
木更津市庁舎整備事業　実施方針に対する質問への回答

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

1 2 第1 1 （6） 事業範囲

廃棄物処理業務については、貴市において実施していただけ
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.ただし、付帯事業に係る廃棄物の処理
については、選定事業者の責任において行うものとします。

2 2 第1 1 （6） 事業範囲
公用車運行管理業務の業務内容および対象となる車両台数を
ご教示ください。

平成25年11月末に公表予定の要求水準書（案）をご参照くだ
さい。

3 2 第1 1 （6） 事業範囲

旧庁舎から新庁舎への移転に関して、搬入調整（時間、ルー
ト等）、養生、扉の施開錠(セキュリティ)等は事業範囲に含
まれないとの理解でよろしいでしょうか。

平成25年11月末に公表予定の要求水準書（案）をご参照くだ
さい。

4 2 第1 1 (6) 事業範囲

維持管理期間中の駐車場・駐輪場の利用料は有料でしょう
か、無料でしょうか。有料の場合、③ア（ｳ）駐車場・駐輪
場保守管理業務において、利用料金の収納代行業務も業務範
囲に含まれるのでしょうか。

駐輪場・駐車場の利用料は無料とすることを予定していま
す。

5 2 第１ １ (6) 事業範囲

施設引渡し後の庁舎引越関連業務はＰＦＩ事業範囲外となり
ますか？

ご理解のとおりです。ただし、市が行う庁舎移転について必
要な協力をいただくことを想定しています。詳細は、平成25
年11月末に公表予定の要求水準書（案）をご参照ください。

6 2 第１ 1 （6）
②イ

(ｳ)什器・備
品設置業務

什器備品設置業務については、業務要求水準書（案）公表時
に、新調する物品リスト（数量、仕様、設置場所等）と現庁
舎から移転させる備品等について示されるという理解でよろ
しいでしょうか。

什器・備品に関するリストについては、選定事業者が新設す
るものについて、入札公告時に示す予定です。
現庁舎からの備品の移転及び廃棄は市が直接実施し、本事業
の対象外とします。移転及び廃棄する備品のリスト等の公表
は予定しておりません。

7 2 第１ 1 (6)
②ウ

(ｱ)解体設計
業務

当該業務は、「入札参加者の参加資格要件」の設計業務に当
たる者の資格要件には含まれないという理解でよろしいで
しょうか。

解体設計業務に当たる者は、設計業務に当たる者の資格要件
のうち、(ｱ)及び(ｲ)の要件を満たす必要があります。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

8 2 第１ 1 （6）

②ウ　既存施
設の解体及び
撤去工事に関

する業務

「②設計・建設段階　－　ウ　既存解体業務」に関して、次
のご質問にご回答頂きますようお願い申し上げます。
　質問１：『解体設計業務』とありますが、既存図面を解体
図面としてまとめることを指すのでしょうか。また、既存図
面はご提示いただけると考えてよろしいでしょうか。
　質問２：既存解体の範囲は、地中埋設範囲は残置でよろし
いでしょうか？若しくは、基礎ならびに杭まで撤去すべきな
のでしょうか。
　質問３：新築工事において、仮設工事で行う山留杭打設等
は、残置のままでよろしいでしょうか。

ご質問１については、既存図面を解体図面としてまとめてい
ただくこととします。既存図面については、閲覧による対応
を予定していますが、詳細は平成25年11月末に公表予定の要
求水準書（案）をご参照ください。
ご質問２及びご質問３については、平成25年11月末に公表予
定の要求水準書（案）をご参照ください。

9 2 第１ 1 （6）
③ア

(ｸ)安全管理
業務

安全管理業務の中に警備に関する業務が含まれるという理解
でよろしいでしょうか。

平成25年11月末に公表予定の要求水準書（案）をご参照くだ
さい。

10 2 第１ 1 （6）
③ア

(ｸ)安全管理
業務

安全管理業務の中に警備業務以外にも業務内容がある場合
は、ご教示願います。

平成25年11月末に公表予定の要求水準書（案）をご参照くだ
さい。

11 2 第１ 1 （6）
③イ

(ｳ)公用車運
行管理業務

当該業務について、対象車両、台数、業務内容等が要求水準
書案に公表されるという理解でよろしいでしょうか。

平成25年11月末に公表予定の要求水準書（案）をご参照くだ
さい。

12 2 第１ 1 （6） 事業範囲

例示された事業範囲に次のような業務の記載がありません
が、貴市にて行われると考えてよろしいでしょうか。
　・所有権移転等の登記業務
　・既存市庁舎から新市庁舎への移転業務

所有権移転等の登記業務については、市が行うことを想定し
ています。詳細は、平成25年11月末に公表予定の要求水準書
（案）をご参照ください。
既存市庁舎から新庁舎への移転業務については、質問№5を
ご参照ください。

13 2 第１ 1 (6)
③ア

(ｹ)什器・備
品設置業務

新規必要備品のリストは公表されるのでしょうか。 質問№6をご参照ください。

14 2 第１ 1 (6)
③ア

(ｹ)什器・備
品設置業務

現庁舎等からの移転備品が有る場合、そのリストは公表され
るのでしょうか。

質問№6をご参照ください。

15 2 第１ 1 (6)
③ア

(ｹ)什器・備
品設置業務

現庁舎等からの移転備品が有る場合、移転業務はＰＦＩ事業
内なのでしょうか。

質問№6をご参照ください。

16 2 第１ 1 (6)
②ウ

(ｲ)解体及び
撤去工事業務

現庁舎等に移転再利用しない什器・備品が有る場合、その撤
去業務はＰＦＩ事業内なのでしょうか。

質問№6をご参照ください。

17 2 第１ 1 (6)
③ア

(ｹ)什器・備
品設置業務

現庁舎等からの移転備品が有る場合、ＰＦI事業内で調達す
る物品と共に管理業務の対象となるのでしょうか。

平成25年11月末に公表予定の要求水準書（案）をご参照くだ
さい。

18 2 第１ 1 (6)
③ア

(ｹ)什器・備
品設置業務

「市の業務に関する什器・備品」の管理業務について業務範
囲は公表されるのでしょうか。（例えば「什器・備品台帳作
成」「定期的な確認」「軽微な修繕」など）

平成25年11月末に公表予定の要求水準書（案）をご参照くだ
さい。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

19 3 1 1 (8)
選定事業者の

収入

入札上限価格の公表は予定しておりますでしょうか。 予定価格については、本事業全体の予定価格について、入札
公告時に示す予定です。

20 3 1 1 (8)
選定事業者の

収入

建設一時金の4,000,000,000円は消費税抜きの金額と考えて
よいでしょうか。
また、消費税が含まれている場合は何％で計上しております
でしょうか、ご教示ください。

消費税及び地方消費税を含む額です。なお、建設一時金支払
時点で求められる消費税等を含め40億円を支払います。

21 3 第1 1 （8）
選定事業者の

収入

建設一時金について、4,000百万円を予定しているというこ
とですが、当該金額は消費税込みでしょうか。仮に税込で
あった場合、消費税額は何％で算定されておりますでしょう
か。ご教示ください。

質問№20をご参照ください。

22 3 第1 1 （8）
選定事業者の

収入

本事業における設計・建設業務としては、大きく分けて新庁
舎の設計・建設業務と旧庁舎解体・駐車場等整備業務の2つ
に分かれると考えておりますが、建設一時金は「新庁舎の引
渡し及び所有権移転時」に支払われるという理解でよろしい
でしょうか。
また、新庁舎引渡しと駐車場等引渡しの時期が異なります
が、割賦金支払方法とスケジュールについてはどのようにお
考えでしょうか。ご教示ください。

前段について、建設一時金は新庁舎の引渡し及び所有権移転
時に一括して支払うことを予定しています。
後段については、入札公告時に示します。

23 3 第1 1 （7） 付帯事業

付帯事業(自動販売機運営業務)の現在の想定使用料をご教示
ください。お示しいただけないの場合、使用料の具体的な算
定方法、確定時期についてご教示ください。また、事業者に
よる提案事業を行う場合に想定されている使用料は自動販売
機運営業務と同一との理解でよろしいでしょうか。

平成25年11月末に公表予定の要求水準書（案）をご参照くだ
さい。

24 3 第1 1 （7） 付帯事業

事業者による提案事業の検討・提案を行った場合において、
採算不振などで改善の余地がない場合、貴市と協議のうえ、
営業を中止し、行政財産の貸付契約の解除をすることは可能
と考えてよろしいでしょうか。

選定事業者が当該提案による付帯事業の実施を継続すること
により、本事業全体の履行に重大な影響を与えることを立証
し、この理由を市が合理的と認める場合、協議により営業を
中止できるものとします。
また、実施を義務付けている食堂・カフェ、売店、自動販売
機については、協議により規模や営業時間などの変更ができ
るものとします。
詳細は、平成25年11月末に公表予定の要求水準書（案）をご
参照ください。

25 3 第1 1 (7) 付帯事業
表の②什器・備品は、選定事業者の負担となっております
が、リースによる調達でも可能でしょうか？

可能です。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

26 3 第１ 1 （7） 付帯事業

食堂及びカフェ運営業務、売店運営業務、自動販売機運営業
務で発生する光熱水費の算出方法をご教示下さい。

平成25年11月末に公表予定の要求水準書（案）をご参照くだ
さい。

27 3 第１ 1 （7） 付帯事業
食堂及びカフェの厨房機器についてはオール電化厨房でしょ
うか？

平成25年11月末に公表予定の要求水準書（案）をご参照くだ
さい。

28 3 第１ 1 （7） 付帯事業

食堂及びカフェ運営業務、売店運営業務の客席、ホール部分
の日常清掃以外の定期清掃（ワックス掛け等）の費用負担は
建物維持管理業務に含まれる、との認識で宜しいでしょう
か？

付帯事業として選定事業者の責任と負担において行う事項と
なります。

29 3 第１ 1 （7） 付帯事業

食堂及びカフェ運営業務、売店運営業務の主に厨房部分にお
ける、防鼠防虫の費用負担については建物維持管理業務に含
まれる、との認識で宜しいでしょうか？

付帯事業として選定事業者の責任と負担において行う事項と
なります。

30 3 第１ 1 （7） 付帯事業

新庁舎になった場合の一日あたりの来庁舎の予測数値などは
有りますでしょうか？有りましたらご教示いただきたく。

特に予測値等はありません。なお、現在の一日当たりの来庁
者数は、平日で約1,000人／日（概数）です。

31 3 第１ 1 （7） 付帯事業

新庁舎の職員様の人数は570名位になるとお伺いしておりま
すが、正確な職員様の数値をご教示いただけますか？

新庁舎における配置職員数については、577名を想定してい
ます。

32 3 第1 1 (8)
選定事業者の

収入‐①

①設計・建設業務の対価の支払い時期は、「建設一時金とし
て、新庁舎の引渡し及び所有権移転の際に、選定業者に支払
う。」とありますが、具体的な時期をご教示願います。
（例）施設引渡し後40日以内など

入札公告時に示します。

33 3 第1 1 (8)
選定事業者の

収入‐①

上記と同様、「市への本施設所有権移転後、事業期間終了ま
での間に前記の建設一時金を控除した額を毎年四半期毎の割
賦方式により選定事業者に支払う。」とありますが、こちら
の支払い時期についても、具体的な支払い時期をご教示願い
ます。（例）四半期末締切後40日以内など。

入札公告時に示します。

34 3 第1 1 (8)
選定事業者の

収入‐①

既存施設の解体及び撤去工事に関する業務や、駐車場・外構
整備に関する業務費用の支払いは、「市への本施設所有権移
転後、事業期間終了までの間に前記の建設一時金を控除した
額を毎年四半期毎の割賦方式により選定事業者に支払う。」
とある中に含まれ、割賦方式による支払いとなるのでしょう
か？それともこれらの対価については、業務完了後に一括で
支払うことを想定していますでしょうか？

割賦方式による支払いになります。詳細は、入札公告時に示
します。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

35 3 第1 1 (8)
選定事業者の

収入‐①

ＳＰＣ組成費用や設計・建設期間中に発生するＳＰＣの運営
にかかる費用（弁護士報酬、税務、監査報酬、事務管理委託
費、金利等）は、①設計・建設業務の対価に含まれると理解
してよいでしょうか？

入札公告時に示します。

36 3 第１ １ (8)
選定事業者の

収入‐①

設計期間中に何らかの事情により事業契約が解除された場
合、基本設計図書、実施設計図書等、それぞれの成果物が完
成した時点での出来高は買取っていただけますでしょうか？
また、事業契約書に明文化されますでしょうか？

入札公告時に示します。

37 3 第1 1 (8)
選定事業者の

収入‐①

建設期間中に何らかの事情により事業契約が解除された場
合、その時点での出来高は買取っていただけますでしょう
か？また、事業契約書に明文化されますでしょうか？

入札公告時に示します。

38 3 第1 1 (8)
選定事業者の

収入‐①

竣工式典や内覧会を実施する場合の費用は、貴市が負担され
るものと理解してよいでしょうか？

市が主催するこれらの行事については、市の負担により実施
します。ただし、これらの行事の開催において施設の説明な
どの協力を要請することがあります。

39 3 第1 1 (8)
選定事業者の

収入‐②

②維持管理・運営業務の対価について、「事業契約に定める
額を、毎年四半期毎に選定事業者に支払う。」とあります
が、修繕費を含めて平準化での支払いになるのでしょうか？

入札公告時に示します。

40 3 第1 1 (8)
選定事業者の

収入‐②

毎年四半期毎に支払われる額は、事業契約に定める合計額を
（186ヶ月÷3ヶ月＝）62回で均等割した額になるでしょう
か。

入札公告時に示します。

41 3 第１ 1 （8）
選定事業者の

収入

設計・建設業務の対価については割賦方式により支払うとの
ことですが、解体・駐車場等の整備に関する費用についての
支払方法・支払時期をご教示ください。

入札公告時に示します。

42 3 第１ 1 (7) 付帯事業

現庁舎の受付、食堂、売店それぞれの利用者数をお示し願い
ます。

現庁舎の来庁者数については、質問№30をご参照ください。
食堂、売店の一日当たりの平均利用者数は、以下のとおりで
す。
食堂：126.5人／日（１階食堂）、58.2人／日（ＰＨ階スカ
イラウンジ）
売店の利用者数は把握しておりません。

43 3 第１ 1 (7) 付帯事業

現庁舎の1日あたりの食数等についてお示し願います。 現庁舎の食堂の一日当たりの平均食数は把握しておりません
が、食堂の１日あたりの平均利用者数については質問№42を
ご参照ください。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

44 3 第１ １ （7） 付帯事業

（６）事業範囲のウ 付帯事業に　（エ）その他選定事業者
による提案事業　とあります。
この提案事業の提案は必須事項でしょうか。ご教示くださ
い。

必須ではなく、選定事業者の提案に委ねられます。

45 4 第１ １ （8）
選定事業者の

収入

③の“付帯事業の収入については、選定事業者に帰属”とあ
りますが、独立採算と考えて宜しいでしょうか。

収入については選定事業者の直接収入になります。費用負担
については、第１ 1 (7)付帯事業の項目を参照下さい。

46 4 第1 1 (9)
事業スケ

ジュール（予
定）

設計・建設期間の始期が平成26年6月からとなっています
が、これは仮契約締結の平成26年5月下旬以降を指し、6月下
旬の本契約締結までの期間は設計準備行為に当たるという理
解でよろしいでしょうか。
またその場合、設計・建設期間が合計で2年4ヶ月ですが、基
本計画にある通り免震が絶対条件となると大臣認定に5ヶ月
程度要すると思われますが、必要期間は確保されている設定
でしょうか。

前段については、平成26年6月中に、契約を締結する予定で
あり、契約締結後から設計・建設期間となります。設計準備
行為の期間を市が定めているというものではありません。
後段については、設計・建設期間として2年4ヶ月間で実施可
能な提案を求めることを想定しています。

47 4 第１ １ (9)
事業スケ

ジュール（予
定）

旧庁舎から新庁舎への移転期間が、「平成28年10月1日～平
成28年11月30日」の2ヶ月を想定されていますが、その期間
中の行政サービスは、移転完了した部門から順次新庁舎にて
業務を開始していくのか、ある特定の日を決めて一斉に開始
するのか、現時点で想定されていればご教示願います。

現時点では、平成28年10月1日から平成28年11月30日までの
間に、順次移転を行い、移転完了した部局から新庁舎で業務
を開始することを想定しています。

48 4 第1 1 (9)
事業スケ

ジュール（予
定）

旧庁舎から新庁舎への移転期間において、旧庁舎の維持管
理・運営は事業範囲外（現在実施されている企業が市との直
接契約により実施）という認識で宜しいでしょうか。

旧庁舎の維持管理・運営は事業範囲外です。

49 4 第1 1 (10) ①法令
土壌汚染調査の実施予定はありますでしょうか。また実施済
の場合、結果は今後公表されますでしょうか。

平成25年11月末に公表予定の要求水準書（案）をご参照くだ
さい。

50 4 第１ 1 （10） 根拠法令等

「①法令」の欄には、近傍の陸上自衛隊木更津駐屯地に関す
る規制法の記載がないようですが、例えば【航空法】が適用
されると考えてよろしいでしょうか。
（１９頁の「１　立地条件　－　高さ制限」にも関係しま
す。）

陸上自衛隊木更津駐屯地に関する規制として航空法が適用さ
れ、これに対応する高さ制限を第４ １に標記しています。
他の制限については、平成25年11月末に公表予定の要求水準
書（案）をご参照ください。

51 4 第１ １ （9）
事業スケ

ジュール（予
定）

付帯事業の事業期間は、維持管理・運営期間と同様という理
解でよろしいでしょか。

付帯事業の事業開始は、平成28年11月1日以前とし、開始日
は選定事業者の提案によることとします。

52 6 第１ 1 （10） 根拠法令等

「③官庁営繕関係基準等（最新版）」の欄に、“公共建築工
事積算基準”等の記載がありますが、貴市には工事費内訳を
提出する必要はあるのでしょうか。また、提出が必要な場
合、貴市に提出する工事費内訳の書式は、事業者の任意の書
式と考えてよろしいでしょうか。

平成25年11月末に公表予定の要求水準書（案）をご参照くだ
さい。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

53 9 第2 1 （3） 審査の方法
予定価格を公表いただけないでしょうか。また、公表される
時期をご教示ください。

質問№19をご参照ください。

54 9 第2 1 (2) 選定の方法
総合評価一般競争入札とのことですが、予定価格は公表され
ますでしょうか。

質問№19をご参照ください。

55 10 第2 2 (1)
事業者の募集
及び選定のス
ケジュール

本事業においては、応募前の個別対話は予定されていないと
いう理解でよいでしょうか？

予定しておりません。

56 11 第２ ２ （5） 入札公告

入札公告で予定価格は公表されますか。また、施設整備費、
維持管理・運営業務のそれぞれの予定価格も公表されます
か。ご教示ください。

質問№19をご参照ください。

57 11 第2 2 (3)
要求水準書

（案）に関す
る意見の受付

要求水準書（案）に関する質問の機会の設定と、回答の公表
をお願いできますでしょうか。

回答の公表は予定しておりません。なお、入札公告後に質問
を受け付けます。

58 11 第2 2 (5) 入札公告
入札公告時に、予定価格は公表していただけるのでしょう
か。

質問№19をご参照ください。

59 12 第２ ３ （1）
入札参加者の

構成等

維持管理業務と運営業務を担当する企業について、個別の参
加資格要件は示されていますが、付帯事業（ア）から（エ）
の業務を担当する企業については、P.13の入札参加者の参加
資格要件②（業務別）の参加資格要件には含まれないという
理解でよろしいでしょうか。ご教示ください。

付帯事業を実施する企業が構成員または協力企業となる場合
は、②入札参加者の参加資格要件（業務別）の、オ「運営業
務に当たる者」の要件を要するものとします。

60 12 第2 3 (1)
入札参加者の
構成等‐①‐

ア

グループを構成するものに、付帯事業を実施する者が含まれ
ないと読み取れますがいかがでしょうか。

付帯事業を行う者が、SPCから直接業務を受託する場合は、
グループの構成員もしくは協力企業となりグループに含まれ
ます。合わせて、質問№59をご参照ください。

61 13 第2 3 (2)
入札参加者の

資格要件

「平成25年度木更津市入札参加資格者名簿に登録され」と
なっておりますが、申請業種は問わないとの理解でよろしい
でしょうか。（SPCの管理業務を行う場合を想定した場合、
該当業種がありません。）

入札参加者の資格要件（業種別）に該当しない企業が構成員
または協力企業となる場合、当該企業が担当する業務に適合
する任意の業種での登録によることとします。ただし、付帯
事業を実施する企業の場合は、オ「運営業務に当たる者」の
要件を要するものとします。

62 13 第2 3 （2）
入札参加者の
参加資格要件

同条同項①イにて入札参加者の構成員及び協力企業は「平成
25年度木更津市入札参加資格者名簿」に登録されている必要
があるとのことですが、SPCに対して融資を行うことになる
金融機関についてはその限りではないという理解でよろしい
でしょうか。

質問№61をご参照ください。なお、融資を行う金融機関等
が、SPCから直接業務を受託する者として参加する場合は、
グループの構成員もしくは協力企業となりグループに含まれ
ます。

63 13 第2 3 (2)
入札参加者の
参加資格要件

‐②

付帯事業について記載がありませんが、市の資格者名簿の登
録等や実績等、特段求められるものはございませんでしょう
か。

質問№59をご参照ください。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

64 13 第2 3 (2)
入札参加者の
参加資格要件

‐②‐ア

設計業務に当たる者の「本業務を複数の者で行う場合」の解
釈について、JVであるかないかは問わないと理解してよろし
いでしょうか。

設計業務を複数の者で当たる場合は、JVを組成することとし
ます。

65 13 第２ ３ (2)
②入札参加者
の参加資格要

件

応募グループに構成員または協力会社として参加し、建設に
関する業務の中で什器・備品設置業務のみをおこなう場合の
資格要件は「物品」の登録で宜しいのでしょうか。

質問№61をご参照ください。ご質問の場合は、「物品」の登
録で差し支えありません。

66 14 第2 3 (2)
入札参加者の
参加資格要件

‐②‐イ

建設業務に当たる者の「本業務を複数の者で行う場合」の解
釈について、JVであるかないかは問わないと理解してよろし
いでしょうか。

建設業務を複数の者で当たる場合は、JVを組成することとし
ます。

67 14 第2 3 (2)
入札参加者の
参加資格要件

‐②‐ウ

工事監理業務に当たる者の「本業務を複数の者で行う場合」
の解釈について、JVであるかないかは問わないと理解してよ
ろしいでしょうか。

工事監理業務を複数の者で当たる場合は、JVを組成すること
とします。ただし、当該JVに建設企業を含めることはできま
せん。

68 14 第2 3 (2)
入札参加者の
参加資格要件

‐②‐エ

維持管理業務に当たる者の「本業務を複数の者で行う場合」
の解釈について、JVであるかないかは問わないと理解してよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

69 14 第２ ３ （2） 参加資格要件

「イ　建設業務に当たる者」の(ｵ)欄に、これまでに従事し
た新築工事の建物規模等の記載がありますが、竣工時期の規
定はないと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

70 15 第２ ３ （2）
入札参加者の
参加資格要件

付帯事業者においても市の資格者名簿への登録が必要でしょ
うか。

質問№59をご参照ください。

71 15 第2 3 （2） 参加資格要件

維持管理業務および運営業務に当たる者の参加資格要件とし
て、(ｱ)市の資格参加者名簿に「委託」として登録する場
合、「(大分類)03:建物管理・清掃_(中分類)10:建物施設管
理業務」に登録すればよいとの理解でよろしいでしょうか。

当該企業が担当する業務に適合する分類にて、登録を行って
ください。

72 15 第2 3 （2） 参加資格要件

公用車運行管理業務に当たる者の参加資格要件として、(ｱ)
市の資格参加者名簿に「委託」として登録する場合、「委
託」のいずれかに登録しておればよいとの理解でよろしいで
しょうか。

質問№71をご参照ください。

73 15 第2 3 （2） 参加資格要件
付帯事業を実施する企業が必要とする参加資格要件は特にな
いとの理解でよろしいでしょうか。

質問№59をご参照ください。

74 16 第2 3 (5)
資格者名簿へ

の登録

登録完了期限が平成25年11月18日となっておりますが、質疑
回答予定日が11月22日となっていることから、質疑回答の内
容によって影響を受ける場合に入札機会を失う者が出てくる
事も想定されます。対応策はお考えでしょうか。

資格者名簿への登録に関するご質問については、11月18日以
前に個別に回答を行っています。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

75 17 第2 4 （1） 著作権

提案書には独自の技術が記載されノウハウの流出につながる
恐れがあるため、公表内容については、公表前に事業者へ事
前確認をしていただくことは可能でしょうか。

提案書の公表を行う場合は、当該提案を行った者の意見を聞
くこととします。

76 17 第2 5 (2)
特別目的会社
（ＳＰＣ）の
設立等の要件

落札者は「ＳＰＣを木更津市内に設立すること。」とありま
すが、施設完成後に、本施設内を本店（登記上）とすること
は可能でしょうか？

不可とします。

77 17 第2 5 (2)
特別目的会社
（ＳＰＣ）の
設立等の要件

ＳＰＣが金融機関等からプロジェクトファイナンスにて資金
調達を行う場合、ＳＰＣ株式の質権設定、事業契約等の債権
譲渡担保、契約上の地位譲渡予約等、通常ＰＦＩ事業で金融
機関等からＳＰＣが求められる担保権の設定については、特
段支障がなく承諾をいただけるものと理解してよいでしょう
か？

ご質問の場合は、市が金融機関との協議を行い、その協議の
結果直接協定の締結をもって承諾を行うこととします。

78 17 第2 5 (2)
特別目的会社
（SPC）の設
立等の要件

「入札参加者の構成員の合計でSPCの議決権株式の2分の1を
超えるものとし…」とありますが、残りは構成員以外の者が
株式を保有しても良いことになりますでしょうか。

SPCからの業務を請負または受託せずSPCに出資する者が合計
で議決権株式の2分の1未満を保有することは認められます。

79 17 第2 5 (2)
特別目的会社
（SPC）の設
立等の要件

「すべての出資者は、事業期間中、SPCの議決権株式を保有
するものとし…」とありますが、事業期間の中途に増資のう
え一部の構成員が新規に株式を保有することは認められます
でしょうか。

市の事前の書面による承諾があれば、認められます。ただ
し、新株発行による増資については、構成員の合計でSPCの
議決権株式の2分の1以上は必ず超えることが条件となりま
す。詳細については、入札公告時に示します。

80 19 第４ １ 立地条件

1.立地条件の中に前面道路の項目がありますが、その中に西
側道路12ｍとの記載があります。敷地の西側が隣地境界線と
なっておりますが、この道路とは、警察署敷地の西側のこと
を示しているのでしょうか。この場合、当敷地の前面道路に
は該当しないという理解でよろしいでしょか。

西側道路の記述は誤りであり、本敷地の西側に接する道路は
ありません。詳細は、平成25年11月末に公表予定の要求水準
書（案）をご参照ください。

81 19 第４ ２ 施設構成
本施設の構成を示していただいていますが、各部署・課の想
定人数構成についてもご教示願います。

平成25年11月末に公表予定の要求水準書（案）をご参照くだ
さい。

82 19 第４ １ 立地条件

「海抜　－　約３．１ｍ」の記載がありますが、計画地にお
けるハザードマップならびに最近公表された津波予想を公表
して頂くと共に、計画地は水害に対して影響がないと考えて
よろしいでしょうか。

津波対策の考え方については、平成25年11月末に公表予定の
要求水準書（案）をご参照ください。

83 22 第7 1
法制上及び税
制上の措置に
関する事項

提案時の消費税率については、一律8%を前提として検討すれ
ばよいでしょうか？提案時点では平成26年4月からの8%への
税率変更は既定路線ですが、平成27年10月からの10%への変
更は未定のため、念のための確認です。

入札公告時に示します。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

84 22 第8 3 -
入札に伴う費

用負担

他の自治体（例：横浜市）では、良質な事業提案を促進し公
民協働事業の一層の効果的・効率的な実施を図ることを目的
とした公民協働事業応募促進報奨金交付の制度があり、事業
規模に応じた報奨金が交付されることとなっています。
入札に関わる費用はパース作成や印刷物等かなり高額とな
り、中小企業の参加には高いハードルとなってしまいます。
貴市におかれましても報奨金交付のご検討をしていただけな
いでしょうか。

本事業では報奨金は予定しておりません。

85 23 別紙１ 13 契約リスク

「市、選定事業者いずれの責でもない事由により、契約が結
べない（議会の決議が得られない場合を含む）又は契約手続
きが遅延した場合の負担」が、双方▲とあり、25ページの注
3で「双方責任を負わないものとする。」とありますが、そ
れまでかかった費用の負担は、双方がそれぞれ負担するとの
理解でよいでしょうか？

ご理解のとおりです。

86 23 別紙1 13 契約リスク

市、選定事業者いずれの責でもない事由による契約リスクに
ついては双方責任を負わないものとする。とありますが、契
約が締結できない、または契約遅延によって事業者に生じた
損害費用については、どのような扱いになるのかご教示くだ
さい。

質問№85をご参照ください。

87 23 別紙1 13 - 契約リスク

市、選定事業者いずれの責でもない事由により契約が結べな
い場合は双方責任を負わないものとするとあります。「議会
の決議が得られない場合を含む」とありますが、事業契約の
締結時にはＳＰＣを設立しており、その費用を各構成員が負
担することは困難となります。ついては、議会の決議が得ら
れなかった場合は、ＳＰＣ設立に関するそれまでに生じた費
用は貴市の負担としていただけないでしょうか。

議会の議決が得られない場合は、市、選定事業者いずれの責
にもよらない事由となります。したがって、議会の議決が得
られない場合は双方が責を負うこととし、それまで要した費
用を双方がそれぞれ負担するものとします。

88 24 別紙１ 11
不可抗力リス

ク

「不可抗力リスクは、一定金額以下は事業者負担」とありま
すが、どの程度の金額（工事費に対する比率）をお考えなの
でしょうか。
建設工事費高騰の折り、事業者に不利にならないように事業
契約においてご配慮をお願いします。

前段については、入札公告時に示します。
後段については、ご意見として承りました。



№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

89 24 別紙１ 14
用地の瑕疵リ

スク

「市が提示した資料等により通常予測可能な用地の瑕疵に関
するもの　－　事業者」とありますが、次のような資料は公
表されると考えてよろしいでしょうか。
　・既存市庁舎関連図面
　・建設地の地質調査資料
　・地中障害の有無、図面等（特に建設地周り）
　・土壌汚染の調査結果、対策実施の有無と結果
　・埋蔵文化財の調査結果
　・水害に関する調査資料

平成25年11月末に公表予定の要求水準書（案）において、現
況の資料を公表する予定です。

90 24 別紙１ 19
物価変動リス

ク

建設期間中のインフレ・デフレについて、事業の確実な遂行
を行うためには、算定の対象を資材のみではなく、建設作業
員の人件費も含めた物価変動を考慮していただく必要がある
と考えます。貴市のお考えをご教示ください。

入札公告時に示します。

91 24 別紙1 23
維持管理・運
営費の変動リ

スク

庁舎や外構などで発生する廃棄物の処理・処分に係る費用は
市側の負担と考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、付帯事業に係る廃棄物の処
理・処分に係る費用は選定事業者の負担となります。

92 24 別紙1 23
維持管理・運
営費の変動リ

スク

駐輪スペースの放置自転車などの放置物の処理・処分に係る
費用は市側の負担と考えて宜しいでしょうか。

現庁舎の解体・撤去時までに、放置されている物品は市が撤
去します。それ以降の維持管理・運営期間中は選定事業者の
負担において行うものとします。

93 24 別紙１

リスク分担表
（案）‐14用
地の瑕疵リス

ク

建設工事期間中の地盤沈下による建設工事費の増加は、予測
できない用地の瑕疵に含まれるという理解でよろしいでしょ
うか。

発生原因が選定事業者の事由によらず、市が提示した資料等
により通常予測可能でない地盤沈下についてはご理解のとお
りです。

94 24 別紙１
リスク分担表
（案）‐25施
設損傷リスク

本事業で整備する施設に関して市が加入する予定の保険はあ
りますでしょうか。

入札公告時に示します。

95 26 別紙2
事業用地位置

図

「事業用地」として赤枠で示された範囲に東側の道路が含ま
れていますが、事業用地の範囲図を提示いただけますでしょ
うか。

平成25年11月末に公表予定の要求水準書（案）において、詳
細を示す予定です。

96 その他

業務履行に伴う、保険付保内容等の指定はあるのでしょう
か。その場合、入札公告時に内容が公表されるものとの理解
でよろしいでしょうか。

入札公告時に示します。


