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募集要項等に関する質問への回答 
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※ 平成 20 年６月 26 日(木)～平成 20 年７月９日(水)正午までの間に受け付けた廿日市市新

宮島水族館（仮称）整備事業の募集要項等に関する質問への回答の一覧を公表します。 

 

 



募集要項等に関する質問ヘの回答

No. 資料名 ページ タイトル 内　容 回　　答

１

募集要項

３ 第２ １ （６）

事業用地に関する事
項

　付帯事業の使用料ですが、廿日市市行政財産の使用料に関する条例では市長が定める額
とされています。目安となる使用料の提示をお願いします。

　付帯事業を実施する場合の土地（行政財産）の使用料月額は、廿日市市行政財産の使用
料に関する条例別表第２（第２条、第３条関係）の土地を使用する場合（建物敷地、物置
場等として使用する場合）に基づき、使用する土地の価格に1,000分の3.3を乗じて得た額
の範囲内において市長が定める額となります。
　この時の土地の価格には、付帯事業を実施する段階で公表されている直近の路線価を用
いるよう考えています。

２

募集要項

４ 第２ １ （８）

事業の範囲 　付帯事業は事業者の任意となっていますが、提案した場合としない場合では提案評価に
差がつくのでしょうか。

　付帯事業の実施は事業者の任意としていますが、提案審査は、優先交渉権者選定基準10
ページ「別紙資料２　総合審査（定性的評価）における評価項目及び配点」に示す内容に
より行うこととしています。

３

募集要項

４ 第２ １ （８）

事業の範囲 　付帯事業を提案し実施したものの、採算が合わなくなった場合は付帯事業から撤退する
ことは可能でしょうか。

　付帯事業を実施する場合の事業期間は、事業契約書（案）第４条により、平成38年７月
31日までとしています。しかしながら、市としては付帯事業の採算が合わなくなったよう
な場合にまで事業継続を義務付けることまでは予定しておらず、事業者が市の事前の承諾
を得た場合には、付帯事業からの撤退を許容することとします。
　これに伴い、事業契約書(案)を修正し、この質問回答に合わせて公表しています。

４

募集要項

５ 第２ 1 （８） イ （エ）

建築確認等の手続き 　建築確認申請の手続きが建設業務に入っておりますが、設計者と施工者が別の場合は、
この業務は設計者が行うということで解して宜しいでしょうか。

　建築確認等の許認可を取得する上においてはご理解のとおりです。

５

募集要項

７ 第２ １ （10） イ

備品調達費 　昨年の募集要項では、サービス対価Ｉのうち、備品の上限は50百万円として規定されて
ましたが、本年の備品の上限金額はないということでしょうか。

　ご理解のとおりです。

６

募集要項

７ 第２ １ （10） イ

サービス対価ⅡⅢの
目安額

　サービス対価ⅡⅢの目安額として、1,019百万円が示されております。そのうち、サー
ビス対価Ⅲは駐車場歳出実績を参考にされていると推察されますが、サービス対価Ⅱは、
どのように試算されたのでしょうか、試算の考え方をご教授下さい。（他事例の実績値を
参考に規模や要求水準を踏まえ補正した数値に基づく試算、現水族館の実績値を参考に規
模や要求水準を踏まえ補正した数値に基づく試算　等）
　その際の清掃の範囲は、水族館全域として実績値が補正されているかと思いますが、
キーパーヤードや水槽内部、その他倉庫等の清掃頻度はどの程度を想定されたのかご教示
下さい。

　サービス対価Ⅱ・Ⅲは、特定事業の選定で示したとおり、現水族館の過去の実績等を基
に、新水族館の施設規模による補正を行い試算しています。
　清掃範囲は、建築保全業務共通仕様書に準じ、来館者が利用する共用部分、水族館が使
用する事務所・トイレ・更衣室・休憩室等を想定しています。キーパーヤードや水槽内部
の清掃は、要求水準書に示す清掃業務には含まれません。

７

募集要項

７ 第２ １ （10） イ （エ）

建設コスト 　建設コストが大きく変動している状況下、国はスライド条項を適用する方針を出してい
ます。本件について、例えば鉄骨や鉄筋など主要な資材についての物価上昇に対してのお
考えをご教示いただけますでしょうか。

　本来ＰＦＩ事業については、性能発注とすることで、事業者が創意工夫により物価変動
リスクを管理することが通常の公共工事（仕様発注）の場合よりも容易であるため、基本
的に事業者が物価高騰のリスクを負担すべきとの考え方が前提となります。かかる観点か
らは、いわゆるスライド条項の採用は前提としていません。他方で、最近の資材価格の高
騰のもと、内閣府PFI推進委員会の提言や国、他の公共団体等の動向を受けて、単品スラ
イド条項の採用の有無については、具体的な適用方法を含めて検討中です。
　単品スライド条項の採用が必ずしも前提となる訳ではありませんが、優先交渉権者の決
定後に他の事例等を勘案して、優先交渉権者が協議を申し入れることは可能とします。

８

募集要項

７ 第２ １ （10） イ （エ）

サービス対価の改定 　『サービス対価Ｉは、建設期間中の・・・物価変動に伴うサービス対価の改定は行わな
い。』とありますが、特に今年に入ってからの全般的物価及び建設物価は異常と思える程
の上昇で、国土交通省直轄工事においては、工事請負契約書第25条第5項（単品ｽﾗｲﾄﾞ条
項）の運用が発動され、殆どの都道府県、政令市等が適用決定又は適用に向けた検討を開
始しております。当事業は、事業契約の締結から、本体着工まで、相当の期間を要するた
め単品スライド制の適用を検討頂けないでしょうか。また、入札までの間で一定水準以上
の物昇が見込まれる場合、建物面積等スペック減の検討を願えないでしょうか。

　本来ＰＦＩ事業については、性能発注とすることで、事業者が創意工夫により物価変動
リスクを管理することが通常の公共工事（仕様発注）の場合よりも容易であるため、基本
的に事業者が物価高騰のリスクを負担すべきとの考え方が前提となります。かかる観点か
らは、いわゆるスライド条項の採用は前提としていません。他方で、最近の資材価格の高
騰のもと、内閣府PFI推進委員会の提言や国、他の公共団体等の動向を受けて、単品スラ
イド条項の採用の有無については、具体的な適用方法を含めて検討中です。
　単品スライド条項の採用が必ずしも前提となる訳ではありませんが、優先交渉権者の決
定後に他の事例等を勘案して、優先交渉権者が協議を申し入れることは可能とします。
　なお、建築面積等のスペック減は行いません。

項　目
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No. 資料名 ページ タイトル 内　容 回　　答項　目

９

募集要項

７ 第２ １ （10） イ （エ）

サービス対価の改定 　昨今の資材・原油等の高騰状況は、事業者が吸収できる範囲を超えており、先行きも予
測不能な状況です。国交省、広島県においてもスライド条項の適用がなされつつありま
す。本事業に於いても貴市でのスライド条項の適用等、資材等の高騰に対する対応を切に
お願いいたします。

　本来ＰＦＩ事業については、性能発注とすることで、事業者が創意工夫により物価変動
リスクを管理することが通常の公共工事（仕様発注）の場合よりも容易であるため、基本
的に事業者が物価高騰のリスクを負担すべきとの考え方が前提となります。かかる観点か
らは、いわゆるスライド条項の採用は前提としていません。他方で、最近の資材価格の高
騰のもと、内閣府PFI推進委員会の提言や国、他の公共団体等の動向を受けて、単品スラ
イド条項の採用の有無については、具体的な適用方法を含めて検討中です。
　単品スライド条項の採用が必ずしも前提となる訳ではありませんが、優先交渉権者の決
定後に他の事例等を勘案して、優先交渉権者が協議を申し入れることは可能とします。

10

募集要項

７ 第２ １ （10） イ （エ）

サービス対価の改定 　サービス対価Ⅰは、建設期間中の金利変動及び物価変動に伴うサービス対価の改定は行
わない。となっておりますが、建設資材及び燃料の高騰とかの要因により、価格に著しい
変動を生じた場合には、サービス対価Ⅰについてスライド変更対象として頂けますでしょ
うか。

　本来ＰＦＩ事業については、性能発注とすることで、事業者が創意工夫により物価変動
リスクを管理することが通常の公共工事（仕様発注）の場合よりも容易であるため、基本
的に事業者が物価高騰のリスクを負担すべきとの考え方が前提となります。かかる観点か
らは、いわゆるスライド条項の採用は前提としていません。他方で、最近の資材価格の高
騰のもと、内閣府PFI推進委員会の提言や国、他の公共団体等の動向を受けて、単品スラ
イド条項の採用の有無については、具体的な適用方法を含めて検討中です。
　単品スライド条項の採用が必ずしも前提となる訳ではありませんが、優先交渉権者の決
定後に他の事例等を勘案して、優先交渉権者が協議を申し入れることは可能とします。

11

募集要項

13 第３ １ （４）

参加資格の喪失 　提出期限後から優先交渉権者選定までに、代表企業や構成員、協力企業が参加資格を喪
失した場合は、それぞれどのような取扱いになりますか。

　参加資格確認基準日以降優先交渉権者選定までの間は、募集要項に示す募集スケジュー
ルに沿った手続き及び事業者の選定に関する手続きを行いますが、優先交渉権者選定後に
おいて参加資格要件を満たさないことが判明した場合は、応募者等の立場に関わらず、そ
の選定を取り消すことがあり得ます。

12

募集要項

21 第５ ２ （４）

応募予定者との対話 　対話の際、質疑なども含めて対話させていただいてもよろしいのでしょうか。 　応募予定者との対話は、「新水族館における「基本理念」や「めざす理想的な姿」等の
実現はもとより、特に、運営における市の考え方について相互の十分な意思疎通を図るこ
と」を目的として行うものであり、この目的から逸脱しない範囲の内容についての質疑は
特に問題ありませんが、提案内容の良否や市に判断を求めるような質疑はできません。

13

募集要項

22 第５ ２ （４） エ （イ）

対話内容の公表 　対話内容の公表予定日はいつでしょうか。 　対話内容の公表は、各回の対話後、２週間以内に公表する予定です。

14

事業契約書(案)

７ 第５条 ３

書類の優先順位 　募集要項等とそれに対する質問への回答書類について、回答の方が時系列として新しい
書類であり、その回答に基づいて提案書類を作成するのが通常ですので、募集要項等がそ
れに対する質問への回答書類より優先されることは妥当でないと思います。回答の方が優
先順位が上位もしくは同等でないと、提案書類の内容とのかい離が起こりやすく、さらに
かい離内容も大きくなると思慮しますので、再度ご検討をお願いします。（実施方針とそ
の回答の関係についても同様）

　「募集要項等に対する質問への回答書類（以下「回答書類」という。）」は、あくまで
も募集要項等に対する質問への市の考え方を示す資料であり、募集要項等の内容を修正す
るものではありません。したがって、書類相互間に内容の相違がある場合は、募集要項等
が優先されます。
　ただし、募集要項等に対する質問の内容により、募集要項等の修正が必要になった場合
には、回答書類の公表とあわせて募集要項等の修正版を公表することとなります。

15

事業契約書(案)

９ 第10条 ３

許認可等取得遅延 　許認可等の取得が遅延した場合、工期を含めた事業スケジュールの見直しはどのように
行いますか。第12条第9項の設計にかかる遅延、第15条第2項の各種調査結果にかかる遅延
並びに第21条第3項の工事にかかる遅延も同様にご教示願います。

　新水族館の供用開始は平成23年８月１日を予定していますが、仮に事業スケジュールの
見直しの必要が生じた場合は、この日程を変更しないことを前提に、市と事業者で協議し
て、可能な範囲で事業スケジュールの見直しを行うことを基本とします。
　ただし、これにかかる費用の増加等が発生した場合は事業契約書の定めに従うものとし
ます。

16

事業契約書(案)

12 第14条 ３

設計図書の変更 　前条に定める場合のほかとありますが、前条のどの部分を指しているのでしょうか。 　ご指摘をありがとうございます。事業契約書(案)を修正し、この質問回答に合わせて公
表しています。

17

事業契約書(案)

19 第30条

工期の変更 　工期の変更があった場合、維持管理業務期間は当該変更に対応して、前倒しあるいは延
期となりますか。それとも維持管理業務期間が変更期間分だけ短縮されるのでしょうか。

　ご質問にある工期を設計・建設業務にかかる工期と解釈した場合において、その工期が
変更された場合でも、平成38年７月31日と定めた維持管理業務期間の終了期日を変更する
考えはありません。

18

事業契約書(案)

21 第38条 ３

瑕疵担保 　保証書の保証人は、新水族館内に設置する機器・備品等を納入する企業でよろしいで
しょうか。また、保証人は応募企業もしくは応募グループ内の企業でなくてもよろしいで
しょうか。

　保証人は応募企業もしくは応募グループ内の企業を想定していますが、保証すべき瑕疵
を担保し得る能力を有する企業であれば、応募企業もしくは応募グループ外の企業が保証
人となることに差し支えありません。

19

事業契約書(案)

21 第38条 ３

瑕疵担保 　第23条に関連し、工事の施工の全部または一部を第三者が行う可能性がございますの
で、保証書の差し入れ時期は、新水族館の引き渡し時でよろしいでしょうか。

　保証書の差し入れ時期を新水族館の引き渡し時としても差し支えありません。

2



No. 資料名 ページ タイトル 内　容 回　　答項　目

20

事業契約書(案)

24 第46条

維持管理・運営業務
に伴う近隣対策

維持管理・運営業務に伴う近隣対策とはどのような内容でしょうか。 　近隣の民間駐車場との調整及び周辺住民等からの苦情・要望に関する対応を実施するこ
とです。

21

事業契約書(案)

25 第48条

光熱水費 　本件施設に係る光熱水費等は市の負担とのことですが、付帯事業に必要となる光熱水費
等を除いて市が負担するということでよろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

22

事業契約書(案)

29 第61条 ２

サービス対価Ⅰの支
払時期

　新水族館の引渡し完了後、事業者はサービス対価Ⅰの支払いについて市に対して請求を
行いますが、請求後、実際に支払が実行される時期はいつでしょうか。請求書の締めや支
払日等に関する会計の取り扱い基準があればご教示ください。

　サービス対価Ⅰの支払い時期に関しては、市と事業者との間で行う事業契約に関する協
議の中で決定することとなります。

23

事業契約書(案)

29 第61条 ４

施設整備費相当の支
払

　物価変動等によるサービス対価Ⅰの変更は行わないとのことですが、昨今「単品スライ
ド条項」を適用している自治体も見受けられます。再考願えないでしょうか。

　本来ＰＦＩ事業については、性能発注とすることで、事業者が創意工夫により物価変動
リスクを管理することが通常の公共工事（仕様発注）の場合よりも容易であるため、基本
的に事業者が物価高騰のリスクを負担すべきとの考え方が前提となります。かかる観点か
らは、いわゆるスライド条項の採用は前提としていません。他方で、最近の資材価格の高
騰のもと、内閣府PFI推進委員会の提言や国、他の公共団体等の動向を受けて、単品スラ
イド条項の採用の有無については、具体的な適用方法を含めて検討中です。
　単品スライド条項の採用が必ずしも前提となる訳ではありませんが、優先交渉権者の決
定後に他の事例等を勘案して、優先交渉権者が協議を申し入れることは可能とします。

24

事業契約書(案)

33 第68条 １

法令変更 　第79条第2項に基づく協議とありますが、第3項の協議が正でしょうか。 　ご指摘をありがとうございます。事業契約書(案)を修正し、この質問回答に合わせて公
表しています。

25

事業契約書(案)

33
第68条
第69条

法令変更及び不可抗
力による契約の解除

　第68条第1項各号もしくは第69条第1項各号により、契約の解除もしくは第三者への株式
もしくは地位の譲渡がなされた場合、事業者に発生する損害（提案費用等）や本事業で得
られる見込みであった利益に対する取り扱いはどのようになりますか。

　第68条第1項各号もしくは第69条第1項各号により、契約の解除もしくは第三者への株式
もしくは地位の譲渡がなされた場合は、市は新水族館の出来形部分に相応する工事費相当
額等（設計費用を含む。）を事業者に支払いますが、事業者に発生するその他の費用や損
害、本事業で得られる見込みであった利益について市は負担しません。

26

事業契約書(案)

34 第70条 １ （１）

事業者の責めに帰す
べき事由による契約
解除等

　契約解除等になる不履行期間が7日間となっており短く感じられますが、この日数にし
た理由をご教示願えないでしょうか。

　水族館は、飼育・展示生物の生命を預かりそれを維持する責務を有する施設であるこ
と、また、本件施設の利用者が支払う対価に対して相応のサービス提供を求められる施設
であることから、事業契約書（案）に規定する期間以上に事業が停滞することは、飼育・
展示生物の生命の維持、水族館のイメージダウン及び安定的継続的な運営に多大な影響を
与えると考えられることからです。

27

事業契約書(案)

34 第70条 １ （２）

事業者の責めに帰す
べき事由による契約
解除等

　契約解除等になる不履行期間が連続して10日以上となっており短く感じられますが、こ
の日数にした理由をご教示願えないでしょうか。

　水族館は、飼育・展示生物の生命を預かりそれを維持する責務を有する施設であるこ
と、また、本件施設の利用者が支払う対価に対して相応のサービス提供を求められる施設
であることから、事業契約書（案）に規定する期間以上に事業が停滞することは、飼育・
展示生物の生命の維持、水族館のイメージダウン及び安定的継続的な運営に多大な影響を
与えると考えられることからです。

28

事業契約書(案)

34 第70条 ３

事業者の責めに帰す
べき事由による契約
解除等

　事業期間全体の維持管理・運営費の100分の10に相当する違約金は高額に感じられます
が、この違約金にした理由をご教示願えないでしょうか。

　水族館事業の継続的実施が必須であるとの考えから違約金の額を規定したものであり、
高額であるとの認識はありません。

29

事業契約書(案)

55 別紙6 １

光熱水費の負担 　『新水族館の引渡し前に関る光熱水費等は事業者の負担とする』とありますが、各水槽
については生物の｢移転期間｣内に於いて管理の主体が事業者から市に移り、実質的には事
業者から市へ部分引渡しされると考えます。責任と費用負担を一致すべく貴市も光熱水費
一定額を負担頂けないでしょうか。

　市が新水族館の所有権移転前から飼育・展示生物の移転を行うことは、要求水準書29
ページ「（ウ）飼育・展示環境の整備及び飼育・展示生物の移転」に示す要求水準の達成
状況を確認することを目的としています。
　したがって、新水族館の所有権移転までの光熱水費等は事業者の負担とします。

30

事業契約書(案)

57 別紙6 ２ （１）

サービス対価の支払
時期

　サービス対価Ⅱ及びⅢの金額は、初回が2ヶ月分、最終回が4ヶ月分になると考えてよろ
しいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

31

事業契約書(案)

57 別紙6 ２ （２）

サービス対価Ⅱ及び
Ⅲの支払時期

　サービス対価Ⅱ及びⅢの請求書提出後、実際の支払は何日後でしょうか。会計の取り扱
い基準があればご教示ください。

　サービス対価Ⅱ及びⅢの支払は、事業契約書（案）57ページ「（２）サービス対価の支
払い手順」に示すとおり、当該サービス対価Ⅱ及びⅢの請求を受理した日から30日以内に
支払います。

32

事業契約書(案)

57 別紙6 ２ （２）

サービス対価Ⅱ及び
Ⅲの支払時期

　サービス対価Ⅱ及びⅢがモニタリングにより減額となった場合、改善勧告がなされるは
ずですが、改善対応とは別途に支払手続きは単独で進めてもよろしいでしょうか。改善に
時間がかかる場合は支払がなされないのでしょうか。

　モニタリングの結果に基づくサービス対価の支払い手続きと改善勧告への対応は別のも
のとして考えてください。当該四半期のサービス対価は、事業契約書（案）57ページ
「（２）サービス対価の支払い手順」に示すとおり、市が通知するサービス対価の額によ
り請求がなされれば、その請求を受理した日から30日以内に支払います。
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33

事業契約書(案)

58 別紙6

サービス対価ⅡⅢ 　サービス対価ⅡⅢの各年度の支払額は、15年間の各年度均一ということではなく、年度
別に額が変動しても良いということで宜しいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

34

事業契約書(案)

69 別紙7 ２ （４） ②

関係者協議会 　表6の定期モニタリングの項目に関係者協議会を月に1回開催するとありますが、第8条
にそのような規定はなく、関係者協議会は苦情があった場合等随時開催すればよろしいか
と思います。日常・定期モニタリングの結果報告は別途、維持管理・運営担当者とモニタ
リング担当者レベルで別途協議会を立ち上げて対応した方が現実的かと思いますので再考
をお願いします。

　市が考える関係者協議会は、ご意見にある維持管理・運営担当者による協議も含め代表
者レベルまでを総合して関係者協議会としています。

35

基本協定書（案）

４ 第11条 ２

違約金 　事業契約による履行が完了した後とありますが、事業期間終了後という意味でしょう
か。いつまでの適用でしょうか。

　「事業契約による履行が完了した後」とは、事業契約に定める事業期間の満了した日又
は事業契約に定めのある事業契約の解除等により事業が終了した日以降を指します。
　本条は、事業者選定手続の公正性・適法性を確保する観点から本件事業の事業者選定手
続の過程で優先交渉権者等に第6条第3項各号に定める違法行為等があったことについて違
約金を規定するものであるところ、その発覚の時期が事業契約終了後であったとしても、
当該違法行為等の瑕疵自体は治癒されていないため、違約金の適用を免れることは適切で
はなく、事業契約終了後もかかる規定の効力が存続する旨を規定しています。

36

基本協定書（案）

４ 第11条

違約金 　本事業に関する違約金自体は契約書で規定しており、本条の規定は本事業自体における
事業者の債務不履行とは関連がなく、二重処罰につながる過剰な条項と思慮します。また
事業契約が締結されなかった場合であれば市に損害が発生する可能性もあるため本条項の
趣旨は理解できますが、事業契約が締結されてもなお違約金を課すというお考えは一般的
に受け入れにくいものと思慮しますので、同条の削除ないし軽減をお願いします。

　本条は、事業者選定手続の公正性・適法性を確保する観点から本事業の事業者選定手続
の過程で優先交渉権者等に第6条第3項各号に定める違法行為等があったことについて違約
金を規定するものであり、事業契約上の義務の事業者による履行を確保するために事業契
約に定められる違約金とは異なる趣旨に基づくものです。かかる趣旨に照らせば、事業契
約が締結されたとしてもかかる違法行為等について違約金を適用すべきと考えますので、
本条の規定は原文のままとします。

37

要求水準書

26 第４ ４ （１） ア （イ）

指定地 　指定地（市有地）とありますが、資料12の建設機材等搬入出ルート図に記載の工事仮設
ヤード予定地のことでしょうか。

　現時点では、資料12の建設機材等搬入出ルート図に記載の工事仮設ヤード予定地を考え
ています。

38

要求水準書

38 第７ ２ （４）

保守 　保守時の消耗部品又は材料の取替え（電球取替えを含む）となっていますが、館内で利
用する管球類は建築保全業務共通仕様書に準じて支給材料と判断しますか。

　建築保全業務共通仕様書に準じてください。
　ただし、環境の保全、ライフサイクルコストの削減、メンテナビリティの確保、ランニ
ングコストの軽減などの視点に配慮した材料等の提案を行ってください。

39

要求水準書

42 第７ ５ （１） ア （ア）

建築物の保守管理業
務

　各修繕関係は、水族館の特異性を考慮して、修繕計画を策定しますが、現実は、原因は
ともあれ突発的な破損、故障や、計画では対応できない修繕が発生してきます。突発的な
修繕が発生した場合は、事業契約書(案)別紙８　２(１)イの通り年間額の百分の一を負担
するとなっていますが、不可抗力によるという部分の考え方は記載内容の考え方でよいで
すか。

　不可抗力とは、事業契約書（案）46ページ「別紙－１　用語の定義」に示すとおりで
す。その定義に基づく突発的な破損・故障などが発生した場合は、事業契約書（案）77
ページ「別紙－８　法令変更又は不可抗力による増加費用及び損害の負担割合」に示す費
用負担により修繕することとなります。
　これ以外の原因により修繕の必要が発生した場合は、事業者の負担により行うこととな
ります。

40

要求水準書

42 第７ ５ （１） ア （イ）

建築物の保守管理業
務

　全体的に腐食・さびが無くとなっているが、水族館の運営維持管理の経験ある者であれ
ば、さびを無くすのは不可能であり、文章表現は現実的でなく、一般的管理下で発生する
さびと水族館特性の塩害によるさびを同一視すると修繕経費が過大に見込む必要がありま
す、目安額には一般的な修繕経費を計上しているような目安額と判断しますので適性な表
現が必要です。

　本事業は、本事業用地や水族館の特性を踏まえて塩害対策に配慮した設計提案を求めて
おり、これを反映した提案による施設であれば、塩害によるさびの発生は抑止されるもの
と考えられることから、過大な費用が発生することはないものと考えています。

41

要求水準書

46 第７ ５ （１） ウ （ア）

飼育・展示設備の監
視及び保守管理業務

　この設備関係は、飼育部門との協力体制が重要となりますが、維持管理では実施不可能
で飼育部門が実施するケースの業務があります。たとえば、水槽内の清掃や生き物が関係
する設備の調整、修繕、改良等ですが、どのように考えていますか。

　事業者が行う保守管理業務は、設置されている飼育・展示設備の保守管理であり、水槽
内の清掃や生物の死滅リスクが伴う設備機器の運転や調整は業務に含まれないものです。
　あくまでも、飼育・展示設備が所定の機能を正常に発揮できる状態を維持することを求
めるものです。

4



No. 資料名 ページ タイトル 内　容 回　　答項　目

42

要求水準書

50 第７ ５ （１） ク （ア）

清掃業務 　廃棄物の処理費用は、目安額にふくまれますか。ふくまれていましたら、廃棄物処理に
かかっている経費を教えてください(細分して、一般ゴミ処理費、産業系ゴミ処理費等)

　廃棄物の処理費用もサービス対価に含まれます。
　現水族館で廃棄物処理にかかる費用の実績は表のとおりです。
　現水族館は廃棄物処理施設へ自己搬入、駐車場は市の一般廃棄物収集運搬業の許可業者
への委託にかかる費用です。ただし、平成21年４月１日から、処理単価が105円/10kgに改
定されますのでご注意ください。
　なお、この処理費用については、一般、産業系の区別はありません。

43

要求水準書

50 第７ ５ （１） ク （ア）

清掃業務 　衛生消耗品のあつかいは記載がないが、建築保全業務共通仕様書に準じて別と考えてい
いですか。

　建築保全業務共通仕様書に準じてください。
　ただし、環境の保全、ライフサイクルコストの削減、メンテナビリティの確保、ランニ
ングコストの軽減などの視点に配慮した材料等の提案を行ってください。

44

要求水準書

50 第７ ５ （１） ク （ア）

清掃業務 　清掃の基本ですが、水族館内の機械室、水槽室等バックヤード等の関係者以外立入禁止
エリアは含まれないと判断しますか。

　清掃業務として行うべき清掃範囲は、水族館利用者が利用する部分と市職員が使用する
事務所やトイレなどで、機械室、バックヤードなどのエリアは含まれません。
　ただし、飼育展示施設の維持管理業務には、ご質問のエリア内において、設備の正常な
機能を維持するために必要と考えられる清掃業務を含んでいます。

45

要求水準書

50 第７ ５ （１） ク （ア）

清掃業務 　『新水族館の全域を対象として、清掃業務を実施する』とありますが、キーパーヤード
内や水槽内等の生物展示の内側は、運営者である市が行う（又は市の運営費の中で市が別
途負担する）と解することはできないでしょうか。その場合、貴市が行う（別途負担す
る）諸室をお教え下さい。

　清掃業務として行うべき清掃範囲は、水族館利用者が利用する部分と市職員が使用する
事務所やトイレなどで、機械室、バックヤードなどのエリアは含まれません。
　ただし、飼育展示施設の維持管理業務には、ご質問のエリア内において、設備の正常な
機能を維持するために必要と考えられる清掃業務を含んでいます。

46

要求水準書

61 第９ １

付帯事業 　付帯事業を行わない提案も可能でしょうか。その場合、総合評価において、4点の配点
がある運営業務等に関する事項において満点は取得できないことになりますか。

　付帯事業の実施は事業者の任意としていますが、提案審査は、優先交渉権者選定基準10
ページ「別紙資料２　総合審査（定性的評価）における評価項目及び配点」に示す内容に
より行うこととしています。

47

要求水準書

61 第９ １

自動販売機の収入 　現状の自動販売機程度とありますが、現状の自動販売機収入はどの程度でしょうか。ま
た、現状の自動販売機は民間事業者による運営開始時までに撤去されるのでしょうか。

　現状の自動販売機（設置台数２台）の収入は、平成18年度及び平成19年度の２ヵ年平均
で27万円（税抜き）程度です。また、自動販売機の撤去は、事業者と協議の上、運営開始
までに市の責任において撤去します。

48

要求水準書

61 第９ ２

土地の使用料 　廿日市市行政財産の使用料に関する条例の別表第2のうち、建物敷地、物置場等として
使用する場合を想定して使用料を算定すればよろしいのでしょうか。そうであれば、使用
料算定の基礎となる土地の価格を開示してください。

　付帯事業を実施する場合の土地（行政財産）の使用料月額は、廿日市市行政財産の使用
料に関する条例別表第２（第２条、第３条関係）の土地を使用する場合（建物敷地、物置
場等として使用する場合）に基づき、使用する土地の価格に1,000分の3.3を乗じて得た額
の範囲内において市長が定める額となります。
　この時の土地の価格には、付帯事業を実施する段階で公表されている直近の路線価を用
いるよう考えています。

49

要求水準書

61 第９ ２

土地の使用料 　駐車場の敷地のうち、自動販売機を設置する面積にのみ使用料がかかるという理解でよ
ろしいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

50

要求水準書

61 第９ ２

土地の使用料 　使用料は年1回の支払でよろしいでしょうか。 　行政財産の使用料は、廿日市市行政財産の使用料に関する条例第５条の規定により納付
することとなります。

51

要求水準書 運営体制 　水族館の営業日、時間帯、時間延長等の計画をおしえてください。 　運営計画書７ページ「３　新水族館の運営日数及び運営時間（予定）」に示すとおり、
毎年、12月26日から12月30日を休館とし、開館時における運営時間は午前９時から午後５
時までを予定しています。
　ただし、繁忙期や多客時などにおける運営時間の延長や夜の水族館の実施など、利用者
のニーズに応じた柔軟な対応を図ることを考えています。運営時間の延長は、開館時間を
早める場合は１時間程度、閉館時間を遅らせる場合は３時間程度を予定しています。ま
た、夜の水族館を実施する場合においては、入館者の宿泊も予定しています。これらの実
施時期は、主には夏休み期間中の週末を予定していますが、ゴールデンウィーク期間中に
おいても運営時間の延長を実施する場合が想定されます。

17年度 18年度 19年度

回　　数 209 194 240

排 出 量 (kg) 17,235 17,540 20,540

処理費用 (円) 108,525 127,602 172,536

処理単価
63円/10kg H18.10.1～

84円/10kg
84円/10kg

(円) 100,800 100,800 100,800
(円) 209,325 228,402 273,336

水
族
館

区　　分

駐車場

処理費計

5
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52

要求水準書 運営体制 　今までの運営状況における繁忙日の設定をおしえてください。 　現水族館での運営状況における繁忙日は、年始（１月１日～３日）、ゴールデンウィー
ク、花火大会開催日及びその前後（８月13日～15日）です。

53

運営計画書

５ 第４ ４

日動水 　本事業開始後も引き続き廿日市市が日動水の会員となり、民間事業者が入会する必要は
ないということでよろしいでしょうか。

　事業者の日動水への加入の必要はありません。

54

運営計画書

33 第７ ２ （１） カ

宮島口駐車場の管理 　管理部門の事務内容に宮島口駐車場の管理とありますが、どのような業務内容でしょう
か。民間事業者が行う宮島口駐車場の維持管理及び運営業務と関連はございますか。

　市が行う駐車場の管理に関する主な業務内容は、駐車場利用における会計事務、要求水
準書59ページ「（３）環境対策業務（近隣対応・周辺対策等）」で要求する事業者からの
報告への対応、また、駐車場定時利用者の募集及び利用の許可に関する業務ですが、これ
らは事業者が行う駐車場運営業務との関連があります。
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様式集 ページ設定等 　ワード文書のページ設定（余白、文字数・行数・字体等）は適宜調整してよろしいで
しょうか。また、文字の大きさは原則として11ポイント以上とされていますが、表・図中
の文字については適宜設定してよろしいでしょうか。

　提案書類の「様式６から様式11」の作成に使用する文字の大きさは原則として11ポイン
ト以上ですが、その他のページ設定（余白、文字数、行数、字体等）は、見えやすい範囲
で適宜調整して構いません。
　また、表・図中についても見えやすい範囲で適宜調整して構いません。
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資料集

資料
２

現水族館の概要 　昨年の資料集の中には、管理運営費一覧として、年度別の費用内訳が公表されてまし
た。この度は公表されておりませんが、事業対象となる維持管理費の過年度費用内訳を公
表頂けないでしょうか。（委託費とその他支出のうち、維持管理費に該当する費用内訳）

　平成18年度までの実績を掲載した管理運営費一覧を質問回答とあわせて公表していま
す。
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資料集

資料
７

備品一覧表 　備品一覧表において、例えば館長室は概ね30㎡との面積のご要望があり、これに対して
書庫5台、会議用テーブル他かなりの家具を想定されておられ、参考面積にレイアウトす
ると、必ずしもゆとりがある室ではないと思われますが、家具配置を優先して、室の規模
を決定するとの理解でよろしいでしょうか。

　諸室の規模は、それぞれの諸室に設置しようとする備品の配置も考慮に入れて提案して
ください。
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資料集

資料
７

備品一覧表 　一覧表の欄外で、『市の考える・・・家具等について示したものであり、事業者の提案
を妨げるものではない。』とありますが、家具他備品について要求水準を満たす範囲内
で、事業者が提案可能な数量･仕様減の例示(諸室統合によるもの以外)があればご教授下
さい。
　要求水準を満たす範囲内で、事業者が提案可能な範囲の考え方（どの部分に自由度があ
るのか）についてご教授下さい。

　諸室統合によるものの他に、映像・音響設備、通信設備のスペックの検討あるいは機能
の統合による数量・仕様の変更、市販品と作り付けの変更などが考えられます。
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