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韮崎市営新体育館及び市営総合運動場整備・運営事業 入札説明書等に関する個別対話結果
令和4年3月7日

No. 議題 資料名 頁 該当箇所 民間事業者からの確認内容 回答

1
提案施設に

ついて
入札説明書 7頁 提案施設

提案施設の運営を運営企業以外の企業に再委託する
ことは可能でしょうか。

提案施設の運営を運営企業以外の企業に再委託することに関して
は、委託に係る受託者の使用についての責任は、運営企業が責任を
負うものとします。また、委託に係る受託者の責めに帰すべき事由
は、運営企業の責めに帰すべき事由とみなします。
なお、令和３年９月公表の実施方針（案）に関する質問への回答No.64
において、再委託は不可する旨の回答を行いましたが、可として訂正
します。

2

本施設の設
計・建設期
間と土地取
得時期に関

して

入札説明書 28頁
事業予定地の前提条

件

１．本施設の土地取得時期と土地の形質の確定時期
に関し、正確な土地の測量による確定時期を確認させ
ていただきたい。

本施設の土地取得時期は、令和5年度初旬を期限として、可能な限り
早期の取得に努めます。測量図（境界確定済）は閲覧資料として公表
しますので、ご確認ください。

3
本施設立地

条件
要求水準書 17頁

前回質疑回答の中で、現在公表されている地質調査
結果についての調査個所は非公表となっております
が、ボーリング箇所が仮に本施設の整備予定地でない
とうことであれば、本施設整備予定地にて地質調査を
行って頂けますでしょうか。

本施設整備予定地の地質調査結果は、令和４年３月末までにお示し
します。

4
本施設立地

条件
要求水準書 17頁

本施設整備予定地における地質調査結果が確認でき
ない場合、事業者選定後の地質調査結果が公表資料
と異なり、施設計画の変更が生じた場合は、施設整備
費・工期の変更について、貴市のリスク負担になるとの
理解で宜しいでしょうか。

本施設整備予定地の地質調査結果は、令和４年３月末までにお示し
します。

5
本施設立地

条件
要求水準書 17頁

本施設整備予定地の東側にある盛土・擁壁に関する
設計資料がございましたら、ご開示頂けますでしょう
か。

当該構造物は県道バイパス工事時の施工物であり、事業主体であっ
た県に確認しましたが、当時の構造図等は残っていないとの回答で
す。なお、事業者が予定価格の範囲内で当該構造物を解体・撤去す
る提案は可能です。

6
周辺上下水
道等との接

続
要求水準書 45頁

「本施設及び総合運動場と周辺上下水道等との接続
位置及び費用負担等については、管理者又は供給業
者への確認、調整を行うこと。」とありますが、事業者の
業務範囲は上下水道等との接続であって、本施設及び
総合運動場計画地までの上下水道等は貴市にて整備
されるとの理解で宜しいでしょうか。
また、上下水道等整備を貴市にて行う場合、整備時期
のご想定をご教示頂けますでしょうか。

前段：お見込みのとおりです。
後段：提案いただいた施設の概要を踏まえて庁内協議を行います。令
和４年度中に設計に着手する予定です。
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7
雨水排水に

ついて
要求水準書 55頁

本施設整備予定地の西側に存在する既設水路につい
ては、「貴市にて改修が行われることを前提として施設
計画を行ってよいか」、「改修がなされないことを前提に
事業者が検討を行う必要があるか」、要求水準書に明
記をお願いいたします。
後者の場合は、「既設水路を所与の条件として、敷地
内で雨水排水処理を検討すること」など、要求水準書
にてご指示をお願いいたします。

前段：既設水路の改修はなされないことを前提に提案ください。
後段：要求水準書に追記します。

8
雨水排水に

ついて
要求水準書 55頁 (ｱ)

施設整備により想定される当該区域からの雨水排水
を、本施設整備予定地の西側にある既設水路（施設整
備計画にて最終位置の変更あり）を介して下流域に放
流してよろしいでしょうか。
放流可能な場合、以下のような条件について確認した
く存じます。
・　開発行為に準じる洪水等を考慮した計画の要否
・　流出抑制施設の形式（浸透方式、調整池方式（池
式、地下貯留）
・　放流方式（自然排水、強制排水）
・　流出抑制施設の位置（調整池方式の場合、建築物
地下とすることの可否）
・　許容放流量（算定の考え方等）
・　下流水路の整備は本事業に含まれないこと（改修が
必要となった場合は、韮崎市による整備を前提とする
こと）

既設水路への放流は可能です。
計画内容については、可能な限り開発行為に準じるものとすることが
望ましいですが、具体的な計画内容は提案によるものとし、流出抑制
施設を地下とする提案も可能です。下流水路の整備は本事業には含
まれません。

9
雨水排水に

ついて
要求水準書 55頁

中央公園調整池への雨水放流を行う提案も可能でしょ
うか。
また、西側既設水路や中央公園調整池の設計資料
（申請図書及びボーリング調査結果等を含む）がござ
いましたら、ご開示頂けませんでしょうか。

前段：提案は可能ですが、放流方法や放流量の計算等については事
業者にて検討の上で提案ください。
後段：設計資料はありませんが、中央公園調整池の系統図があるた
め、公表します。
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10
道路拡幅に

ついて
要求水準書 55頁

道路拡幅の計画・整備は事業者の提案範囲でしょう
か。
仮に、道路拡幅計画が事業者の提案範囲となる場合、
提案段階における施設計画検討資料では、正式な基
本・実施設計資料とはならないため、行政協議を行っ
たとしても、提案した道路拡幅計画内容が確実に担保
されないリスクが残るものと考えます。
当該リスクについては、民間企業で負担することが難し
いと考えられるため、道路拡幅に関わる条件として、例
えば「本施設は北側の境界線から●ｍセットバックする
こと」など、最低限のご指示を頂けませんでしょうか。

要求水準書に規定する道路拡幅は事業者の整備となります。一方後
退で6mの幅員が確保できる計画としてください。設計段階で協議する
ものとしますが、要求水準書以上の整備が必要となった場合は、市の
リスクとします。

11
道路拡幅に

ついて
要求水準書 55頁

道路拡幅や本施設整備予定地を都市公園に含めるに
際して、北側市道へのペデストリアンデッキ等の整備に
ついて、以下ご教示願います。
１．デッキ等の整備は必須でなく、あくまで事業者の提
案に委ねられるとの理解で宜しいでしょうか。
２．上記相違ない場合、今後公園と一体化すべきとの
趣旨により行政より設けるよう指導された際は、リスク
は貴市にて負担されるとの理解で宜しいでしょうか。
３．この様なリスクが官民間に残存するため、「本施設
にはペデストリアンデッキの接続口を設けること」など、
最低限の条件を要求水準書に規定頂けますでしょう
か。

１．お見込みのとおりです。
２．お見込みのとおりです。
３．必要に応じて要求水準書に規定します。

12
既存体育館

解体
要求水準書 70頁

既存体育館の解体・撤去につきまして、総合運動場が
２つの河川に囲まれている立地条件等から、杭の引き
抜きを行った場合、地下水が沸き地盤への悪影響（沈
下等）が当該計画地、近隣住宅地へ及び懸念もあろう
かと存じます。
総合運動場の安全・品質を確保する主旨で、杭残置の
提案をお認め頂くことも検討可能でしょうか。

提案時点では引き抜くことを前提としてください。
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13
既存の什
器・備品の

取扱い
要求水準書 83頁

什器・備品等保守管
理業務

１．「ここでいう什器・備品等とは、本施設、総合運動場
及び中央公園に設置される什器・備品等（リース等で
調達した什器・備品等を含む）」とありますが、本事業で
購入・リース等を行うものではなく、総合運動場及び中
央公園に既に存在する既存の什器・備品（テニスコー
ト、グラウンド、総合運動場管理棟内、陸上競技場スタ
ンド内に存在するであろう什器・備品等）は当該業務の
対象となるでしょうか。対象となる場合、その経費の試
算方法等について協議させていただきたい。

前段：本事業において、購入・リース等は不要です。既存備品等は本
事業の維持管理業務の対象となります。
後段：既存体育館以外の既存の備品等のリスト等は、令和4年3月末
までに公表予定です。

14 提案施設

要求水準書
資料9維持
管理業務の
対象範囲

1頁

提案施設の什器・備品等保守管理業務について、
「〇・・・独立採算型事業として、事業者の運営収入によ
り賄うもの」との区分となっておりますが、正しくは
「●・・・サービスの対価に含まれるもの」との理解で宜
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。提案施設の什器・備品等保守管理業務も
サービス対価として支払う（●）として修正します。

15 業務範囲

要求水準書
資料11総合
運動公園解
体工事及び
整備範囲及
び維持管
理・運営業

務範囲

―
要求水準書Ｐ35にて「緑地の保全に最大限努め」との
記載があることから、総合運動場の整備範囲内にある
樹木の伐採・伐根は不要との理解で宜しいでしょうか。

提案内容に応じて、既存樹木の伐採・伐根をお願いします。

（4／6）



韮崎市営新体育館及び市営総合運動場整備・運営事業 入札説明書等に関する個別対話結果
令和4年3月7日

No. 議題 資料名 頁 該当箇所 民間事業者からの確認内容 回答

１．モニタリング及びペナルティに関し、事業契約書第
16条、第28条、第57条、第75条、第82条及び別紙２の
記載に対する当方の理解と貴市が設定した条件に齟
齬がないか確認をさせていただきたい。
２．齟齬がない場合、ペナルティの緩和について協議さ
せていただきたい。
①事業契約書別紙２「図１ モニタリング及びペナルティ
の考え方（以下、フロー図）」中、事例では、不具合事象
が確認されれば、時間を置かず一週間程度で「改善勧
告」が発せられると読み取れます。改善勧告に至るま
でに事前協議等のプロセスを踏むのであれば、そのプ
ロセスと期間等の詳細をお示しいただきたい。
②減額係数「1.5」及び「3.0」と設定されているが、解約
に至っていない段階で、従来のサービス対価の減額に
加えて違約金分も上乗せされて減額となるのは、過大
なペナルティと思われるので、減額係数は「1.0」以下と
していただき、違約金分は第 82条に規定される場合に
限定するようご検討いただきたい。
③1 回目の改善完了予定日を経過した時点で「一日あ
たりのサービス対価×1.5×日数」の減額となるのは、
ペナルティとなるまでのステップが短く過大であると思
われる。ペナルティの対象事象の重大度合いに応じた
罰則点の累積による減額方式の導入を検討いただき
たい。

④２回目の改善完了予定日を経過した後、６ヶ月間改
善されない場合、即契約解除ではなく、市が事業者に
当該業務受託企業の変更を要請することができるとい
う規定の追加を検討いただきたい。
⑤ペナルティの対象事象と、減額算出の基礎となる
サービス対価が不明瞭であることから、多大なペナル
ティを受ける懸念があるため、対象事象の例示とその
減額算定の基礎となるサービス対価区分を明確にして
いただきたい。

17 付帯事業

付帯施設の
実施に係る
基本協定書

（案）

2頁
第5条に規定されております、付帯施設実施企業によ
る保証金4,000,000円の預託につきまして、当該条件の
除外を検討頂きたく存じます。

保証金の金額は、付帯施設の解体費として、事業者が事業提案書に
記載する金額を踏まえ決定します。

１．事業者が行う業務について、サービス水準未達等の状況がある場
合に本市から改善を要望します。その後、一定期間を経過しても、改
善がなされていないと本市が判断した場合は、改善勧告を行います。
２．
①同上
②解約に至っていない段階では違約金は発生しません。
③ご意見として承ります。なお、改善完了予定日については、事象に
応じて、市と事業者の協議により設定します。
④ご意見として承ります。
⑤ペナルティ対象事象は、別紙２に記載のとおり「施設の全部又は一
部が利用できない場合」「要求サービス水準が達成されない場合」で
す。使用不可施設応分のサービス対価については、協議により決定し
ます。

モニタリング及びペナ
ルティの考え方

44頁
事業契約書

（案）

モニタリング
及びペナル
ティの考え
方について

16
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18 付帯事業

付帯施設の
実施に係る
基本協定書

（案）

3頁

事業期間中、経済環境の変化やニーズの変化等によ
り、提案した付帯施設事業の継続が困難となる場合
は、付帯施設の実施に係る基本協定書（案）第7条1項
に規定する「真にやむを得ない理由」に該当し、付帯事
業の変更や中止について、ご協議頂けるとの理解で宜
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。
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