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荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業 入札説明書等に関する個別対話結果

No. 議題 資料名
ページ
番号

該当箇所 確認したい内容 回答（案）

1
未活用の土
地の活用に

ついて

入札説明書
他

7
事業スケ

ジュール（予
定）

未活用の土地の定義について

民間施設の開業時期については、事業者の提案によるものとしますが、
本事業の目的及び基本方針等を踏まえ、民間施設に係る土地（借地部
分）が未着手の状態が長期間続くことは避けた提案としていただきたい
趣旨です。

2

入札説明書
等記載内容
の解釈につ

いて

入札説明書
等

7
事業スケ

ジュール（予
定）

民間収益事業について
民間施設の開業時期について、ペナル
ティがないという理解でよいか。また、
「未活用の状態」とはどのような意味か。

民間施設の開業時期については、事業者の提案によるものとしますが、
本事業の目的及び基本方針等を踏まえ、民間施設に係る土地（借地部
分）が未着手の状態が長期間続くことは避けた提案としていただきたい
趣旨です。

3 入札 入札説明書 13 スケジュール

民間施設の実施に係る基本協定
違約金・保証金支払いのタイミングは。
また、保証金を2年分ではなく1年分とす
ることも検討してほしい。

公共施設については、事業契約（案）第37条及び第58条に記載のとお
り、事業契約締結時及び維持管理・運営業務開始日までにそれぞれ契
約保証金をお支払いください。違約金については、当該違約が発生した
際に生じるものと考えます。
民間施設については、民間施設の実施に係る基本協定書（案）第5条及
び事業用定期借地権設定契約書（案）第5条に記載のとおり、当該協定
書締結時及び事業用定期借地権設定契約書締結時にそれぞれ保証金
をお支払いください。違約金については、当該違約が発生した際に生じる
ものと考えます。

民間施設の実施に係る基本協定書（案）における保証金を賃料1年分に
修正します。

4
入札参加有
資格者名簿
の事前登録

入札説明書 13 スケジュール
提案書提出までの期間において追加で
協力企業等が参加する機会が奪われて
いる。

参加表明書提出時までに登録ください。
なお、民間施設実施企業については、入札参加有資格者名簿の登録は
不要です。また、テナントを必ずしも構成企業、協力企業に位置付ける必
要はありません。

5 埋蔵文化財 入札説明書 21 埋蔵文化財
埋蔵文化財調査済みとありますが、出土
した遺構の一部残置の有無。

文化財保護法第94条の届けが必要です。計画敷地内に工事に影響する
遺構等はありませんが、南側市道4号線と敷地境界付近に存する数か所
について、工事の際に、本市文化財課が立会等を求める場合がありま
す。

6

入札説明書
等記載内容
の解釈につ

いて

入札説明書
等

- -

リスク分担について
事業契約書で読めないリスクについて
は、実施方針のリスク分担表に基づくこ
とでよいか

リスク分担は実施方針時点での想定であり、最終的なリスク分担につい
ては、事業契約書（案）に基づくものとします。なお、具体的に想定される
リスクがあれば、質問にてご提出ください。
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荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業 入札説明書等に関する個別対話結果

No. 議題 資料名
ページ
番号

該当箇所 確認したい内容 回答（案）

7

既存の市営
荷揚中央駐
車場につい

て

要求水準書 4
事業の対象

範囲

既存の市営荷揚中央駐車場について、
貴市は本施設と一体整備される方が良
いのか、現状のまま残される方が良いの
か

事業者の提案によるものとします。

8 全体配置 要求水準書 12 全体配置 飲食施設の対象者の想定
飲食施設は職員利用も想定しますが、主な利用者は来庁者・来館者を
想定しています。自動販売機やコンビニのイートインスペースは不可とし
ます。

9 所要の各室 要求水準書 13 資料６ 所要各室の面積や利用形態の確認
各諸室の面積は参考であり、詳細は、事業者の提案によるものとしま
す。

10 全体配置 要求水準書 30
第2節、1．意
匠計画の考

え方

臨時平面駐車場（100台）を確保する期
間について、「仮事業契約書（案）P3：立
体駐車場の供用開始」では「供用開始前
日までの期間」と記載があります。要求
水準書中の「解体・撤去期間中」という記
載と相違があります。正しい期間を確認
させていただけますでしょうか。

仮設駐車場（平面駐車場）の確保の期間は、立体駐車場の供用開始前
日までの期間とします。要求水準書p.30を訂正します。

11 全体配置 要求水準書 30
第2節、1．意
匠計画の考

え方

臨時平面駐車場は、必ず全て事業予定
地内に確保する必要がございますでしょ
うか。

当該敷地内で確保できない場合、当該敷地外で確保する提案も可能とし
ます。なお、庁舎利用者が使用するため、近隣にて確保ください。

12

維持管理・運
営業務の要
員配置につ

いて

要求水準書
42・47・
53・54

- 休憩取得時のフォロー体制について

昼休憩時間等の持ち場を離れる場合でも1人以上配置されるよう計画し
てください。
なお、受付・駐車場ともトイレなど止むを得ず短時間持ち場を離れる事は
認めます。

13
日常清掃業
務　ごみ収
集について

要求水準書 45
日常清掃業

務
執務スペース内の職員個々人のごみ収
集方法について

各職員は、フロアごとに設置されたごみ箱（１～２か所程度）に、ごみを分
別して捨てる想定です。
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荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業 入札説明書等に関する個別対話結果

No. 議題 資料名
ページ
番号

該当箇所 確認したい内容 回答（案）

14
修繕につい

て
要求水準書 49 修繕業務

修繕業務の考え方
事業期間途中で236,600千円を使い切っ
た場合、以降の修繕は貴市にて実施さ
れるとの理解で差支えないでしょうか。
また、何らかの理由で予算が足りなく
なった場合は、どのような措置となるか。

236,600 千円（税別）は、事業期間全体の修繕業務費として計画くださ
い。また、当該修繕費をもって適切な維持管理ができるよう、要求水準書
に記載のとおり、長期修繕（保全）計画を事業年度ごとに見直してくださ
い。
当該修繕費を超える場合、超えた事由により、対応を判断することになり
ます。

15
駐車場使用
料収納業務

について
要求水準書 54

駐車場使用
料収納業務

収納した駐車場使用料の振込方法につ
いて、貴市の納付書（金額空白のもの）
を支給いただけるか。また、毎日振込と
ありますが、金融機関の毎営業日と理解
してよろしいでしょうか。

前段：納付書は、市から発行します。
後段：お見込みのとおりです。

16 所要の各室 要求水準書 資料６ 大会議室

音楽会等の催事、集会、会議等を行うと
ありますが、音楽会の頻度はどれ位にな
りますか。また壁の遮音や吸音は、どの
程度考えておく必要がありますか。

前段：他の公民館と同程度です。
後段：民間の貸会議室レベルを想定しています。

17 所要の各室 要求水準書 資料６ 中会議室
会議、ダンス等の活動を行うとあります
が、床は運動仕様を考えておいた方が
いいでしょうか。

会議、ダンス等の活動が可能な仕様としてください。

18 所要の各室 要求水準書 資料６ 調理室

準備室兼用具庫（5㎡程度）を設置とあり
ますが、床面積80㎡に含むと考えていい
でしょうか。80㎡とは別に5㎡程度の室を
設けるのでしょうか。

床面積80㎡に含むものとします。ただし、各書室の面積は事業者の提案
によるものとします。

19 所要の各室 要求水準書 資料６ 調理室
調理台のコンロはガスでしょうか？IHコン
ロでしょうか。

IHを基本とします。要求水準書添付資料９をご参照ください。
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荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業 入札説明書等に関する個別対話結果

No. 議題 資料名
ページ
番号

該当箇所 確認したい内容 回答（案）

20 所要の各室 要求水準書 資料６ その他
隣接する既存体育館は公民館が面倒を
見る形になるのでしょうか。

既存体育館は、市にて管理運営を行います。

21 所要の各室 要求水準書 資料６
ミーティング

コーナー

収納（2㎡）を設けるとありますが、室で
はなく、造作家具と考えていいでしょう
か。

事業者の提案によるものとします。

22 所要の各室 要求水準書 資料６ こども用トイレ
みんなのトイレ4㎡程度とありますが、み
んなのトイレの便器等はこども用サイズ
と考えていいでしょうか。

多目的トイレを想定しており、年齢に関わらず使用できるものとします。

23 所要の各室 要求水準書 資料６ 授乳室

こどもルームエリア内からの使用と考え
ていいでしょうか。建物共用部からも使
えるように入口を設けた方がいいでしょう
か。

こどもルームエリア内からのみの使用を想定します。

24 所要の各室 要求水準書 資料６
中学生・高校
生用学習室

事務・受付コーナーから見渡せることと
ありますが、学習室全体が見える必要が
ありますか。公告前の要求水準書（案）
では監視カメラ設置とありましたが、カメ
ラ設置は必要と考えていいでしょうか。

前段：共用部から室内がすべて見渡せるよう計画ください。
後段：休日・夜間利用を想定しており、監視カメラ等の配慮が必要です。

25 所要の各室 要求水準書 資料６ 園庭
屋外ですが、一部ピロティ部分があって
もいいでしょうか。

園庭については、一部ピロティがかかることは問題ありませんが、基本的
にピロティとはしない計画を想定しています。

26 所要の各室 要求水準書 資料６
大スペース
中スペース

各種催し、芸術文化作品の展示・鑑賞等
を行うとありますが、有料の催し・展示は
想定されますか。（室として区切る必要
があるかどうか）

有料の催し・展示を想定しています。
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荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業 入札説明書等に関する個別対話結果

No. 議題 資料名
ページ
番号

該当箇所 確認したい内容 回答（案）

27 所要の各室 要求水準書 資料６
大スペース
中スペース

エントランスホールやホール空間とつな
がっている形の空間でも問題ないでしょ
うか。（遮音が必要な時は移動壁で仕切
る）

遮音性のある移動間仕切りを設置すれば、一体空間とすることを可能と
します。

28 所要の各室 要求水準書 資料６
大スペース
中スペース

何も催し物が無い時は室として閉鎖され
ていると考えていいでしょうか。

お見込みのとおりです。

29 所要の各室 要求水準書 資料６ 実技室

要求水準書（案）では事務室と同一階に
設置とありますが、階がわかれてもいい
でしょうか？（事務室は1階、実技室は2
階）

同一階を想定してください。

30 所要の各室 要求水準書 資料６
エントランス

ホール

建物共用のエントランスホールをコモン
スペースのエントランスホールと兼ねて
もいいでしょうか。

セキュリティ区画に問題がなければ、可能とします。

31 所要の各室 要求水準書 資料６ 共通
A～E執務室はそれぞれどういう部署が
入るのでしょうか。

未定です。

32 所要の各室 要求水準書 資料６ 会議室

諸室リストでC執務室・諸室に会議室とあ
りますが、想定利用人数1名となっていま
す。備品リストから21名と考えていいで
すか。

21名とします。要求水準書資料６を訂正します。

33 所要の各室 要求水準書 資料６
仮眠室・更衣
室・シャワー

室

仮眠室・更衣室・シャワー室-床面積100
㎡、男女別とありますが、男女比率を教
えてください。また男女合わせて100㎡と
考えていいでしょうか。

前段：男女比は、50：50として下さい。
後段：お見込みのとおりです。
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荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業 入札説明書等に関する個別対話結果

No. 議題 資料名
ページ
番号

該当箇所 確認したい内容 回答（案）

34 所要の各室 要求水準書 資料６
仮眠室・更衣
室・シャワー

室

仮眠室は男女それぞれ1室と考えていい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

35 所要の各室 要求水準書 資料６
多目的大会

議室

備品リストに移動観覧席120席とありま
すが、移動観覧席以外の床部分には椅
子を並べると考えていいでしょうか。

お見込みのとおりです。

36 所要の各室 要求水準書 資料６ 小会議室
3室設けるとありますが、大会議室等と
同一フロアに設置が必須でしょうか。下
階に設置でもいいでしょうか。

上下階に設置しても差し支えありません。

37 所要の各室 要求水準書 資料６ 倉庫
多目的大会議室専用で50㎡ですが、移
動観覧席収納スペースも含んで50㎡と
考えていいでしょうか。

含みません。事業者にて適切な規模を計画してください。

38 所要の各室 要求水準書 資料６ 倉庫
各階2室以上、1室あたり10～20㎡です
が、1室にまとめて20～40㎡でもいいで
しょうか。

各階2室以上としてください。

39 所要の各室 要求水準書 資料６ 業務室A
指令センターは見学者対応する必要は
ありませんか。

見学者対応が必要です。

40 所要の各室 要求水準書 資料６
休憩室・更衣
室・シャワー

室

1箇所（男1女1）100㎡とありますが、休憩
室も男女別に分けますか。また分ける場
合、職員20人の男女比率を教えてくださ
い。

前段：分ける必要があります。
後段：男女比は、60：40として下さい。
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荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業 入札説明書等に関する個別対話結果

No. 議題 資料名
ページ
番号

該当箇所 確認したい内容 回答（案）

41 所要の各室 要求水準書 資料６
休憩室・更衣
室・シャワー

室

指令センターは24時間対応と思います
が、休憩室が仮眠室代わりと想定するの
でしょうか。

お見込みのとおりです。

42 所要の各室 要求水準書 資料６ 更衣室

全職員・各階とありますが、全職員とは
執務室等の職員に加え、公民館・府内こ
どもルーム・コモンスペースの職員も含
めてでしょうか。各階とありますが、消防
指令のフロアは共用更衣室は不要と考
えていいでしょうか。

前段：お見込みのとおりです。
後段：必要です。

43 所要の各室 要求水準書 資料６ 休憩室
各階50㎡男女別とありますが、男女合わ
せて50㎡と考えていいでしょうか。50+50
＝100㎡でしょうか。

男女合わせて50㎡を想定しています。

44 所要の各室 要求水準書 資料６ 休憩室
執務室等のフロアの休憩室はランチ
ルームとしても使われる想定でいいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

45 所要の各室 要求水準書 資料６ エレベーター
3基の内、1基は間口2000㎜、ストレッ
チャー対応とありますが、間口2000㎜は
必須でしょうか。

3基のうち1基は間口2,000㎜、1基はストレッチャーにそれぞれ対応して
下さい。

46 所要の各室 要求水準書 資料６ 集合ポスト

要求水準書より公民館、府内こどもルー
ム、コモンスペースの3施設だけのポスト
を設けるでいいですね。庁舎・消防につ
いてはポスト不要と考えていいですね。

お見込みのとおりです。

47 所要の各室 要求水準書 資料６ 集合ポスト

宅配便は3施設の事務室に直に届けら
れると考えていいでしょうか。集合ポスト
に宅配便用のポストを設ける必要はある
でしょうか。

前段：お見込みのとおりです。
後段：不要です。
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荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業 入札説明書等に関する個別対話結果

No. 議題 資料名
ページ
番号

該当箇所 確認したい内容 回答（案）

48 所要の各室 要求水準書 資料６ ごみ置き場

建物内にスペースを取る必要はあります
か。外部に別棟で設置でもいいでしょう
か。外部でもいい場合、建物から雨に濡
れずに行ければいいでしょうか。

前段：可能とします。
後段：お見込みのとおりです。

49 所要の各室 要求水準書 資料６
搬入車用ス

ペース

搬入車用スペース100㎡は外部と考えて
いいでしょうか。この100㎡すべてに屋根
を設ける必要はありますか。

前段：お見込みのとおりです。
後段：搬入物に雨水がかからないよう配慮した計画としてください。

50 所要の各室 要求水準書 資料６ シャワー室 男女1室ずつ設けるでいいでしょうか。 男女別としてください。室数は事業者の提案によるものとします。

51 所要の各室 要求水準書 資料６ その他
立体駐車場管理室は立体駐車場とは別
棟としてもいいでしょうか。

即座に対応できる位置に設置していただきたいですが、運営上支障がな
ければ別棟の提案も可能とします。

52 所要の各室 要求水準書 資料６ その他
立体駐車場最上階に屋根を設ける必要
はありますか。

不要です。

53

集中管理室
と電気室（管
理）を同室で
計画するに
あたって

要求水準書 資料６ -
集中管理室と電気室（管理）を同室で計
画する際の必要面積について

事業者の提案によるものとします。

54 違約金

民間施設の
実施に係る
基本協定書

（案）

1 第3条
違約金設定の考え方
また、違約金が賃料2年分となっている
が、コロナ情勢を鑑みて、緩和可能か

公共施設部分と民間施設部分は一体不可分の事業である趣旨です。保
証金を賃料1年分に修正します。
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荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業 入札説明書等に関する個別対話結果

No. 議題 資料名
ページ
番号

該当箇所 確認したい内容 回答（案）

55
本施設の修

繕
仮事業契約

書（案）
17 第51条第5項

法令変更により設備更新及び改良が必
要になった場合は、市の費用負担と考え
てよいでしょうか。

法令変更に伴う追加費用については、事業契約書（案）第73条、第74条
をご参照ください。

56
不可抗力の

考え方
仮事業契約

書（案）
38

別紙1
(16)

不可抗力に含まれる「疫病」の解釈は、
「要求水準書（案）に関する質問への回
答」P18にも記載がありますが、具体例も
交えつつ考え方について対話させていた
だけますでしょうか。

具体的な事象に基づき、基本的には協議により判断していくことになりま
す。

57
ペナルティの

考え方
仮事業契約

書（案）
40

別紙2
2(2)

違反金の算出方法について想定があれ
ばご教示いただけますか。

ペナルティによるサービスの対価の減額又は違反金の考え方について
は、事業契約書（案）p.40「図1　モニタリング及びペナルティの考え方」を
ご参照ください。

58
定期借地権

設定

事業用定期
借地権設定
契約書（案）

4
第7条
第8条

入居者への建物賃貸借、テナントへの転
貸は許容されるか。
また、民間施設の不動産証券化は認め
られるか。

前段：入居者への建物賃貸借、テナントへの転貸は、事前の市の承諾を
得たうえで可能です。
後段：事業者提案どおりに事業が実施されることが確立されている場合
は、協議に応じるものとし、不合理に承諾を拒絶しません。

59
建物の賃貸
借について

事業用定期
借地権設定
契約書（案）

4 第7条第1項
事業用定期借地権契約の期間内におい
て当初事業計画に記載の無い第三者へ
の賃貸の承諾について

当初事業計画から変更がある場合は、市の承諾が必要です。市は、不
合理に承諾しないことは想定していません。なお、承諾手続きに1ヶ月程
度要する可能性があります。

60 工期 - - -
本施設について、想定している工期はあ
るか。

着工日は、事業者の提案によるものとします。

61
荷揚町小学
校体育館に

ついて
- - -

事業地に荷揚町小学校体育館の運営業
務については事業者の業務・責任範囲
外と理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

62
市営荷揚中
央駐車場

- - -
旧荷揚町小学校の解体時に周辺家屋調
査は実施したか？

実施しましたが、当時の調査報告書は使用できないと考えます。要求水
準書に記載のとおり、家屋調査は事業者にて実施してください。

63
市営荷揚中
央駐車場

- - -
既存の市営荷揚中央駐車場は解体する
提案と残す提案どちらが望ましいか

事業者の提案によるものとします。
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No. 議題 資料名
ページ
番号

該当箇所 確認したい内容 回答（案）

64
修繕につい

て
- - -

修繕（大規模修繕費）の費用負担につい
て

維持管理期間中に大規模修繕が生じないよう計画ください。

65 地中埋設物 - - -
通常想定される地中埋設物とはどのよう
なものか

現状で想定するものはありません。なお、公表資料に記載のとおり、松杭
が残置されているため、計画上支障があれば、撤去ください。また、イン
フラ埋設物については基本的に撤去済みです。水道の引込は既存利用
できないものと考えて計画ください。

66 土地土壌法 - - -
敷地面積の規模より土壌汚染対策法第
4条の届出が必要となりますが、土壌汚
染調査の要否確認。

土壌汚染対策法の届出対象となる行為は、土地の掘削範囲と盛土範囲
の合計面積が3,000平方メートル以上となる場合等が対象となります。
計画次第では「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」の届出が
必要となりますので、事前に環境対策課 水質担当班との協議が必要で
す。

67
事業契約の
議会否決リ

スク
- - -

事業契約が議会で否決された場合につ
いて

基本協定書（案）第10条、及び民間施設の実施に係る基本協定書（案）
第13条をご参照ください。

68

コロナ等の
疫病発生時
のリスク・対
応について

- - -

コロナ等の疫病発生時のリスク・対応に
ついて
疫病が発生した場合、サービス対価の
対象業務に関しては最善の対応策を導
き出すために貴市と事業者とがお互い
協議するとの理解で良いか

お見込みのとおりです。

69 疫病の蔓延 - - -
コロナや疫病の蔓延による追加費用の
発生について

具体的な事象に基づき、基本的には協議により判断していくことになりま
す。

70 民間施設 - - -
テナントの営業時間について制限はある
が、酒類の提供や屋外のイベントの開催
等、営業上の制限はあるか

制限はありませんが、周辺環境に配慮して提案いただきたい。

71
民間収益施

設
- - -

民間収益施設・飲食施設の提案内容に
ついて
・求める機能
・提案の評価
・提案時点のテナントや事業計画

飲食施設は職員利用も想定しますが、主な利用者は来庁者・来館者を
想定しています。自動販売機やコンビニのイートインスペースは不可とし
ます。
民間施設に求める機能については、要求水準書に記載のとおりです。評
価については、落札者決定基準によるものとします。新型コロナウイルス
感染拡大の影響を鑑みて、民間施設のうち飲食施設については、業態
及び施設規模を明示の上、提案書提出時点で個別のテナント名を提示
しないことも許容します。
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