
廿日市市筏津地区公共施設再編事業 基本協定書（案）・契約書（案）等への質疑に対する回答

№ 資料名 頁 項目名 内容 回答

1
基本協定書
（案）

1 第2条2項

「企画提案審査委員会及び市の要望を尊重するもの」とあります
が、企画提案審査委員会は事業者選定後も存続するのでしょう
か。要望の内容によってはコストやスケジュールに大きく影響す
るものと考えます。尊重される期間の限定(実施設計時まで等)や
要望される貴市の担当課の特定をお願いします。

審査委員会は事業者選定後は存続しません。本条は事業契約に向
けた協議についての事項です。
ここに示す「要望」とは、提案内容を具体化する際に配慮を希望
する項目であり、提案内容の変更や、募集要項、要求水準書を超
える対応を求めるものではありません。よって、コストやスケ
ジュールに影響を及ぼすことはありません。

2
基本協定書
(案)

2 第7条1項　

「令和2年5月末」とありますが、事業契約の仮契約の締結は令和
2年5月末、6月議会をもって本契約としての効力発生という理解
でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

3
基本協定書
（案）

2 第7条3項　

「事業契約に係る本契約としての効力発生前までに」とあります
が、基本協定書の締結から本契約としての効力発生前までという
理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

4
基本協定書
(案)

2 第7条3項

「事業者のいずれかが本事業の選定手続において市が公表した募
集要項に記載する参加者の資格要件を満たさないことが判明した
とき」とありますが、「事業者」とは、本協定書記載の「代表事
業者」及び「構成事業者」に限定されている理解で宜しいでしょ
うか。「協力事業者」や「委託事業者」については含まれない理
解で宜しいでしょうか。

ご指摘ありがとうございます。
協力事業者もＳＰＣから直接業務を受託できることとしており、
その旨を基本協定書内で定め、契約締結に向けて協議を進めてい
くことから、「事業者」には代表事業者、構成事業者及び協力事
業者を含みますので、基本協定書（案）前文及び第４条を修正い
たします。

5
基本協定書
（案）

2 第7条3項、4項

基本協定書（案）第7条3項及び4項の規定に該当した際に、該当
した事業者を同等の実績・能力を持つ新しい事業者と変更するこ
とで、契約締結の協議や手続きを続行することは可能でしょう
か。

提案内容を確実に実現できることを前提に、可能とします。ただ
し、代表事業者がこの規定に該当する場合は認められません。
募集要項P.11「第３　３(4)イ(ｲ)、(ｳ)」と同様の内容を基本協
定書（案）に追加します。

6
基本協定書
（案）

3 第7条5項

「協力するもの」とありますが、具体的に協力はどのようなこと
を想定しておりますでしょうかご教示ください。

SPCを設立した場合も、市と事業者は事業契約の円滑な履行のた
めに誠実に協力し合うことを定めた努力義務であり、具体的な事
項において協力する義務を定めたものではありません。

7
基本協定書
（案）

3 第8条1項

本条で定める内容は、各事業者が本件以外に行う事業全体を対象
としていると読めます。本事業期間全体にわたり、各事業者に当
該条件を課すことは過大と思われます。対象を「本事業」に限定
いただくことは可能でしょうか。

本項の規定は本事業以外の案件にも適用されます。
なお、契約解除に関する事項は契約書（案）において規定してい
ることから、基本協定書（案）第８条１項の「事業契約締結後に
おいては、事業契約を解除することができる。」という規定を削
除します。

8
基本協定書
（案）

3 第8条1項

基本協定書（案）第8条1項に該当した場合の違約金に関しまし
て、基本協定書（案）第8条2項の規定と、契約書（案）第118条
の規定はどちらが優先されますでしょうか。

契約書が優先されます。
なお、回答№7のとおり、基本協定書（案）第８条１項を修正し
ます。
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№ 資料名 頁 項目名 内容 回答

9
基本協定書
(案)

3 第8条1項

第8条1号乃至4号に規定につきまして、本件に全く関係がない事
案が対象となる恐れがあり、応募者として過度なリスクとなるた
め、本項の対象は、本事業に関することに限定されているという
理解でよろしいでしょうか。

回答№7のとおり、基本協定書（案）第８条１項を修正します。

10
基本協定書
(案)

4 第8条2項

「違約金を連帯して市に払わなければならない」とありますが、
本条項は事業契約締結までの期間に限定される内容という理解で
よろしいでしょうか。事業契約書

ご理解のとおりです。
回答№7のとおり、基本協定書（案）第８条１項を修正します。

11
基本協定書
(案)

4 第8条2項

「違約金を連帯して市に払わなければならない」とありますが、
本事業に関する不正行為があった場合に限定される理解でよろし
いでしょうか。事業契約書案第118条にも同様な内容が重複して
設けられています。

ご指摘ありがとうございます。
契約書にあわせ、基本協定書（案）第８条２項中、違約金の支払
いが生じる場合を「前項の規定により事業契約が締結できない又
は成立しないとき」に変更します。

12
基本協定書
（案）

4 第8条2項

第7条3項についても違約金の支払い対象とされていますが、参加
者の資格要件は対象外とするよう再考願えませんでしょうか。

ご理解のとおりです。
回答№11のとおり、基本協定書（案）第８条２項を修正します。

13
基本協定書
（案）

4 第8条2項

第7条3項「事業者のいずれかが参加者の資格要件を満たさなく
なった場合」に該当した場合の違約金支払いですが、「事業者」
とは、本協定書記載の「代表事業者」及び「構成事業者」に限定
されている理解で宜しいでしょうか。廿日市市から指名停止措置
を受けた場合には第7条3項に該当すると思いますが、「協力事業
者」を含める場合でも「委託事業者」の参加資格要件喪失に関し
ては含まないようご検討をお願いいたします。

回答№4のとおり、「事業者」には協力事業者を含みますが、回
答№11のとおり、第８条２項を修正します。

14
基本協定書
（案）

4 第8条2項

第7条3項に該当した場合は違約金を連帯して市に支払わなければ
ならないとありますが、事故等による指名停止による参加資格の
喪失による違約金は全国企業としては過度なリスクとなります。
そのため、独禁法違反や暴対法違反等の悪質な違法行為を定めて
いる第8条の場合のみを違約金の対象としていただきたく存じま
す。

回答№11のとおり、基本協定書（案）第８条２項を修正します。

15
基本協定書
(案)

4 第8条2項

本項の対象は、本事業に関する事項に限定されているという理解
でよろしいでしょうか。

本項の規定は本事業以外の案件にも適用されます。
なお、回答№7のとおり基本協定書（案）第８条１項を修正しま
す。
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№ 資料名 頁 項目名 内容 回答

16
基本協定書
(案)

4 第8条2項

第7条第3項若しくは第4項又は前項各号のいずれかに該当したと
きは、継続した場合でも違約金を必ず市に支払う立て付けとなっ
ておりますが、事業継続にも関わらず違約金を請求される規定は
民間事業者にとって過度なリスクとなりますので、第8条第1項各
号のいずれかに該当した当該構成事業者及び協力企業者が変更で
きず、事業契約の不締結又は解除になった場合は、市はサービス
対価1の10分の1に相当する違約金を請求することができるという
規定に変更していただきたく宜しくお願い致します。

回答№11のとおり、基本協定書（案）第８条２項を修正します。

17
基本協定書
(案)

4 第9条1項

「本事業の実施に関して必要な準備行為を行うことができるも
の」とありますが、事業者選定後は設計にかかわる申請業務や事
前協議は行えるものという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

18
基本協定書
(案)

5

「市及び事業者が各1通を保有する」とありますが、事業者は総
称であり、事業者の中で保有者を特定する必要はないという理解
でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

19
基本協定書
(案)

4 第12条1項

「本協定の期間は、本協定締結のときから事業契約が終了する日
まで」とありますが、事業者の構成等が変更になった場合、本協
定も変更契約を行うことになるのでしょうか。

原則として、変更契約を締結します。

20
基本協定書
（案）

4 第12条

事業が終了したにも関わらず違約金を請求されうる第8条の規定
の効力が存続するのは民間事業者にとって過度なリスクとなりま
すので、本条のただし以下の文言から第8条を削除頂きたく存じ
ます。

基本協定の解除については基本協定書（案）第８条において定め
ていることから、基本協定書（案）第１２条中、基本協定の効力
の存続する内容のうち「第８条、第１０条」の規定を削除しま
す。

21 契約書(案) 4 第7条3項

「この契約書、募集要項、提案書類の順位その解釈が優先する」
と記載ありますが、基本協定書の扱いはどのように考えればよい
でしょうか。

契約書の次に位置しますので、契約書（案）第７条３項を修正し
ます。

22 契約書(案) 5 第12条3項

サービス対価1の算定項目の7項目内のそれぞれ100分の10以上に
相当する金額を保証金額とする履行保証保険をかければ十分に本
契約を保証できますので、算定項目のそれぞれ100分の10以上の
保険をかければよいとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

23 契約書(案) 11 第31条

「工事監理者を本件工事の現場に常駐」とありますが、定例会議
等によって工事の品質を十分に確保することを前提に、コスト縮
減の観点で常駐は必要ないと考えます。

本事業は、工事内容の複雑性及び本市においては事例の少ない大
きな規模の案件であることから、工事監理者の常駐を求めていま
すが、品質を確保した上での工事監理の方法については、提案に
委ねることとしますので、契約書（案）第３１条２項を修正しま
す。
なお、常駐する場合の工事監理者は管理技術者である必要はあり
ません。
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№ 資料名 頁 項目名 内容 回答

24 契約書(案) 11 第31条2項

現場常駐が必要な工事監理者は、1項の管理責任者にはかからな
いものと考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
回答№23のとおり、常駐する工事監理者は管理責任者（管理技術
者）である必要はありません。

25 契約書(案) 16 第53条1項

「サービス対価1を元本として年3.0パーセントの割合により計算
した額を違約金として支払う」とありますが、3%の根拠をお示し
いただけますでしょうか。

ご指摘ありがとうございます。
令和２年４月より施行される改正民法第４０４条第２項で定めら
れた利率を適用していましたが、市での運用を統一するため、廿
日市市「建設工事請負契約約款」における利率２．７％（政府契
約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６
号））の値を準用するように契約書（案）を修正します。

26
契約書
（案）

18 第60条1項

「受注者は、要求水準書に従い、本施設の維持管理・運営業務
を統括する統括責任者を選任し、維持管理運営開始日の１２ケ月
前までに市に届けなければならない。」とあるが、要求水準書
p38 ２ 統括管理業務（２）ア（ア）においては、「統括責任
者及び配置予定の各業務責任者、必要な有資格者の経歴・資格
等」は供用開始６ケ月前までに提出することとなっている。要求
水準書を正とし、６ケ月前の提出という理解でよろしいでしょう
か。

要求水準書P.36「第８ １(2)ア(ｱ)」及び契約書（案）第６０条
のとおり、統括責任者は維持管理運営開始日の１２ヶ月前までに
選任してください。これは、維持管理運営開始日の１２ヶ月前か
ら、新施設の供用開始の準備が必要と考えるためです。
なお、要求水準書P.38「第８ ２(2)ア(ｱ)」の記載は、業務計画
のうち、基本計画において記載していただく内容を定めているも
のです。

27
契約書
（案）

18 第60条5項

「市は、前４項に基づき選任及び配置又は変更された統括責任者
及び業務責任者が不適当又はこの契約等に定める基準に合致して
いない等、変更を求める合理的な事由がある場合には、３０日以
上の猶予期間を設けて、統括責任者又は業務責任者を変更するよ
う受注者に求めることができる。」とあるが、「不適当又はこの
契約等に定める基準に合致していない」の具体的な基準をお示し
ください。

「本契約を履行するための必要な能力を有していない、又は能力
を発揮していないと市が判断した者」を指します。

28 契約書(案) 22 第82条3項

「市の責任及び費用においてかかるも模様替えを行うことができ
る」と記載ありますが、模様替えの計画において市及び受注者が
内容の協議をすることができるという認識でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

29 契約書(案) 22 第82条5項

「受注者の維持管理業務の期間終了後、維持管理業務の要求水準
を満たさず、市が修繕を実施することが必要となったときは、受
注者は、当該修繕の実施に必要な費用を負担しなければならな
い。」とあるが、期間終了後に発生した修繕は、事業者に起因す
るものとは限らないため、費用負担は免除いただきたい。

ご指摘ありがとうございます。
これは、事業期間中に事業者がすべき維持管理業務を怠っていた
ことに起因する修繕を意味しています。事業者がすべき修繕につ
いては、要求水準書P42「第９ １(4)エ」に記載のとおり、事業
期間終了２年前に施設の調査・評価を実施した結果に基づき決定
します。
内容を明確化するため、契約書（案）第８２条第５項を「維持管
理業務の不備に起因して市が修繕を実施することになった場合
は、維持管理運営期間終了後であっても、受注者は当該修繕の実
施又は当該修繕に必要な費用を負担しなければならない。」に修
正します。
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№ 資料名 頁 項目名 内容 回答

30 契約書(案) 27 第106条1項5号

「代表事業者、構成事業者及び協業事業者が基本協定の規定に反
したとき」と記載ありますが、委託事業者は含まれないという認
識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

31
契約書
（案）

28 113条

現状の規定ですと、本事業が継続できない状況にあるにもかかわ
らず、指定管理者の指定が解除されていないために本契約が解除
できないという立て付けになってしまいます。本事業の解除と指
定管理者の指定の取り消しは同時に行う規定としていただきたく
存じます。

契約の解除と指定の取消しはできる限り同時に行う予定ですが、
双方は異なる制度上の行為であるため、双方の時期が異なった場
合の取扱いを定めた規定です。

32 契約書(案) 29 118条1項1号

違約金「サービス対価1の100分の10に相当する金額」には、消費
税も含まれますでしょうか。

消費税及び地方消費税を含みます。

33
契約書
（案）

29 118条1項2号

違約金「当該解除が生じた事業年度のサービス対価2の1年分に相
当する金額」には、消費税も含まれますでしょうか。尚、引渡以
後の違約金は「事業年度のサービス対価1年分の100分の10に相当
する金額」が一般的となっております。再考願えませんでしょう
か。

原案のとおりとします。
契約解除の際には、事業者の再公募やその期間の施設の維持管理
運営及び引き継ぎ業務等の市のリスクを考慮し、妥当と考えま
す。

34
契約書
（案）

30 118条8項

2号に規定される引渡日以降の事業年度のサービス対価2の1年分
に相当する金額とありますが、通常の案件ですと事業年度のサー
ビス対価の10分の1に相当する金額が多く、サービス対価2の1年
間分に相当する金額を業務受託者に求められる可能性があること
は過度なリスクとなり、参画企業が減るまたは、リスクを見込
み、入札価格が高くなります。通常のPFI案件と同様に事業年度
のサービス対価2の10分の1相当の金額としていただきたく存じま
す。

違約金には消費税及び地方消費税を含みます。
回答№33を参照してください。

35 契約書(案) 29 118条第1項1号

本条第1号の規定に定める違約金は基本協定書第8条2項に定めら
れる違約金と二重に課されることは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。
回答№7のとおり、基本協定書（案）第８条１項を修正します。

36 契約書(案) 29 118条第8項

本条第8項の規定に定める違約金は基本協定書第8条2項に定めら
れる違約金と二重に課されることは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。
回答№7のとおり、基本協定書（案）第８条１項を修正します。
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№ 資料名 頁 項目名 内容 回答

37
契約書
（案）

31 121条第1項

本事業に直接関係する法令の新設及び変更による増加費用は市の
負担とありますが、実際は「本事業に直接関係する法令」が指す
法令はとても狭い範囲の法令のみであり、ほとんどの法令変更が
この規定に当てはまらないという事象が起きております。
PFI事業は事業期間が長く、すべての法令変更を予測するのは不
可能であり現状の規定ですと、事業者側の過度なリスク負担とな
りますので、本事業に直接関係する法令の新設及び変更、要求水
準書に規定された業務の仕様及び水準を満たすために追加の業
務・その他の対応による増加費用は市が負担し～と変更していた
だきたく宜しくお願い致します。

本項の『本事業に直接関係する法令の新設及び変更』とは、本事
業に類型的又は特別に影響を及ぼすような法令の新設及び変更を
意味し、それに係る増加費用は市が負担しますが、それ以外の広
く民間企業一般に影響を与える法令の変更による増加費用は受注
者が負担することを定めた規定であり、一般的な法令変更のリス
ク分担と同様であるものと考えておりますので、原案のとおりと
します。
なお、消費税法の変更も含みますので、契約書（案）を修正しま
す。

38
契約書
（案）

47
別紙2 第6 1(2)　
サービス対価の
減額

開業準備業務に係るサービス対価1の減額は、開業準備業務に係
る要求水準書の未達成による減額のみであり、他の業務に係る要
求水準書の未達成による減額はないとの理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

39
契約書
（案）

51
別紙3　1(1)
建設工事保険

保険金額の「建設工事費等」は、様式5-8「解体業務（Ｃ）」及
び「建設業務費（Ｄ）」の合算額と理解して宜しいでしょうか。

建設業務費のみを想定しています。なお、解体業務については第
三者賠償責任保険等の必要な保険に加入してください。

40
契約書
（案）

56
別紙7　1 サービ
ス対価の構成

ＦＡ業務（SPC管理費含む）費用については、施設引き渡しまで
の費用は「サービス対価１」、施設引き渡し以降の費用は「サー
ビス対価２」に含める理解で宜しいでしょうか。

ご指摘ありがとうございます。ご質問いただいた費用及び支払方
法について、契約書（案）P.56「別紙７　１」及び「別紙７　２
(2)イ」を修正します。

41 契約書(案) 56
別紙7　2(2)サー
ビス対価１の支
払

SPC開業費用、保険料及びＦＡ業務（SPC管理費含む）費用につい
て、支払方法をご教授願います。

回答№40を参照してください。

42
契約書
（案）

56
別紙7　2（2）イ　
支払時期

工事監理業務の支払時期は「建設業務等」（解体業務・建設業
務）と同じと考えて宜しいでしょうか。

部分払金及び完了払金についてはご理解の通りです。
回答№40のとおり契約書（案）を修正しています。

43 契約書(案) 58
別紙7 3(2)(ｳ)
サービス対価の
改定

改定の計算式が、～≧3.0%となっておりますが、1.5%ではないで
しょうか。

ご指摘ありがとうございます。
正しくは1.5％ですので、契約書（案）の該当箇所を修正いたし
ます。

44 要求水準書 2
第1　4本事業の
範囲

土壌汚染の調査をした結果、対策が必要となった場合の費用は貴
市の負担という理解でよろしいでしょうか。

令和元年１１月１５日付で公表した廿日市市筏津地区公共施設再
編事業 募集要項等への質疑に対する回答（第１回目）の回答
No45、No46及びNo59を参照してください。

45 様式集 - 様式2-2

各事業者の欄には「印」の記載がありませんが、※注釈には押印
することと記載されています。押印をする必要がありますか。

ご指摘ありがとうございます。
様式2-2には押印する必要はありませんが、押印したものを提出
した場合に失格となることはありません。

46 様式集 - 様式2-6

①②の工事監理実績を記載する欄が設計実施期間となっておりま
すが、工事監理実施期間を記載すればよろしいでしょうか。

ご指摘ありがとうございます。
ご理解の通りです。設計実施期間は工事監理実施期間と読み替え
てください。
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№ 資料名 頁 項目名 内容 回答

47 全般 - -

SPCへの出資をするが、SPCから直接業務を受託しない事業者
はどの立場（構成事業者か、委託事業者か）での参加となり
ますでしょうか。

該当の事業者以外で参加資格要件を満たし、基本協定書に調
印しない（契約未締結等のリスクを負わない）のであれば、
委託事業者として参加してください。
参考資料として各事業者の考え方を公表しますので、参照し
てください。
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