
 

 

廿日市市新宮島水族館（仮称）整備事業 

実施方針に関する質問への回答 

 

平成２０年５月７日 

 

広島県 廿日市市 

 

 

※ 平成 20 年４月２日(水)～平成 20 年４月 11 日(金)正午の間に受け付けた廿日市市新宮島

水族館（仮称）整備事業の実施方針に関する質問への回答を公表します。 

 

※  回答は，現時点での考え方を示すものであり，今後変更する可能性があります。 

  最終的には，本事業の募集要項等で確定します。 

 

 



実施方針に関する質問への回答

1 3 第1 １ （6） イ （オ）

現水族館解体工事 既存施設をすべて解体の後に、新水族館を建設す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。

2 3 第1 １ （6） イ （オ）

現水族館解体工事 既存建物の解体工事期間は、平成21年３月から平成23年７月の設計・建設期間
に含まれると考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

3 3 第1 １ （6） イ （オ）

現水族館解体工事 解体する既存建物の図面等の詳細な資料は、募集要項等の公表時に開示される
との認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

4 3 第1 １ （6） イ （オ）

現水族館解体工事 解体する既存建物のアスベストやＰＣＢ等が含まれているかご教示ください。
また、含まれている場合、除去等の費用を算出する必要がありますので、詳細
な調査結果をご教示ください。

現水族館における飛散性アスベスト建材及び非飛散性アスベスト建材の使用の
有無については、平成18年９月から施行されている労働安全衛生法施行令に基
づく確認調査を行い、使用されていないことを確認済みです。
また、ＰＣＢを含んだ設備についても全て更新しています。

5 3 第1 １ （6） イ （オ）

現水族館解体工事 現水族館の閉館時期や、新水族館の開館までの間の飼育・展示についてのお考
えも、併せてご教示いただけませんでしょうか。

現水族館の閉館時期は平成20年12月１日を予定しており、閉館後から新水族館
開館までの間の飼育は市が畜養施設等を利用して行います。
新水族館における飼育・展示は、施設引渡しの時点で、飼育・展示環境が整っ
ていることが必要です。民間事業者には、建築工事及び建築設備工事と水槽等
展示設備工事との調整を図りながら、水槽内の「アク抜き」等を行い、安定し
た飼育・展示環境を整備することを求めようと考えています。
なお、安定した飼育・展示環境とは、新水族館開館時に市が飼育・展示を予定
する飼育・展示生物が、正常に生育している状態を言います。

6 4 第1 １ （6） オ （ア）

大規模改修 市と民間事業者の業務範囲を明確にするために、大規模改修の定義をご教示く
ださい。

大規模改修とは、次のとおりです。
（建　　築）建物の一側面、連続する一面の全体又は全面に対して行う改修
（電気設備）部分的な部品交換や取替えでなく、全体をまとめて行う部品交
　　　　　　換又は取替え
（機械設備）機器、配管の全面的な更新
（外 構 等）全面的な更新

7 4 第1 １ （6） オ （ア）

大規模改修 大規模改修が必要となった場合は、～市と協議の上、民間事業者がこれを行う
ものとするとありますが、これを行うとは何を行うのでしょうか、具体的な内
容をご教示ください。（後段に大規模改修は、別事業で市がこれを行うとあり
ますので、改修の計画を立案することと推測しています。）

これを行うとは、施設の増改築等に関する計画策定業務を行うことをさしてい
ます。

8 4 第1 １ （6） オ （ア）

施設の増改築等に関
する計画策定業務

大規模改修計画は提案書類に含まれるものであり、提案時に計画を策定するも
のでしょうか。あるいは、事業期間中において必要に応じて随時計画を策定す
るものでしょうか。（注３記載の事業期間終了時の大規模改修を除く）

大規模改修計画は、本事業の提案書の内容に含まれます。

9 4 第1 １ （6） オ （ア）

施設の増改築等に関
する計画策定業務

増改築等とありますが、事業期間中に大規模改修だけでなく増改築を行うこと
を想定しているということでしょうか。また、増改築の計画策定とはどの程度
の業務レベルを想定していますか。（図面や施工計画などのレベル、作業量に
ついて）

民間事業者に求める計画策定業務は、大規模改修に係るもののみです。事業期
間中における増改築（リニューアル）等は、市が企画、実施することとしてい
ますので、本事業の範囲には含まれないものです。

No. 回　　答頁 項　目 タイトル 内　容
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No. 回　　答頁 項　目 タイトル 内　容

10 4 第1 １ （6） オ （ア）

施設の増改築等に関
する計画策定業務

注３上段では老朽化による大規模改修は、市でなく民間事業者が行うものとさ
れている一方で、同じく注３下段のなお書きには「これらの提案に基づく大規
模改修は、別事業で市がこれを行う」とあります。このなお書きは注３中段の
事業期間終了前に行う大規模改修提案のことのみを指すのでしょうか。

なお書きは、注３の上段、中段で民間事業者に求めている全ての提案について
の事業を市が別事業で行うと言うものです。

11 4 第1 １ （6） オ （ア）

施設の増改築等に関
する計画策定業務

実施方針の本文には大規模改修に関する記載はないため、民間事業者は計画策
定業務のみ行うものと読み取れますがいかがでしょうか。結論として、大規模
改修業務の種類に応じた実施主体と費用負担を明示してください。

ご理解のとおりです。
いずれの大規模改修も、実施主体及び費用負担は市となります。

12 4 第1 １ （6） オ （ア）

施設の増改築等に関
する計画策定業務

大規模改修工事を別事業として市が行う場合、民間事業者側が行う業務として
は、改修が必要となる年次や改修箇所及び見積費用（あくまで民間事業者側の
金額）を計画策定内容に盛り込んでおけばよろしいのでしょうか。必要な業務
をご教示ください。

民間事業者側が行う業務はご理解のとおりです。

13 4 第1 １ （6） カ （ア）

使用料の徴収 駐車場使用料の徴収業務は民間事業者が行うとのことですが、新水族館の入場
料に関しては貴市が直接利用者から収受すると理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

14 4 第1 １ （6） カ （ア）

使用料の徴収 民間事業者側の要求水準未達などの責がある場合を除き、駐車場使用料収入の
増減に関するリスクは基本的に民間事業者側で負担しないと理解してよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

15 4 第1 １ （6） キ

事業の範囲 現施設で稼動している売店や食堂などの運営業務は本事業における民間事業者
の事業範囲に含まれないという理解でよろしいでしょうか。また、売店や食堂
は本施設に設置予定で、市が運営を行うという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

16 10 第2 3 （2）

応募者等の参加資格
要件

設計、建設、維持管理、運営等の業務担当以外の企業が代表企業となる場合
（例えばプロジェクトマネジメント会社、金融会社等）、廿日市市の競争入札
参加資格者名簿への登録は不要と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

17 12 第2 3 （2） イ （ア）

設計業務及び工事監
理業務に当たる者

設計業務や工事監理業務を複数の者が共同して行うことは可能でしょうか。可
能な場合、水族館施設の設計実績については、複数の者のうち少なくとも１者
が有していれば良いとの理解でよろしいでしょうか。

設計業務や工事監理業務を複数の者が共同して行うことは可能です。
ただし、この場合、共同して行う全ての者が参加資格要件を満足している必要
があります。

18 13 第2 3 （2） イ （エ）

応募者等の参加資格
要件

維持管理・運営業務に当たる者の資格要件として、現に水族館又は水族館に設
置される設備、機器と同等の設備、機器が設置された施設の維持管理をしてい
ることとありますが清掃業務の維持管理を受けている場合は資格要件に当たる
者に該当するのでしょうか。

清掃業務の実績は、「飼育・展示設備の監視及び保守管理業務」に当たる者の
資格要件に該当しません。

19 15 第2 3 （4） イ

参加資格の喪失 二次提案書類提出日から二次提案書類の提出期限日までの間に、代表企業が参
加資格を喪失した場合の取り扱いはどのようになりますか。

二次提案書類提出日から二次提案書類の提出期限日までの間に、代表企業が参
加資格を喪失した場合は、その応募者は失格となります。

20 17 第2 4 （7）

一次提案書の受付 ～一次提案審査通過者を選定することがあるとありますが、これは一次提案で
失格になり、二次提案に進めない場合があるとの理解でよろしいでしょうか。
失格になる場合、その審査基準等についてご教示ください。

一次提案における審査基準等は、募集要項において提示します。
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No. 回　　答頁 項　目 タイトル 内　容

21 18 第2 5 （2） イ （イ）

二次提案審査 予定価格は公表する予定ですか。 市が考える目安額等を公表する予定としています。

22 18 第2 7

特別目的会社の設立 廿日市市内に設立するとありますが、水族館の施設内に設立することも可能で
しょうか。

特別目的会社を水族館の施設内に設立することはできません。

23 18 第2 7

特別目的会社の設立 特別目的会社の所在地を本事業で整備する新宮島水族館としてもよろしいで
しょうか。

特別目的会社の所在地を水族館とすることはできません。

24 20 第3 4 （2）

モニタリングの実施
時期及び概要

自然公園法、文化財保護法、都市計画法（風致地区）の審査の過程で設計変更
が必要となった場合、その変更費用は市負担となるのでしょうか。

当該許認可等に関連する設計変更により増加費用が発生した場合は、市が負担
すべき増加費用の範囲と金額について、市と事業者で協議するよう考えていま
す。

25 21 第4 1 （1） オ （ウ）

高さ制限 高さ制限について、既設水族館の高さ以下とありますが、階段室及びエレベー
ター機械室等に用いられる塔屋等については、建築基準法施行令第2条第1項第
6号に則り、当該部分の面積が建築面積の1/8以内であれば建築物の高さに算入
しないと考えてよろしいでしょうか。
また看板、シンボル類等の工作物についても高さに算入しないと考えてよろし
いですか。

高さ制限は、現水族館の高さ以下とは規定していません。文化財保護法、自然
公園法等での当該制限は、本事業により整備される全ての構造物等のうちの最
高高さを審査の対象とするものであり、建築基準法施行令の規定とは異なるも
のです。
なお、当該事業地は、屋外広告物等禁止区域の指定を受けているため、看板、
シンボル類等の工作物の設置については一定の制限があります。

26 24 第8 1

債務負担行為の設定 昨今の鋼材価格や設備工事費の高騰を踏まえ、また建設工事着手時点までの高
騰も十分に考慮いただき、債務負担行為の設定を行っていただけませんでしょ
うか。

ご意見として承ります。

27 別紙１ №4

法令変更リスク 市が許認可取得を担当される自然公園法、文化財保護法、都市計画法につい
て、同法の変更に対応するための費用は、市負担との理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

28 別紙１ №19

設計・建設段階の物
価変動リスク

昨今の鋼材価格や設備工事費の高騰を踏まえ、またPFI事業は提案時点から建
設工事着手時点までの期間が長期に及ぶことも鑑み、当該リスクについては、
市負担としていただけませんでしょうか。（公共工事標準約款においては、過
度な高騰については、公共負担とされています。）

当該リスクを市の負担とする考えはありません。

29 別紙１ №43

維持管理費増大リス
ク

駐車場は既存施設ですので、当該施設の瑕疵や老朽化等に伴い維持管理費が増
大した場合のリスクは、市の指示以外の要因ではありますが市負担との理解で
よろしいでしょうか。

駐車場に係る大規模改修を必要とする場合は、水族館施設同様、市の負担で対
応します。なお、維持修繕的なものは、民間事業者が行う維持管理業務の範囲
と考えています。

30 別紙１ №44

施設損傷リスク 駐車場は既存施設ですので、施設の損傷が、事業者が適切な維持管理業務を実
施しなかったことに起因するかどうか判然としない場合が多々あるかと思料し
ます。駐車場の損傷リスクについては、明らかに事業者側に帰責事由がある場
合を除き、市が負担されるとの理解でよろしいでしょうか。

駐車場に係る大規模改修を必要とする場合は、水族館施設同様、市の負担で対
応します。なお、維持修繕的なものは、民間事業者が行う維持管理業務の範囲
と考えています。
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