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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 実施方針等に関する個別対話結果

No. 議題 資料名
該当箇所
（頁・項目）

確認したい内容 回答

1
細分化された各業務の委託
費算定について

実施方針【改定版】

要求水準書(案)
【改定版】

3頁　(6)
 1)事業方式

7頁　(2)

本事業にかかる契約（基本契約、設計業務委託契約、建設工事請
負契約、工事監理業務委託契約、維持管理・運営業務委託契約及
び定期建物賃貸借契約）の委託費算定方法についてどのように委
託費算定を行う予定ですか。

事業者からの提案金額を契約金額とすることを想定しています。

2 提案施設について 実施方針【改定版】
5頁　(9)提案施設につ

いて
関係課等と協議を行うのは、いつまでに完了する必要があります
か。

提案書の提出前までに完了してください。

3 事業対象範囲 実施方針
５頁

１－１－１
国整備施設は、維持管理業務のみとなっているが、屋外トイレ等の
施設の設計業務棟は対象外か。また、デザイン提案は可能か。

国整備施設は維持管理業務のみが本事業の対象となっており、屋外トイレ等の
設計業務等は本事業の対象外です。なお、国整備施設は、本施設の提案を基に
国交省と協議・調整を行いながら整備を行う予定です。

4 イベント実施について 実施方針
６頁

1-1(11)
イベント実施に対する助成金等があるか

地域振興業務として実施されるものにかかる費用は、サービスの対価に含まれま
す。

5 収益還元 実施方針
7頁

1.1-1(13)

「事業者は、事業者が独立採算事業として実施する業務により享受
する事業収益の一部を本市に還元すること。」とございますが、事業
収益の一部ではなく、施設売上の一部でも可能でしょうか。

還元の対象は、施設売上とします。
入札公告時に、修正した入札説明書を公表します。

6 収益還元 実施方針
7頁

1.1-1(13)

収益還元を貴市へ行う提案をした場合においても、提案における還
元額は、社会情勢に応じて、事業期間中に還元額を一定期間変更
することは可能という理解よろしいでしょうか。

入札公告時に公表します。

7 収益還元 実施方針
7頁

1.1-1(13)

事業収益の還元を貴市へ行う提案をする場合、還元額は入札価格
の算定と直接関係はせず、提案上の評価のみという理解でよろしい
でしょうか。

入札公告時に公表します。

8 事業スケジュールについて 実施方針
 実施方針

9頁
1. 1-1（17）

事業スケジュールについての流れの確認
建設工事請負契約の締結に関する議案は、令和5年3月に開催される市議会定
例会に提出する予定です。詳細は入札公告時に公表します。

9
国整備施設の運用開始時
期について

実施方針
P9（17）事業スケ
ジュール（予定）

備考欄において、「運用開始日は、国整備施設の運用開始時期とあ
わせる必要がある」とありますが、現時点での運用開始時期の想定
をご教示ください。

国整備施設は令和6年3月末の竣工を予定しています。



No. 議題 資料名
該当箇所
（頁・項目）

確認したい内容 回答

10
借地期間終了による建物の
解体・撤去について

実施方針【改定版】

要求水準書(案)
【改定版】

9頁　(17)事業ｽｹｼﾞｭｰ
ﾙ(予定)

11頁

借地期間終了日令和22年3月31日までに付帯施設の建築物の解
体・撤去を行う必要があるが、解体に係る費用は事業者の負担で
しょうか。

お見込みのとおりです。

11
本事業の実施に関する協定
等

実施方針
9頁

1.1-1(18)

貴市と落札者との間で締結する全ての契約（基本協定、基本契約、
設計業務委託契約、建設工事請負契約、工事監理業務委託契約、
維持管理・運営業務委託契約、建物賃貸借契約、事業用定期借地
権設定契約）の契約書（案）は、入札公告時に公示いただけるという
理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

12 各契約の締結時期について 実施方針
P9 (18)本事業の実施

に関する協定等

基本契約は令和4年3月頃に締結とあるが、以下の契約について締
結時期をご教示ください。
①設計業務委託契約
②建設工事請負契約
③工事監理業務委託契約
④維持管理・運営業務委託契約

以下のとおり想定していますが、詳細は入札公告時に公表します。
①令和4年3月頃
②令和5年4月頃
③令和5年4月頃
④令和4年3月頃

13 用語の意味 実施方針【改定版】
14頁

2-3(1)②

代表企業若しくは構成企業が業務に当たらない場合～の「業務」と
は設計、建設、工事監理、維持管理、運営のいずれかの業務を指す
のでしょうか？

お見込みのとおりです。

14 SPC設立条件 実施方針【改定版】
14頁

2-3(1)③

維持管理及び運営業務を実施する企業は代表（または構成）企業と
ならなければいけないのであって、設計、建設、工事監理業務を行う
企業はSPCの構成企業へは任意ということでよろしいですか？

（前段）運営業務を実施する企業は代表（または構成）企業とならなければなりま
せんが、維持管理業務を実施する企業は、協力企業としての参加も可能です。
（後段）お見込みのとおりです。

15 入札参加資格 実施方針 １６頁 維持管理業務・運営業務における、物品・運営等の入札参加資格。
維持管理業務、運営業務を行う者については、入札参加有資格者名簿の「物品
等」「委託」のいずれかに登録されていれば、営業種目は問いません。

16
参加資格要件の確認基準
日について

実施方針
実施方針

18頁
2. 2-3（5）

「2-3（2）参加資格要件」と「2-3（3）入札参加者の制限」の違いにつ
いて

「2-3（２）業務実施企業の参加資格要件」を満たし、「2-3（３）入札参加者の制限」
に該当しないよう、両方を満たす必要があります。

17 参加資格要件 実施方針 P18
「基本契約締結後、建設請負契約又は、・・・締結までの間に・・・契
約相手として認めないことができる」とありますが、議会承認後の本
契約ではなく、仮契約締結までとしていただけないでしょうか。

原案のとおりとします。



No. 議題 資料名
該当箇所
（頁・項目）

確認したい内容 回答

18 提案審査の内容について 実施方針【改定版】
19頁　2-5審査及び選
定に関する事項　(1)提

案等の審査

提案価格に関する審査は事業全体の入札金額に対してとなります
か。又は各業務の細目まで提出が必要となりますか。

入札公告時に公表します。

19 特定事業の選定 実施方針【改定版】
19頁

2-5(1)
事業計画の提案に関する審査 入札公告時に公表します。

20 特定事業の選定 実施方針【改定版】
19頁

2-5(1)
設計業務の提案に関する審査 入札公告時に公表します。

21 特定事業の選定 実施方針【改定版】
19頁

2-5(1)
建設業務の提案に関する審査 入札公告時に公表します。

22
国整備工事、市道工事など
のスケジュール予定につい
て

実施方針
実施方針

21頁
4. 4-1

事業スケジュールの変更に伴う関連工事のスケジュールについて
※関連工事のスケジュール変更の有無

市道改良工事に関してスケジュールの変更はなく、東側市道（付替え工事）は令
和3年度、南側市道（拡幅工事）は令和4年度を予定しています。
また、国道１０号の交差点改良工事は、令和３年度から令和４年度にかけて実施
する予定です。

23 地区計画 実施方針 P21
田ノ浦地区地区計画、詳細は都市計画課に問合せることとなってい
ますが、おおいた魅力発信局様も同席して頂けるのでしょうか。

同席可能です。

24
実施方針等に関する質問及
び意見の受付について

実施方針
P26 (2)実施方針等に
関する質問及び意見

の受付

当該質問について、当初令和2年12月14日期限であったものが、令
和3年5月14日まで延期となっていますが、令和2年12月14日期限の
質問は既に実施済み（令和3年1月20日市回答済み）との認識です
が、改めて質問の機会を頂けるとの事でしょうか。

お見込みのとおりです。

25 議会の議決 実施方針 P26
「建設工事請負契約の締結に関する議案を令和4年度に開催され
る・・・」とありますが、何月の議会で提出されるのでしょうか。

令和５年３月議会を想定しています。詳細は入札公告時に公表します。

26 地盤調査資料 要求水準書（案） 目次
資料7.本公共施設計画地地盤調査資料について、柱状図だけでなく
地質調査報告書も貸与してもらえるのでしょうか。

閲覧資料１として公表しています。実施方針の資料の閲覧の手続きに従い、閲覧
してください。

27 国整備施設との調整 要求水準書 3 国整備施設との調整
国整備施設は、本施設の提案を基に国交省と協議・調整を行いながら整備を行う
予定です。



No. 議題 資料名
該当箇所
（頁・項目）

確認したい内容 回答

28 施設貸付料の算定
要求水準書(案)
【改定版】

8頁
8(5)

施設貸付料が発生するのは、独立採算事業として実施するエリア
（共用部分を含まない）だけが発生するということでよろしいです
か？

お見込みのとおりです（収益施設部分です）。

29 施設貸付料の算定
要求水準書(案)
【改定版】

8頁
8(5)

上記(No.28)と近いですが、施設貸付料の算定基準から除外される
ものを教えていただけますか？

非収益施設部分（要求水準書p.30「表３本公共施設の施設構成」の「区分」を参
照）は、施設貸付料の算定の対象ではありません。

30 収益還元 要求水準書
８頁

１－３－８
還元する上での、還元方式の考え方。

現金で納付することとし、還元額又は割合は事業者の提案によよるものとしま
す。

31 施設貸付料 要求水準書（案）
８頁
8(5)

施設面積（収益施設の延べ面積）とありますが、倉庫や加工施設、
レストラン厨房などのバックヤードは収益施設に含まれるのでしょう
か。

含まれます。収益施設は、要求水準書p30「表３ 本公共施設の施設構成」の「区
分」に示すとおりです。

32 施設貸付料 要求水準書（案） P8
Ａ.建物貸付料の土地貸付料①および建物貸付料②を算定する際に
「当該建物の貸付面積」とありますが、これは、施設面積（収益施設
の延べ面積）と考えて良いでしょうか。

お見込みのとおりです。

33 Ｂ.土地貸付料 要求水準書（案） P9
Ｂ.土地貸付料とは、施設（建物）以外の外構部分で、収益事業を行
うためのｽﾍﾟｰｽ（ｲﾍﾞﾝﾄ広場等）を整備したときに発生する貸付料と
考えてよろしいでしょうか。

屋根のない屋外テラスを整備した場合などを想定しています。

34 工事費・積算 要求水準書
１３頁
１－４

工事費算出・提出方法
「工事費概算書」「工事費積算内訳書」（要求水準書p.44,45）中の単価は、主に見
積り単価から構成されることを想定しています。

35 地域振興施設の計画 要求水準書
１９頁

２－１－１
地域振興施設は、分棟を認めず、１棟で計画を要求されている件。

要求水準に記載のとおり「施設内の各機能、各諸室の連携、一体性に配慮」する
ため、１棟で整備するものとしています。

36 情報発信のコンテンツ 要求水準書 32 歴史コーナーに置ける情報発信のコンテンツの確認
市から提供する資料をもとに、事業者にて作成してください。作成する資料の詳
細は、事業者の提案を基に、市と協議により、決定します。

37 大型ﾓﾆﾀｰ（200ｲﾝﾁ以上） 要求水準書（案） P32
情報提供ｺｰﾅｰに大型ﾓﾆﾀｰ（200ｲﾝﾁ以上）を設置するようになって
いますが、200ｲﾝﾁ以上は必須条件でしょうか。

「大型モニター（80インチ以上、4K対応以上）を１台以上設置すること」としてくださ
い。
入札公告時に、修正した要求水準書を公表します。



No. 議題 資料名
該当箇所
（頁・項目）

確認したい内容 回答

38 大型ﾓﾆﾀｰ（200ｲﾝﾁ以上） 要求水準書（案） P32
当該地区の歴史を映像（4K映像が望ましい）にまとめて、大型ﾓﾆﾀｰ
で情報発信を行うこととありますが、大型ﾓﾆﾀｰは、4K対応が必要な
のでしょうか。

実施方針等に係る個別対話結果No.37を参照ください。

39 大型ﾓﾆﾀｰ（200ｲﾝﾁ以上） 要求水準書（案） P32

大型ﾓﾆﾀｰを設置した場合、事業期間内に発生する、保守点検費用
および修理費用については、維持管理業務費に計上して良いので
しょうか。
また、事業期間内に、大型ﾓﾆﾀｰの全面更新が必要となった場合に
は、本事業の範囲外と考えてよろしいでしょうか。

前段：お見込みのとおりです。
後段：お見込みのとおりです。

40 道路情報を発信するﾓﾆﾀｰ 要求水準書（案） P33

国整備施設（p31）にある道路情報提供施設（ﾓﾆﾀｰ等）を情報提供
ｺｰﾅｰに設置すると考えてよろしいでしょうか。
また、資料９の情報提供ｺｰﾅｰに、大型ﾓﾆﾀｰ（60ｲﾝﾁ）とありますが、
このﾓﾆﾀｰは別の用途で必要なのでしょうか。

前段：お見込みのとおりです。
後段：不要です。入札公告時に、修正した資料９及び資料10を公表します。

41 展示車両用の開口部 要求水準書（案） P36

「展示車両を解体せずに屋外へ搬出できる大きさの開口部を設ける
こと」とありますが、どの程度、車両を外に出すことを想定しているの
でしょうか。
開口部とありますが、シャッター、もしくは、引戸等の建具を設置しな
ければならないのでしょうか。
例えば、柱、梁等の構造体に影響を与えることなく、外部ｻｯｼ・ｶﾞﾗｽ
や壁パネル材および下地材を撤去・復旧することで、その開口部を
確保しても良いのでしょうか。
この際に、車両搬出入のために開口部を確保するための費用は、
貴市にて負担して頂けると考えてよろしいでしょうか。

現時点で車両を屋外へ搬出することは想定していません。
搬出する際の開口部は、必ずしも建具である必要ではなく、仕様は事業者の提案
によるものとします。
ご質問にある車両搬出入のために開口部を確保するための費用は、市にて負担
します。

42 車両展示スペース 要求水準書 36 車両展示スペースの配置計画の制限
要求水準書に記載のとおり、屋内での展示を想定しており、別棟や半屋外は不可
とします。

43
歴史コーナーの情報コンテ
ンツについて

要求水準書（案） P36、④歴史コーナー

歴史コーナーの情報コンテンツ（写真パネル、映像（数分間×５本程
度）、ジオラマ地形模型、プロジェクションマッピング等）はいちから事
業者が製作するのか、あるいは市側からネタ提供を頂けるのか、お
考えをお示しください。

市から提供する資料をもとに、事業者にて作成してください。作成する資料の詳
細は、事業者の提案を基に、市と協議により、決定します。

44 既存構造物の解体 要求水準書（案） P50
資料15に記載のある重力式擁壁についても、撤去が必要なのでしょ
うか。現状地盤程度で施設計画ができれば、撤去する必要がないか
と考えます。

要求水準書に記載のとおり（p.50）、既存構造物の存置について、事前に本市の
承諾を得た場合は、この限りではありません。

45 完成検査について 要求水準書（案） P53
公共工事の発注者支援業務による認定機関の委託予定はあります
か。

予定はありません。



No. 議題 資料名
該当箇所
（頁・項目）

確認したい内容 回答

46 修繕業務 要求水準書（案）
66頁

第4章第8節ⅴ)

「非収益施設の修繕費用として、年間3,000 千円（税別）を毎年度支
払うこととする」とございますが、上記費用はサービス対価とは別に
お支払いいただけるという理解でよろしいでしょうか。

サービス対価として支払います。

47 修繕業務 要求水準書（案）
66頁

第4章第8節ⅴ)
修繕費用は年均等払いではなく、業務が発生する時期にお支払い
いただけないでしょうか。

修繕費用は、事業者が作成する長期修繕計画に基づき、毎年度市が事業者に支
払います。なお、事業期間中における修繕費の合計額は45,000千円を上限としま
す。入札公告時に、修正した要求水準書を公表します。

48 修繕業務 要求水準書（案）
66頁

第4章第8節ⅴ)
年間3,000 千円（税別）を超える修繕が発生した場合は、別途精算
いただけるという理解でよろしいでしょうか。

修繕費用の支払い額（支払い方法）については、実施方針等に係る個別対話結
果No.47をご参照ください。支払うサービスの対価を超える修繕の実施について
は、市と事業者の協議によることとします。

49
非収益施設の業務担当、常
駐２名配置について

要求水準書（案） P69、（3）業務従事者

「非収益施設の業務担当者として常駐の人員を２名配置し、業務の
繁忙により適宜人員を配置すること」とありますが、閑散期には非常
駐あるいは１名常駐とすることも認められますか。また、当該常駐者
は、非収益施設以外の業務も兼務することは可能でしょうか。

市では２名を常駐させる計画としています。なお、実際の運営状況により、人員配
置に関する協議は可能です。また、業務の兼務は不可とします。

50 展示車両の移設・修復 要求水準書
７２頁

５１－３
展示車両の修復において添付資料１７にいて各数量が「１式」となっ
ているが、実施数量についての確認

対象車両は佐野植物公園に展示してありますので、事業者にて確認してくださ
い。具体的な修復方法は、事業者の提案によるものとします。

51
情報提供ｺｰﾅｰ、歴史ｺｰﾅｰ
の運営

要求水準書（案） P77、80

施設整備段階で、情報提供ｺｰﾅｰ、歴史ｺｰﾅｰにおいて、様々な情報
発信のための映像・ポスター・パンフレット・展示パネル等が作成さ
れると思いますが、事業期間内において、これらの情報発信ﾂｰﾙの
更新の内容および頻度等について、ご教示ください。また、それらの
費用については、どのようにお考えでしょうか。

情報発信ツールの更新の内容および頻度等は、事業者の提案によることとしま
す。なお、かかる費用はサービスの対価に含むこととします。
情報提供コーナー及び歴史コーナーは、本事業の背景、目的及び基本方針を踏
まえたうえで、より効果的な集客や魅力の発信に寄与する提案を期待していま
す。

52 敷地図 資料5 -

資料5に各測点の座標一覧が提示されていますが、青色の測点が
暫定となっています。確定の座標は、いつ提示して頂けるのでしょう
か。
本事業提案を行うにあたって、施設計画の検討は、この測点の座標
で行っていてよろしいのでしょうか。

入札公告時に公表します。
お見込みのとおりです。確定値が暫定値と大きくずれることはありません。

53 敷地図 資料６ -
国整備屋外トイレの造成高未確定となっていますが、いつ提示して
いただけるのでしょうか。

国整備施設の造成高は、本施設の事業者の提案を基に、国交省と協議のうえ決
定します。


