
木更津市庁舎整備事業　要求水準書（案）に関する意見書

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容

1 2 第1 5 事業期間
想定外の土壌汚染、地盤改良、地中埋設物、アスベストな
どの対策が必要となった場合、費用負担の他、工期延長等
に関して 大限考慮していただきますようお願いします。

2 4 第1 6 (3)
官庁営繕関連
統一基準等

各基準は何年度版を適用するのか入札公告時にお示しくだ
さるようお願いします。

3 6 第2 １ (1)
表　本敷地の
状況　T.P

『本敷地の設計計画高さ(G.L)はT.P+3.1ｍとする』とあり
ますが、別紙４地質調査報告書の地盤資料の高さ基準は
「標高」「T.B.M」「KBM」となっており、G.Lとの関係を
明示していただきたくお願いいたします。

4 7 第2 １ (3)
現況地盤の状

況

「液状化の検討など必要な対策を講じること」とあります
が、液状化対策工事は、要求水準にて仕様を明示して頂く
ようお願いします。

5 7 第2 1 (4)
基準地盤面の

嵩上げ

別紙5（基準地盤面の嵩上げに関する考え方）で敷地全体
を嵩上げするようになっていますが、隣接地および道路と
の関係などの面から、警察庁舎同様に建物部分のみ1ｍ嵩
上げとすることもご再考頂きたいと思います。

6 7 第2 1 (4)
基準地盤面の

嵩上げ

『基準地盤面の嵩上げ範囲の目安については、「別紙５
（中略）」を参考とすること。』とあり、別紙５では道路
および敷地の境界を「基盤とする地盤嵩上げ想定範囲」と
示されています。津波対策の対象範囲は、敷地全体か、特
定の施設（建物･広場・駐車場等）かを明示いただきたく
ようお願いします。

7 7 第2 1 (4)
基準地盤面の

嵩上げ

『本敷地の地盤面は、（中略）現状のT.Pから4.1mまでの
嵩上げを実施する』とありますが、『現状のT.P』を別紙
２敷地図で示していただくようお願いいたします。

8 7 第2 1 (7)

既存の建物・
構造物及び地
下埋設物の状

況

既存植栽の現況図をご提示願います。

9 7 第2 1 (7)

既存の建物・
構造物及び地
下埋設物の状

況

現地見学会を開催していただくようお願いします。

10 10 第2 2 (2)
来庁者用駐車

場

約100台分利用が雨に濡れることなく市庁舎にアクセスと
ありますが、安全性と経済性を考慮し、台数をできるだけ
少なくして頂きたい。

11 10 第2 2 (2) 付帯施設
同項目の番号は『（３）』が正と思われます。
（８ページに『（２）市庁舎（本体施設）』がありま
す。）

12 10 第2 2 (2)
付帯施設/表
必要とする駐

車場

公用車車庫棟（普通車+バス用）に併設する備蓄倉庫の要
求水準（使い方、必要設備等）が確認できませんので、明
示をお願いします。

13 10 第2 2 (2)
付帯施設/表
必要とする駐

車場

公用車車庫棟（普通車用）に設ける書庫の要求水準（使い
方、必要設備等）が確認できませんので、明示をお願いし
ます。
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木更津市庁舎整備事業　要求水準書（案）に関する意見書

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容

14 11 第3
施設整備の要

求水準

「本施設の設計仕様は、国土交通省から出されている 新
版の設計基準・・・による」とありますが、これは、施設
整備期間に基準等が改訂されることを想定しての規定と思
慮します。
設計・工事の進捗状況によっては 新版の基準等に適合す
るための変更ができないことも考えられます。したがっ
て、基準等の改訂時にすでに設計に着手しているもの、施
工中のものに関しては当該基準は適用しない旨の定めが基
準等にある場合は、必ずしも 新版の基準に適合させる必
要はないこととしていただきたくお願いします。
また、仮に入札後に基準等の改訂があり、設計内容を変更
しなければならなくなった場合に発生する増加費用は法令
等の変更に基づく措置として、市側でご負担していただき
たくお願いします。

15 11 第3
施設整備の要

求水準

新工法やトップランナー機器採用の際の性能、機能等の証
明方法は、市が定めるのではなく事業者と市で協議して決
めるようお願いします

16 12 第3 1 (4) 市庁舎階数
階数を8階に限定するのではなく提案者に5つのゾーンの構
成を守りながら提案の自由度をあげて頂きたい。

17 12 第3 1 (4) 食堂
"森・里・まち・海を結ぶ見晴らし軸"を体感できるという
ことについて、具体的な追加説明をして頂きたい。

18 12 第3 1 (4) 8階建
建物階数は、8階建てとありますが、それ以外の階数にて
提案した場合は要求水準違反となるよう明示願います。

19 13 第3 1 (4)
中廊下形式を

基本

要求水準書案に「中廊下形式を基本とする」と記載はござ
いますが、あくまで基本であり、より効率的な配置の実現
を目指していくことで、中廊下形式に限定しない提案も要
求水準を満たすことを明示願います。

20 13 第3 1 (5) ｾｷｭﾘﾃｨｰ計画

「付帯事業のカフェ、売店については、直接外部からアク
セスできる出入口を設けることができる。」とあります
が、20ページの第３　2（２）ウでは、「売店・カフェへ
は外部から直接アクセスできるように計画すること。」と
あります。外部からのアクセスは、必須なのか、可能なの
か明確にしていただきますようお願いします。

21 14 第3 1 (7)
建具等のガラ

ス

原則として強化ガラスとありますが、外部のサッシのガラ
スは安全上支障がないと考えられるため、人体衝突の安全
性を確保すべき箇所に限定して頂きたい。

22 14 第3 1 (7)
自家発電機設

置場所

「自家発電設備は、津波被害などを受けないように万全を
期し、中層階の機械室に整備すること」とありますが、機
械室設置にあたり津波被害を受けないという目的の元、中
層階「以上」の階に設置すれば要求水準を満たすことを明
示願います。

23 15 第3 1 (9) CASBEE
BEE値1.5以上の確保の確認とあるが、項目が多岐にわたる
ため、おおむね1.5以上となるように計画することとして
頂きたい。

24 16 第3 1 (11) 外構計画
別紙7（配置検討プラン）はあくまで参考であり、人・車
の出入口など自由度をもたせて頂きますようお願いしま
す。

25 16 第3 1 (11) 庁舎前広場
仕上げが舗装とありますが、さまざまなものがあるため、
仕上げは提案書の提案によるとして頂きたい。

2



木更津市庁舎整備事業　要求水準書（案）に関する意見書

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容

26 20 第3 2 (2) 市議会
議場の音響機器類については、コストが非常に大きいと考
えられるので具体的な仕様を明示して頂きたい。

27 20 第3 2 (2) 市議会
同様に情報通信技術に対応した議場システムについても、
具体的な仕様を明示して頂きたい。

28 20 第3 2 (2) 市議会
同様に電子表決システム、音響機器についても具体的な仕
様を明示して頂きたい。

29 20 第3 2 (2)
オ　市議会/
電子表決シス

テム等

オ　電子表決システム・電光掲示板等の市議会関連設備の
設置は市よりの別途発注とし、本事業外として頂きたく、
お願いします。

30 20 第3 2 (2) オ　市議会 議場のフラット化の範囲を入札公告時に明示願います。

31 20 第3 2 (2) オ　市議会
「多目的な利用」として具体的にどのような利用を想定さ
れているのか、また、可動式の机・椅子類の収納の考え方
について、明示願います。

32 21 第3 2 (4) 駐車場
（No1と同様）約100台分利用が雨に濡れることなく市庁舎
にアクセスとありますが、安全性と経済性を考慮しますと
台数をできるだけ少なくして頂きたい。

33 21 第3 2 (4)

イ　駐車場
の要求水準

（ア）設計条
件

「約100台分については、利用者が雨に濡れることなく市
庁舎にアクセスできるよう、歩行者動線を工夫するこ
と。」とありますが、車両駐車スペースには屋根をかけ
ず、駐車場から市庁舎へのメイン歩行者動線部分のみに屋
根を設置するという考えも要求水準を満たすことを明示願
います。

34 22 第3 2 (6)

イ　全体共用
部分の要求水

準
(ｲ)ゴミ置場

『職員以外（周辺住民など）がごみを捨てることができな
いように工夫』『犬、猫、カラスなどの小動物により荒ら
されないよう、適切な対策』とあり、屋外設置のように読
み取れますが、並んで記載されている他の項目（(ｱ)防災ｾ
ﾝﾀｰ、(ｳ)ｴﾚﾍﾞｰﾀﾎｰﾙ、(ｴ)機械室､(ｵ)階段室 他）は屋内の
室に関するものであり、また別紙８諸室構成表にゴミ置場
の記載はありません。屋外設置か屋内設置かの明示をお願
いします。

35 22 第3 ２ (6)
全体共用部分

の計画

(ｴ)機械室内に現庁舎並びに他の施設から排出されたPCBを
含む機器を保管するための区画部分を確保することとあり
ますが、保管管理および処理は事業外でお願いします。

36 24 第3 3 (3) 免震構造
免震構造に限定せず、(1)耐震性能と(2)用途係数を満足す
る構造計画をすることとして頂きたい。

37 24 第3 ３ (3) 免震構造

基礎免震とあり、７頁（４）基礎地盤面のかさ上げは津波
予測T.P4.0mに対し、T.P4.1mまで実施するものとありま
す。津波が発生し、基礎免震ピットに海水が浸入した場合
の復旧費用は市の負担でお願いします。

38 24 第3 3 (3) 免震構造
基礎免震以外の免震も提案可能ということを明示願いま
す。

39 24 第3 3 (3) 免震構造
“構造は免震構造（基礎免震）”と記載がありますが、設
計の自由度を高めるため、基礎免震だけに限定はせず、中
間階（層）免震も可能としていただけないでしょうか。

40 25 第3 3 (1) 積載荷重 諸室の設計用積載荷重について明示願います。

41 25 第3 4 (2) 電灯設備
灯具（管球：蛍光灯あるいはLED等）についての要求水準
のご提示をお願いします。

42 25 第3 4 (2) 電灯設備 各室の照度の要求水準のご提示をお願いします。

43 25 第3 4 (4) 受変電設備
2回線受電の切替時間10分に関しては、明示する必要はな
いと考えます。
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木更津市庁舎整備事業　要求水準書（案）に関する意見書

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容

44 25 第3 4 (6) 発電設備
原動機(ガスタービン、ディーゼル）についての要求水準
のご提示をお願いします。

45 25 第3 4 (9)
構内情報通信

網設備
システム運用ソフト、ハード、およびソフトの将来の拡張
性について、要求水準のご提示をお願いします。

46 26 第3 4 (5) 通信情報機器
無停電電源装置を必要とする通信情報機器を指定して頂き
たい。

47 26 第3 4 (5) 通信情報機器
無停電電源装置を内蔵する機器もあるため、併せて指定し
て頂きたい。

48 26 第3 4 (6) 発電設備
自家発電設備に関する記述がございますが、市庁舎のBCP
の方針がございましたらお示し願います。また、非常時の
給排水の考え方がございましたら明示願います。

49 26 第3 4 (7)
太陽光

発電設備の
発電量

  30kWの発電設備にて年間発電量30MWhの発電を行うとの
ことですが、実際の発電量は「屋根などの設置条件や設置
方位」「天候条件」等の影響を受けるため、30MWhの発電
量は要求水準値ではなく、おおよその目安である旨の記載
をご検討ください。

50 26 第3 4 (7)
太陽光発電設

備
年間の30MWhはその年の気候によって左右されてしまうこ
とがありますのでご配慮願います。

51 26 第3 4 (12)
映像・音響設

備
要求水準の記載内容について、委細な条件スペックの提示
をお願いします。

52 26 第3 4 (16)
ﾃﾚﾋﾞ電話障害

防除施設
事前の机上調査を行うことを、要求水準に明示願います。

53 27 第3 4 (16)
テレビ電波障
害防除施設

2011年地デジ移行時の既存庁舎における電波障害の有無・
内容について、入札時にご教示いただきたくお願い致しま
す。

54 28 第3 5 (2) ガスコジェネ

ガスコジェネレーションシステムによって余った温水と電
気の使用方法はどのようなものがあるかご教示ください。
導入することに有用性がない場合は設置しなくてもよいと
いうことでしょうか。

55 28 第3 5 (3) 空調設備

「空調システムは、建物全体の空調負荷の概ね1/2を一括
制御とし、残り1/2を～」とありますが、「制御」の内容
（発停、温度調整等）及び一括制御及び個別制御の対象を
具体的に明示願います。

56 29 第3 5 (6) 自動制御設備

「各機能、用途に応じたゾーン・室で温度管理できるシス
テム」とありますが、具体的なゾーン・室ごとの温度を要
求水準書に明示願います。
また、湿度管理に関しての要求水準は無いものと考えて宜
しいかをお示し願います。

57 29 第3 5 (7) 上下水道
上下水道の負担金は事業者負担ではないという考えよろし
いでしょうか。

58 33 第5 3 (2) 着工前業務

着工前に施工計画書を作成・提出することとなっています
が、当時期に全ての工種について作成・提出するのは現実
的でないと思いますので、当該工種着手前に作成・提出と
するようご再考をお願いします。

59 33 第5 3 (2) 着工前業務
近隣への説明は、市のご協力をいただくことにより円滑に
進めることができると考えます。

60 34 第5 3 (3) 解体
事業者が設置する什器・備品（別紙15）は公告時に公表と
ありますが、解体前に貴市が撤去する什器等を継続利用す
るお考えはありますでしょうか。

61 34 第5 3 (3) 解体
石綿含有成形版などの状況は公告等で開示されるのでしょ
うか。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容

62 34 第5 3 (3) ア　建設工事
既存アスファルト舗装部分は、支障がない限り残置とし、
その上に嵩上げをする提案も可能な場合、その旨ご明示く
ださい。

63 34 第5 3 (3)
イ　現庁舎の

解体工事
銅像・看板・照明・測量基点等の撤去または移設、さらに
撤去/移設に関する実施者等の区分を明示ください。

64 34 第5 3 (3)
イ　現庁舎の

解体工事

既存の外構にある植栽の再利用について、市の考えがござ
いましたら明示願います。また、既存の駐車場にある資材
置場の資材や、備蓄倉庫・書庫の保管品は別の用地に市側
にて移転されるのかをお示し願います。

65 34 第5 3 (3)
イ　現庁舎の

解体工事

要求水準P.16の植栽に緑化、樹種の選定について記載があ
りますが、既存樹木については、すべて伐採・抜根をして
もよいという考えでよろしいか明示願います。

66 36 第5 5
什器備品設置

業務

「本事業に必要となる什器備品は、提案により追加するこ
とができる」とありますが、入札公告後の追加でも結構で
すので、本事業に必要な備品については、ご調整の上、公
表願います。

67 38 第6 1 (2) 登記
登記に関して、事業者が協力するとの記載がございます
が、所有権移転登記に伴う費用は貴市負担という解釈でよ
ろしいでしょうか。

68 39 第7 ３ (1)
月次報告書等
の作成・提出

「日報」「月報」等の市への提出は、紙ベースではなく
メール等による電子データでも可能であることを明示願い
ます。

69 41 第7 9
消耗品等の負

担

消耗品（蛍光管電球、トイレットペーパー、液体石けん）
の負担につきまして、現庁舎での実績を入札公告にてご教
示いただけないでしょうか。

70 41 第7 9 消耗品の負担

消耗品のうち、蛍光灯、電球については、引き渡し時より
設備機器の一部として市が所有者であると考えられます。
したがいまして、これら交換部品の調達及び交換管球の産
業廃棄物の排出責任者は、市でお願いします。

71 41 第7 11 移転支援
移転支援において、事業者が臨機の対応を行い費用が発生
した場合においては、市にて費用のご負担を頂けますで
しょうか。

72 43 第7 13
業務モニタリ

ング

サービス購入料は、提案書提出時を起点として３％以上の
累積的な変動を生じた場合には、改定していただきますよ
うお願いします

73 43 第7 13
業務モニタリ

ング

サービス購入料の改定にあたっては、修繕業務費に関して
は建設物価指数を指標として改定していただきますようお
願いします

74 45 第８ １ (1)
宅配便などの
受取り業務

郵便物、宅配便、バイク便などの受取業務、各所への配送
業務は夜間も含め、本事業の対象外として頂きたくお願い
します。

75 45 第８ １ (1)
映像・音響設
備の設定・操

作

議場ほかの映像・音響設備の設定・操作は、本事業の対象
外として頂きたくお願いします。

76 45 第8 1 (1)
維持管理業務

の目的

執務室等の什器備品等のレイアウト変更、模様替え（可動
パーテイションの変更等）を市が直接行う場合、市の求め
に応じて留意点等についての助言を行うとともに、必要に
応じて清掃方法（範囲、順序）等の見直しを行うこととあ
りますが、什器備品等の小規模なレイアウト変更であって
も維持管理業務に支障がないか確認を行う必要があるた
め、必ず変更内容等を事前にご連絡いただきたい。
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木更津市庁舎整備事業　要求水準書（案）に関する意見書

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容

77 47 第8 1 (4)
維持管理業務

期間

「維持管理業務期間は本施設の引渡日より」とあります
が、一方、「第1、5、事業期間」では、引渡日の翌日から
維持管理・運営期間が開始されることとなっております。
維持管理業務対価の算定にも影響を及ぼしますので、維持
管理・運営期間の開始日について整合をとっていただきた
くお願いします。

78 48 第8 1 (8) 維持管理業務
要求水準書及び仕様書に記載のない事項については、その
都度、市と協議とされているが、可能な限りリスク分担を
ご提示して頂けますでしょうか。

79 49 第8 3 －
防火管理者の

選任
  「防火管理者」については、管理権原者である貴市関係
者からの選任のご検討をお願い致します。

80 49 第8 3
(2)

ｲ(ｷ)機械責任
者の

資格要件

  当該責任者にはボイラー１級以上との資格要件が示され
ていますが、事業者が提案する機械設備の種類・規模に
よっては、法令上、当該資格が不要となる場合も考えられ
ます。
  実際の設備に応じて必要となる有資格者を選任する方
が、関係法令を遵守すると同時に、当該設備の管理経験や
能力を有する適任技術者を選任でき、より望ましいと思わ
れます。
  つきましては、本項目は、例えば「電気主任技術者等、
本施設の施設・設備の管理に必要な関係法令上の技術者を
選任すること」への変更のご検討をお願い致します。

81 49 第８ ３ (2) 要求水準
イ運転監視（ク）24時間での常駐監視体制を確保とありま
すが、コストが膨大となるのため、別紙２０の「提案によ
る」でお願いします。

82 51 第８ ７ (2) 要求水準

ア建物内清掃に、日常清掃および定期清掃の範囲が明示さ
れていません。別表８の１F健康推進課機材・消毒庫保管
室等薬品を扱う部屋、6F情報政策課電算室・サーバー室
（指紋認証ドアロック設置）等、高度の情報セキュリティ
が求められる部屋については、日常清掃なし、定期清掃は
職員立会で清掃実施することをお願いします。
　または、各部局の室内はすべて日常清掃なし、定期清掃
は職員立会で実施することでお願いします。

83 52 第8 7 (2)
エ　付帯事業
の廃棄物置き

場

  付帯事業に伴う廃棄物は選定事業者が処分する運用です
が、廃棄物収集業者が当該廃棄物を回収するまでの専用の
一次保管場所を、本施設のゴミ置場の一角に設けて頂きた
く、ご検討をお願い致します。

84 52 第8 7 (2) 要求水準

エ廃棄物の収集・運搬・分別において発生した廃棄物を収
集しゴミ置き場まで運搬し、分別することとありますが、
各階ゴミ分別置き場までは、市の職員が自席から運搬・分
別集積することでお願いします。

85 52 第8 9 (2) 要求水準
ア（ア）関係法令を遵守とあります。警備業務ではなく、
安全管理業務ではありますが、常駐配員は警備員資格者と
いう明確な要求水準でお願いします。

86 53 第8 9 (2)
業務の実施方

法
閉庁後、敷地への侵入に対する警戒のため、センサー等と
監視カメラによる監視をご検討下さい。

87 53 第8 9 (2) 巡回の内容
監視カメラに加えセンサー等を組み合わせて、施設・敷地
巡回の補完として頂きたくお願い致します。

88 53 第8 9 (2)
施設の施錠管

理

閉庁時間の施錠確認負担を減らすことが可能であり、遠隔
で未施錠の室の施錠が可能なことから、鍵に代わりICカー
ドでも良いと思われます。

89 54 第8 9 (2)
安全管理業務

要求水準

機械警備設備は選定事業者の所有とすることとなっていま
すが、(ｶ)に記載されているとおり建物設備の一部であり
密接不可分と考えますので、市の所有として施設整備業務
の中で整備されますようご再考をお願いします。
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木更津市庁舎整備事業　要求水準書（案）に関する意見書

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容

90 54 第8 ９ (2) 要求水準
カ（イ）閉庁時間帯の代表電話の取次ぎは、市の職員の宿
直等でお願いします。

91 54 第8 10 維持管理業務

「什器備品保守管理業務」は職員と来場者の使い方などに
より劣化（破損・故障も含む）の周期が予測困難のため、
業務対象外としていただけないでしょうか。または、什器
備品保守管理業務の対象を維持管理業務、運営業務、付帯
事業に関わる備品と限定していただけないでしょうか。

92 54 第8 10 (2)
什器備品保守

管理業務
要求水準

什器備品に対して点検、清掃等を適宜実施することとなっ
ていますが、全ての備品について選定事業者自ら点検等を
行うとなると多大な労力と費用がかかると思慮します。事
業費縮減のため、不具合は使用者からの連絡に基づき実施
することや、机の拭き掃除等は使用者自らが行って頂くな
ど、使用者のご協力を頂くような区分のご再考をお願いし
ます。

93 55 第8 11 (3)
修繕内容の反

映
修繕内容を完成図面に反映させるのは、修繕に用いた図面
を保存することで対応させて頂きたく、お願いします。

94 56 第9 2 (2)
受付業務

業務実施条件

2名の要員を常時配置することとなっていますが、過大と
思慮します。来庁者が多い時間帯のみ2名とし、その他は1
名とするなどご再考をお願いします。その前提で言います
と、別紙20（業務実施体制の考え方）で受付と電話交換の
業務担当者の兼務は不可となっていますが、これを認めて
頂くことも検討願います。

95 56 第9 2 (2) 業務実施条件
受付業務の担当者の配置人員は、事業者提案に任せた方が
よいと考えます。

96 57 第9 3 (1) 電話交換業務
代表番号にかかってくる電話は、現在１日に何件程度で
しょうか、お教え下さい。

97 57 第9 3 (2)
電話交換業務
業務実施条件

現在の業務体制と1日の対応件数を入札公告にて開示を頂
きたくお願いいたします。

98 57 第9 3 (2)
電話交換業務
業務実施条件

2名以上の要員を配置することとなっていますが、過大と
思慮します。電話が多い時間帯のみ2名とし、その他は1名
とするなどご再考をお願いします。その前提で言います
と、別紙20（業務実施体制の考え方）で受付と電話交換の
業務担当者の兼務は不可となっていますが、これを認めて
頂くことも検討願います。

99 58 第9 4
公用車運行業

務
ＰＦＩの事業範囲とするのではなく、市の業務範囲として
頂くことを希望します。

100 58 第9 4 (2) 業務実施条件

普通乗用車の運転要員に関しては、開庁日に１名常駐とさ
れておりますが、バス・マイクロバスの運転従事者に関し
ては特段の指定がありません。

バス・マイクロバスの運転従事者に関しては、実際の運行
予定に応じて出勤すればよいという理解でよいか、また、
実際の運行日数に関わらず毎期定額の対価（開庁時間外の
運行分を除く）という理解でよいか確認させていただきた
いと思います。（運行日数に関わらず運転従事者を雇用
し、拘束することになりますので、定額としていただきた
いと思います。）

101 59 第9章 ４ (3) 公用車管理

車両の日常整備は事業者業務になっております。タイヤや
チューブ、エンジンオイルなどの部品に関して、業務開始
時の状況及び使用状況により交換時期が異なってきます。
また、それぞれの整備項目について何年に一度交換してい
るかなど、交換・整備の頻度をお示し頂けますでしょう
か。
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木更津市庁舎整備事業　要求水準書（案）に関する意見書

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容

102 59 第9 4 (3) 要求水準
車両の日常的な整備は、事業者側とございますが、特に車
両の老朽化に伴うような原因の一般修理については、市側
が負担していただくようお願いします。

103 61 第10 1 (4)
カ　行政財産

の
貸付等

  食堂・カフェ、売店の賃借料が無償に対し、自動販売機
の使用料は有償とのことですが、食堂・カフェに自動販売
機を併設し食堂・カフェと一体的に運営する場合も考えら
れますので、その場合の使用料の取り扱いについても、記
載のご検討をお願い致します。

104 61 第10 1総則 (4)
カ　行政財産
の貸し付け等

付帯事業への地元企業の参画を促す観点から、自動販売機
運営業務についても行政財産の貸付を無償としていただけ
るようお願いします。

105 62 第10 2 (2)
食堂・水光熱

費の負担
水光熱費は、選定事業者の負担とございますが厨房スペー
スのみ負担という理解でお願いします。

106 62 第10 2 (3)
食堂・カフェ

運営業務
要求水準

食堂の営業日・営業時間が（原則として）開庁日の11:00
から15:00の間となっていますが、当該時間以外の有効活
用として、打合せ等で誰もが自由に使えるスペースとする
のが望ましいと考えます。以上を前提として、光熱費を市
負担として頂きたいと思います。

107 62 第10 2 (3)
ウ　営業時間

（食堂）
営業時間については、現状と同様の11：30～14：00を必須
とさせていただくようお願いします。

108 62 第10 ２ (2) 食堂・カフェ
厨房設備や什器備品は貴市が整備頂けるとのことですが、
無償という考えでよろしいでしょうか。

109 62 第10 ２ (2) 食堂・カフェ
修繕・更新等の費用は事業者負担でしょうか。その場合、
当初貴市の財産であった厨房設備等が更新後は、事業者の
財産になるということでしょうか。

110 62 第10 ２ (2) 食堂・カフェ
貴市が整備していただく厨房機器や什器備品と、実際に運
営事業者が要望する機器等が異なる場合は、協議いただく
ということでよろしいでしょうか。

111 63 第10 2 (3)
食堂・カフェ

運営業務
要求水準

カフェの営業日・営業時間が開庁日の7:00から20:00の間
となっていますが、早朝・夜の利用は非常に少ないと推察
します。比較的利用が見込まれる10:00から15:00の間をコ
アタイムとし、その他は提案にする等ご再考をお願いしま
す。
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木更津市庁舎整備事業　要求水準書（案）に関する意見書

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容

112 63 第10 2 (3)
ウ 営業時間
（カフェ）

カフェの営業時間帯については、開庁時間帯を要求水準で
求める時間帯として、それ以外の時間帯について事業者の
提案とさせていただくようお願いします。

113 63 第10 2 (3)
ウ　営業日

及び
営業時間

カフェの営業時間について「午前7時00分から午後8時00分
までの間とする」とありますが、カフェの運営業務は来庁
者ならびに職員の方に飲食物を提供することを目的とした
独立採算事業であるため、開庁時間（8時30分から午後5時
15分までの間）は必ず営業する時間帯とするなど要求水準
上のコアタイムを設定し、その前後の営業時間について
は、事業者の提案による自由裁量で決定できる要求水準に
変更していただきたい。

114 64 第10 4 (1)
自動販売機運

営業務
業務の内容

既存のコピー機の、利用実績をご提示いただきたくお願い
致します。

115 64 第10 3 (3)
売店運営業務

要求水準

売店の営業日・営業時間が開庁日の8:00から20:00の間と
なっていますが、早朝・夜の利用は非常に少ないと推察し
ます。比較的利用が見込まれる10:00から15:00の間をコア
タイムとし、その他は提案にする等ご再考をお願いしま
す。

116 64 第10 3 (3)
ウ 営業時間
（売店）

売店の営業時間帯については、開庁時間帯を要求水準で求
める時間帯として、それ以外の時間帯について事業者の提
案とさせていただくようお願いします。

118 64 第10 3 (3)
ウ　営業日

及び
営業時間

売店の営業時間について「午前8時00分から午後8時00分ま
での間とする」とありますが、売店の運営業務は独立採算
事業であるため、職員の方の出庁時間、退庁時間に合わせ
た時間帯（8時00分から午後5時30分までの間）は必ず営業
する時間帯とするなど要求水準上のコアタイムを設定し、
その前後の営業時間については、事業者の提案による自由
裁量で決定できる要求水準に変更していただきたい。

117 64 第10 ４ (2) 業務実施条件
コインベンダー式コピー機については、置き忘れ、メンテ
ナンスへの迅速、効率な対応ということ売店業者かカフェ
業者の業務範囲とさせていただくようお願いします。

119 64 第10 ４ (2) 業務実施条件
コインベンダー式コピー機を設置とありますが、リース方
式の可否等の考え方や現在のコピー機の月間の使用枚数等
について、明示願います。

120 65 第10 5 (1)

その他選定事
業者による提

案事業
業務の内容

提案事業としてイベント等の開催が挙げられていますが、
付帯事業としてイベント等を行う企業をコンソーシアムに
含めるのは入札時点では難しく、また限定するのも現実的
ではないと考えます。よって、SPCの他、当該企業が自ら
主催するイベント等の提案も認めていただきますようお願
い致します。

121 66 第10 6 (1)
食堂・カフェ

運営

「業務を継続することにより、本事業全体の履行に重大な
影響を与えることと立証し、…」とありますが、民間の提
案部分については自由度を持たせて頂きたいと考えます。
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№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容

122 別紙8
諸室構成

表
階層

床面積
(m2)

＊目安
施設面積の要
件の対象外

要求水準面積ではなく、あくまでも参考ということでお願
いします。

123 別紙8
諸室構成

表
諸室・スペー

ス
各部分のトイレにおいて必要とされる要求水準を明示願い
ます。

124 別紙8
諸室構成

表
諸室・スペー

ス
各諸室の外部開口部の具体的な遮音性能を明示願います。

125 別紙8
諸室構成

表

その他特記事
項（室の使い

方等）
諸室毎に必要とされる収納量を明示願います。

126 別紙8
諸室構成

表
1階　管理室

SPCの関係諸室については、「管理室（選定事業者が事
務、休憩、仮眠等に使用する室」とありますが、例えば清
掃業務における清掃人の方々の控室や運営業務等の控室に
ついて必要な面積等を明示願います。その際、当該管理室
も含め、行政財産使用料については、無償という理解でお
願いします。

127 別紙8
諸室構成

表
8階　食堂

食堂エリア内にて、食堂担当企業が事務等を行う事務室に
ついて必要な面積等を明示願います。

128 別紙8
諸室構成

表
8階　食堂

食堂エリア250㎡以上とありますが、厨房の面積やホール
部分の席数等について明示願います。

129 別紙8
諸室構成

表
１階

福祉部

社会福祉
課

障害福祉
課

相談室
両課の使用目的に『全室車椅子対応』とありますが、面積
が社会福祉課は『各８㎡』、障害福祉課は『各12㎡』と
なっています。差異の根拠の明示をお願いします。

130 別紙8
諸室構成

表
１階

福祉部
障害福祉

課
相談室

『隣接：障害福祉課および出入口２箇所』とありますが、
隣接する『出入口２箇所』とは建物への出入口を指すのか
明示をお願いします。

131 別紙8
諸室構成

表
４階

共用部 共用部 会議室
『隣接：共用会議室』について、諸室構成表中『共用会議
室』がありません。お示し願います。

132 別紙8
諸室構成

表
５階

総務部 秘書課
市長室

市長応接室
『特別な動線の確保』の意味する要求水準の明示をお願い
します。

133 別紙8
諸室構成

表
各階

共用
打合せ・書棚

スペース

使用目的欄にて『課の執務スペースの奥に配置』とあり、
動線・配置計画に関する留意事項欄にて『職員動線に利
用』とあります。中廊下式の執務スペースの『奥』で『職
員動線』を共に満足する参考例の提示をおねがいします。

134 別紙8
諸室構成

表
各階

共用
打合せ・書棚

スペース

『部で共用。』『面積としては、（中略）各課の執務ス
ペースに含む。』『打合せスペース（各15㎡）ｘ３』とあ
りますが、各課ごとに３箇所の打合せスペースを設けるの
か、各部に３箇所の打合せスペースを設けるのか判断しか
ねますので明示をお願いします。

135 別紙8
諸室構成

表
各階

共用
打合せ・書棚

スペース

打合せスペースの面積は『打合せスペース（各15㎡）ｘ
３』とありますが、書棚スペースの面積の明示をお願いし
ます。

136 別紙8
諸室構成

表
各階

諸室構成表
室別の空調条件（温度・湿度、空調使用時間）、その他特
殊条件があれば明示いただくようお願いします。

137 別紙8
諸室構成

表
機械室

「別紙8　諸室構成表」では機械室は3階部分のみに記載が
あります。発電設備（自家発電設備）や熱源機器設備（ｶﾞ
ｽｺｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ）など全ての設備を3階に配置すること
は、騒音の問題や意匠上好ましくない場合が想定されま
す。中層階だけでなく屋上（PH階）等への配置も可能とし
ていただきますようお願い致します。
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木更津市庁舎整備事業　要求水準書（案）に関する意見書

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容

138 別紙9
参考平面
プラン

1階平面プラ
ン

市庁舎の出入口について３箇所の記載がございますが、出
入口は３箇所必要という意向かをお示し願います。

139
別紙
10

施設動線
図案

図中の▲は出入口を指すのか凡例の明示をお願いします。
「議員」と「職員、サービス」は出入口はわけるものの、
サブエントランスで一体となるように読み取れます。

140
別紙
20

業務実施体制
の考え方

総括責任者は維持管理業務責任者と兼務する場合は業務担
当者の兼務は不可とありますが、49頁の運転監視業務を行
う電気責任者（第3種電気主任技術者以上）とは兼務可で
お願いします。

141
別紙
23

１
自動販売機に
係る使用料

自販機の売り上げの100分の20を納付とございますが、要
求水準書案P.61に「付帯事業については、独立採算」と記
載してございます。実施方針公表時から自販機使用料につ
いては、有償とはございましたが、他の付帯事業も併せて
総合的に検討を行い、魅力ある事業を展開するためにも無
償にしていただくようお願いいたします。

142
別紙
24

2 什器・備品類

事業者側が整備する什器備品について、「机、椅子」とあ
りますが、独立採算の厳しい中で、ホールの机、椅子も含
まれますと初期投資もかさみ、収支計算上は成立が非常に
難しい状況が予想されます。また、事業期間中、適切に修
繕更新がなされ、事業終了後も引続き利用可能にもかかわ
らず、撤去処分するのは、経済的に不合理であり、さらに
円滑な引継（事業終了翌日からの食堂運営）にも支障を来
すものと考えます。市側の整備範囲にさせていただきます
ようよろしくお願い申し上げます。

143 その他 維持管理業務
修繕・更新業務の支払いは事業者が計画した修繕計画を元
に均等払いではなく「計画に基づいた支払い」としていた
だけますようお願いします。

144 その他 維持管理業務

維持管理・運営業務における費用はその大半が賃金のた
め、維持管理・運営業務のサービス購入料の採用指数を、
厚生労働省の「実質賃金指数」を採用していただけますよ
うお願いします。

145 その他

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
ので、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ご検討をしていただけないでしょう
か。

146 その他 付帯事業
食堂や売店の利用者減少で運営が困難となった場合には協
議のうえ部分解除や行政財産使用料の免除等を認めていた
だけますようお願いします。

147 その他
公告から提案書提出までの期間が短いと考えます。（設計
施工のみの提案でも通常5ヶ月。今回は3ヶ月。）

148 その他

現在でも建設コストが急騰しており、今後も続くと想定さ
れます。急騰した場合は、適宜事業費変更協議ができるよ
うにしていただければ、事業に参加する企業も増えるので
はないかと考えます。
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