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大分市西部海岸地区憩い・交流拠点施設整備事業 入札説明書等に関する個別対話結果
令和3年9月17日

No. 議題 資料名
該当箇所
（頁・項目）

民間事業者からの確認内容 回答

1
屋外広告物

について
入札説明書 p.24

本公共施設計画地は、屋外広告物禁止区域となってい
るが、看板の設置は可能か。

一定の要件を満たすものについては、広告物（看板）の設置が可能で
す。「大分市屋外広告物に関する手引き」（自家用広告物）を確認してく
ださい。
また、「実施方針等に関する個別対話結果No.24(令和2年12月7日公
表)」及び、「実施方針【改定版】等に関する質問への回答No.1(令和3年
6月25日公表)」も併せてご確認ください。

2 付帯施設 要求水準書 p.5
付帯施設について、提案しない場合は評価されないの
か。

落札者決定基準に記載のとおりです。

3 付帯施設 要求水準書 p.5
付帯施設の敷地の分割について、分割する位置や範囲
等は、任意で提案可能ということで良いか。

お見込みのとおりです。

4
国整備事業

について
要求水準書 p.10

国整備施設の整備時期を確認したい。また、国整備施
設を工事の作業ヤードとして使用が可能か。

国整備施設は、令和4年度設計、令和５年度工事施工の予定です。な
お、国整備施設は、本施設の整備と協議・調整を行いながら整備を行う
予定です。
また、原則、国整備施設用地は使用不可です。ただし、本施設整備用
地及び国整備施設用地それぞれの工事の進捗計画等を踏まえて協議
をし、調整ができればその範囲内において使用は可能です。

5
建設工事の
着手時期に

ついて
要求水準書 p.10

建設工事の着手時期の確認（設計が早く終われば、令
和4年度中の工事着手が可能か）

令和4年度中の工事着手は不可とします。令和5年4月頃に締結予定の
建設工事請負契約締以降に着手してください。
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大分市西部海岸地区憩い・交流拠点施設整備事業 入札説明書等に関する個別対話結果
令和3年9月17日

No. 議題 資料名
該当箇所
（頁・項目）

民間事業者からの確認内容 回答

6
建築につい

て
要求水準書 p.19

地域振興施設について、分棟を認めず、1棟で計画を要
求しているのは、どういう意図か確認したい。

空間構成や出入り等、諸室の連携を重視しており、一体的な施設として
もらいたいという意図です。

7
インターネッ
ト通信設備
について

要求水準書 p.24
国や市が設置するWi-Fiはどこの範囲まで利用できる
か？

国は、情報提供コーナーを主な対象に、市は、地域振興施設全体（情
報提供コーナーを除く）を対象に、それぞれWi-Fiを設置する予定です。

8
電話設備に

ついて
要求水準書 p.25 電話設備はNTTの固定電話を想定しているか？ 固定電話としてください。

9
公衆電話に

ついて
要求水準書 p.25

公衆電話の設置について、特殊簡易公衆電話でも問題
ないか。

公衆電話としてください。

10
情報発信機
能について

要求水準書 p.32
災害時緊急医療情報・災害情報を発信する施設とはど
ういったものを想定しているか？

提案によります。

11
歴史文化
コーナーに

ついて
要求水準書 p.36

写真パネル、映像、ジオラマ、プロジェクションマッピング
などの制作費、デザイン費はどの業務費に該当させれ
ばよいか？

ジオラマは建設業務に該当し、写真パネル、映像、プロジェクションマッ
ピングは運営業務に該当します。
開業準備期間（令和５年度）の業務費として計上できるよう様式集J-2を
修正します。

2ページ／6ページ



大分市西部海岸地区憩い・交流拠点施設整備事業 入札説明書等に関する個別対話結果
令和3年9月17日

No. 議題 資料名
該当箇所
（頁・項目）

民間事業者からの確認内容 回答

12
閉館時の展
望スペース
への動線

要求水準書 p.36
施設閉館時に展望スペースへのアクセスを確保したほう
がよいのか

夜景が望める時間（例えば21時や22時等）まで施設が開館しており、か
つ、展望スペースへアクセスする動線が確保されている場合は、施設
閉館後に展望スペースへアクセスする動線は必要ありません。一方、
夜景が望めない時間（例えば17時や18時等）に施設が閉館する計画の
場合は、施設閉館後にも、展望スペースへアクセスできるよう計画してく
ださい。なお、施設閉館後における展望スペースへのアクセスは、屋外
から直接アプローチする動線でも、屋内を経由してアプローチする動線
でも、どちらでも可としますが、車椅子動線等バリアフリーに配慮した計
画とし、屋内経由の場合は、特に管理や防犯等の対策について配慮し
たものとしてください（「入札説明書等に関する第１回質問への回答 要
求水準書No.41（令和3年8月13日公表）」参照）。

13
休憩コー

ナー「等」と
は

要求水準書 p.39
「屋外テラスは、休憩コーナー等の屋内施設と連続して
使用できるよう配置すること」とあるが、休憩コーナー等
の「等」は何を指すのか。

特定の諸室は想定していません。主には休憩コーナーを想定していま
すが、必ずしも休憩コーナーである必要はなく、いずれかの屋内の諸室
と連続して使用できるよう計画してください。

14
案内板につ

いて
要求水準書 p.40

「本施設のエントランス付近に、大分市西部海岸地区、
大分市全域及び大分県全域の観光地情報等を記載し
た案内板をそれぞれ設置すること（幅2m 以上、高さ3m
以上とすること）。」（計3枚）とあるが、横長（幅3m以上、
高さ2m以上）としても良いか。

横長とすることは可とします。

15
近隣説明に

ついて
要求水準書 p.48 事業者による近隣説明を行う必要があるか

設計、建設及び維持管理運営の準備段階等において、必要に応じて近
隣説明等を行うことを想定しています。説明は本市が行いますが、事業
者も同席することとし、かかる資料の作成や、説明補助等にご協力くだ
さい。
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大分市西部海岸地区憩い・交流拠点施設整備事業 入札説明書等に関する個別対話結果
令和3年9月17日

No. 議題 資料名
該当箇所
（頁・項目）

民間事業者からの確認内容 回答

16
現地周辺の
家屋調査に

ついて
要求水準書 p.48 現地周辺の家屋調査を行う場合の範囲について 事業者で必要と考える範囲で実施してください。

17
別大電車移
設費用につ

いて
要求水準書 p.51

路面電車の移設費は本事業対象外とし大分市の負担と
あるが、市が移設する路面電車の移設先が、本施設整
備用地か、任意の作業場かによって、事業者の負担が
変わるということか？

路面電車は、本事業とは別途、市が佐野植物公園から直接本施設整
備用地内または任意の作業場等（以下「作業場等」という）へ移設する
予定です。
直接本施設整備用地内へ移設せず、一旦作業場等に持ち込み修復を
行う場合は、作業場等から本施設整備用地への移設は事業者の負担
（サービスの対価に含み事業者の負担）で行ってください。
なお、作業場等は大分市内であること及び、佐野植物公園からの移設
経路が確保できることを条件とします。
また、本施設整備用地内で修復を行うにあたり必要となる仮設物等の
設置費用、地域振興施設内への搬入に要する費用などは、全て事業者
の負担（サービスの対価に含み事業者の負担）とします。
資料17路面電車の移設に伴い想定される業務内容の脚注※１をご参
照ください。

18 路面電車 要求水準書 p.51
路面電車について、将来的に外に出すことはないのか。
また、路面電車は分解して移設して良いか。

現時点で屋外へ搬出することは想定していません（実施方針等【改定
版】に関する個別対話結果No.41（令和3年5月11日公表）参照）。
パンタグラフを一時的に外す程度は分解しても構いません。
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大分市西部海岸地区憩い・交流拠点施設整備事業 入札説明書等に関する個別対話結果
令和3年9月17日

No. 議題 資料名
該当箇所
（頁・項目）

民間事業者からの確認内容 回答

19

非収益施設
への修繕費
の負担につ

いて

要求水準書 p.66

非収益施設の修繕費用は、毎年度市が事業者に支払う
こととし、事業期間中45,000千円（税別）とされているが、
非収益施設・収益施設に明確に区分できない部分はど
う考えればよいか。また、更新費は修繕費用に含むの
か。

屋上防水など、非収益施設・収益施設に明確に区分できない部分（建
物全体に関する部分）や、共用部（廊下など）の修繕費用については、
非収益施設の修繕費用に含むこととします（「入札説明書等に関する第
１回質問への回答 要求水準書No.69（令和3年8月13日公表）」参照）
が、最終的な区分は、事業者の提案を基に、本市と事業者との協議に
より定めることとします。
また、更新費のうち、軽微なものは修繕費用（事業期間中全体の45,000
千円）に含むものとして、計画してください。

20
長期修繕計
画作成につ

いて
要求水準書 p.66

15年間で掛かる収益施設及び非収益施設全てに関して
盛り込む必要があるのか

お見込みのとおりです。

21 国整備施設 要求水準書
国整備施設の駐車場を利用したイベント開催の提案は
可能か。

不可とします。

22
路面電車に

ついて
要求水準書 添付資料17 路面電車の移設時期の確認 路面電車の移設時期は、令和５年１月から３月頃とします。

23
キッズコー

ナーのマット
布設

入札説明書
等に関する
第1回質問
への回答

要求水準書
№102

キッズコーナーにマットを布設するとあるが条件緩和は
可能か。

備品の種類・数量は、資料に示す以上の提案をお願いします。なお、
マットは参考仕様のものが１枚当たり900mm×900mmとなっています
が、例えば１枚当たり1,800mm×1,800mmのものを提案する場合は、１
枚当たりの面積が４倍になるため、数量は４分の１とすることが可能で
す。
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大分市西部海岸地区憩い・交流拠点施設整備事業 入札説明書等に関する個別対話結果
令和3年9月17日

No. 議題 資料名
該当箇所
（頁・項目）

民間事業者からの確認内容 回答

24
入札書類の
記載につい

て

入札書類審
査様式集

構成企業・協力企業の会社名の記載はできないが、担
当者の功績および企業の功績等は表記したい

入札参加グループ名並びに代表企業、構成企業、協力企業及び付帯
事業実施企業の企業名及びロゴマーク等は記載できません。担当者・
企業の実績を記載することは可能ですが、企業が特定できないような
表現としてください。

25
通学路につ

いて
建設計画にあたり、敷地周辺の通学路について確認し
たい。

参加表明書提出時に情報を提供します。
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