
荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業
入札説明書　新旧対照表

Ｎｏ 頁 第1 1 (１) 1) ① a 項目等 修正前 修正後 備考

1 9 第2 12 (2) ⑤
（２）土地の
貸付条件

⑤　地代の支払い方法：地代の支払いは、土地引渡し時点から行うものとし、そ
れ以降は、毎年4月に本市が定める方法により当該年度分の地代を支払うもの
とする。

⑤　地代の支払い方法：地代の支払いは、土地引渡し時点から行うものとし、そ
れ以降は、毎年4月、10月に本市が定める方法により当該年度分の地代を半
期ずつ、支払うものとする。



荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業
事業仮契約書（案）、事業契約約款（案）　新旧対照表

Ｎｏ
契約
書

契約
約款

頁 章 節 条 1 (１) ア 項目等 修正前 修正後 備考

1 ○ 1 2 3 1
公共性及び
事業の趣旨
の尊重

第３条　事業者は、荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業が公共施設の
整備を伴う事業として、公共性を有することを十分理解し、当該事業の実施に
当たり、その趣旨を尊重するものとする。

第３条　事業者は、荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業が公共施設の
整備を伴う事業として、公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当
たり、その趣旨を尊重するものとする。

2 ○ 1 2 3 2
公共性及び
事業の趣旨
の尊重

２　市及び事業者は、荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業の目的を十
分理解し、当該事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。

２　市及び事業者は、荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業の目的を十
分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。

3 ○ 2 3 7 2 事業用地等

２　事業者は、維持管理及び運営期間中、本施設の維持管理及び運営業務の
遂行に必要な範囲で、市が所有する本施設用地及び本施設のうち集中管理
室、清掃職員等詰所、警備員詰所、電気室（管理）及び立体駐車場管理人室
を無償で使用することができる。

２　事業者は、維持管理及び運営期間中、本施設の維持管理及び運営業務の
遂行に必要な範囲で、市が所有する本施設用地及び本施設を無償で使用す
ることができる。

4 ○ 12 5 5 37 1 (3)

設計及び建
設・工事監
理業務の契
約保証

（３）　本施設の建設工事に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払いを
保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証

（３）　本施設の設計及び建設・工事監理業務に係る債務の不履行により生ず
る損害金の支払いを保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証

5 ○ 12 5 5 37 1 (4)

設計及び建
設・工事監
理業務の契
約保証

（４）　本契約による債務の不履行により生ずる損害を填補(てんぽ)する履行保
証保険契約の締結（ただし、市以外の者を被保険者とする場合は、保険金請
求権上に、本事業に関連する市の事業者に対する違約金支払請求権を被担
保権として、市を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設
定の費用は、事業者が負担しなければならない。）

（４）　本施設の設計及び建設・工事監理業務に係る債務の不履行により生ず
る損害を填補(てんぽ)する履行保証保険契約の締結（ただし、市以外の者を被
保険者とする場合は、保険金請求権上に、本事業に関連する市の事業者に対
する違約金支払請求権を被担保権として、市を第一順位とする質権を設定す
ることとする。なお、係る質権設定の費用は、事業者が負担しなければならな
い。）

6 ○ 13 5 5 37 4

設計及び建
設・工事監
理業務の契
約保証

４　契約金額の変更があった場合には、本条第1項に規定する保証の額が変
更後の別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「①設計及び建設・
工事監理業務のサービスの対価」のうち、「(1)施設費等　ア施設費」における
設計費等、建設・工事監理費等に相当する金額並びに当該額に係る消費税等
相当額の合計額の100分の10に達するまで、市は、当該保証の額の増額を請
求することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができ
るものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものと
する。

４　契約金額の変更があった場合には、本条第2項に規定する保証の額が変
更後の別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「①設計及び建設・
工事監理業務のサービスの対価」のうち、「(1)施設費等　ア施設費」における
設計費等、建設・工事監理費等に相当する金額並びに当該額に係る消費税等
相当額の合計額の100分の10に達するまで、市は、当該保証の額の増額を請
求することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができ
るものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものと
する。

7 ○ 14 5 6 42 1
契約不適合
責任

第４２条　市は、本施設が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
（以下「契約不適合」という。）であるときは、事業者に過失があるか否かにか
かわらず、事業者に対して相当の期間を定めて本施設の修補による履行の追
完を請求し、又は履行の追完に代えて、若しくは修補とともに損害の賠償を請
求することができる。

第４２条　市は、本施設が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
（以下「契約不適合」という。）であるときは、事業者に対して相当の期間を定め
て本施設の修補による履行の追完を請求し、又は履行の追完に代えて、若しく
は修補とともに損害の賠償を請求することができる。

8 ○ 14 5 6 42 2
契約不適合
責任

２　前項に規定する履行の追完又は損害賠償の請求は、本施設の引渡しの日
から1年以内（建物等の設備工事等の場合）又は2年以内（建物等又は土木工
作物等の建設工事等の場合）とする。ただし、事業者が当該契約不適合を
知っていたとき、その契約不適合又は損害が、事業者の故意又は重大な過失
によって生じた場合、及び住宅瑕疵担保履行法の適用のある場合には、当該
請求を行うことのできる期間は10年とする。

２　前項に規定する履行の追完又は損害賠償の請求は、本施設の引渡しの日
から2年以内（ただし、設備機器本体等の場合は1 年以内）とする。



荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業
事業仮契約書（案）、事業契約約款（案）　新旧対照表

Ｎｏ
契約
書

契約
約款

頁 章 節 条 1 (１) ア 項目等 修正前 修正後 備考

9 ○ 14 5 6 42 3
契約不適合
責任

３　市は、第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この
項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨
を事業者に通知した場合において、市が通知から１年以内に請求等をしたとき
は、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

３　市は、前項に規定する契約不適合に係る請求が可能な期間（以下この項
において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を
事業者に通知した場合において、市が通知から１年以内に請求をしたときは、
契約不適合責任期間の内に請求をしたものとみなす。

10 ○ 14 5 6 42 4
契約不適合
責任

―
４　前２項の規定にかかわらず、事業者が当該契約不適合を知っていたとき、
その契約不適合又は損害が、事業者の故意又は重大な過失によって生じた
場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。

11 ○ 14 5 6 42 5
契約不適合
責任

―

５　市は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、
第2項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該
契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約
不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

12 ○ 15 6 1 44 2
本施設の維
持管理及び
運営業務

２　事業者は、契約関係書類に基づき、市と協議し、市の承諾を得た上で、事
業者による本施設の維持管理及び運営業務の仕様を定める維持管理業務仕
様書及び運営業務仕様書を作成しなければならない。事業者は、市と協議し、
市の承諾を得た上で維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書の内容を変更
することができるものとする。

２　事業者は、契約関係書類に基づき、市と協議し、市の承諾を得た上で、事
業者による本施設の維持管理及び運営業務の仕様を定める維持管理業務仕
様書及び運営業務仕様書を本施設の引き渡し予定日の1ヶ月前の日までに市
に提出しなければならない。事業者は、市と協議し、市の承諾を得た上で維持
管理業務仕様書及び運営業務仕様書の内容を変更することができるものとす
る。

13 ○ 15 6 1 46 1
維持管理及
び運営業務
計画書

第４６条　事業者は、契約関係書類及び維持管理業務仕様書及び運営業務仕
様書に従い、翌事業年度の事業者による本施設の維持管理及び運営業務に
ついて、業務実施体制、業務実施工程等の維持管理及び運営業務の実施の
ために必要な事項を記載した維持管理業務計画書及び運営業務計画書を、
毎年、当該事業年度の前年度の2月末日（最初の業務実施年度に係る維持管
理業務計画書及び運営業務計画書については本施設の引渡し予定日の2ヶ
月前の日）までに市に提出し承諾を得なければならない。

第４６条　事業者は、契約関係書類及び維持管理業務仕様書に従い、市と協
議し、市の承諾を得た上で、翌事業年度の事業者による本施設の維持管理業
務について、業務実施体制、業務実施工程等の維持管理業務の実施のため
に必要な事項を記載した維持管理業務計画書を、半年に1回、当該事業年度
の前年度の2月末日（最初の業務実施年度に係る維持管理業務計画書につい
ては本施設の引渡し予定日の1ヶ月前の日）及び当該年度の8月末日までに、
それぞれ市に提出しなければならない。

14 ○ 16 6 1 46 2
維持管理及
び運営業務
計画書

―

２　事業者は、契約関係書類及び運営業務仕様書に従い、市と協議し、市の
承諾を得た上で、翌事業年度の事業者による本施設の運営業務について、業
務実施体制、業務実施工程等の運営業務の実施のために必要な事項を記載
した運営業務計画書を、毎年、当該事業年度の前年度の2月末日（最初の業
務実施年度に係る運営業務計画書については本施設の引渡し予定日の1ヶ月
前の日）までに市に提出しなければならない。

15 ○ 17 6 1 51 4
本施設の修
繕

４　事業者は、本施設の維持管理及び運営期間中、第1項の長期修繕計画に
記載のない修繕・更新又は改良が必要になった場合は、事業者の責任と費用
負担において行うものとする。

―

16 ○ 17 6 1 51 4
本施設の修
繕

４　前3項の他、市の判断及び費用により、必要に応じて、事業者に本施設の
全部又は一部の設備更新及び改良を行わせることができるものとする。

４　前2項の他、市の判断及び費用により、必要に応じて、事業者に本施設の
全部又は一部の設備更新及び改良を行わせることができるものとする。



荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業
事業仮契約書（案）、事業契約約款（案）　新旧対照表

Ｎｏ
契約
書

契約
約款

頁 章 節 条 1 (１) ア 項目等 修正前 修正後 備考

17 ○ 20 6 5 58 4
維持管理及
び運営業務
の契約保証

４　市は、契約金額の変更があった場合、本条第1項に規定する保証の額が変
更後の維持管理及び運営業務の各事業年度のサービスの対価の金額（消費
税等相当額を含む）の100分の10に達するまで、当該保証の額の増額を請求
することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができる
ものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとす
る。

４　市は、契約金額の変更があった場合、本条第2項に規定する保証の額が変
更後の維持管理及び運営業務の各事業年度のサービスの対価の金額（消費
税等相当額を含む）の100分の10に達するまで、当該保証の額の増額を請求
することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができる
ものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとす
る。

18 ○ 30 10 72 1
民間施設の
実施の代替
事業者

第７２条　事業者は、民間施設実施企業の責めに帰すべき事由により、民間施
設の実施に係る基本協定又は定期借地権設定契約が解除された場合には、
民間施設の実施を行う民間施設実施企業の代替事業者を確保するよう努め
ること。

第７２条　事業者は、民間施設実施企業の責めに帰すべき事由により、民間施
設の実施に係る基本協定又は定期借地権設定契約が解除された場合には、
合理的な範囲で民間施設の実施を行う民間施設実施企業の代替事業者を確
保するよう努めること。

19 ○ 36 15 84 1 秘密保持

第８４条　市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及
び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはなら
ず、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事
業者が認めた場合、若しくは市又は事業者が、法令等又は監督官庁からの要
請に基づき開示する場合は、この限りでない。

第８４条　市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及
び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らしてはなら
ず、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事
業者が認めた場合、市又は事業者が本事業に関する資金調達に必要として
開示する場合、若しくは市又は事業者が、法令等又は監督官庁からの要請に
基づき開示する場合は、この限りでない。



荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業
事業仮契約書（案）別紙　新旧対照表

Ｎｏ
別紙
番号

頁 1 (１) ① ア （a） 項目等 修正前 修正後 備考

1 1 39 (16)
 用語の定義
（第１条　関
係）

（１６）　「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、騒
乱、暴動その他自然的又は人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外の
もの（事業者が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できない第三者に
よる損害を含む。）であって、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのでき
ないものをいう。

（１６）　「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その
他自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動そ
の他人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの（要求水準書及び
設計図書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。事
業者が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できない第三者による損害
を含む。）であって、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないもの
をいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。

2 1 39 (28)
 用語の定義
（第１条　関
係）

―

（２８）　「落札者」とは、入札参加グループ[　　　　　　　]の代表企業、構成企業、
協力企業及び民間施設実施企業（入札参加資格審査書類に、それぞれ入札参
加グループの代表企業、構成企業、協力企業又は民間施設実施企業として明
記された者）をいう。

3 4 43 1 ①

①　設計及
び建設・工事
監理業務の
サービスの
対価

設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価は、施設整備に必要な一切の
費用からなる施設費と、施設費の一部を市が割賦で支払うことによって必要な
割賦手数料からなるものとする。
割賦手数料の算出に当たっては、元利均等払いを前提とし、割賦手数料は基
準金利と事業者の提案による利ざや（スプレッド：●．●％）に基づく割賦利息
相当額の合計とする。基準金利は、令和6年1月31日（本施設の引渡し予定日）
の2営業日前の東京時間午前10時現在の東京スワップ・レファレンス・レート（Ｔ.
Ｓ.Ｒ）としてテレレート17143ページ（又はその後継若しくは代替ページ）に掲示さ
れている6箇月ＬＩＢＯＲベース15年物（円/円）金利スワップレートとする。ただ
し、上記により基準金利がマイナスとなる場合には、基準金利を0％とする。
なお、提案書提出時に使用する基準金利は0．684％とする。

設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価は、施設整備に必要な一切の
費用からなる施設費と、施設費の一部を市が割賦で支払うことによって必要な
割賦手数料からなるものとする。
割賦手数料の算出に当たっては、元利均等払いを前提とし、割賦手数料は基
準金利と事業者の提案による利ざや（スプレッド：●．●％）に基づく割賦利息
相当額の合計とする。基準金利は、令和6年1月31日（本施設の引渡し予定日）
の2営業日前の東京時間午前10時現在の東京スワップ・レファレンス・レート（Ｔ.
Ｓ.Ｒ）としてテレレート17143ページ（又はその後継若しくは代替ページ）に掲示さ
れている6箇月ＬＩＢＯＲベース15年物（円/円）金利スワップレートとする。ただ
し、上記により基準金利がマイナスとなる場合には、基準金利を0％とする。な
お、基準金利の確定日において、ＬＩＢＯＲの公表が停止されている場合は、日
本銀行等が定める後継金利指標を用いる。
なお、提案書提出時に使用する基準金利は0．684％とする。



荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業
要求水準書、添付資料　新旧対照表

Ｎｏ 頁 章 節 1 (１) 1) ① i) 項目等 修正前 修正後 備考

1 30 3 2 1 1.　業務期間

本施設は、令和6年1月末日までに建設工事を完了すること。
なお、市営荷揚中央駐車場を解体・撤去し、一体整備する場合は、市営荷揚中
央駐車場の解体・撤去期間中、事業予定地において臨時平面駐車場（100台程
度）を確保すること。

本施設は、令和6年1月末日までに建設工事を完了すること。
なお、市営荷揚中央駐車場を解体・撤去し、一体整備する場合は、立体駐車場
の供用開始前日までの期間、事業予定地において仮設駐車場（平面駐車場）
100台分程度を確保すること。

2 42 4 3 2 ii)
2.　日常（巡
視）保守点検
業務

ii)　建築設備等に付随する消耗品については、適宜、交換すること。なお、電球

等
※

の消耗品は、本市が支給する。
※電球、蛍光管球類、潤滑油、燃料、防錆剤、各種パッキン、ベルト、塗料、ビ
ス等

ii)　建築設備等に付随する消耗品については、適宜、交換すること。

3 43 4 3 3
3.　定期保守
点検業務

― vi)　エレベーターの保守点検は、フルメンテナンス契約とすること。

4 45 4 5 ii)
第5節　環境
衛生・清掃業
務

ii)　衛生消耗品、傘袋、マニフェスト用紙は、本市が支給する。 ―

5 50 5 1 4
4.　運営業務
計画書

事業者は、毎年度、運営業務の実施に先立ち、実施体制、実施工程等、必要
な項目を記載した運営業務計画書を作成し、本市に提出した上、承認を受ける
こと。
また、毎年度の運営業務計画書を作成するに当たっては、日頃から利用者等
の意見や要望を把握するよう努めるとともに、より良い運営のあり方について
検討すること。
なお、運営業務計画書は、当該業務実施年度の前年度の2月末日（最初の業
務実施年度に係る運営業務計画書については本施設を本市へ引き渡す予定
日の2ヶ月前の日）までに本市へ提出すること。

事業者は、毎年度、運営業務の実施に先立ち、実施体制、実施工程等、必要
な項目を記載した運営業務計画書を作成し、本市に提出した上、承認を受ける
こと。
また、毎年度の運営業務計画書を作成するに当たっては、日頃から利用者等
の意見や要望を把握するよう努めるとともに、より良い運営のあり方について
検討すること。
なお、運営業務計画書は、当該業務実施年度の前年度の2月末日（最初の業
務実施年度に係る運営業務計画書については本施設を本市へ引き渡す予定
日の1ヶ月前の日）までに本市へ提出すること。

6 58 6 2 (3)

(3)　立体駐
車場の規模
拡大につい
て

ここで、当該敷地が2路線以上に接続する場合は、一番高い路線価を採用す
る。

ここで、当該敷地が2路線以上に接続する場合は、一番高い路線価を採用す
る。路線価は、前年度の相続税路線価（財産評価基準書に記載されたもの）と
する。

7 (3)
資料1　用語
の定義

（3）　「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他
の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動そ
の他の人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの（要求水準書及
び設計図書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。）
などであって、本市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただ
し、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。

（3）　「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他
の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動そ
の他の人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの（要求水準書及
び設計図書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。
事業者が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できない第三者による損
害を含む。）であって、本市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできな
いものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。

8 2
資料6　（参
考）諸室リス
ト

複合公共施設
施設名：本市執務室等　C執務室
階層等指定：低～中層階
諸室：2 会議室
職員数・想定利用人数（人）：1

複合公共施設
施設名：本市執務室等　C執務室
階層等指定：低～中層階
諸室：2 会議室
職員数・想定利用人数（人）：21



荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業
要求水準書、添付資料　新旧対照表

Ｎｏ 頁 章 節 1 (１) 1) ① i) 項目等 修正前 修正後 備考

9 1 2 (2) ④

資料10　（参
考）主な維持
管理業務項
目参考仕様
一覧

・エレベーターの定期保守点検・調整（通常想定される消耗品更新含む） ・エレベーターの定期保守点検・調整（フルメンテナンス契約）

10 2 5 (3)

資料10　（参
考）主な維持
管理業務項
目参考仕様
一覧

・旗掲揚、駐車場整理、放置自転車報告 ・駐車場整理、放置自転車報告



荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業
様式集及び作成要領　新旧対照表

Ｎｏ 書類名 様式番号 1 項目等 修正前 修正後 備考

1 提案書 A-4 入札価格計算書 ― ― Excel様式の追加

2 提案書
A-4

別紙①

設計及び建設・工事監
理業務のサービスの対

価の内訳
― ― Excel様式の追加

3 提案書
A-4

別紙②

維持管理及び運営業
務のサービスの対価
（維持管理業務費）の

内訳

― ― Excel様式の追加

4 提案書
A-4

別紙③

維持管理及び運営業
務のサービスの対価
（運営業務費）の内訳

― ― Excel様式の追加

5 提案書
A-4

別紙④

維持管理及び運営業
務のサービスの対価
（その他の費用）の内

訳

― ― Excel様式の追加

6
基礎審査項目
チェックシート

N-1 （別紙１参照）



荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業
民間施設の実施に係る基本協定書（案）　新旧対照表

Ｎｏ 本編
別紙
番号

頁 条 1 (１) 項目等 修正前 修正後 備考

1 ○ 2 5 保証金
第５条　民間施設実施企業は、本協定に基づいて生ずる一切の民間施設実施
企業の債務を担保するため、本協定が成立したときに、市に対し保証金として
事業提案書に記載の賃料の2か年分金【　　　】円を預託しなければならない。

第５条　民間施設実施企業は、本協定に基づいて生ずる一切の民間施設実施
企業の債務を担保するため、本協定が成立したときに、市に対し保証金として
事業提案書に記載の賃料の1か年分金【　　　】円を預託しなければならない。



確認事項
様式
Ｎｏ

入札参
加者
確認

項目等

建設・工事監理業務は、本施設を対象とし、事業者は、設計図書、事業契約書、本要求水準書、入札時の提案
書類に基づいて、本施設の建設及び工事監理を行い、企画・提案した什器・備品等を整備すること。

本施設は、令和6年1月末日までに建設工事を完了すること。

なお、市営荷揚中央駐車場を解体・撤去し、一体整備する場合は、立体駐車場の供用開始前日までの期間、事
業予定地において仮設駐車場（平面駐車場）100台分程度を確保すること。

事業契約書に定められた本施設の建設・工事監理及び什器・備品の整備履行のために必要となる業務は、事業
契約書において本市が実施することとしている業務を除き、事業者の責任において実施すること。
本事業の着手に先立つ近隣住民等への説明及び調整は、本市が実施する。ただし、民間施設に係わる近隣地区
住民への説明及び調整は、事業者が実施すること。
本施設の建設に当たって必要な関係諸官庁との協議に起因する遅延については、事業者の責とする。
本市が実施する近隣説明等に起因する遅延については、本市の責とし、事業者が実施する本施設の建設に係わ
る近隣への対応等に起因する遅延については、事業者の責とする。
事業予定地の境界調査及び、本施設の敷地と民間施設の敷地の境界設定（測量）は、事業者が実施する。
本施設の建設にあたり、関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等を参照して適切な工事計画を策定するこ
と。

本施設の建設にあたり、騒音、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞、その他、建設工事が近隣の生活環境に与え
る影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施すること。

本施設の建設にあたり、近隣への対応について、事業者は本市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を
報告すること。
本施設の建設にあたり、近隣に対して工事内容を周知徹底して理解を得、作業時間の了承を得ること。
本施設の建設にあたり、工事に伴う影響（特に車両の交通障害、騒音、振動等）を最小限に抑えるための工夫
を行うこと。

本施設の建設にあたり、建築確認申請等、建築工事に伴う各種申請の手続きを事業スケジュールに支障がない
ように実施すること。

必要に応じて、各種許認可等の書類の写しを本市に提出すること。

本施設の着工に先立ち、近隣住民との調整、建築準備調査等（周辺家屋影響調査を含む）を十分に行い、工事
の円滑な進行と近隣の理解及び安全を確保すること。
本施設の建設にあたり、本市の事前調査を参考にしつつ、建物及びその工事によって近隣に及ぼす諸影響を検
討し、問題があれば適切な対策を講じること。

本施設の建設にあたり、近隣への説明等を実施し、工事工程等についての了解を得ること。
事業者は建設工事着工前に工事監理主旨書（工事監理のポイント等）、詳細工程表（総合定例打合せ日程や各
種検査日程等も明記）を含む工事監理計画書を作成し、以下の書類とともに本市に提出して、承認を得るこ
と。

 i)工事監理体制：1部
 ii)工事監理者選任届（経歴書を添付）：1部

 iii)工事監理業務着手届：1部
事業者は、建設工事着工前に、詳細工程表を含む施工計画書を作成し、以下の書類とともに本市に提出して、
承認を得ること。

【着工時の提出書類】
      i)工事実施体制届：1部

      ii)工事着工届：1部
 iii)現場代理人及び監理技術者届（経歴書を添付）：1部

 iv)承諾願（仮設計画書）：1部
 v)承諾願（工事記録写真撮影計画書）：1部

     vi)承諾願（施工計画書）：1部
    vii)承諾願（主要資機材一覧表）：1部

 viii)報告書（下請業者一覧表）：1部
 ix)上記の全てのデジタルデータ：一式

※　ただし、承諾願は、建設工事会社が工事監理者に提出し、その承諾を受けた後、工事監理者が本市に提出
するものとする。

(1)　建設工事 各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画書に従って本施設の建設・工
事監理を実施すること。
事業者は、工事現場に工事記録を常に整備すること。

工事施工においては、本市に対し、以下の事項に留意すること。

事業者は、工事監理者を通じて工事進捗状況を本市に毎月報告する他、本市から要請があれば施工の事前説明
及び事後報告を行うこと。

事業者は、本市と協議の上、必要に応じて、各種検査・試験及び中間検査を行うこと。なお、検査・試験項目
及び日程については、事前に本市に連絡し、承認を得ること。

本市は、事業者又は建設会社が行う工程会議に立会うことができるとともに、必要に応じて随時、工事現場で
の施工状況の確認を行うことができるものとする。

工事に伴って周辺家屋等に電波障害が発生するおそれがある場合は、事前に調査を行い、必要な時期に適切に
その対策工事を実施すること。

市営荷揚中央駐車場を解体・撤去する場合には、解体計画書を作成し、事前に本市の確認を得ること。解体・
撤去・処分の実施に当たっては、本市と事前に協議を行うこと。また、発生する産業廃棄物等を適正に処理す
ること。周辺への騒音や振動には十分配慮すること。

 第1節業務の対象範囲

 第2節業務期間

1.　業務期間

 第3章建設・工事監理業務

 第3節業務の内容

1.　基本的な考え方

2.　工事計画策定にあたり留意す
べき項目

3.　着工前業務

(1)　各種申請等

(2)　近隣調査・準備調査等

(3)　工事監理計画書の提出

(4)　施工計画書の提出

4.　建設期間中業務

7/16

別紙１



確認事項
様式
Ｎｏ

入札参
加者
確認

項目等

(4)　点検及び故障等への対応 点検及び故障への対応は、維持管理業務計画書に従って速やかに実施すること。
事故・火災等による非常時及び緊急時の対応について、予め本市と協議し、維持管理業務計画書に記載するこ
と。

事故・火災等が発生した場合、又は発生する恐れのある場合、維持管理業務計画書に基づき直ちに現場に急行
し、電気室（設備担当）及び集中管理室（警備員）と協力して被害の拡大防止及び復旧に必要な措置を講じる
とともに、速やかに本市及び関係機関に連絡しその指示を受けること。

事故停電発生時には、速やかに自家用発電機の運転操作等の緊急処置を取り、エレベーター利用者と連絡を取
ると共にその安全を図ること。その他関係設備機器に被害を及ぼさないよう十分に注意を払う等、適切な処置
をとること。

事業者は、設備の異常等の理由で、本市から要請を受けた場合には、業務計画外であっても関連業務の責任者
又は作業従事者を速やかに現場に急行させ、異常箇所の修理、復旧等の対策を講じさせること。この場合の増
加費用は、本市の負担とするが、施設等の瑕疵、保守点検の不良等、事業者の責めに帰すべき事由がある場合
には、事業者が負担するものとする。

協議が必要と判断される事項については、事業者は、事前に本市と協議すること。

事業者は、維持管理に係る各業務の記録を保管し、本市の求めに応じて速やかに提出できるようにしておくこ
と。

事業者は、維持管理に係る各業務の責任者に、必要に応じて、関係諸機関等への報告や届出を実施させるとと
もに、緊急時における関係機関への連絡等を行わせること。
電気室（管理）にインターネット環境を整備し、設置費及び通信費等は事業者の負担とすること。

高所作業においては、作業及び周辺の安全に十分対策を講じること。

事業者は、本施設の建築物等の構造部、屋根、外壁、内壁、天井、床、階段、建具等の各部位について、外
観・景観上、清潔かつ美しい状態を保ち、破損、漏水等がなく、仕上げ材においても美観を維持すること。

建築基準法の定期調査・検査報告（建築）等に準拠するとともに、本施設の完全な運用が可能となるように設
計図書に定められた所要の性能及び機能を保つこと。

事業者は、本施設の建築物等が正常な状況にあるかどうかについて、現場を巡回して観察し、異常を発見した
時は正常化のための措置を行うこと。
施設の破損等を発見した場合は、速やかに本市に報告すること。
事業者は、関連法令の定めるところにより、本施設の建築物等の点検を実施すること。
建築物等の良否を判定の上、点検表に記録するとともに、建築物等の各部位を常に最良な状態に保つよう努め
ること。

利用者等の申告などにより発見された軽微な不具合の修理を行うこと。

故障、クレーム、要望等に対し、迅速な判断により対処すること。

故障・クレーム等発生時には、現場調査の上、初期対応及び処置を行い、速やかに本市に報告すること。

事業者は、本施設の建築設備全般（電気設備、給排水衛生設備、空調換気設備、放送設備、消防設備、防火設
備、昇降機設備等）に関して、建築基準法の定期調査・検査報告（設備、昇降機、防火設備）や消防法の定期
点検制度（消防用設備等点検、防火対象物の定期点検）等の関連法令等に準拠するとともに、本施設の完全な
運用が可能となるように設計図書に定められた所要の性能及び機能を保つこと。

建築設備の管理体制は、電気室（管理）に1名以上、24時間365日常駐とすること。なお、夜間については、仮
眠を可能とするが、緊急時には即時対応が可能な状態とすること。

毎日の業務状況を所定の日誌及び記録書等※に記録整理し、翌日本市の承認を得て厳重に保管するものとす
る。
※設備運転日誌、発電機運転記録、空調温湿度日誌、電気日誌、熱源機運転記録、設備機器台帳、設備点検記
録表、複合公共施設内の各施設の電気・ガス・水道検針簿、取引メーター検針簿及び検針記録、その他法令上
事業者は、電気室に設置する中央監視設備又は総合監視盤を用い、対象設備・機器の運転、監視、点検、手入
れ、清掃、調整、操作及び記録を行うこと。

事業者は、機械設備の運転、監視、点検、手入れ、清掃、調整、操作及び記録を行うこと。

事業者は、エレベーターの運転状況の監視を行うこと。

事業者は、本施設の建築設備等が正常な状況にあるかどうかについて、現場を巡回して観察し、異常を発見し
たときは正常化のための措置を行うこと。また、設備の破損等を発見した場合は、速やかに本市に報告するこ

建築設備等に付随する消耗品については、適宜、交換すること。

事業者は、本施設の建築設備等が正常な状況にあるかどうかについて、定期的に観察し、設備の運転、停止、
測定等により設備の状態を確認し、設備の良否を判定の上、点検表に記録するとともに、各設備を常に最良な
状態に保つこと。具体的には、法定の点検、調査及び検査を実施し、シーズンイン・シーズンアウト調整を行
うこと。

特に、次の点に十分留意して保守点検を行うこと。
常に正常な機能・性能を維持できるよう、設備系統ごとに適切な点検計画を作成すること。

点検により建築設備等が正常に機能しないことが明らかになった場合、又は本施設の運営に支障を及ぼすと考
えられる場合には、適切な方法（保守、修繕、更新など（費用負担は修繕業務を参照））により対応するこ
と。

建築設備等のビスの緩み、割れ、機械油の漏れ等がないか、定期的に点検・保守し、施設利用の安全性を確保
すること。

換気扇及びフィルターは、定期的に清掃すること。特に、除菌フィルターは、目づまりによる風力不足、破損
等による除菌効果の低下が生じないように定期的に点検し、必要に応じて交換すること。なお、取替えにて発
生したフィルター等は、廃棄物処理法に基づき適正に処分すること。

施設内の温度及び湿度を定期的に測定し、空調設備の作動状況を適正に保つこと。

エレベーターの保守点検は、フルメンテナンス契約とすること。

 第2節建築物保守管理業務

2.　定期保守点検業務

3.　故障・クレーム対応

 第3節建築設備保守管理業務

1.　運転監視業務

(5)　緊急時の対応

(6)　協議等

(7)　関係諸機関への届出・報
告
(8)　その他

1.　日常（巡視）保守点検業務

2.　日常（巡視）保守点検業務

3.　定期保守点検業務
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市民や利用者等の申告等により発見された軽微な故障の修理を行うこと。
故障、クレーム、要望等に対し、迅速な判断により対処すること。

故障、クレーム等発生時には、現場調査の上、初期対応及び処置を行い、速やかに本市に報告すること。

事業者は、本施設敷地内の外構等（植栽、工作物等も含む。）に関し、関連法令に準拠するとともに、美観を
保ち、年間を通じて安全性を保つよう維持管理すること。
なお、外構等維持管理業務の対象は、「資料10　（参考）主な維持管理業務項目参考仕様一覧」に示す外構設
備（駐車場・駐輪場、サイン、フェンス、外灯、舗装、その他設備等）及び植栽とする。

事業者は、本施設敷地内の外構等について、日常点検、定期点検、清掃により、障害物、堆積物、ごみ等がな
く、利用者が快適に利用できる状態を維持すること。

損傷・破損・変形、腐食・錆び、塗装の劣化・剥離、欠落等がなく、正常に機能する状態を維持すること。異
常を発見したときは、保守、補修、更新、修繕等の正常化のための措置を行うこと。

長時間の水たまりや排水不良等が発生しないよう維持すること。

舗装面においては、段差、ひび割れ、わだち掘れ、ポットホール等により、安全性を損なうようなことがない
よう維持すること。

事業者は、本施設用地内の植栽に関し、植栽の剪定・刈り込み、散水、除草、害虫防除及び施肥等の適切な方
法により、整然かつ適切な水準に保つよう、維持管理を行うこと。

美観を保ち、利用者が安全、快適に利用できる状態を常に維持すること。

花壇は、季節ごとの適切な植え替えを行うこと。

芝生を整備する場合には、芝刈り、水やり、除草、害虫防除及び施肥等を適切に行い、快適に利用できる状態
を保つこと。

植栽の維持管理については、利用者及び通行者の安全確保に配慮すること。

薬剤は使用しないことが望ましい。使用する場合は環境及び安全性に配慮して選定すること。

樹木等により、照明等を遮らないようにすること。

子ども等が死角に入らないよう、適宜下枝払い等を行い、視線を遮らないようにすること。

必要に応じて調査、診断を行い、枯木等の除去、植え替え等を適切に行うこと。

利用者等の申告などにより発見された軽微な不具合の修理を行うこと。

故障、クレーム、要望等に対し、迅速な判断により対処すること。

故障・クレーム等発生時には、現場調査の上、初期対応及び処置を行い、速やかに本市に報告すること。

事業者は、本施設及び敷地を、美しくかつ心地良く、衛生的に保ち、本施設におけるサービスが円滑に提供さ
れるよう、環境衛生・清掃業務を実施すること。
一日の業務終了時に清掃業務日報を作成し、事業者において保管するものとする。

事業者は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等の関連法令等に基づき、施設管理上で必要な
測定、清掃等の業務を行い、給排水、空気環境、騒音、臭気、振動等の管理を適切に行うこと。

関係官公署の立ち入り検査が行われるときには、その検査に立ち会い、協力すること。

関係官公署から改善命令を受けたときは、その旨を、関係者に周知するとともに、具体的な改善方法を本市に
書面にて提示すること。

日常清掃は、原則として月曜から土曜まで毎日行うものとする。本施設が複合施設であることを踏まえた提案
を期待する。

施設利用者及び来訪者が快適に本施設を利用できるよう、屋内外の床・階段・手すり等の清掃・ごみ拾い、ご
みの収集・処理等を日常的に実施し、美観と衛生を保つこと。

ごみ拾い、ごみの収集及び処理等は、日常的に実施すること。ごみ類については、適正な方法により分別し、
ごみ置き場に集積すること。

トイレは、衛生消耗品の補充、床、洗面所、衛生機器の清掃を日常的に実施し、間仕切り及び施錠等について
も汚れがないようにすること。
給湯室は、シンクの清掃、排水口の清掃及びごみ等の撤去を日常的に実施すること。

事業者は、日常清掃では実施しにくい施設の清掃を定期的に行うこと。定期清掃は、対象とする施設ごとの用
途や特性に応じ、適切な頻度を提案すること。なお、定期清掃は、「建築物における衛生的環境の確保に関す
る法律」等の関連法令等に基づき実施すること。

施設内外の床洗浄・ワックス塗布、マットの清掃、壁面・窓ガラス・建具・照明器具、換気扇・フィルターの
吹出口、棚や頭上構造物・屋根裏の梁材（天井を有しない場合）等の塵埃が堆積しやすい箇所等の清掃等を行
い、日常清掃では除去しきれない埃、ごみ、汚れ、シミ及び落書き等の除去や、施設の劣化防止処理等を行う
こと。

空調設備や敷地内に埋設された排水管、側溝、排水枡等については、破損、破片、詰まり、泥やごみの堆積等
がないか、定期的に点検、清掃等を実施すること。

特に、消防通信指令センター厨房については、厨房エリアの床・天井・内壁・扉等の洗浄・殺菌、換気扇・
フィルターの吹出口等の清掃、照明器具の清掃、棚や頭上構造物等塵埃が堆積しやすい箇所の塵埃除去・清掃
等を実施すること。なお、実施時期については、本市と協議の上、設定すること。

ハチ、クモ、コウモリ、ネズミ、鳥等、必要に応じて、外壁の内・外側の小動物を取り除くこと。

必要に応じて、専門技術者の指導のもと、害虫駆除を行うこと。
消防通信指令センター厨房については、ネズミ・有害虫防除を行うこと。厚生労働省の定める医薬品又は医薬
部外品を使用すること。

消防通信指令センター厨房については、ネズミ・有害虫生息調査を行うこと。ネズミ・有害虫類の発生・侵
入・捕獲状況・リスクに配慮して調査すること。

3.　故障・クレーム対応

 第5節環境衛生・清掃業務

1)　日常清掃業務

2)　定期清掃業務

1.　環境衛生業務

2.　清掃業務

3.　防虫・防鼠業務

4.　故障・クレーム対応

 第4節外構等維持管理業務

1.　外構等定期保守点検業務

2.　植栽管理業務

次項目削
除：衛生消
耗品、傘
袋、マニ
フェスト用
紙は、本市
が支給す
る。
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事業者は、施設の運営に支障をきたさないよう、建築物、建築設備等の基本性能を保持するために定期的な建
築物の修繕及び建築設備の修繕・更新を行うこと。修繕・更新の対象は、本事業にて事業者が整備した施設・
設備及び什器・備品（「資料7　（参考）建設業務に含む什器・備品等リスト」を含み、「資料8　（参考）什
器・備品等参考リスト」を除く。）を対象とする。
ここでいう修繕は、大規模修繕を含まないものとする。

事業者は、事業期間終了後の大規模修繕を見据えた事業期間全体の長期修繕（保全）計画を作成し、本市に提
出すること。初年度の長期修繕（保全）計画は、施設引渡し予定日の1ヶ月前の日までに提出すること。長期
修繕（保全）計画において、大規模修繕に係る見込額も提案すること。

長期修繕（保全）計画は、事業年度ごとに見直しを行い、前年度の2月末日までに提出すること。

修繕の実施に当たっては、事業者がその具体的な修繕方法及び修繕費等を提案し、本市の承諾を得て実施する
ものとする。

事業者は、修繕を行った場合、修繕箇所について、本市の立ち会いによる確認を受け、適宜、完成図書に反映
するとともに、行った修繕の設計図及び完成図等の書面を本市に提出すること。

長期修繕（保全）計画によらない修繕・更新が必要となった場合、公共サービスへの影響、修繕部位及びその
範囲、仕様と工法、概算修繕費用等を記載した実施計画書を作成し、本市と協議を行い、実施の有無を確認す
ること。

事業者は、事業期間全体の修繕業務費として236,600千円（税別）を計上し、長期修繕（保全）計画を作成す
ること。なお、本市から事業者への修繕業務費の支払いは平準化するものとし、その額は毎事業年度15,600千
円（税別）（初年度は2,600千円（税別））とする。また、修繕業務費の執行残額が生じた場合は、事業者は
事業終了時にその執行残額を本市に返還するものとする。

事業者は、運営業務仕様書、運営業務計画書、事業契約書、本要求水準書及び入札時の提案書類に基づき、利
用者に適切なサービスを提供するとともに、より効率的な施設運営ができるよう、以下の内容の運営業務を実
施すること。
運営業務に際して必要と考えられる消耗品はその都度更新すること。

 i)受付・案内業務
 ii)立体駐車場運営業務

 iii)その他上記の業務を実施する上で必要な関連業務

業務期間は、本施設の運用開始日より、令和21年3月末日までとする。

事業者は、本施設の引渡し日から運用開始の前日までを開業準備期間とし、業務実施に必要な人員を配置する
とともに、各業務担当者の研修を実施する等、十分な準備を行うこと。

事業者は、運営業務の開始に先立ち、本市と協議の上、業務範囲、実施内容、実施方法、本市による履行確認
手続等を明確にした運営業務仕様書及び運営マニュアルを作成し、施設引渡し予定日の2ヶ月前の日までに本
市へ提出し、承諾を得ること。
具体的な内容等については、事業者が提案し、本市が承認するものとする。

事業者は、毎年度、運営業務の実施に先立ち、実施体制、実施工程等、必要な項目を記載した運営業務計画書
を作成し、本市に提出した上、承認を受けること。
毎年度の運営業務計画書を作成するに当たっては、日頃から利用者等の意見や要望を把握するよう努めるとと
もに、より良い運営のあり方について検討すること。

運営業務計画書は、当該業務実施年度の前年度の2月末日（最初の業務実施年度に係る運営業務計画書につい
ては本施設を本市へ引き渡す予定日の1ヶ月前の日）までに本市へ提出すること。

事業者は、運営業務に係る業務報告書（日誌、月次報告書、四半期、年次報告書。本施設の利用状況（施設別
の利用者数、利用料等の収入状況、利用者からの苦情とその対応状況、実施した事業内容及び実績等）を含む
もの）を作成し、必要に応じて、各種記録、図面、法定の各種届出、許認可書等と併せて本市に提出するこ
と。

月次報告書と併せて、要求水準書との整合性の確認結果報告書及び、事業提案書との整合性の確認結果報告書
についても提出すること。

これら一連の書類については、事業期間を通じて保管・管理すること。

事業者は、業務の実施結果並びに利用者等の意見や要望を踏まえて、必要に応じて各種提案資料を作成し、本
市に提出すること。

提案の内容については、本市と協議の上、翌年度以降の運営業務計画書に反映すること。

事業者は、必要な関係法令、技術基準等を充足した運営業務計画書を作成し、これに基づいて業務を実施する
こと。
事業者は、運営業務の実施に当たって、その実施体制（業務従事者の経歴を明示した履歴書及び資格証書（有
資格者の場合）等を含む）を開業準備期間の開始2ヶ月前までに本市に届け出ること。実施体制を変更する場
合も同様とする。

事業者は、適切な業務を実施できるよう、運営業務の責任者を選任すること。また、業務別、施設別等の業務
遂行に最適と思われる実施体制を構築し、必要な各業務主担当者を選任・配置すること。
業務責任者は、業務全般の掌理、業務主担当者の指導監督を行うものとする。
事業者は、業務担当者への安全教育を徹底し、業務上の危険防止対策を十分行い、労務災害のないように努め
ること。

業務担当者は、業務従事者であることを容易に識別できる服装で、作業に従事すること。また、事業者は、業
務担当者が他に不快感を与えないような服装、態度、言動で接するように十分指導監督・教育すること。

立体駐車場運営業務担当者は、普通免許取得者で、２年以上警備業務の経験を有する者とする。また、立体駐
車場運営業務担当者は、身分を示す指定の証票を携帯しなければならない。

2.　業務期間

 第7節修繕業務

 第5章運営業務

 第1節運営業務総則

1.　業務の対象範囲

3.　運営業務に係る仕様書

4.　運営業務計画書

5.　業務報告書

6.　各種提案

7.　業務遂行上の留意事項

(1)　法令等の遵守

(2)　業務実施体制の届出

(3)　業務従事者
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 第6章民間施設実施業務

事業者は、本施設の用途または目的を妨げない範囲において、余剰地及び余剰空間を有効活用し、利用者の利
便性の向上、本事業の基本方針に則った機能を有する民間施設を整備・運営すること。
本事業では、施設利用者を含む地域来訪者等が利用できる飲食施設等を民間施設として整備することを事業者
に義務付ける。

民間施設と複合公共施設は、別敷地として、分棟を基本とすること。

民間施設については事業者の自由提案とするが、次の用途として使用することができないものとする。

風俗営業又はそれに類する用途、犯罪に関わる又は助長する用途、公序良俗に反する用途及びその他街
区の品位や価値を損なう用途。

騒音・振動・塵埃・視覚的不快感・悪臭・電磁波・危険物等を発生又は使用する等、周囲に迷惑を及ぼ
すような用途。

以下の団体等による利用。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。）第
2条に規定する団体又はその構成員等の統制下にある団体。
・法務省による「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に規定する反社会的勢力。
・無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第5条及び第8条に規定
する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体。

大分市における「中心市街地公有地利活用基本構想」に合致しない用途。

その他、社会通念上、公共施設と並存することが不適当な用途

全体配置計画に当たっては、「第2章第1節1.　(1)　全体配置」を参照すること。
土地利用、施設計画及び運営等において、ユニバーサルデザインの導入や地球環境負荷の低減、良質な都市景
観の形成について十分考慮すること。

事業者は本施設部分の土地と、それ以外の土地について、土地の分筆を行うために必要な測量、図面及び書類
の作成を行うものとする。なお、分筆登記は本市が行うものとする。

改修を要する既存遡及を生じさせないよう計画すること。

借地期間終了後の円滑な処理ができる計画とすること。

駐車場の整備に当たっては、「大分市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」に基づき、必要台数は
必ず設けること。また、近隣の駐車場を借用することで代替する場合は、都市計画課と協議の上、その可否を
検討すること。なお、条例に基づく必要台数以上の整備については事業者の提案による。
民間施設の駐車場（平面駐車場を除く）への一般車両の出入口は、北側道路に設けるものとする（南側道路と
の出入り不可）。

駐輪場の整備に当たっては、「大分市自転車等の放置の防止等に関する条例」に基づき、必要台数は必ず設け
ること。また、近隣の駐輪場を借用することで代替する場合は、担当課と協議の上、その可否を検討するこ
と。なお、条例に基づく必要台数以上の整備については事業者の提案による。

落葉樹を設ける場合は、雨樋のつまり等、維持管理上支障をきたすことのないよう計画するとともに、近隣住
民等にも十分配慮すること。

事業者の提案により、複合公共施設及び立体駐車場への影響がない範囲で、立体駐車場の規模を拡大し、本事
業で整備する民間施設利用者のための駐車場として、当該部分を民間事業者にて有償で占用することも可能で
ある。ただし、規模や占用期間等について、事前に書面にて申請し、本市から承認を得ること。

事業者は、事前に本市の承諾を得たうえで、本事業で整備する民間施設利用者のための駐車場用途として、当
該占用部分を第三者に転貸することが可能である。

占用料については申請前に本市との協議により設定すること。事業者が本市に支払う占用料は、本市公有財産
管理の手引きに基づき、次の算定式に従うものとする。

占用料年額
＝（その年度の建物評価額×当該建物の貸付面積÷当該建物の延床面積×12／100
＋路線価×当該建物の貸付面積×利率2.6／100）に、消費税及び地方消費税を
加算した額
ここで、当該敷地が2路線以上に接続する場合は、一番高い路線価を採用する。路線価は、前年度の相続税路
線価（財産評価基準書に記載されたもの）とする。

(3)　立体駐車場の規模拡大に
ついて

1.　総則

2.　業務遂行上の留意事項
(1)　全体計画

(2)　外構等
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