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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6月22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

施設整備業
務に係る要
求水準につ

いて

要求水準書

第１回個別
対話への回

答
第１回質問

回答

要求水準書

1～32頁
33～75頁

57頁

71 頁

（ｺ）その他
No.7、No.8、No.9

No.35

１-１．多目的ルームの移動間仕切りは重く開閉機会は
少ないため、要求水準から外していただけるか。
１-２．既存体育館の杭は撤去することになっているが、
残地することを認めていただきたい。

２．本施設整備における雨水排水計画について、第１
回質問回答および第１回個別対話への回答において
放流方法や放流量の計算等については事業者にて検
討との指示がありましたので検討を行いましたが、根
拠となる資料が示されないことには適切な計画は困難
との結論に至りました。現状においては、合理的な手
法として西側既設水路に放流する計画としておいて、
実施において実際の放流量を算出のうえ、既設水路を
改修することについてご協議いただきたい。

３．アスベスト処理の考え方について、確認させていた
だきたい。

１-１．剣道、ヨガ、卓球等の運動と音楽を使用するエアロビクスやダン
ス等の運動がそれぞれ別で行うことができる部屋を確保できる場合に
は、移動間仕切りの設置は不要とします。
１-２．解体・撤去の対象施設の基礎は、有効に活用する場合には残
置する提案も可とするが、地中障害の状況がわかるよう図面等で整
理してください。

２．山梨県による「開発許可申請の手引き」（令和元年10月）の排水計
画を参考に検討願います。

３．市の費用負担のもと事業者が実施するものとご理解ください。

2

維持管理業
務に係る要
求水準につ

いて

要求水準書

1～32頁
76～89頁

78頁

１．要求水準書に記載されている業務範囲・業務レベ
ルを確認させていただきたい。
・自家用電気工作物（総合運動場）の保守内容がわか
る資料を開示いただきたい。
・第1回質疑回答（要求水準№105）において「倒木処理
は植栽管理業務として扱ってください」とあるが、この中
で低木又は地被類の枯損木処理は維持管理費用の中
で見込むことはできるものの、中高木の枯損木や倒木
の処理は発生時期が見込めないこと、発生した場合の
費用が低木等と比べ高額になることから修繕費として
対応することとしていただきたい。
・廃棄物処理業務について、第1回質疑回答（要求水準
№64）において「廃棄物量について開示できる実績値
は無い」とあるが、実績値がない中で当該業務費用を
試算することが困難であるため、業務から除外すること
をご検討いただきたい。

２．中央公園、総合運動場における維持管理業務につ
いて、当方の以下想定が要求水準を満たすことを確認
させていただきたい。
・植栽管理は、開示仕様書に記載の業務（高木剪定、
低木・中木剪定、寄植剪定、捕植、枯木処理）を年1回
実施する。
・公園内の除雪は、維持管理業務においては常駐ス
タッフが行える範囲（施設の出入口前等）で実施する。

１．
1つ目：閲覧資料8に追加します。
2つ目：修繕費を割り増しできないことから、原案のとおりとします。枯
損木は毎年出るものではないため、引き渡し前までに撤去できるよう
に配慮します。
3つ目：現時点で廃棄物は想定していませんが、事業開始後発生した
ものは処理していただきたいため、原案のとおりとします。
２．前段：閲覧資料の開示仕様書はあくまで参考資料であり、維持管
理業務の仕様は、添付資料「資料10　主な維持管理業務項目詳細一
覧」の業務内容と回数が基本となります。当該業務を下記のとおり修
正します
⇒旧：（樹木・植栽剪定）年1回
新：（樹木・植栽剪定）低木：年1回、その他：必要に応じて適宜
後段：お見込みのとおりです。
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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6月22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

3
運営業務に
係る要求水
準について

要求水準書
1～32頁

90～101頁
１．要求水準書に記載されている業務範囲・業務レベ
ルを確認させていただきたい。

（個別対話では議題に上がらず）

4
光熱水費に

ついて
要求水準書 11頁 (5)光熱水費の負担

１．光熱水費に関し、「韮崎市公共施設等総合管理計
画 令和元年度」の59頁から66頁にて公開されている施
設毎の光熱水費に関し、中央公園及び総合運動場に
おける芝維持管理のための水道使用料について確認
させて頂きたい。
２．本事業とは別に予定されている総合運動場のテニ
スコート及びグラウンドの改修工事の詳細仕様が不明
であることから、改修後のテニスコート及びグラウンド
の光熱水費の算定が困難なため、当該光高熱費につ
いては本事業から除外する旨、協議させていただきた
い。

１．中央公園に関しては、運動施設の部分と公園の部分に別れていま
す。中央公園・韮崎公園とも芝生散水用の水源は施設内にある井戸
です。
２．現在と同等の管理費を見込んでください。更新時には別途協議し、
以降の事業内容を決定します。テニスコート及びグラウンドの光熱水
費は、本事業に含みます。

5
光熱水費の

考え方
要求水準書 11頁 (5)

募集開始前の市場調査アンケートでは、「空調設備は
事務室のみ想定し、体育館諸室には想定しない場合
の金額」での試算となっていましたが、要求水準に基づ
く試算想定があれば参考にご教示願います。
光熱水費を実費に基づく算定条件に変えられませんで
しょうか。

前段：市場調査の条件とは異なります。要求水準書P.42に記載のとお
り、空調（冷暖房）設備は「資料8　電気・機械要求性能表」に示す諸室
を対象としてください。
後段：光熱水費の支払いについては、要求水準書等に記載のとおり、
予定価格内での支払いを想定していますが、供用開始後３年間は各
年の実績を考慮し、精算等、必要に応じた方策を協議します。

6
東側市道に

ついて
要求水準書 18頁 (1)

①敷地東側の市道を工事動線に利用するにあたり、舗
装の改修や側溝のやり替え等は不要であり、鉄板養生
等の養生と原状復旧での対応でよろしいでしょうか。ま
た、敷鉄板等の敷設にあたっては道路占用の届出等
が必要でしょうか。
②上記東側の市道について、改修等を要する場合は、
費用は貴市負担になりますでしょうか。

①前段：お見込みのとおりです。
後段：届出が必要です。
②お見込みのとおりです。

7
利用料金設
定の考え方
について

要求水準書 22頁 施設の利用料金

１．施設の利用料金設定に関し、「韮崎市都市公園条
例（昭和55年3月24日条例第13号）に定める範囲内に
おいて、あらかじめ本市の承認を得た上で、事業者が
定める。」とありますが、これは現行の条例に定められ
た金額が上限となるのかを確認させていただきたい。
２．現行の条例が上限でない場合、事業者が新たに利
用料金を設定し、その利用料金額が条例に反映される
よう協議させていただきたい。
３．「様式集および作成要領 様式F-2」 では「利用料金
は消費税等相当額込みの金額とし、料金は市民、市民
以外も同一料金とする。」とありますが、これは本施設
を含む施設区分毎の料金設定を市内外同一の料金設
定にするものか確認をさせていただきたい。

１．上限の設定はありません。公共施設としての性質及び条例の金額
を参考に、利用者の見込みや運営収支、他施設における経験上の金
額等を基礎として事業者が提案してください。
２．選定後、協議します。
３．現状をベースにした「市民」「市民外」を提案してください。様式集を
修正します。
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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6月22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

8
一時支払金

について
入札説明書 35頁

一時支払金の対象に、防災備蓄倉庫の設計費及び工
事監理費並びに工事費はいずれも含まれるという理解
でよろしいでしょうか。それとも、本施設分は一時支払
金の対象外として割賦原価に含み、総合運動場分は2
期工事完了実績に応じて一時支払金として令和8年10
月にお支払いいただけるということでしょうか。
【文書での回答でも可】

いずれも一時支払金の対象に含まれます。

9
一時支払金

について
入札説明書 36頁

※4及び※5において第2期工事の敷地造成費などが
一時支払金の対象外とされていますが、事業契約48頁
3③に記載のとおり、総合運動場（第2期工事）にかかる
費用はいずれも令和7年度の出来高払又は令和8年度
の完了払として支払われるという理解でよろしいでしょ
うか。
【文書での回答でも可】

前段：敷地造成費は第1期工事（新体育館）の敷地の造成を想定して
おり、第2期工事では敷地造成費としては見込んでいないため、その
様な表現にしております。
後段：お見込みのとおり、総合運動場（第2期工事）にかかる費用はい
ずれも令和7年度の出来高払又は令和8年度の完了払として支払わ
れます。

10 時計設備 要求水準書 P.40
「親時計を事務所に設置し、各室に子時計を設置する
こと。」とありますが、子時計は提案とさせていただけま
すでしょうか。

要求水準に記載のとおり、諸室により、電波時計も可とします。

11
誘導支援設

備
要求水準書 P.41

誘導支援設備のインターホン、音声誘導装置を 小限
にできませんでしょうか。

インターホンは原案のとおりとしますが、音声誘導装置は必要に応じ
て提案してください。

12 機械警備 要求水準書 P.42
機械警備は監視カメラ程度として、入退室監視セン
サーはなしにできませんでしょうか。

総合運動場の管理棟は可としますが、本施設と中央公園の管理棟（ク
ラブハウスを含む）は機械警備としてください。

13 温湿度管理 要求水準書 P.42
「事務所において各室の集中管理（発停・温湿度管理・
状態監視等）を行うことを基本とする」とありますが、湿
度管理は必要でしょうか。

湿度管理は不要です。要求水準を修正します。

14
敷地内イン

フラについて
要求水準書 45頁 6.

「既存施設のインフラに影響を与える場合は、事業者
の負担により敷設替え等を行い、機能を確保すること」
とありますが、
①敷地北側送電線やその支柱・支線は、施工中及び
供用開始後も機能を確保すべきものに該当するでしょ
うか。
②既存砕石敷き駐車場の照明・監視カメラ等について
は、事業者にて撤去の上、貴市へ納入する必要はあり
ますでしょうか。

①該当しません。
②不要です。
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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6月22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

15
敷地内イン
フラ・埋設物

について

その他、計画敷地内の埋設物やインフラ（水銀灯、防
犯カメラ、スピーカー等）についての資料があればご提
示ください。

現状で当該資料はありません。

16
フェンス所有
区分につい

て

敷地境界沿いのフェンスなどの所有区分について、資
料があればご提示ください。貴市所有の場合は、撤去・
存置等の取り扱いもご教示願います。

基本的には市の所有であり、撤去の対象と考えられます。

17
本施設
駐車場

要求水準書 P.54
本施設の駐車場は250台程度以上とのことですが、台
数を緩和できませんでしょうか。

250台程度に修正します。

18
道路拡幅に

ついて
要求水準書 55頁 (ｲ)

敷地北側道路の拡幅時期は提案に委ねられるとの理
解で宜しいでしょうか。また、電柱の移設費用は、貴市
負担との理解でよろしいでしょうか。

前段：本施設の北側前面道路は、今年度中に都市計画変更により確
定する予定であり、設計条件や拡幅時期は適切な時期に協議します。
都市計画変更における道路整備に関する要求水準を修正します。な
お、提案時は当該部分の要求水準が未達でも問題ありません。事業
費、工期等の詳細は、事業者選定後に協議することとします。
後段：市で負担します。

19
既存体育館
跡地の整備

について
要求水準書

59頁

67頁

(2)屋外施設
ア 共通

(2)総合運動場
建設工事

（第２期工事）

１．「公園施設として、既存体育館を解体した跡地に芝
生広場（総合運動場）等、既存管理棟・プールを解体し
た跡地に駐車場、外構等を整備すること。」とあります
が、跡地の整備内容については事業者提案によること
を確認させていただきたい。
２．芝生広場の整備期間は令和8年9月末日まで、芝生
養生期間は令和9年3月末日までとされているが、仮に
8・9月に施工した芝は施工後すぐ休眠に入り養生を長
期間行う必要があり、施工時期として適切ではないと
思われるため、芝生広場の施工期間と養生期間は提
案とすることを協議いただきたい。

１．必須施設のほかは積極的な提案を期待しています。
２．令和8年度は補助事業の 終年度となる予定のため、年度内に工
事を完了してください。
その後の養生期間を延長することは協議によって可能です。

20 授乳室 要求水準書 59

総合運動場の管理棟トイレに「g授乳室及びおむつ替
えスペースを適宜設けること。」とありますが、授乳室
はなしにし、事務スペース＋トイレにさせていただけま
すでしょうか。または、授乳室は保健所等を利用とさせ
ていただけませんでしょうか。

前段：授乳「室」はおむつ替えと同様に「スペース」でも可能ですが、
カーテンやパーテーション程度では不十分ですので、ボックス程度は
必要と考えます。
後段：保健所等利用は前提としません。

21 既存トイレ 要求水準書 P.59 既存トイレは現在のものを流用してよろしいでしょうか。
既存トイレは、改修して活用することを基本としています。改修内容
は、園内全体でトイレ数や配置を検討したうえで必要に応じてくださ
い。
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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6月22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

22
アスベスト処
理について

要求水準書 72頁 g

「アスベスト処理は、本市の責任と費用で実施する」と
ありますが、貴市が施工業者を別途選定し実施するの
ではなく、貴市の費用負担のもと事業者が実施すると
の理解で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

23

総合運動場
のグラウンド
芝の維持管
理費用につ

いて

要求水準書 84頁

１．総合運動場グラウンドの芝について、今後、貴市に
て天然芝を新しく更新する計画があるか確認させてい
ただきたい。新しく更新する場合、更新後の芝の維持
管理費用を現時点で算出することは困難なため、当該
芝管理費用は本事業費に含めず、更新後、貴市との
協議のうえで維持管理費用を試算し、別途予算措置し
ていただくことをご協議願いたい。

前段：天然芝更新計画があります。
後段：現在と同等の管理費を見込んでください。更新時には別途協議
し、以降の事業内容を決定します。グラウンドの芝生の管理は、本事
業に含みます。

24
修繕業務の
詳細内容に

ついて
要求水準書 91頁 e

１．以下の業務については、経常修繕及び計画修繕に
含まれないことを確認させていただきたい。
・消火器の入れ替え
・屋内消火栓のホース交換
・ハチの巣等の駆除
・倒木処理
２．第1回対話において、「事業期間中に修繕額の上限
を超えた場合、本市が 別途予算を確保する予定です。
修繕の 実施時期は、予算確保等の状況に応じて、本
市と事業者の協議により決定します。」とあるが、この
「協議」のタイミングに関しては、事業期間全体の修繕
費総額が上限を超えたタイミングだけではなく、修繕支
出が修繕計画から大きく逸脱し事業終了時に規定の
修繕予算が不足する可能性が大きい場合には、修繕
費総額が上限を超えた場合でなくても市の別途予算に
よる修繕を行うことについて協議することについてご検
討いただきたい。

１．「消火器の入れ替え」「屋内消火栓のホース交換」は経常修繕及び
計画修繕に含みます。「ハチの巣等の駆除」「倒木処理」は含みませ
ん。
２．ご提案のほか必要な時期において協議を実施します。

25 自動販売機 要求水準書 104頁
第6節　提案施設の

運営（任意）

付帯施設実施企業が自動販売機の設置・運営を行う
場合、提案施設ではなく付帯施設とさせていただけま
すでしょうか。

付帯施設として認めますが、自動販売機に関する要求水準の要件は
満たしてください。

26
防災備蓄倉

庫

要求水準書
資料5必要
諸室リスト

総合運動場
外構等

総合運動場の防災備蓄倉庫は縮小できませんでしょう
か。

総合運動場備蓄倉庫は100㎡程度とします。

（5／7）
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27 運動用倉庫
要求水準書
資料5必要
諸室リスト

総合運動場
外構等

総合運動場の運動用倉庫は縮小できませんでしょう
か。

小面積を事業者で提案してください。

28
総合運動場
整備範囲

資料11 整備範囲
改修対象である屋外トイレについて既存図面をご提示
いただけますでしょうか。また、改修内容は事業者が必
要と考える範囲でよろしいでしょうか。

前段：既存図面はありません。
後段：改修内容は、園内全体でトイレ数や配置を検討したうえで必要
に応じてください。

29
総合運動場
ボーリング

調査
閲覧資料11 -

既存体育館建設時などにおける総合運動場ボーリング
調査結果がございましたら、ご開示頂けますでしょう
か。

当時の資料はありませんが、近隣施設の状況を閲覧資料でご確認く
ださい。

30 外構その他

入札説明書
等に関する
第２回質問
への回答

要求水準書
質問No.11

回答で、外部照明のルクス数を「車路は10(lx)、車室は
3(lx)、駐輪場は10(lx)以上としてください。」とあります
が、「安全・安心まちづくり推進要綱」照度基準に合わ
せられますか。

車室は2(lx)、駐輪場は3(lx)以上としてください。

31

維持管理及
び運営業務
のサービス
対価につい

て

事業契約約
款（案）

48頁 ⑤

令和4年4月8日付にて公表されました事業契約約款
（案）より、維持管理及び運営業務対価は、「原則とし
て、毎支払いに同額が支払われる」との記載が「原則と
して、事業者が提案する支払期毎の内訳に基づき支払
われる」に修正されております。この修正は、修繕業務
費以外の「維持管理費／警備保安業務費／運営費／
光熱水費」についても、事業者の提案による支払いを、
お認めいただけるとの理解でよろしいでしょうか。
【文書での回答でも可】

お見込みのとおりです。

32 工程表 様式集word 2～5
提案書書類として工事工程表を添付する場合、「仮設
計画概要図（指定枚数：適宜）」に含めて提出すること
は可能でしょうか。

可能です。

33
計画図面等
提案書類

様式集及び
作成要領

4頁
内観イメージパースはA３　４枚までとなっていますが、
枚数が４枚以内であれば、１枚のA３シートに複数の部
屋のパースを記載しても宜しいでしょうか。

可能です。

34
企業名の表

記
様式集word 6

「企業名を伏せて審査を行うため、副本分については、
表紙、背表紙、提出書類に～企業名及びロゴマーク等
を一切記載せず・・・」との記載から、正本は企業名を明
記、副本は匿名として作成・提出するとの理解で宜しい
でしょうか。

お見込みのとおりです。
また、令和4年2月25日公表の第1回入札説明書等に関する質問及び
意見への回答別表⑥No6もご参照ください。

（6／7）
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35 枚数制限 様式集 様式C-4
様式C-4は２枚の枚数制限であるが、項目ごとの記載
する分量は事業者提案に委ねられるか。

提案内容の項目ごとの記載する分量は事業者に委ねます。

36

様式J-2に
おける維持
管理必要の
記載方法に

ついて

様式集 J-2

１．維持管理費の経費において人件費を見込む際、そ
の人員が清掃や外構管理、警備などを兼務して行う場
合、業務別にその人員の費用を振り分ける必要がある
か、もしくはその人員が主に従事する業務にまとめて
計上しても良いか確認させていただきたい。
２．また、その人員が本施設とその他施設の両方で業
務を行う場合はどのように振り分けるべきか確認させ
ていただきたい。

１．業務ごとに費用は振り分けてください。
２．業務量等で按分して振り分けてください。

（7／7）


