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競争的対話の実施結果
■入札説明書に関する確認内容への回答

資料名 頁 該当箇所

1 入札説明書 17
(9)入札提出書類の
提出
ク ヒアリング

ヒアリング

ヒアリング時に動画や模型を使用したプレゼン
テーションを行っても宜しいでしょうか。

事業者の負担を考慮し、動画や模型については使
用不可とする予定です。

2
入札説明書等に関
する質問への回答

P53・No319
行政財産の目的外
使用

目的外使用料

使用料算定に用いる建物の価格は「建設期間中業
務にかかる費用（Ｄ）を基に算定」とあります
が、固定資産税評価額程度の低減として、Ｄに
60%掛けたものとの理解でよろしいでしょうか。

低減はなく、現行制度においては、提案いただく
様式集３－１２－２の「建設期間中業務に係る費
用Ｄ」に消費税を含んだものが建物価格となりま
す。

番号 タイトル
該当箇所

確認内容 確認結果
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競争的対話の実施結果
■業務要求水準書に関する確認内容への回答

資料名 頁 該当箇所

1 業務要求水準書 8 ③目指す姿　エ 建物用途

「多機能、多目的な利用」とありますが、建物の
用途としては「体育館」と考えてよろしいでしょ
うか。

主要な用途は体育館です。
しかし、興行的な使い方等の多目的な利用も考え
ているのでそれを踏まえた提案として下さい。

2 業務要求水準書 9 事業用地の概況
確認申請提出に係
る証明書の交付に
ついて

県の実施する造成工事の完了公告を待たずに、確
認済証の交付を受けるために必要な都市計画法施
行規則第60条の証明書は入手できるものと考えて
よろしいでしょうか。

県で実施する造成工事は、適用除外となる開発行
為であり、完了公告はありません。造成工事の完
成を待たずに都市計画法施行規則第60条証明の発
行は可能と考えていますが、詳細については開発
許可権者である大津市および草津市にご確認くだ
さい。

3 業務要求水準書 11 施設整備の概要 可動席について

「電動式の壁収納型可動席1,600席以上」とあり
ますが、壁面収納ではないものや手動式のものな
ど、可動席のタイプについては事業者の提案によ
ることとできないでしょうか。

可動席について、同程度の機能を確保できるので
はあれば、方式等については事業者提案に委ねる
こととします。

4 業務要求水準書 11 施設整備の概要 駐車台数について

「常設駐車場・臨時駐車場合わせて900台以上」
とありますが、“本施設整備予定エリア”及び
“多目的広場”をあわせた敷地面積では、適切な
車室寸法（2.5m×5.0m）によって900台以上を確
保することが困難であるため、必要駐車台数を
780台程度に減らすことはできないでしょうか。

必要駐車台数を減らすことは不可とします。ただ
し、利便性・安全性に配慮をしつつ柔軟な計画を
提案することは妨げません。
なお、臨時の駐車は、駐車区画１区間あたり５m
×2.4m、道路幅を5ｍとした場合、約400台駐車が
可能と想定しています。

5 業務要求水準書 11
（3）①(イ)施設構
成_駐車場

駐車場台数

「常設駐車場・臨時駐車場合わせて900台以上」
とありますが、常設、臨時ともに軽自動車の割合
を20%～30%を目安に計画してよろしいでしょう
か。

軽自動車駐車場の設置は可能です。
設置割合については、提案に委ねますが、利用者
の利便性を考慮したものとしてください。

番号 タイトル
該当箇所

確認内容 確認結果
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資料名 頁 該当箇所
番号 タイトル

該当箇所
確認内容 確認結果

6 業務要求水準書 12 (イ)景観 建物高さの意図

「施設の高さについても極力抑えること」との記
載がありますが、北側前面道路からの見え方への
配慮や圧迫感の軽減と、周辺環境との調和が求め
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。

7 業務要求水準書 18

ウ_アリーナ部門_
共通事項

別紙9
音響・機構設備リ
スト

吊物機構数量

「・・・吊物装置を設ける。・・・競技床の長
辺、短辺各1ヶ所の計2ヶ所以上・・」とあります
が、別紙9_2吊物機構に記載のものと兼ねるとの
理解でよろしいでしょうか。
また、吊物機構のバトン数量は、民間事業者が運
営を行うため、別紙９の音響・機構設備リストを
参考に、運営内容に則した数量を提案可能との理
解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
なお、業務要求水準書別紙７および９は、あくま
で参考と示すものであり、数量や規格等について
は、施設や運営内容に即した提案が可能です。

8 業務要求水準書 19
ウ 諸室の配置等計
画

上履き使用の意図

要求水準において、会議諸室を含めほとんどの部
屋が上履きでの使用となっていますが、その理由
等ありましたらお聞かせください。

衛生面・施設保持の観点から、業務要求水準書で
は原則上足としています。
なお、昨年11月29日に公表した業務要求水準書に
対する質問No.98で回答しましたとおり付属諸室
の上下足は事業者の提案に委ねることとしていま
す。

9 業務要求水準書 20 更衣室 諸室の配置等計画

更衣室に配置するロッカーについて料金徴収が可
能と回答がございましたが、条例の利用料金か自
主事業で提案する料金かご教示をお願いします。

ロッカーについては、別紙10の「付帯設備」に該
当するものとし、利用料金を事業者提案すること
も可能です。

10 業務要求水準書 31

ク 維持管理区域の
外灯

別紙2
事業用地図

維持管理区域内の
外灯整備

「維持管理区域内の主要な動線の範囲に外灯を整
備」とありますが、東側アクセス道路は整備の範
囲に含まれないとの理解でよろしいでしょうか。
また、構内道路についても同様との理解でよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。
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資料名 頁 該当箇所
番号 タイトル

該当箇所
確認内容 確認結果

11 業務要求水準書 31 その他

前面道路及び主要幹線道路における誘導・案内標
識（計4箇所）の設置とありますが、維持管理区
域外の設置となりますが宜しかったでしょうか。

誘導・案内標識については維持管理区域外である
ことから、県において設置します。

12 業務要求水準書 44
予約システム整備
業務

開業準備業務

予約システムは開業準備期間開始前には整備し稼
働するものとあります。システムの所有者は県で
ある為、開業準備期間前に整備して県へ引き渡す
事宜しいでしょうか。その場合のサービス購入費
の支払いについてご教示ください。

予約システムについて、開業準備前の引渡しと
し、対価はサービス購入料Ｂとします。

13 業務要求水準書 44
予約システム整備
業務

運営業務について

「ホームページを通して登録・予約ができるよう
に施設予約システムを独自に整備し、その維持管
理および運用を行うこと」とありますが、システ
ム以外の予約受付は想定されないのでしょうか。
現県立体育館では一日当たりの予約件数は10件程
度であり、また重複予約の問題のため、予約シス
テム及び方法は事業者提案とさせて頂けないで
しょうか。

予約システムの整備および運用は、業務要求水準
書記載のとおりとします。
ただし、幅広い利用者の予約が出来るように、シ
ステム以外の申し込みが出来る提案としてくださ
い。

14 業務要求水準書 45 業務期間 業務期間

国体及び障害者スポーツ大会時における利用の詳
細について別途調整することになっております
が、事業収支の策定に大きく関わってまいりま
す。現時点での想定をご教示ください。

本県における国民スポーツ大会、全国障害者ス
ポーツ大会の会場運営の詳細は未定であるため、
別途調整することとします。
なお、両大会時において主催者等から収入が見込
めるものと想定しています。プレ大会も同様で
す。
福井しあわせ元気国体2018では体操競技は６日、
バスケットボールは５日、バドミントンは４日開
催されていること等を参考としてください。

15 業務要求水準書 62
競技団体交流室の
維持管理業務

競技団体交流室の
維持管理等業務

競技団体交流室の光熱水費は、競技団体の負担と
していただきたい。

原文のとおりとします。
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資料名 頁 該当箇所
番号 タイトル

該当箇所
確認内容 確認結果

16 業務要求水準書 62
（6）駐車場管理運
営業務

車両誘導整理員

駐車場が混雑した場合又は混雑が予想される場合
は、車両を誘導する整理員を配置する等の対応を
することになっていますが、当該状況は大会開催
時だけと理解しており、貴県で想定している大会
の規模をご教示ください。また、その大会時の車
両を誘導する整理員の配置については、原則とし
て主催者が行うという理解でよろしいでしょう
か。（事業者は主催者と打合せを行い、駐車場に
おける注意事項やアドバイス等を行う）

前段の、大会規模等については国民スポーツ大
会、全国障害者スポーツ大会の両大会のほかに
「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」で示したものを想定していま
す。
後段の人員配置については、ご理解のとおりで
す。

17 業務要求水準書 66
(4) 大学をはじめ
とする周辺機関と
の連携業務

運営業務について

・アスリート分野の教室等、健康づくり分野の教
室等については、月１回以上の開催とあります
が、年間平均して月１回以上でも、要求水準を満
たしますか。

アスリート分野の教室等、健康づくり分野の教室
等については、趣旨明確化のため、業務要求水準
書を「月1回以上または年間12回以上開催するこ
と」に修正します。

18 業務要求水準書 67
（8）利便施設運営
業務

飲食提供施設

飲食提供施設は時間を区切って又は休日のみ運営
スタッフを配置し、飲食を提供することは可能で
しょうか。

飲食提供施設の営業日および営業時間は事業者の
提案によることとします。ただし、利用者のサー
ビス向上に努めた提案にしてください。

19
業務要求水準書全
般

業務要求水準書の
捉え方について

業務要求水準書には、施設や設備、什器備品や維
持管理運営業務等についての満たすべき水準が詳
細に記載されていますが、事業者が必要と考える
内容で提案させて頂いてよろしいでしょうか。

業務要求水準書で示す内容は満たしてください。
なお、業務要求水準書別紙７および９は、あくま
で参考と示すものであり、数量や規格等について
は、施設や運営内容に即した提案が可能です。

20
要求水準書に関す
る質問への回答

18 No.58 駐車場

臨時の駐車台数は400台を想定とありますが、実
際のレイアウト上350台程度が限度と思われま
す。算定の根拠図等があればご提示願います。

駐車区画1区画当たり5m×2.4m、車路幅5mとした
場合、約400台駐車が可能と想定しています。

21
平成30年11月29日
要求水準書に関す
る質問への回答

29 No.137 造成工事との調整

北側アプローチ部の階段について、デッキへの接
続を考慮して階段の踊り場を拡幅するなどの形状
変更をすることは可能でしょうか。

階段の位置の変更については可能ですが、県によ
る宅地造成規制法等の変更手続が必要となります
ので、手続に必要な書類等は事業者の負担で作成
頂きます。その上で、階段設置を県において行い
ます。
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資料名 頁 該当箇所
番号 タイトル

該当箇所
確認内容 確認結果

22
平成30年11月29日
要求水準書に関す
る質問への回答

30 №141 交通信号の整備

東側アクセス路における交通安全確保のため。東
側アクセス路起点部の信号設置の再考をお願い致
します。
※警察協議を行ったうえでの判断でしたら、その
協議・指導内容をご教示ください。

警察と協議を行っておりますが、現在信号の設置
は予定されておりません。なお、警察との協議に
おいては、運転手が交差点として認識していただ
くために、市道の「減速表示」、体育館側の「乗
入幅12ｍ」、「門扉の柱」等の設置について指導
を受けています。
なお、調整池等管理用通路について、工事用車両
の通行は予定していません。

23
平成30年11月29日
要求水準書に関す
る質問への回答

31 NO.155
外構計画
駐車場・駐輪場

駐輪場は維持管理区域外である市道と同じレベル
の部分に設置不可とのご回答を頂いております
が、市道に駐輪をしてデッキを介して施設にアク
セスする方が、西側構内道路を自転車で下ってア
クセスし、帰りは自転車で上ることに比べ利便性
が向上すると考えられます。上記を鑑みても、要
求水準上の駐輪場を市道のレベルに設置すること
は不可でしょうか。

不可とします。

24
平成30年11月29日
入要求水準書に関
する質問への回答

37 No.206
館長および開業準
備業務責任者等の
兼務について

館長と開業準備業務責任者は兼務が不可とのこと
ですが、兼務を不可とする理由をご教示下さい。

開業準備期間中の開業準備業務責任者に限り館長
との兼務は可能です。

25
平成30年11月29日
要求水準書に関す
る質問への回答

48 №278
大学をはじめとす
る周辺機関との連
携業務

①周辺機関とは、実施方針質問回答時にお示しい
ただいた資料（びわこ文化公園都市内立地関連施
設名称）に記された施設・機関を指すのでしょう
か。
②その場合、当該資料に記された施設・機関と
は、提案段階において連携業務に関する協議（関
心表明書を取得することも含めて）を行ってはな
らないと解釈して宜しいでしょうか。
③また、当該資料に記された施設・機関と新体育
館の利用促進につながる協議を提案段階で実施
し、これをご提案したり関心表明書を取得するこ
とは可能と考えて宜しいでしょうか。

①についてはご理解のとおりです。
②については周辺機関の了解が得られれば、事前
協議を行うことは妨げません。
③については可能です。
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資料名 頁 該当箇所
番号 タイトル

該当箇所
確認内容 確認結果

26
平成30年11月29日
要求水準書に関す
る質問への回答

51 №298 利便施設運営業務

飲食提供施設の使用面積100㎡に対して目的外使
用料が課金される趣旨のご回答ですが、厨房等カ
ウンター区画以外は飲食提供のための専用区画を
設けず共用部等で利用者数に応じて臨機応変に運
用することを考えており、この場合専用区画であ
る厨房等カウンター区画のみ課金対象としていた
だけないでしょうか。

飲食提供施設は飲食を快適にできることを条件に
施設の一部、(例えば客席スペース等)をエントラ
ンスホール等の共有スペースと兼用する計画も可
能とし、その場合の目的外使用料については、飲
食提供のため占用する面積のみとします。

27

平成30年11月29日
要求水準書に関す
る質問への回答
および　要求水準
の添付資料に関す
る質問への回答

58
P58・№25、26
P93・№132

造成工事との調整

宅造法との関係もありますが、PFI事業で対応す
る北側擁壁箇所の施工手順として、PFI事業者が
先に擁壁を設置したのちに、造成工事施工者が盛
土を行い仕上げる方法は、検討可能でしょうか。

検討可能ですが、県による宅地造成規制法等の変
更手続が必要となりますので、手続に必要な書類
等は事業者の負担で作成頂きます。
また、造成工事のスケジュール調整も行う必要が
あります。

28

平成30年11月29日
要求水準書の添付
資料に関する質問
への回答

60 №37 沈下計測

盛土箇所の沈下が想定よりも大きかった場合、建
築工事地盤面の変更、また多目的広場の計画高の
変更はどのようにお考えでしょうか。具体的に
は、提案計画高を維持するのか、沈下度合いに合
わせて建築設計を見直すのか、どのような方針か
ご教示ください。

建築設計を見直さずに済むように計画高を維持し
ます。造成後の沈下については、沈下要因により
対応を判断します。
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競争的対話の実施結果
■業務要求水準書別紙に関する確認内容への回答

資料名 別紙 該当箇所

1
法面の植栽につい
て

業務要求水準書
別紙

2 事業用地図

事業者にて整備するエリア以外の県にて造成され
た法面には、植栽等想定されておりますでしょう
か。想定されている場合は、どの程度のものかお
教えください。

種子吹付を予定しています。

2
多目的広場へのア
クセス等

業務要求水準書
別紙

2 事業用地図

路線バス利用かつ多目的広場利用の方の多目的広
場へのアプローチに関して、路線バスの構内道路
への進入は想定せず、前面道路バス停から徒歩で
多目的広場へアプローチする、という考え方でよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
路線バスの構内道路への進入は想定していませ
ん。

3
外構階段位置の変
更

業務要求水準書
別紙

3 造成工事設計図

本施設整備予定エリアの北側にある外構階段の位
置を変更することは可能でしょうか。
また、その場合に生じる費用については、原則ど
おり県負担との理解でよろしいでしょうか。

変更は可能です。
費用は原則どおり県にて負担しますが、宅地造成
規制法の変更申請が必要となる場合、申請書類は
事業者の費用負担で作成してください。

4
多目的広場利用者
の更衣、トイレ等

業務要求水準書
別紙

3 確認申請敷地範囲

多目的広場に倉庫・トイレ等の別棟を計画するこ
とは可能との理解でよろしいでしょうか。
その場合は、多目的広場を確認申請敷地範囲に含
めるとの理解でよろしいでしょうか。

多目的広場に体育館の付属施設として、倉庫・ト
イレ等を設置することは妨げませんが、関係法令
等は事業者にて確認してください。
また、宅地造成規制法等の変更申請手続きが必要
となる場合、申請書類は事業者の費用負担で作成
してください。

5 工事区分
業務要求水準書
別紙

3-1 P3　路面雨水排水

既存横断管の延伸管を含め、位置などは事業者の
設計に応じて調整を行う。とありますが、既存横
断管に限らず、定期的な調整会議の場を設けてい
ただくことは可能でしょうか。

可能です。
業務要求水準書P6に県との調整の記載がありま
す。その仕組み等の中で協議を行います。

番号 タイトル
該当箇所

確認内容 確認結果
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資料名 別紙 該当箇所
番号 タイトル

該当箇所
確認内容 確認結果

6 工事区分 業務要求水準書 3-1

別紙3－1　造成工
事設計図

P.29
外構計画

P.31
誘導・案内標識

外構計画は維持管理区域を対象とありますが、下
記内容について、県直轄工事として本事業から除
外して頂きたい。
①東側アクセス道路整備一式及び構内道路整備一
式(門扉含む)
②多目的広場の整備(フェンス含む)
③建築工事とされる排水側溝(①及び②の該当箇
所)
④北側デッキ設置接続面の擁壁・法面処理および
雨水側溝
⑤前面道路及び主要幹線道路の誘導・案内標識4
箇所

・東側アクセス道路および構内道路の外灯は、県
が判断し、必要とするものを県が設置します。
・また、業務要求水準書別紙３Ｐ３の平面図にお
いて建築工事(事業者)と記載しているもの以外の
排水側溝・雨水側溝については県で実施します。
・⑤誘導・案内標識については維持管理区域外で
あることから、県において設置します。
それ以外については、事業者において実施してく
ださい。

7 仕様変更
業務要求水準書
別紙

6

必要諸室および仕
様
P.1
観客席

固定席の観客席の仕様が「1人掛、背付」となっ
ていますが、サブアリーナや後方席などエリアを
限定して、「1人掛、背付」の仕様を外して頂け
ないでしょうか。

観客者の利便性や快適性に配慮し、事業者の提案
に委ねることとします。ただし、メインアリーナ
の固定席については、「1人掛、背付」としま
す。

8
アリーナの遮光の
仕様について

業務要求水準書
別紙

6
メインアリーナ
サブアリーナ

メインアリーナ及びサブアリーナ(観客席を含む)
の遮光の仕様について、電動カーテンとあります
が、容易に開閉できる高さの開口部については、
手動とさせていただくことはできないでしょう
か。

容易に開閉できる高さの開口部についてのみ手動
とする等、利用者の過度な負担にならない提案で
あれば可能です。

9 什器・備品
業務要求水準書
別紙

7 什器・備品リスト

体力測定室、キッズルームの什器・備品等につい
ては、民間事業者が運営を行うため、別紙７の什
器・備品リストを参考に、運営内容に即した什
器・備品等を提案可能との理解でよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

10 備品リスト
業務要求水準書
別紙

7 什器・備品リスト

備品リストに、フットサルゴールやネット、また
硬式テニスのネットがありますが、これはアリー
ナ又はサブアリーナでの想定でしょうか。

ご理解のとおりです。なお、業務要求水準書別紙
７および９は、あくまで参考と示すものであり、
数量や規格等については、施設や運営内容に即し
た提案が可能です。
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資料名 別紙 該当箇所
番号 タイトル

該当箇所
確認内容 確認結果

11
利用料金の減免に
ついて

業務要求水準書
別紙

10 質問回答Ｐ63・
No69

質問回答で「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」とあり
ますが、指定管理者の発意による減免内容を知事
が認めることで減免となり、県の発意による減免
はないとの理解でよろしいでしょうか。
また、「別紙10　利用料金等の考え方」に示され
ている事項以外で、指定管理者の了承なく、県に
よって使用料が減免されることはないという理解
でよろしいでしょうか。

減免は指定管理者が知事の承認を得て行うもの
と、県が公の施設の設置および管理に関する条例
を改正して行うものなどがあります。
社会情勢の変化や県の施策として条例改正により
料金体系を変更することはあり得ますが、その場
合は、指定管理者と協議します。

12 運営業務について
業務要求水準書
別紙

12 予約受付の方法

本施設の日程調整フロー（年間スケジュールの決
定方法）によると、②特例利用対象外の大会一般
の団体利用等について、特例利用対象となる大会
の確定後にシステムで受け付けるとありますが、
他の県立体育施設の条例・規則で定められた一般
利用の受付基準日と同一にする必要はありません
か。
また、フロー予約システムでの申込受付（抽選）
「前年度において、～３ヶ月前」という期日は、
いつからいつまでになりますか。文面どおり解釈
ですと12月末が期日となります。

新県立体育館の予約受付の方法は要求水準書どお
りとして下さい。申込み受付期日については、ご
理解のとおりです。
予約システムが適切に運用できる期間を確保する
こととしてください。

13 運営業務について
業務要求水準書
別紙

12 予約受付の方法

【特例利用対象大会】 ※ア～エは申込の優先順
位
ア：国、滋賀県、県内市町その他の公共的団体が
主催する県域以上の事業に使用するときとありま
すが、県立施設の指定管理者業務基準と異なりま
すが、問題ないと考えてよろしいですか。

本事業の予約受付方法は要求水準書どおりとして
下さい。
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競争的対話の実施結果
■事業契約書（案）に関する確認内容への回答

資料名 頁 該当箇所

1
本施設の引渡し後
の契約解除（利便
施設運営業務）

事業契約書（案） 37
本施設の引渡し後
の契約解除

利便施設の運営を要求水準（提案）どおり履行す
ることを最優先しますが、利用者ニーズ・マー
ケット変化を含め、長期に亘る事業のなかでは、
業務の一部中止・見直しもあり得ることから、事
業契約上は解除原因とせず、貴県との協議事項と
していただきたくお願い申し上げます（あくまで
業務の工夫・改善による利用者ニーズに応えて履
行継続することを前提としております）。

必要に応じて協議して判断することとします。

2
不可抗力による増
加費用・損害の扱
い

事業契約書（案） 44
逸失利益に係る増
加費用の事業者負
担

不可抗力による増加費用のうち逸失利益に係る増
加費用については、事業者がすべて負担するとあ
りますが、増加費用の損害については県と事業者
が協議するに変更して頂きたい。

原文のとおりとします。
ただし、不可抗力の程度、社会情勢等を鑑みての
協議は可能と考えています。

3
サービス購入料Ａ
の支払方法

事業契約書（案） 53
サービス購入料の
支払方法

新基準金利の設定日が引渡予定日(2022年9月末
日）の2営業日前であるのに対して、初回の金利
起算日は2022年12月からとなっております。初回
の金利の起算日を引渡予定日又はその翌日からと
していただけないでしょうか。

初回の金利の起算日は2022年10月1日とし、サー
ビス購入料Aの初回分については、2022年10～12
月の3カ月分とすることとし、趣旨明確化のた
め、事業契約書(案)を修正します。

4 保険てん補額 事業契約書（案） 77
別紙３ ア 請負業
者賠償責任保険

要求水準で求められている保険は請負業者賠償責
任保険のみであり、警備業者賠償責任保険や自動
車管理者賠償責任保険等は求められていないとい
う理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

5 保険てん補額 事業契約書（案） 77

別紙３ ア 請負業
者賠償責任保険、
イ 施設賠償責任保
険

保険金額は、ＣＳＬ（対人・対物共通てん補限
度）10億円（1事故・期間中）という理解でよろ
しいでしょうか。

施設賠償責任保険および請負業者責任保険の１事
故あたりのてん補額は、身体賠償５億円、財物賠
償５億円合わせて１０億円としております。趣旨
明確化のために事業契約書（案）を修正します。

番号 タイトル
該当箇所

確認内容 確認結果
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資料名 頁 該当箇所
番号 タイトル

該当箇所
確認内容 確認結果

6
事業者等が付保す
る保険等について

事業契約書（案） 77
2　開業準備期間中
および維持管理・
運営期間中の保険

施設賠償責任保険　財物賠償：１事故当たり10
億円は必須でしょうか。

施設賠償責任保険および請負業者責任保険の１事
故あたりのてん補額は、身体賠償５億円、財物賠
償５億円合わせて１０億円としております。趣旨
明確化のために事業契約書（案）を修正します。
なお、事業契約書(案)別紙３で示す保険について
は最小限度の条件であることに留意してくださ
い。

7
業者が付保する保
険について

事業契約書（案） 77

2　開業準備期間中
および維持管理・
運営期間中の保険

付保すべき保険の内容が他の県有体育施設と異
なっていますが、他の施設と同等レベルの内容と
して提案してもよろしいでしょうか。

施設賠償責任保険および請負業者責任保険の１事
故あたりのてん補額は、身体賠償５億円、財物賠
償５億円合わせて１０億円としております。趣旨
明確化のために事業契約書（案）を修正します。
なお、事業契約書(案)別紙３で示す保険について
は最小限度の条件であることに留意してくださ
い。

8
自由提案事業の実
施（事業用地）

平成30年11月29日
事業契約書（案）
に関する質問への
回答

88 No.89

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「不可」という回答ですが、本施設の
基本方針で目指す「緑豊かな環境の活用」を実現
するため、利用者に自然ガイドを行うイベント等
で一時的に利用することは可能でしょうか。

一時的なイベント等の事業用地内で県の許可を得
たものについては可能とします。

9 公租公課の負担

平成30年11月29日
事業契約書（案）
に関する質問への
回答

94 №138

事業所税について質疑回答で「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」とありますが、貴県における大津市と
の協議内容をご教示ください。
また、事業者による照会では確認が取りづらいた
め、貴県にて本施設を非課税対象施設として適用
する協議を大津市に再度お願いできないでしょう
か。
本施設の延床面積13,500㎡（要求水準）として、
㎡当たり600円、年間8,100,000円、事業期間計
121,500,000円の税負担（運営費増）となってし
まい、本件事業費の抑制のためにも宜しくお願い
申し上げます。

大津市に本施設が減免施設となる可能性について
確認した際に得た回答です。
再度協議行ったところ、回答に変更はありません
でした。
また、事業所税の資産割について、利用料金制が
採用されている施設はサービス購入料(指定管理
料)と事業者の収入の割合により課税判断がされ
ます。総収入に占める利用料金等の割合が50％を
超える場合は、事業者が課税されるとのことです
が、詳細については、大津市にご確認ください。
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競争的対話の実施結果
■様式集に関する確認内容への回答

資料名 頁 該当箇所

1 提案書の企業名 様式集 1
Ⅰ 1 提出書類の作
成・提出に関する
留意事項

提案書には、金融機関、アドバイザー、各種連携
機関や再委託先企業等の名称は、記載可能との理
解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

2 提案書の企業名 様式集 36
様式3-1-6
構成員および協力
企業名対応表

様式3-1-6記載の提案書表記の短縮（例：設計業
務に当たる者ａ→設計企業ａ）は可能でしょう
か。
また、代表企業、構成員、協力企業の提案書表記
は1つ（設計業務に当たる者が工事監理業務に当
たる者と兼ねている場合は、設計業務に当たる者
のみを記載等）との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

3 提案書の企業名 様式集 37
様式3-1-6
構成員および協力
企業名対応表

提案書に記載する企業名について、「建設業務に
当たる者A」を「建設企業A」と記載する等変更を
加えても宜しいでしょうか。また、企業名対応表
は正本にのみ添付するという考え方でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

4 提案書様式、枚数 様式集 63
様式3-6-3
総合管理・運営業
務に関する提案書

開業準備業務の提案を記載する項目がないので、
様式３－６－３に記載したいと考えております
が、制限枚数を２枚から３枚へ変更していただけ
ないでしょうか。

様式3-6-3の枚数を3枚に変更します。

5
その他に関する提
案書

様式集 75
様式3-8-2
その他に関する提
案書

この様式には、提案において特にアピールしたい
事項の補足等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。

6
長期修繕計画につ
いて

様式集 107 様式3-12-4

年度ごとの修繕費が下回った場合、余剰分につい
ては翌年度以降に持ち越せるという理解で宜しい
でしょうか。
また、年度ごとの計画については、事業期間内の
修繕費の範囲内で、修繕の実施状況に応じて都度
見直しを図っても宜しいでしょうか。

修繕については、実施されたものに対して支払う
こととしています。
また、年度ごとの修繕計画を見直す際は協議する
こととします。

番号 タイトル
該当箇所

確認内容 確認結果
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競争的対話の実施結果
■その他に関する確認内容への回答

資料名 頁 該当箇所

1
周辺地区の開発計
画

- -

新県立体育館周辺地区の整備計画について教示い
ただけないでしょうか。

びわこ文化公園都市内の滋賀県の施設としては、
今後近代美術館老朽化対策が実施予定であり、現
在びわこ文化公園の駐車場工事を実施されていま
す。

番号 タイトル
該当箇所

確認内容 確認結果
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