな責任を負担しない。」とあ
りますが、具体的にどのような場合が該当する
のかご教示願います。

例えば、第３９条の工事完成確認は第４１条の
事業者の責任を免責しません。

20 事業契約書 契約の保証 6 第12 1

履行保証保険を付保する場合は、仮契約締結
からではなく、議会議決後からでよいとの理解
でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

21 事業契約書
総則
契約の保証

6 第12 1

履行保証について、保証期間は引渡しまでと
ありますが、2022年9月30日までとの理解で宜
しいでしょうか。

ご理解のとおりですが、引渡予定日が変更に
なった場合、変更後の日となります。

22 事業契約書 契約の保証 6 第12 2

保証の金額である、サービス購入料Aの割賦
元金の100分の10の計算において、消費税及
び地方消費税を含まないとの理解でよろしい
でしょうか。

サービス購入料の金額は消費税および地方
消費税相当額を含んだ金額を意味します。な
お、第2条(15)を参照してください。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

23 事業契約書
第14条
モニタリング

7 第14

別紙２によると、「事業者自らがモニタリングを
行うとともに、県もモニタリングを行う」と規定さ
れておりますので、本条においても、県および
事業者いずれもがモニタリングを実施するよう
規定願います。

要望を踏まえ、事業者も別紙２に従いセルフモ
ニタリングを行う旨を第１項に追記することとし
ます。

24 事業契約書 資金の調達 7 第15 2

事業者が資金調達に際し、事業者の株式もし
くはサービス購入料債権を金融機関に担保提
供する場合、事前に発注者の承諾を要すると
の理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

25 事業契約書 許認可等の手続 7 第16 1

「・・事業者に対し協力を求めた場合には」とあ
りますが、発注者が取得する許認可とはどの
ようなものを想定していますか。また、事業者
の協力する範囲は、特段の費用等が発生しな
いとの理解でよろしいでしょうか。

事業者ではなく発注者が許認可を取得するこ
とが法令等で定められているものが想定され
ます。ただ、現時点において具体的な許認可
を想定しているわけではありません。
協力の範囲は、合理的な範囲を想定していま
すが、具体的事象が発生後、協議することとし
ます。

26 事業契約書 許認可等の手続 7 第16 3

第3項の同様の趣旨により、事業者の協力義
務も「必要に応じ合理的な範囲」に限られると
いう理解でよろしいでしょうか。

質問No.25の回答を参照してください。

27 事業契約書 許認可等の手続 8 第16 5

一般的な不可抗力に伴う費用分担規定はそ
れによって事業者に生じた事業リスク（増加費
用等）に係る分担を官民間でいかように整理
するかという趣旨であり、発注者に生じた費用
に対して当該不可抗力に伴う費用分担規定が
適用される例は初見ですが、発注者が行うべ
き許認可の申請等において発注者に生じた増
加費用を、事業者が自らに帰責事由が無いに
もかかわらず負担しなければならない根拠を
明らかにしてもらえないでしょうか。

本項但し書きは、本文の「事業者の本事業の
実施について増加費用または損害が発生した
場合」の費用分担を規定するものであり、県に
発生した損害および費用の分担を定めるもの
ではありません。

28 事業契約書 条件変更等 8 第17
建設期間中、事業用地内は無償で使用できる
との理解でよろしいでしょうか。

県は建設期間中における事業者の業務実施
について、土地の使用料等は徴収しません。

29 事業契約書 条件変更等 8 第18 1

事業用地は、これから県による造成関連工事
を実施されますが、その後の「県及び事業者
双方の責めによらない地盤沈下リスク」（実施
方針に関する質問への回答（H30.4.27)№133）
は、第18条第1項第2号又は第3号に該当する
との理解でよろしいでしょうか。

想定される以上の地盤沈下については、第１８
条第１項第２項または第３項の適用があり得
ます。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

30 事業契約書 条件変更等 8 第18 1 (2)

本件土地の条件について、業務要求水準書等
に示された条件と実際の現場が一致しないこ
とに起因して発生した増加費用は、県に負担
していただけるとの理解でよろしいでしょうか。

第１８条第１項第２号に該当し、第１９条第２項
の協議により県が増加費用等を負担すべき場
合、または第１９条第３項により県が必要な費
用を負担すべき場合は、ご理解のとおりです。

31 事業契約書
第18条
条件変更等

8 第18 1

18条1項記載の条件変更事由が発生した場
合、それにかかる費用や工期の遅延などにつ
いては、サービス購入料の増額や工期延伸な
どの措置がなされると理解してよろしいでしょう
か。

要求水準が変更される場合、必要に応じて
サービス購入料の変更や事業スケジュールの
変更などの措置を行います。

32 事業契約書 条件変更等 8 第18 2

第1項各号に掲げる事由により引渡予定日に
本施設の引渡しを行うことが困難と認められた
ときは、発注者及び事業者が協議した上で適
切な引渡予定日を再設定していただけるとい
う理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

33 事業契約書 条件変更等 9 第18 2

第1項各号に掲げる事由により事業者側に増
加費用又は損害等が発生したときは、業務要
求水準書の変更の有無にかかわらず、発注者
に補償していただけるという理解でよろしいで
しょうか。

事業スケジュールや業務要求水準書が変更さ
れない場合は、サービス購入料の変更はあり
ません。

34 事業契約書
発注者の請求によ
る業務要求水準書
の変更

9 第19 3

協議が整わない場合に、発注者が一方的に取
り扱いを決めることは民主的な解決方法とは
言えませんので、公正な第三者機関等に判断
を仰ぐ建付けとして変更してもらえないでしょう
か。なお、同種の他の条項においても同様で
す。

原文のとおりとします。

35 事業契約書
発注者の請求によ
る業務要求水準書
の変更

9 第19

第18条の埋蔵文化財、土壌汚染および地中
障害物が発見された場合は、第19条発注者の
請求による業務要求水準の変更に従い対応さ
れるとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

36 事業契約書
発注者の請求によ
る業務要求水準書
の変更

9 第19

県の造成の瑕疵に起因して本施設に不具合
が生じた場合や本事業に影響を生じた場合も
業務要求水準書第１　9(1)に含まれるという理
解でよろしいでしょうか。

質問の場合は、業務要求水準書第１ ９ (１）に
該当する事があり、第１８条第１項第２号また
は第３号に該当する可能性があります。

37 事業契約書
発注者の請求によ
る業務要求水準書
の変更

9 第19

県が整備する道路の完成が遅延した場合は、
「県の事由による要求水準の変更」に該当す
るとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

38 事業契約書
事業者の請求によ
る業務要求水準書
の変更

9 第20 1 (5)
第[58]条は第[60]条の記載誤りでしょうか。 ご理解の通りです。なお、事業契約書(案)を修

正します。

39 事業契約書
事業者の請求によ
る業務要求水準書
の変更

10 第20 4

第19条第3項と同様の趣旨により、業務要求
水準書の変更が事業者の責めに帰すべき事
由によらないときは、それによって事業者に生
じた増加費用、損害等を発注者にご負担いた
だけるという理解でよろしいでしょうか。

要求水準書の変更の具体的な変更内容によ
ります。

40 事業契約書 本施設の設計 11 第21 10

事業者に生じた増加費用及び損害には、金融
費用（建設期間中の借入金利息の増加等）も
含まれるとの認識でよろしいでしょうか。

合理的な範囲でご理解のとおりです。

41 事業契約書 本施設の設計 11 第21 10 (1)

本文中に、“引渡予定日および供用開始日を
合理的な期間だけ延長し、または当該増加費
用および損害を負担する。”と御座いますが、
“引渡予定日および供用開始日を合理的な期
間だけ延長し、かつ当該増加費用および損害
を負担する。”としていただけませんでしょう
か。引渡予定日および供用開始日を延長した
場合、事業者にて増加費用が発生する為で
す。

原文のとおりとします。「引渡しまたは供用開
始が遅延した場合」には、引渡しと供用開始の
双方が遅延した場合を含みます。

42 事業契約書
第24条
引渡の遅延

12 第24 5 (1)

発注者の対応は引渡予定日の延期「または」
増加費用負担とされていますが、引渡の遅延
及び増加費用の「双方」が発生した場合、引渡
の延期「及び」費用の双方をご負担いただくと
いう理解でよろしいでしょうか。

県の帰責事由により引渡予定日が変更され、
そのために事業者に増加費用や損害が発生
した場合、県が当該増加費用や損害を負担し
ます。

43 事業契約書 本施設の建設 12 第24 5 (1)

県が実施する造成関連設計・工事が遅延や地
盤沈下等により、引渡しまたは供用開始の遅
延や、増加費用等が発生した場合は、事業契
約書第24条第5項第1号に該当するとの理解
でよろしいでしょうか。

県が実施する造成関連設計・工事が工事請負
企業の帰責事由により遅延し、または想定以
上の地盤沈下が生じ、引渡予定日の変更また
は供用開始の遅延が必要となり、事業者に増
加費用や損害が発生したときは、第１８条およ
び第１９条、もしくは第２４条第５項第１号によ
り,増加費用や損害は県が負担することになり
ます。

44 事業契約書 本施設の建設 12 第24 5

事業者に生じた増加費用及び損害には、金融
費用（建設期間中の借入金利息の増加等）も
含まれるとの認識でよろしいでしょうか。

合理的な範囲でご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

45 事業契約書 本施設の建設 12 第24 5 (1)

本文中に、“引渡予定日および供用開始日を
合理的な期間だけ延長し、または当該増加費
用および損害を負担する。”と御座いますが、
“引渡予定日および供用開始日を合理的な期
間だけ延長し、かつ当該増加費用および損害
を負担する。”としていただけませんでしょう
か。引渡予定日および供用開始日を延長した
場合、事業者にて増加費用が発生する為で
す。

原文のとおりとします。「引渡しまたは供用開
始が遅延した場合」には、引渡しと供用開始の
双方が遅延した場合を含みます。

46 事業契約書 本施設の建設 12 第24 5 (1)

発注者の責めに帰すべき事由により本施設の
引渡し又は供用開始が遅延した場合は引渡し
予定日及び供用開始日を延期するとあります
が、事業者の責めに帰すべき事由により遅延
した場合は延期が行われないのはなぜでしょ
うか。ご教示いただきたく存じます。

事業者の帰責事由による遅延の場合、第４０
条第２項の遅延違約金が生じることを担保す
るため、スケジュールの延期は行わないものと
しています。

47 事業契約書
第26条
第三者への委託

13 第26 2

建設業務の一部を受注した者が更に当該業
務の一部を他の第三者に請け負わせる場合、
事業者は、どのような方法で県に通知すれば
よろしいのでしょうか。

書面にて通知願います。通知書の書式は任意
とします。また、工事施工体制の変更について
も報告して下さい。

48 事業契約書
第28条
工事現場における
安全管理等

14 第28 2

公共工事標準約款2条によれば、関連工事に
関する協議は発注者において行うものとされ
ているため、公共工事標準約款に準じていた
だけますでしょうか。

本事業においては建設工事の発注者は事業
者となることから、事業者が協議するものとし
ています。

49 事業契約書
本施設の建設
本件工事に伴う近隣対
策

14 第29 1

近隣住民に対し、工事実施計画等の説明を行
わなければならないとありますが、時期及び近
隣の範囲をご指示下さい。

これまで上田上連合自治会のほか、大津市中
野町、芝原町の自治会への説明を行ってきて
おり、今後も自治会単位の説明は必要である
と考えております。また、時期および範囲共に
滋賀県、大津市および草津市の条例、指導等
に従い対応していただくことになります。

50 事業契約書
本件工事に伴う近
隣対策

14 第29 1

「近隣住民(滋賀医科大学医学部附属病院を
はじめとする近隣事業者を含む)とあります
が、想定されている近隣住民の範囲をご教示
ください。

質問No.49の回答を参照してください。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

51 事業契約書
第29条
本件工事に伴う近
隣対策

15 第29 2・5

合理的な範囲内で実施すべき近隣対策とは、
騒音・悪臭・光害などが発生しないよう、低騒
音の機械を用いたり、仮囲いをしたり、警備員
を配置するなどの対応を指すと理解しておりま
すが、その理解でよろしいでしょうか。
また、合理的な範囲の対応によっても避けるこ
とのできない環境悪化が発生した場合は、事
業者の責任および費用負担の必要はないと理
解してよろしいでしょうか（公共工事標準約款
28条2項参照）。

施工計画、施工方法等については事業者が定
めるものですので、その内容に応じて合理的
に相当と認められる対策をとってください。

52 事業契約書
第29条
本件工事に伴う近
隣対策

15 第29 2・6

「近隣対策（2項ないし5項）」と「本施設を設置
すること自体に関する近隣対策（6項）」につ
き、それぞれの意義や違いを具体的に教示い
ただけますでしょうか。

６項の本施設を設置すること自体に関する近
隣対策とは、本施設の設置そのものに関する
住民への周知、説明等であり、第２項から第５
項の近隣対策は、事業者が提案に従い本事
業を実施するうえでの近隣対策を意味します。

53 事業契約書
本件工事に伴う近
隣対策

15 第29 2

「事業者は、自らの責任および費用負担にお
いて、･･･、合理的な範囲内で近隣対策を実施
する」とありますが、合理的な範囲を超えた要
求については、同条第6項が準用されるという
理解でよろしいでしょうか。

合理的な範囲を超えた要求については、当然
にこれに対応しなければならないという必要性
はないことから、県と事業者と協議することとし
ます。

54 事業契約書
本件工事に伴う近
隣対策

15 第29 6

事業者に生じた増加費用及び損害には、金融
費用（建設期間中の借入金利息の増加等）も
含まれるとの認識でよろしいでしょうか。

合理的な範囲でご理解のとおりです。

55 事業契約書
本件工事に伴う近
隣対策

15 第29 6

引渡予定日および供用開始日を合理的な期
間だけ延期した際に発生する、事業者の増加
費用および損害も発注者が負担するとの理解
でよろしいでしょうか。

本施設を設置すること自体に関する住民の反
対運動等により引渡予定日や供用開始日を変
更する場合に事業者に発生する増加費用およ
び損害については、ご理解のとおりです。

56 事業契約書 備品等の調達 15 第30 2

第1項に基づき事業者が備品をリースにより調
達する場合は発注者に所有権は移転されない
と思いますがいかがでしょうか。

ご理解のとおりです。

57 事業契約書
第32条
工事の中止

16 第32 1

「（前略）事業者が工事を施工できないと認め
られるときは、事業者は、直ちに工事の中止
内容およびその理由を発注者に通知しなけれ
ばならない。」と規定されていますが、「事業者
は」のあとに「工事を中止することができ」と加
筆願います。

実際の状況により、直ちに工事を中止すべき
場合と、一定期間経過後に工事を中止すべき
場合の双方が有り得ると考えられます。このい
ずれの場合にも、事業者は実際に工事を中止
しますが、事業者が工事を中止できることは本
項の前提であり、特に記載を要しないものと考
えています。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

58 事業契約書 工事の中止 16 第32 2

第1項が適用される場合に事業者の責めに帰
すべき事由が論じられる余地は無いと思いま
すが「履行不能の理由が事業者の責めに帰す
べき事由による場合を除き」の趣旨を明らかに
してもらえないでしょうか。

事業者の自己の行為を原因として履行が出来
ない状態を招いた場合に免責を認めるのは不
合理と考えられるためです。

59 事業契約書 工事の中止 17 第32 5

第1項が適用される場合に事業者の責めに帰
すべき事由が論じられる余地は無いと思いま
すので、括弧書き部分は「第3項の規定」につ
いてのみ適用される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 事業契約書
工事の中止・工期の
変更等

17 第32 5

事業者に生じた増加費用及び損害には、金融
費用（建設期間中の借入金利息の増加等）も
含まれるとの認識でよろしいでしょうか。

合理的な範囲でご理解のとおりです。

61 事業契約書
工事の中止・工期の
変更等

17 第32 5

変更対象となるサービス購入料はサービス購
入料Aとの認識でよろしいでしょうか。

引渡予定日や供用開始日が変更される場合
には、サービス購入料ＢおよびＣの変更もあり
得ます。

62 事業契約書 工事日程の変更等 17 第33

第32条第2項に基づき事業者が履行義務を免
れる場合に、本項で定める施工計画書の変更
に係る請求が行えない根拠を明らかにしても
らえないでしょうか。

本項の「前条第２項に規定する場合を除き」
は、第３２条第２項の「履行不能の理由が事業
者の責めに帰すべき事由による場合」を指し
ています。第３２条第２項全体を指しているわ
けではありません。

63 事業契約書
第33条
工事日程の変更等

17 第33 1

「事業者は、前条第２項に規定する場合を除
き、施工計画書に定める着工日に着工するこ
とができないと認めるときは、その理由を明示
した書面により、発注者に施工計画書の変更
を請求することができる。」と規定されています
が、「前条第２項」では、事業者は不可抗力に
より「履行不能の状況が継続する期間中、履
行不能業務に係る履行義務を免れる」と規定
されており、本条の規定をより具体的にご説明
いただきたく存じます。

質問No.62の回答を参照してください。

64 事業契約書 引渡予定日の変更 17 第34

第32条第2項に基づき事業者が履行義務を免
れる場合に、本項で定める引渡し予定日の変
更に係る請求が行えない根拠を明らかにして
もらえないでしょうか。

質問No.62の回答を参照してください。
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頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

65 事業契約書 引渡予定日の変更 17 第34 2

引渡予定日の30日以内に引渡予定日に本施
設を引渡すことができないと認められたとき
は、当該時点を起点として可及的速やかに通
知を行えばよろしいでしょうか。

質問の場合は、スケジュールが遵守できない
ことを認知したときは、速やかに県に通知願い
ます。

66 事業契約書 引渡予定日の変更 17 第34 2

事業契約書案第21条10項第2号および第24条
第5項第2号において「事業者の責に帰すべき
事由により引渡しまたは供用開始が遅延した
場合…引渡し予定日及び供用開始日は延期
されない。」とありますが、第34条第2項の通知
および第35条第1項の協議により、引渡予定
日の変更することができるという理解でよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、第３５条第１項の
協議が調うためには、事業者が当初の引渡し
予定日からの遅延期間にかかる第４０条第２
項の違約金およびその他県に生ずる損害を負
担することが最低限の条件となります。

67 事業契約書 引渡予定日の変更 17 第34 5

変更対象となるサービス購入料はサービス購
入料Aとの認識でよろしいでしょうか。

引渡予定日や供用開始日が変更される場合
には、サービス購入料ＢおよびＣの変更もあり
得ます。

68 事業契約書 第36条第3項 18 第36 3

第［111］条第1号→第［114］条第1項ではない
でしょうか。

ご理解の通りです。なお、事業契約書(案)を修
正します。

69 事業契約書 臨機の措置 18 第36 3
第[111]条は第[114]条の記載誤りでしょうか。 質問No.68の回答を参照してください。

70 事業契約書
本施設の建設に伴
い第三者に及ぼした
損害

18 第37

本項の規定は、事業者が法的に損害賠償義
務を負う場合に限定されるという理解でよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

71 事業契約書

第37条
本施設の建設に伴
い第三者に及ぼした
損害

18 第37

公共工事標準約款28条2項（工事の施工に伴
い通常避けることができない騒音、振動、
地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三
者に損害を及ぼしたときは、発注者がその
損害を負担しなければならない）を加えていた
だけますでしょうか。

原文のとおりとします。

72 事業契約書
発注者による本施
設の所有

19 第40 2

引渡予定日の遅延が事業者の帰責事由及び
発注者の帰責事由の競合によるときは、本項
で定める違約金は、発注者の帰責度合いに応
じて減じられるという理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

73 事業契約書
発注者による本施
設の所有

19 第40 1

所有権移転登記は県が県の費用負担にて実
施するという理解でよろしいでしょうか。

施設の登記は現在予定しておりません。
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頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

74 事業契約書 本施設の瑕疵担保 20 第41 1

本施設の瑕疵担保責任については、第4章「本
施設の建設」に記載がありますが、設計瑕疵
についても同項の規定が適用されるという理
解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

75 事業契約書 本施設の瑕疵担保 20 第41

滋賀県建設工事請負契約約款第41条に定め
られているところの、ⅰ）瑕疵が重要ではなく、
かつ、その修補に過分の費用を要するとき
は、発注者は修補を請求することができないこ
と、ⅱ）発注者は、工事目的物の引渡しの際に
瑕疵があることを知ったときは、その旨を直ち
に事業者に通知しなければ当該瑕疵の修補
又は損害賠償の請求をすることはできないこと
の二点が規定されていない理由を明らかにし
てもらえないでしょうか。

特に建設請負契約約款と合わせる必要はあり
ません。

76 事業契約書 本施設の瑕疵担保 20 第41

本施設には、県が行う造成関連の設計及び工
事は含ま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。

77 事業契約書
維持管理・運営業務
開始の遅延のよる
違約金

21 第48

引渡の遅延を要因とする維持管理・運営業務
開始の遅延の場合、第40条第2項と第48条に
より違約金が二重に課されることがないよう、
第40条第2項の違約金の規定のみが適用され
るという理解でよろしいでしょうか。

第４０条第２項の違約金と第４８条の違約金
は、違約対象の業務が異なりますので、そもそ
も両者が重複するとは考えておりません。

78 事業契約書 損害賠償 23 第55 2

第三者に損害の賠償を行う時は、事業者に事
前に相談していただけるとの理解でよろしいで
しょうか。

本項は事業者の帰責事由により第三者が損
害を受けたときの規定であり、県が第三者に
賠償するに当たり、事業者に対して事実確認
を行います。

79 事業契約書
維持管理・運営
本施設にかかる権利設
定の禁止

23 第58

事業者は本施設を第三者に譲渡・転貸等をし
てはならないとありますが、この規定は自由提
案施設部分においても同様でしょうか。

同様です。本施設の定義は自由提案施設を含
みます。

80 事業契約書
地位の譲渡等の禁
止

24 第59
発注者に事前承諾を条件として、担保提供す
ることは問題御座いませんでしょうか。

指定管理者の地位については譲渡、他者への
承継は出来ません。

81 事業契約書
第63条
近隣対策について

25 第63 1

第1項の合理的な範囲での近隣対策につい
て、貴県が考える事例を教示いただけますで
しょうか。

質問No.49の回答を参照してください。

87



該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

82 事業契約書 業務報告等 25 第62 7
帳票類は電子データで常備することでよろしい
でしょうか。

帳簿や施設管理台帳については紙および電
子データで常備することとしてください。

83 事業契約書
維持管理・運営業務
に伴う近隣対策

26 第63 3項

事業者に生じた増加費用及び損害には、金融
費用（建設期間中の借入金利息の増加等）も
含まれるとの認識でよろしいでしょうか。

合理的な範囲でご理解のとおりです。

84 事業契約書
第64条
自己評価について

26 第64 1

要求水準書P64　3-(2)-ｲ-9（ｱ）で示すもの以
外に、発注者が別に定める評価表について教
示いただけますでしょうか。 またこれは事業契
約書別紙2モニタリングのうちどれにあたりま
すでしょうか。
第62条6項との関連性についても教示いただ
けますか。

評価票は要求水準が達成状況等の確認を目
的として作成頂きます。施設整備業務は要求
水準確認報告書に、開業準備業務は開業準
備業務報告書に、維持管理・運営業務は年度
総括報に添付してください。また、業務の改善
が必要な場合の改善報告書にも添付してくだ
さい。

85 事業契約書 緊急時の対応 27 第70
緊急時対応の範囲について明確化することは
可能でしょうか。

県と協議のうえ明確化することは可能です。

86 事業契約書
第74条
利用の許可につい
て

28 第74 4

第4項　業務要求水準書に従い、「本施設の優
先利用をすることができる」と記載ありますが、
これは別紙12に関してのことでしょうか。他に
はありますでしょうか。

業務要求水準書別紙12　予約受付の方法以
外で、事業者の優先利用を定めるものはあり
ません。

87 事業契約書
事業者による指定
管理者の取消しの
申し出

30 第82 1 (2)

事業者が損害または損失を被った場合、発注
者が当該損害または損失を負担するとの理解
でよろしいでしょうか。

県の責めに帰すべき事由により事業者に生じ
た損害および損失については、ご理解のとお
りです。

88 事業契約書
自由提案事業の実
施

31 第86 1
自由提案事業において、雨水調整池を使用す
る事業の提案は可能でしょうか。

不可とします。

89 事業契約書
自由提案事業の実
施

31 第86 1
自由提案事業において、事業用地内の森林を
活用することは可能でしょうか。

不可とします。

90 事業契約書 第86条 31 第86 3
第3項について第［58］条により→第［60］条で
しょうか。

ご理解の通りです。なお、事業契約書(案)を修
正します。

91 事業契約書
自由提案事業の実
施

31 第86 3
第[58]条は第[60]条の記載誤りでしょうか。 質問No.90の回答を参照してください。

92 事業契約書
自由提案事業の実
施

31 第86 4

第86条4項で、「自由提案事業の全部または一
部を中止または終了することを妨げない」とあ
りますが、「利便施設運営業務」についても同
様、貴市との協議により全部または一部を中
止または終了することを妨げないという認識で
宜しいでしょうか。

利便施設運営業務は事業者が実施すべき必
須業務であり、事業期間を通じて実施して下さ
い。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

93 事業契約書
自由提案事業の実
施

31 第86 4

自由提案事業の全部または一部を中止・終了
した場合、事業者が発注者に負担する違約金
等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。

94 事業契約書
第三者の故意また
は過失による本施
設の損害

33 第91 2

事業者が第三者を特定できているものの、当
該第三者が損害を賠償できない場合（無資力
である場合等の資力の問題を含むが、これに
限らない）、91条2項・3項・4項規定に則して、
発注者が費用負担するとの理解でよろしいで
しょうか。

当該第三者が損害を賠償できないことについ
てやむを得ない事由があるときは、ご理解のと
おりです。

95 事業契約書

サービス購入料の
変更等に代える業
務要求水準書の変
更

34 第95

サービス購入料の増額または負担の全部もし
くは一部に変えて業務要求水準書のレベルを
下げるという趣旨かと存じますが、業務要求水
準の変更の可否等については予め事業者とご
協議いただけるという理解でよろしいでしょう
か。

第９５条第１項または第２項による業務要求水
準書の変更にあたっては、同条第３項による
協議を行います。

96 事業契約書

サービス購入料の
変更等に代える業
務要求水準書の変
更

34 第95

「協議が調わない場合には、発注者が定め、
事業者に通知する」とありますが、これは、業
務要求水準書の変更内容についての記述で
あり、それに伴う増加費用や損害についてで
はないとの認識でよろしいでしょうか。

第９５条第１項および第２項が想定するのは、
サービス購入料の金額を変えずに業務要求水
準の内容を変更する場合ですので、増加費用
や損害の負担の協議は想定されません。

97 事業契約書

サービス購入料の
変更等に代える業
務要求水準書の変
更

34 第95 1

業務要求水準書の変更は、サービス購入料の
増額または負担額相当額を相殺し得る水準ま
で引き下げられるとの認識でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

98 事業契約書
施設の更新・修繕に
関する業務の承継
に関する特則

35 第98 1

「事業者は、業務要求水準書に従い、本施設
について維持管理・運営期間終了の1年前ま
で建物劣化調査等を実施」とありますが、「建
物劣化調査等」について明確な業務要求水準
がないため、こちらは事業者からの提案によっ
て規定可能でしょうか。

事前に県と協議して定めることとします。

99 事業契約書
事業者の債務不履
行による契約解除

35 第99

本条項の各号に定める解除事由は、具体的
事由の適用の有無に関していずれも解釈の幅
を有するものですが、それによって本事業の
継続が困難と認められるレベルを意図するも
のであるという理解でよろしいでしょうか。

本項の解除原因には、構成員や協力企業の
談合、個人情報保護義務の違反など、業務に
与える影響にかかわらず、その態様に鑑みて
解除原因としているものも含まれます。

100 事業契約書
第99条
事業者の債務不履
行による契約解除

36 第99 1 (8)

「別紙２のモニタリングで定める場合」との規定
を、「別紙２の７．（２）⑨事業の中断（契約解
除）で定める場合」に修正願います。

必要な文言調整は事業契約締結時に行いま
す。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

101 事業契約書
事業者の債務不履
行による契約解除

36 第99 2 (6)
「前記ウからオまで」とは具体的に何を指すの
でしょうか。

「前記ウからオ」を「前記（３）から（５）」に修正
します。

102 事業契約書
本施設の引渡し前
の契約解除

37
第
100

2
第[105]条は第[108]条の記載誤りでしょうか。 ご理解の通りです。なお、事業契約書(案)を修

正します。

103 事業契約書
第101条
本施設引渡し後の
契約解除

37
第
101

1 (1)

利便施設運営業務の飲食提供施設を事業期
間にわたり独立採算で運営することは困難で
あることが想定されます。飲食提供施設にお
いて「事業者が、連続して30日以上または1年
間に60日以上にわたり」運営業務が行えな
かった時も、事業契約が解除されることになる
のでしょうか。

利便施設の運営を独立採算で行うことは業務
要求水準であり、これを履行しないときは契約
の解除原因となります。

104 事業契約書
第101条
本施設引渡し後の
契約解除

37
第
101

1 (1)

利便施設運営業務の飲食提供施設を事業期
間にわたり独立採算で運営することは困難で
あることが想定されます。飲食提供施設にお
ける運営業務が行えなくなったとしても事業契
約の解除にはならないようにご配慮いただけ
ないでしょうか。

質問No.103の回答を参照してください。

105 事業契約書
本施設の引渡し後
の契約解除

37
第
101

2
第[106]条は第[109]条の記載誤りでしょうか。 ご理解の通りです。なお、事業契約書(案)を修

正します。

106 事業契約書
法令の変更による
契約の解除

37
第
103

1
第[108]条は第[111]条の記載誤りでしょうか。 ご理解の通りです。なお、事業契約書(案)を修

正します。

107 事業契約書
不可抗力による契
約の解除

38
第
104

1
第[110]条は第[113]条の記載誤りでしょうか。 ご理解の通りです。なお、事業契約書(案)を修

正します。

108 事業契約書
発注者の任意によ
る解除

38
第
105

1

発注者の任意の解除を可とする場合には、人
員の稼動確保等、本事業のために事業者に
発生した損害を賠償する規定としていただけ
ないでしょうか。

第１０５条による契約解除時の損害賠償につ
いては、第１１０条第６項に定めるとおりです。

109 事業契約書
契約解除の効力発
生

38
第
106

事業契約の解除と指定管理者の取消しとの間
にタイムラグがあると、実務上混乱を来すの
で、両者は同時に発生したものとみなして実務
上取り扱うという理解でよろしいでしょうか。

指定管理者の指定と契約解除の関係につい
ては、第１０６条に定めるとおりです。

110 事業契約書 契約解除の効力 38
第
106

契約解除の効力は指定管理者の指定が取り
消されることを停止条件とするとの理解でよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

111 事業契約書
事業終了に際して
の処置

38
第
107

3

事業者がリースにより調達した機器類、什器
備品その他の物件の発注者への無償譲渡
は、現状有姿での譲渡との認識でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりですが、備品の維持管理の要
求水準は満たして下さい。

112 事業契約書
本施設の引渡し前
の解除

39
第
108

本項で定める本施設の出来高部分には、別紙
１の１サービス購入料の構成に示されたサー
ビス購入料Ａの割賦元金を構成する各要素に
つき該当するという理解でよろしいでしょうか。

「本施設の出来形部分」ですので、本施設に関
係ない項目は含まれません。

113 事業契約書
本施設の引渡し前
の解除

39
第
108

1

本施設の出来形に至るまでに必要となった各
種経費（サービス購入料A割賦元金のその他
費用に相当）は出来高として買受代金に含ま
れるとの認識でよろしいでしょうか。

質問No.112の回答を参照してください。

114 事業契約書
本施設の引渡し前
の解除

40
第
108

5

ここでいう金利とは、(1)は基準金利に銀行スプ
レッドを加えた金利であり、（2）は基準金利に
銀行スプレッドと事業者スプレッドを加えた金
利という理解でよろしいでしょうか。

本項でいう金利は第１号および第２号に規定
するとおりです。

115 事業契約書
本施設の引渡し前
の解除

40
第
108

5

「当初借入」とは何を指すのでしょうか。事業者
が施設整備期間中に調達するつなぎ融資も含
まれるのでしょうか。

「当初借入」は、事業者が施設整備に係る費
用の調達のため金融機関等からサービス購
入料Aの支払に見合うスケジュールで事業者
が返済する借入を想定していますが、具体的
には事業者の資金調達に係る提案内容を見
た上で判断します。また、いわゆる「つなぎ融
資」は含まれないとご理解下さい。

116 事業契約書
本施設の引渡し前
の解除

40
第
108

5 (1)

事業者の施設整備業務に係る当初借入に付
された金利とは、施設整備期間中の借入金と
の理解でよろしいでしょうか。

当初借入については、質問No.115の回答を参
照して下さい。

117 事業契約書
本施設の引渡し前
の解除

40
第
108

5 (1)

施設整備期間中の借入金は概ね平均年限が
施設整備期間相当となり、低利調達となるも
のと考えます。その為、買受代金を別紙1の分
割払いとした場合、利率が極端に低くなる恐れ
があります。利率は何れの場合でも本条本項
（2）の通りとしていただけませんでしょうか。

本号については原文のとおりとします。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

118 事業契約書
本施設の引渡し後
の解除

40
第
109

3

ここでいう金利とは、(1)は基準金利に銀行スプ
レッドを加えた金利であり、（2）は基準金利に
銀行スプレッドと事業者スプレッドを加えた金
利という理解でよろしいでしょうか。

本項でいう金利は第１号および第２号に規定
するとおりです。

119 事業契約書
本施設の引渡し後
の解除

40
第
109

3

「当初借入」とは何を指すのでしょうか。事業者
が施設整備期間中に調達するつなぎ融資も含
まれるのでしょうか。

質問No.115の回答を参照して下さい。

120 事業契約書
本施設の引渡し後
の解除

40
第
109

3 (1)

本施設の引渡しが終了していること及び貸付
人の金融機関の債権保全性に鑑み、分割払
い時の利率は何れの場合でも本条本項（2）の
通りとしていただけませんでしょうか。

本号については原文のとおりとします。

121 事業契約書
本施設の引渡し後
の解除

40
第
109

5
第[109]条は第[112]条の記載誤りでしょうか。
また、第[111]条は第[114]条の記載誤りでしょ
うか。

ご理解の通りです。なお、事業契約書(案)を修
正します。

122 事業契約書
損害賠償、違約金
等

41
第
110

1 (1)

サービス購入料Aの割賦元金の10分の1に相
当する金額に、消費税および地方消費税は含
まれないとの認識でよろしいでしょうか。

質問No.22の回答を参照して下さい。

123 事業契約書
損害賠償、違約金
等

41
第
110

1 (2)

サービス購入料CおよびDの100分の10に相当
する金額に、消費税および地方消費税は含ま
れないとの認識でよろしいでしょうか。

質問No.22の回答を参照して下さい。

124 事業契約書
損害賠償、違約金
等

41
第
110

1

本条本項の違約金計算において、（1）が10分
の1、（2）が100分の10となっております。疑義
回避の為、いずれかの記載に統一していただ
けませんでしょうか。

必要な表記の調整は事業契約締結時に行い
ます。

125 事業契約書
損害賠償、違約金
等

41
第
110

4

第1項違約金・第2項損害賠償を発注者からの
請求を事業者が受領した何日以内になされな
かった場合、発注者が事業者に支払うべき金
額と対当額で相殺となりますでしょうか。

具体的な状況によりますので、現時点でお答
えできません。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

126 事業契約書
損害賠償、違約金
等

41
第
110

5

事業契約が解除された場合、融資契約上事業
者は失期し融資残高及び金融費用（ブレーク
ファンディングコストを含む。）に損害賠償を合
わせ直ちに金融機関に支払わなければならな
いのが通例です。本項に定める損害賠償は上
記の場合における事業者に生じた損害が全て
含まれるという理解でよろしいでしょうか。

合理的な範囲で含まれます。

127 事業契約書
損害賠償、違約金
等

41
第
110

5
「第96条第1項第2号」とありますが、「第99条
第1項第2号」の誤りではないでしょうか。

ご理解の通りです。なお、事業契約書(案)を修
正します。

128 事業契約書
損害賠償、違約金
等

41
第
110

5
第[96]条は第[99]条の記載誤りでしょうか。 質問No.127の回答を参照して下さい。

129 事業契約書
損害賠償、違約金
等

42
第
110

6

事業契約が解除された場合、融資契約上事業
者は失期し融資残高及び金融費用（ブレーク
ファンディングコストを含む。）に損害賠償を合
わせ直ちに金融機関に支払わなければならな
いのが通例です。本項に定める事業者が本業
務を終了するために要する費用は上記の場合
における事業者に生じた損害が全て含まれる
という理解でよろしいでしょうか。

合理的な範囲で含まれます。

130 事業契約書
損害賠償、違約金
等

42
第
110

6
第[106]条は第[104]条の記載誤りでしょうか。 ご理解の通りです。なお、事業契約書(案)を修

正します。

131 事業契約書
損害賠償、違約金
等

42
第
110

6

106条は契約解除の効力発生を定めるもので
あり、参照条文に誤りが御座いませんでしょう
か。本項参照条文は103条と104条と思料いた
します。

質問No.130の回答を参照して下さい。

132 事業契約書
法令の変更による
費用・損害の扱い

42
第
112

1

「本事業に直接関係する法令（税制度を除く。）
の新設、変更」「税制度の改正のうち本事業に
直接関係する法令に基づく税制度の変更」に
つきまして、具体的に適用する際に明確な基
準となっていないため、 「本事業に直接関係
する法令」を明確に示していただけないでしょ
うか。

全ての法令について明確に示すことは困難で
あることから、原文のとおりとします。

133 事業契約書
法令の変更による
費用・損害の扱い

42
第
112

2

本号は、「税制度の改正のうち本事業に直接
関係する税制度の変更」と解して差し支えない
でしょうか。

本号は、税制度の改正のうち本事業に直接関
係する法令に基づく税制度の変更について定
めるものです。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

134 事業契約書
不可抗力による増
加費用・損害の扱い

43
第
114

(1)

サービス購入料Aの割賦元金およびサービス
購入料Bの合計額の100分の1に相当する金
額に、消費税および地方消費税は含まれない
との認識でよろしいでしょうか。

質問No.22の回答を参照して下さい。

135 事業契約書
不可抗力による増
加費用・損害の扱い

43
第
114

(1)

事業者に生じた増加費用及び損害には、金融
費用（建設期間中の借入金利息の増加等）も
含まれるとの認識でよろしいでしょうか。

合理的な範囲で含まれます。

136 事業契約書
不可抗力による増
加費用・損害の扱い

43
第
114

(2)

サービス購入料CおよびDの合計額の100分の
1に相当する金額に、消費税および地方消費
税は含まれないとの認識でよろしいでしょう
か。

質問No.22の回答を参照して下さい。

137 事業契約書
不可抗力による増
加費用・損害の扱い

43
第
114

(2)

事業者に生じた増加費用及び損害には、金融
費用（借入金利息の増加およびアメンドフィー
等）も含まれるとの認識でよろしいでしょうか。

合理的な範囲で含まれます。

138 事業契約書 公租公課の負担 45
第
118

本施設の計画地である大津市は事業所課税
団体となっており、SPCから運営業務を請け負
う企業が事業所税を納付する必要がありま
す。税率は本施設の延床面積に係ってくるた
め、事業期間中の税負担が大きいため、本施
設を事業所税免除対象施設としての協議を大
津市として頂くことはできますでしょうか。

大津市と協議した結果、「本施設について、公
の施設であることを理由とした一律的な減免
は実施しない。」との回答を得ています。
なお、事業所税の詳細については、事業者に
おいて大津市市民税課へご確認ください。

139 事業契約書 公租公課の負担 45
第
118

本PFI事業における公共施設等の管理者であ
り、また発注者としてのご見解を伺いたいので
すが、本事業は事業所税の課税対象となる事
業とのご認識でしょうか。

事業者にてご確認ください。また、質問No.138
の回答も参照して下さい。

140 事業契約書
サービス購入料Ａ
（設計・建設の対価）

51 別1 2 (1)

LIBORについて2021年末までに廃止される見
通しになっています。廃止された場合の新たな
代替指標について、どのようにお考えでしょう
か。

基準金利の変更・廃止等については現時点で
は決定されていないため、変更・廃止等をする
こととなりましたら、県と事業者で協議すること
とします。

141 事業契約書
サービス購入料の
支払方法

53 別1 3 (1)

初回は2回目以降の1/3とありますので、元利
均等となるのは、2回目から58回目までという
ことで宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

142 事業契約書
サービス購入料A
別紙１

53 別1 3 (1)

サービス購入料Ａに係る消費税は、平成30年
度の消費税に係る税制改正の趣旨を踏まえる
と、少なくとも初回支払時に1か月分の金利を
付した上で全額を一括してお支払いいただくの
が適当かと存じますが、それを2回目の支払い
時としているのは何故でしょうか。なお、サービ
ス購入料Ａに係る消費税の支払いに関して金
利のご負担については記載がありませんが、
割賦元金同様に消費税についても金利をご負
担いただけるという理解でよろしいでしょうか。

前段については、納税時期を勘案して設定し
たものです。
後段については、金利の負担は致しません。

143 事業契約書
別紙1 サービス購入
料の構成および支
払方法

53 別1 3

発注者が支払う消費税は何れの計算方法に
よるものとなりますでしょうか。
①各サービス購入料総額×消費税率
②各回の各サービス購入料金×消費税率の
合算値

①の方法とします。

144 事業契約書
別紙1 サービス購入
料の構成および支
払方法

53 別1 3 (1)
端数が生じた場合、当該端数は初回または最
終回のいずれで調整すればよろしいでしょう
か。

最終回で調整してください。

145 事業契約書
別紙1 サービス購入
料の構成および支
払方法

53 別1 3 (1)

サービス購入料Aに係る消費税の計算は、
①サービス購入料Aの割賦元金総額×消費税
率
②各回のサービス購入料Aの割賦元金×消費
税率の合算値
のいずれの計算方法を用いればよろしいで
しょうか。

①の方法とします。

146 事業契約書
別紙1 サービス購入
料の構成および支
払方法

53 別1 3 (3)

修繕・更新業務費を除き端数が生じた場合、
当該端数は初回または最終回のいずれで調
整すればよろしいでしょうか。

最終回で調整してください。

147 事業契約書
サービス購入料の
支払方法

54 別1 4

物価変動の基準となる指標は建設物価等に
基本とされていますので、改定の対象となるの
は、割賦元金（施設整備業務費）のうち工事に
係るものとの理解で宜しいでしょうか。

物価変動に基づくサービス購入料Aの改定に
ついて、①着工前の改定は割賦元金（施設整
備業務費）を対象として行い、②建設期間中の
改定は工事に係るもを対象としますが、詳細
は運用マニュアルに準じて行います。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

148 事業契約書
別紙1
全体スライド

55 別1 4 (2) ②

条文によると、着工してから12月を経過するま
でに物価変動が1.5％に達した場合でも、12月
を経過する日以降でないと変更請求できない
ことになります。全体スライドの趣旨からして、
着工後でなはく契約後12月を経過してから変
更請求できるものと思料いたしますが、いかが
でしょうか。

原文のとおりとします。

149 事業契約書
使用量に基づくサー
ビス購入料Ｄの改定
別紙１

58 別1 4 (6) ①

提案時の使用量の30％以上の増減があれ
ば、増加及び減少分の50％を上乗せ（減少）
し、年度末に清算し、使用量を確定するという
ことでよろしいでしょうか？

調整は第四回の支払い時に行います。

150 事業契約書 58 別1 4 (6) ①

本案件においては国体があり国体時の光熱水
は事業者によりコントロールすることが困難で
あるため、供用開始の2022年度～国体終了の
2024年度までは実費精算とし、国体終了後の
2025年度から1年目と2年目のトレンドを基に
事業者と県で費用を決定する方法として頂け
ませんでしょうか。

不可とします。

151 事業契約書
減額対象とするサー
ビス購入料

61 別2 1 (4)

減額とするサービス購入料は、維持管理・運
営の対価「サービス購入料C」とありますが、維
持管理業務と運営業務のいずれかでペナル
ティが発生した場合、どちらも減額対象となる
ということでしょうか。

ご理解のとおりです。

152 事業契約書

別紙2 モニタリング
およびサービス購入
料の減額等の基準
と方法

61 別2 1 (4)

SPCの運営に係る費用、保険料および諸経費
はSPCの安定的な運営と各種リスクを補うた
めの保険を内包していることに鑑み、減額対
象とするサービス購入料Cから、別紙1の1
サービス購入料の構成に記載のある維持管
理・運営段階におけるその他の費用は除外し
ていただけませんでしょうか。

不可とします。

153 事業契約書

別紙2 モニタリング
およびサービス購入
料の減額等の基準
と方法

75 別2 7 (3) ③

ア 減額の額の算出記載のサービス購入料B
はサービス購入料Cの誤りでは御座いません
でしょうか。

ご理解の通りです。なお、事業契約書(案)を修
正します。
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該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)
No. 資料名 タイトル 質問内容 回答

154 事業契約書
別紙3
事業者等が付保す
る保険等

76 別3

冒頭の「事業契約第24条第4項および第56条
第1項に関して（後略）」との規定を、「事業契
約第24条第4項、第42条第3項および第56条
第1項に関して（後略）」と修正願います。

必要な文言の調整は契約締結時に行います。

155 事業契約書
開業準備期間中お
よび維持管理・運営
期間中の保険

77 別3 2 (1)

保険契約者は維持管理運営企業でも可能で
しょうか。また、保険金額や免責等の要件を満
たしていれば、維持管理運営企業が包括保険
として加入している賠償責任保険でも対応可
能との理解でよろしいでしょうか。

前段については可能です。後段についてはご
理解のとおりです。

156 事業契約書
開業準備期間中お
よび維持管理・運営
期間中の保険

77 別3 2 (1)

賠償責任保険の長期契約は難しいと思われま
すので、単年度更新を繰り返すことでもよろし
いでしょうか。

単年度更新の方法を認めることとします。その
場合、各年度開始前に更新し、更新を県に報
告して下さい。
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■その他の質問への回答

該当箇所

頁 数 （数） 数 カナ (ｶﾅ) 英字 (英字)

1

業務要求水準書(案)
に関する質問への
回答（H30.4.27)№
153

23
№
153

近隣地区住民の地区の範囲は、「上田上連合
自治会を想定」とありますが、当該自治会の所
在範囲(町名）をご教示ください。

上田上学区自治連合会は大鳥居、牧町、平野
町、中野町、芝原町、堂町、新免、白百合の各
自治会で組織されています。また、要求水準
書質問№178の回答も参照してください。

No. 資料名 タイトル 質問内容 回答
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