
大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

36 入札説明書 1 4 実施方針

実施方針に対する「質問回答等」について、本入札説明書はこれら
を反映したものとありますが、事業契約書の定義上、「質問回答等」
は入札説明書と同等に扱われると考えてよろしいでしょうか。
また、入札説明書に対する質問・回答にて、修正・訂正されない限り
「質問回答等」は契約上有効な文書・内容であることを確認させてく
ださい。

入札説明書で定義した「質問回答等」とは、実施方針に対する質問
又は意見等及び回答であり、「事業契約書（案）」（資料－1）別紙２
No.52「事業契約書」及びNo.90「入札説明書等」の定義には含まれ
ません。そのため、実施方針に対する「質問回答等」が入札説明書と
同等に扱われるものではありません。

37 入札説明書 2 27
３_（４）_③_ウ福利厚生サー
ビス提供業務

本施設の完成・引渡しから入居予定官署が入居完了までにかかる想
定期間をご教示ください。

本施設の引渡から入居完了までは６ヶ月程度を想定していますが、
入居予定官署の入居に係る詳細な日程は、落札者決定後、事業者
と協議の上、国が決定します。

38 入札説明書 2 37
３_（５）民間収益事業を実
施する場合の条件

入居官署職員の福利厚生の充実や多様な働き方の支援のため、保
育園を誘致する場合に認可を得ることができますでしょうか？

民間収益事業の実現に必要な許認可については、事業者自ら取得
の見込を判断の上、提案して下さい。

39 入札説明書 4 4 ３_（７）事業期間等

本施設の引渡日を早めることは可能でしょうか。可能な場合、引渡し
日の翌日が維持管理・運営費の起算日と言う理解でよろしいでしょう
か。

事業者からの提案により引渡日を平成34年3月31日より早める場合
には、国と事業者の協議により引渡日を決定します。なお、引渡日を
早めた場合であっても、事業者は当該引渡日より維持管理・運営業
務の一部を実施する必要があり、また、それに伴って事業費の支払
方法（支払回数、時期等）を変更することは予定していません。

40 入札説明書 4 4
３_（７）_②今後のスケジュー
ル

平成３４年３月３１日が本施設の引渡予定日とありますが、事業者が
引渡予定日を早める提案を行った場合、国と協議の上本施設の引
渡予定日を前倒しすることは可能との理解でよろしいでしょうか。

引渡予定日の変更は不可です。引渡日の取扱いについては、No.39
の回答をご参照下さい。

41 入札説明書 4 15 ４_（１）_②_ア

構成員以外の株主が明らかになるタイミングは、ＳＰＣの立ち上げ時
点と考えてよろしいでしょうか。

第二次審査資料で出資する全ての株主及び株主構成（出資比率）
を明示して下さい。

42 入札説明書 4 31 ４_（１）_⑤

応募者を構成する企業の変更はせずに担当業務を変更することは
可能でしょうか。

競争参加資格確認後は、入札説明書 ６．（５）ただし書の場合を除
き、応募者の構成員又は協力企業の変更及び追加並びに携わる予
定業務の変更は認められません。

43 入札説明書 5 34 ４_（２）_⑤参加資格要件

「第一次審査資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、・・・
指名停止を受けていないこと。」とありますが、開札から事業契約締
結までの期間に指名停止を受けた場合でも事業契約は締結できると
の理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

44 入札説明書 20 12 １４_（１）_②入札書

「入札書は、記載要領に従い作成し、封かんのうえ」とありますが、代
理人が入札する場合、表封筒及び中封筒の封筒貼り付け部に代理
人の割り印を押印するとの理解でよろしいでしょうか。

封筒継ぎ目の箇所に押印する割り印は、代理人の割り印でなくても
構いません。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

45 入札説明書 20 13 １４_（１）_②入札書

表封筒に「支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 池田 豊人
宛」、「入札書在中の旨を朱書」、「親展」を記載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。

46 入札説明書 21 13 １４_（５）入札価格の記載

維持管理・運営費及びその他の費用については予算額が記載され
ていますが、施設整備費に関する予算額は公表されないのでしょう
か。

公表しません。

47 入札説明書 21 14 １４_（５）_入札価格の記載
予算額4,920百万円は、税抜で宜しいでしょうか。 維持管理・運営費、その他の費用に係る消費税等が含まれる税込金

額です。

48 入札説明書 21 16 １４_（５）項目別内訳

「消費税等」とありますが、「維持管理費、運営費、その他の費用」の
みに係る消費税という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

49 入札説明書 21 17 １４_（６）入札執行回数

2回目の入札執行は、国が指定する日時に行うとありますが、開札日
である平成29年11月24日以降となるということでしょうか。

ご理解のとおりです。

50 入札説明書 21 18 １４_（６）入札執行回数

「入札執行回数は、原則として２回を限度とする。」とありますが、２回
目の入札においても全ての入札参加者の入札価格が予定価格を超
えた場合には、再度公告を行うとの理解でよろしいでしょうか。

入札結果を踏まえて国が決定します。

51 入札説明書 21 24 15_（３）_①著作権

国は第二次審査資料の全部又は一部の使用に先立ち、内容につい
て入札参加者への確認を行うものと理解してよろしいでしょうか。

15.（3）③に基づき資料の一部を公開する場合については、ご理解の
とおりです。

52 (資料－１)事業契約書（案） 1 30 第５条_１秘密の保持

第１５条に基づき事業者が委任又は請け負わせる選定企業、及び、
第１７条、第４７条に基づき事業者が各選定企業をして委任又は請け
負わせる第三者は、必要な範囲において本契約と同等の秘密保持
義務を課して秘密情報を開示することは許され、国の事前の承諾は
不要との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

53 (資料－１)事業契約書（案） 3 4 事業の概要_第８条_第３項

「事業者は、引渡予定日の翌日（使用開始予定日）から本施設に係
る維持管理・運営業務を開始し」とありますが、使用開始予定日とは
日付がかわる平成３４年４月１日０時という事でしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、本施設の引き渡し当日の24時までは施
設整備業務の履行期限に含まれていることに留意して下さい。

54 (資料－１)事業契約書（案） 4 16 第１０条_３選定企業の変更

倒産等止むを得ない事由により選定企業を変更する必要が生じた
場合、入札説明書に規定される参加資格要件を満たし、かつ変更前
の選定企業と同等の能力を有すると一般的に認められる場合は、国
の承諾を得られるという理解でよろしいでしょうか。

個別具体の事象に応じて国が判断します。

55 (資料－１)事業契約書（案） 4 18
第１０条第４項 権利義務
の譲渡等

『本事業に関与することが適当でない者』とは、どのような状況となっ
た場合を想定されているのでしょうか。

選定企業等に適格性を欠くような状況等が生じた場合に、個別具体
の事象に応じて国が判断します。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

56 (資料－１)事業契約書（案） 7 7 第１６条_３

「事業者は、維持管理企業をして、維持管理業務の全部又は主体的
部分を一括して第三者に委任させ、又は請け負わせてはならない」
とありますが、主体的部分とは具体的にどのような部分かご教示くだ
さい。

維持管理業務に係る総合的な企画及び業務遂行の管理です。

57 (資料－１)事業契約書（案） 7 12 第三者の使用

業務の委任又は請負内容のわかる契約書案の提示を求められてお
りますが、業務内容の確認ができれば良いと考えてよろしいでしょう
か。

原文のとおり契約書案全体を提示して下さい。

58 (資料－１)事業契約書（案） 7 15
第17条（各業務における第
三者の使用等）

国に提示する第三者との契約書（案）は、構成員企業等の固有のノ
ウハウ及び守秘義務事項となりますので、金額については黒塗りす
る等して非開示とさせていただくことでよろしいでしょうか。

金額を非開示とせず提示して下さい。合わせてNo.57の回答をご参
照下さい。

59 (資料－１)事業契約書（案） 7 29
第１７条第３項一号 各業
務における第三者の使用
等

『その他特別な事情』とはどのような事情を想定しているのでしょう
か。

特殊な技術、機器又は設備等（以下「特殊技術等」）を必要とする事
で、特殊技術等を有する者と下請負契約を締結しなければ契約の目
的を達することができないことや、その下請負業者でなければ目的を
達することが困難となることが明らかな場合を想定しています。

60 (資料－１)事業契約書（案） 8 34
事業者の総括代理人_第１
９条_第１項

「事業者は、総括代理人を置き」とありますが、現地に常駐することを
想定されているのでしょうか。

「業務要求水準書」（資料－２）第３章.第１節４.に係る要求水準を満
たす限り、総括代理人及び総括代理人直属のスタッフが常駐するか
どうかは事業者の提案に委ねます。

61 (資料－１)事業契約書（案） 10 24 第２６条_１許認可の取得

事業者が合理的に予期することのできない新たな許認可の取得に
かかる費用については、国の負担との理解でよろしいでしょうか。

「事業契約書（案）」（資料－1）第26条第1項のとおり、本事業を実施
するために必要となる一切の許認可の取得は事業者の費用負担が
原則です。ただし、法令等の変更等に起因し、新たな許認可の取得
等の必要性が生じた場合における費用負担は事業契約書（案）第35
条第4項各号の規定に従います。

62 (資料－１)事業契約書（案） 11 11
第２７条
保険の付保等

「保険契約締結後直ちに国に提示」とありますが、保険契約締結後
直ちに付保証明書を提出し、保険証券ができ次第原本証明付き写
しを提出するという手続きでよろしいでしょうか。保険証券が出来上
がるまでに1～2ヶ月程度の時間を要することから、念のため確認い
たします。

よろしいです。

63 (資料－１)事業契約書（案） 11 22 第２１条_３

「事業者は、別紙４の定めるところにより自らの業績等を確認し、国に
報告する」とありますが、事業者が報告する先は、第１８条に定める監
視職員という認識で宜しいでしょうか。

「事業契約書（案）」（資料－1）第18条第1項に基づき、国が監視職員
を置いた場合は、監視職員を経由して国に報告することとなります。

64 (資料－１)事業契約書（案） 11 30
第30条_物価等の変動に基
づく本件工事費の改定_第
１項

「一 特別な要因により、主要な工事材料の日本国内における価格
に著しい変動を生じ、本件工事費が不適当となった場合」の具体的
な取り扱いは、「公共工事標準請負契約約款」第２５条第１項から第
５項に準拠するものと理解してよろしいでしょうか。

「公共工事標準請負契約約款」第25条第1項から第5項までは本事
業には適用しません。「事業契約書（案）」（資料－1）第30条の規定
に従います。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

65 (資料－１)事業契約書（案） 11 30
第３０条_１本件工事費の改
定

事業契約締結の日から１２月を経過した後に日本国内における賃金
水準又は物価水準の変動により建設工事費が不適当となった場合
も、本件工事費の変更を相手方に請求して協議できるとしていただ
けませんでしょうか。

原文のとおりとします。

66 (資料－１)事業契約書（案） 11 31
第３０_１項_条物価等の変
動に基づく本件工事費の
改定

国又は事業者は、本契約の締結日から引渡日の前日まで本件工事
費の変更を請求して協議できるとありますが、具体的な工事費の変
更要件を明示いただけますでしょうか。

本事業に対する影響の重要性を客観的に認めつつ、具体の事象を
見極めて判断するものであり、一律に判断要件等を明示することは
予定していません。

67 (資料－１)事業契約書（案） 11 32
第３０条_１本件工事費の改
定

「本件工事費の変更を相手方に請求して協議することができる」とあ
りますが、工事費変更に伴って生じる合理的な費用も国が負担する
との理解でよろしいでしょうか。

合理的な増加費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。

68 (資料－１)事業契約書（案） 12 24
第３２条_２要求水準の変更
による措置

「合理的な増加費用」には合理的な金融費用が含まれるとの理解で
よろしいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。

69 (資料－１)事業契約書（案） 13 13 第３３条_４

事業者が事業費の範囲において負担することが明らかに適当でな
いと認められる部分については、国が負担する」とありますが、例え
ばどのような事例をお考えでしょうか。

個別具体の事象に応じて国が判断します。

70 (資料－１)事業契約書（案） 13 16
第３４条_１第三者に生じた
損害

「通常避けることのできない騒音・・・等の理由により第三者に損害を
及ぼした場合を含む。」とありますが、「通常避けることのできない騒
音・・・等の理由により第三者に損害を及ぼした場合は含まない。」に
文言を変更いただけませんでしょうか。

原文のとおりとします。

71 (資料－１)事業契約書（案） 13 16
第３４条第１項 第三者に
生じた損害

公共工事標準請負契約約款では、騒音、振動、地盤沈下、地下水
の断絶等の事象については、受注者が善良な管理者としての注意
義務を果たしていた場合、発注者がその損害を負担する事と規定さ
れております。本契約においても、上記事象については事業者が善
管注意義務を果たしていた際の、第三者への損害の賠償は発注者
の負担として頂く事はできないでしょうか。

No.70の回答をご参照下さい。

72 (資料－１)事業契約書（案） 13 16 第３４条

通常避けることのできない騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断
絶、大気汚染、水質汚染、悪臭、電波障害又は交通渋滞等の理由
により第三者に損害を及ぼした場合を含むとありますが、このような
「通常避けることのできない」リスクは善良な管理義務を事業者を果
たしていても通常避けることが出来ないため、リスク分担として不適切
と考えますので条文の修正をお願い致します。

No.70の回答をご参照下さい。

73 (資料－１)事業契約書（案） 14 1
第３５条_４法令変更による
措置

「合理的な増加費用」には合理的な金融費用が含まれるとの理解で
よろしいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

74 (資料－１)事業契約書（案） 14 28
第３６条_２不可抗力による
措置

「合理的な増加費用」には合理的な金融費用が含まれるとの理解で
よろしいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。

75 (資料－１)事業契約書（案） 17 2 第４４条_３近隣対策

「合理的な増加費用」には合理的な金融費用が含まれるとの理解で
よろしいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。

76 (資料－１)事業契約書（案） 17 9
第４５条_１引渡し等の遅延
又は変更に伴う措置

「合理的な増加費用」には合理的な金融費用が含まれるとの理解で
よろしいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。

77 (資料－１)事業契約書（案） 17 32 第46条_調査_第４項

事業者が自ら又は施設整備業務に係る選定企業をして、事業敷地
における地盤調査を行った結果、【参考資料２－７】「地盤関連資料」
から想定した提案時の設計から変更が生じ、入札時の施設整備費
から増となる場合も、事業契約書第46条第4項に準拠し、国は、合理
的な範囲内の増加費用を負担するものと解釈して宜しいでしょうか。

提案時の想定から変更が生じただけで、国が合理的な増加費用を
負担することはありません。「事業契約書（案）」（資料－1）第46条第４
項及び第5項に規定のとおり、入札説明書等で規定されていなかっ
たこと又は入札説明書等で規定されていた事項が事実と異なってい
たことにより、事業者に著しい増加費用が発生した場合に限り、国は
合理的な範囲内で当該費用を負担します。

78 (資料－１)事業契約書（案） 18 4 第４６条_５調査

「合理的な範囲内の増加費用」には合理的な金融費用が含まれると
の理解でよろしいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。

79 (資料－１)事業契約書（案） 18 10
第４７条第１項 調査におけ
る第三者の使用等

『当該契約書の主たる内容を変更しようとするときも同様とする。』との
記載がありますが、どのような事項が「主たる内容」にあたるのでしょう
か。

第三者に委託する業務内容や委託金額、リスク分担に影響する契約
条文等が該当します。

80 (資料－１)事業契約書（案） 19 35
第５２条第２項四号 建設
業務の実施

『真にやむを得ない理由』とは、どのような理由を想定されているので
しょうか。

個別具体な事由に応じて国が判断します。

81 (資料－１)事業契約書（案） 20 1
第５２条第２項五号 建設
業務の実施

『技術者が出産、育児、介護のための、』との記載がありますが、その
ままでは意味が通じません。『介護のため』の誤記でしょうか。もしくは
後に続く何らかの文章が欠落しているのでしょうか。

「介護のための、」を「介護のため、」に訂正します。

82 (資料－１)事業契約書（案） 20 33 第５４条_４実施工程表

出来高予定よりも進捗している状況においても（遅延している状況で
はなくても）、５％超の変動が生じた場合には理由が必要となるので
しょうか。

ご理解のとおりです。

83 (資料－１)事業契約書（案） 21 12
第５７条第１項 重点的な
確認

『主要な工程に係る工事の終了時』とは具体的にどのような時点を想
定されているのでしょうか。

重点的な確認の実施時期は、事業契約締結後に施工の状況等の具
体的状況が明確になるに従って、国から事業者に示します。

84 (資料－１)事業契約書（案） 23 20 第６３条_２引渡し

「引渡受領書」は、引渡日当日に事業者に交付されるとの理解でよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

85 (資料－１)事業契約書（案） 23 32 第６５条_１瑕疵担保

瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要する場合は、
民法第６３４条１項但書に従い、国は事業者に修補請求できないとの
理解でよろしいでしょうか。

事業者に対する瑕疵の措置は、個別具体の事象を踏まえて、法令及
び「事業契約書（案）」（資料－1）の規定に従い国が判断します。

86 (資料－１)事業契約書（案） 24 27
管理統括責任者等_第６７
条

管理統括責任者を常駐させる場合、維持管理又は運営業務に直接
作業に携わる人材とは別に配置する必要はあるのでしょうか。又は
事業者提案で判断して良いのでしょうか。

「業務要求水準書」（資料－２）第５章.第１節３.に係る要求水準を満
たす限り、兼務することは可能です。

87 (資料－１)事業契約書（案） 25 7 第68条（図面等の貸与）

第3項において貸与図面の更新について定められていますが、これ
は例えば年度毎等の一定期間毎に更新を行い、最終年度の引渡し
時に製本したものを国に渡せばよいとの理解でよろしいでしょうか。

図面の更新は、業務要求水準書第5章第1節5．（10）ａ．（ｂ）に基づき
資料を作成して下さい。
また、更新した図面は、同第5章第1節5．（11）ａ．（ｄ）に基づき、事業
終了時に国に提出し確認を受けるものとします。なお、体裁は提出前
に国と協議して下さい。

88 (資料－１)事業契約書（案） 26 6 第７２条

国に対して提出しなければならない」とありますが提出は第１８条に
定める監視職員という認識で宜しいでしょうか。

「事業契約書（案）」（資料－1）第18条第1項に基づき、国が監視職員
を置いた場合は、監視職員を経由して国に報告することとなります。

89 (資料－１)事業契約書（案） 26 18
第７３条_第３項_二国の帰
責事由による損傷

「国の帰責事由により損傷した場合には、国が復旧の費用を負担す
る。」とありますが、「国の帰責事由」には、入居官署の責めに帰すべ
き事由も含まれるとの理解でよろしいでしょうか。

事象にもよりますが、原則として原因者が負担するものとします。

90 (資料－１)事業契約書（案） 26 20
第７３条
本施設の損傷

「前各号に該当しない場合」には、帰責者が不明の場合も含むとの
理解でよろしいでしょうか。事業者に帰責事由がないことを前提にお
尋ねします。

「事業契約書（案）」（資料－1）第73条第3項のとおり、第1号から第3
号までのいずれにも該当しない場合はご理解のとおりです。

91 (資料－１)事業契約書（案） 26 20
第７３条
本施設の損傷

来庁者による施設損傷（汚損、小破損を含む）は、国の負担との理解
でよろしいでしょうか。事業者に帰責事由がないことを前提にお尋ね
します。

本事業の業務範囲に含まれていない本施設の改修等が必要な場合
は、ご理解のとおりですが、本事業の維持管理業務に含まれている
清掃業務や修繕業務で対応すべき内容の場合は、事業費の中で事
業者が実施することになります。

92 (資料－１)事業契約書（案） 26 20
第７３条_第３項_四前各号
に該当しない場合

「前各号に該当しない場合には、国が復旧の費用を負担する。」とあ
りますが、来庁者や別途工事業者の帰責事由による損傷や、帰責者
が特定できない損傷の場合は国が費用を負担するとの理解でよろし
いでしょうか。

No.90及びNo.91の回答をご参照下さい。

93 (資料－１)事業契約書（案） 26 27 庁舎管理室等の原状回復

原状回復の対象となる範囲は、内装に限ると考えてよろしいでしょう
か（備付設備等については計画修繕の範囲と思料）。また、経年劣
化によるものであれば原状回復対象にあたらないと考えてよろしいで
しょうか。

前段については、改変した範囲を原状回復の対象とします。
後段の経年劣化については、業務要求水準書第5章第1節1．（1）
ｃ．及び同【添付資料5-7】「修繕に係る要求水準」を満たして下さい。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

94 (資料－１)事業契約書（案） 27 15
福利厚生諸室等の使用_第
７６条_第２項

「福利厚生諸室等を有償で事業者に対して使用させる」とあります
が、有償となる範囲、算出根拠となる計算式、単価などを教えてくだ
さい。

「業務要求水準書」（資料－２）第５章.第３節３.（１）①d.をご参照下さ
い。なお、使用料については、「行政財産を使用又は収益させる場
合の取扱いの基準について（昭和33年1月7日蔵管第1号）」に基づ
き、国が設定します。また、参考となる使用料については、平成29年7
月5日に公表した「大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業参考使
用料（使用許可の場合）の公表について」を参考にして下さい。

95 (資料－１)事業契約書（案） 27 15
第76条（福利厚生諸室等
の使用）

福利厚生諸室の施設使用料について、「実施に関する方針に対す
る質問と回答」のNo.7において算定の基準となる考え方について回
答がありましたが、これでは具体的な使用料を想定するのが困難で
す。福利厚生諸室の具体的な内容や収支は、原則として提案時まで
に方針を決定して提出を行いますので、引渡しの前年度に当初の想
定と大きく異なる使用料を国側より求められた場合には対応すること
ができません。そのため施設使用料については、事業者が提案時に
示す使用料を根拠として決定していただけないでしょうか。

福利厚生諸室に係る使用料については、平成29年7月5日に公表し
た「大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業参考使用料（使用許
可の場合）の公表について」を参考にして下さい。

96 (資料－１)事業契約書（案） 28 19
第７９条_７施設整備費の支
払

「合理的な増加費用」には合理的な金融費用が含まれるとの理解で
よろしいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。

97 (資料－１)事業契約書（案） 31 1
第88条（民間収益事業の
終了）

事業期間終了まで民間収益事業を継続する予定ですが、第88条第
2項に記載の「合理的な理由」とは、福利厚生サービス業務の事業収
支が赤字になる場合も含まれるという理解でよろしいでしょうか。

福利厚生サービス提供業務の事業収支が赤字になる場合について
は、民間収益事業の終了の合理的な理由にはあたりません。

98 (資料－１)事業契約書（案） 31 3
第88条（民間収益事業の
終了）

民間収益事業を終了させる場合の違約金について記載があります
が、これは消費税込の記載でしょうか、あるいは別でしょうか。

消費税及び地方消費税を含みます。

99 (資料－１)事業契約書（案） 31 3
第８８条_第３項民間収益事
業の終了

民間収益事業を複数実施する場合、違約金は民間収益事業全体で
はなく、終了する民間事業者の総売り上げ等に係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。

100 (資料－１)事業契約書（案） 33 1 第８９条_２_一国の解除権

事業者の全株式を譲渡させる場合には、あらかじめ事業者を通じて
融資金融機関と協議いただけるとの理解でよろしいでしょうか。

「事業契約書（案）」（資料－1）附則第2条に基づき、国と融資団（金
融機関等）との間で直接協定書を締結する場合は、当該協定におい
て協議方法を含む必要事項を定める予定です。

101 (資料－１)事業契約書（案） 33 4 第８９条_２_二国の解除権

事業者の本契約上の地位を譲渡させる場合には、あらかじめ事業者
を通じて融資金融機関と協議いただけるとの理解でよろしいでしょう
か。

「事業契約書（案）」（資料－1）附則第2条に基づき、国と融資団（金
融機関等）との間で直接協定書を締結する場合は、当該協定におい
て協議方法を含む必要事項を定める予定です。

102 (資料－１)事業契約書（案） 34 7
第９３条_二事業者の帰責
事由による契約解除の効
力

出来形部分には、出来形を構築する上で必要であった費用（事前調
査費、会社経費、資金調達費用等）も合理的な範囲で含まれるとの
理解でよろしいでしょうか。

ご質問のような各種費用については、当該出来形に至るまでに不可
欠と認められる合理的な範囲で出来形の対象となります。具体的な
取り扱いについては、事業者と協議の上、国が決定します。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

103 (資料－１)事業契約書（案） 34 10
第９３条第１項三号 事業
者の帰責事由による契約
解除の効力

『当該出来高部分に相応する代金』には、契約解除時点までに事業
者が支出した埋蔵文化財調査費用や、事業者の開業に伴う諸費用
や事業者の運営費といった施設整備に関する支出済みの初期投資
費用は含まれるのでしょうか。

No.102の回答をご参照下さい。

104 (資料－１)事業契約書（案） 34 32
第９４条_２_二国の任意によ
る又は国の帰責事由による
契約解除の効力

出来形部分には、出来形を構築する上で必要であった費用（事前調
査費、会社経費、資金調達費用等）も合理的な範囲で含まれるとの
理解でよろしいでしょうか。

ご質問のような各種費用については、当該出来形に至るまでに不可
欠と認められる合理的な範囲で出来形の対象となります。具体的な
取り扱いについては、事業者と協議の上、国が決定します。

105 (資料－１)事業契約書（案） 35 16
第９５条_二法令等の変更
等又は不可抗力等による
契約解除の効力

出来形部分には、出来形を構築する上で必要であった費用（事前調
査費、会社経費、資金調達費用等）も合理的な範囲で含まれるとの
理解でよろしいでしょうか。

ご質問のような各種費用については、当該出来形に至るまでに不可
欠と認められる合理的な範囲で出来形の対象となります。具体的な
取り扱いについては、事業者と協議の上、国が決定します。

106 (資料－１)事業契約書（案） 35 18
第９５条_第１項_三出来形
代金

不可抗力による本施設の引渡し前の契約解除の場合で、不可抗力
により建設中の建物が倒壊したことにより出来形部分が存在しない
時でも、それまでに要した工事費相当額をお支払いいただけるとの
理解でよろしいでしょうか。

ご質問の場合には、出来形として認められません。

107 (資料－１)事業契約書（案） 36 17 第９６条_第２項違約金

「維持管理・運営費及びその他の費用の残額の１０分の１に相当する
額を違約金」とありますが、この「維持管理・運営費及びその他の費
用」には、消費税等は含まないとの理解でよろしいでしょうか。

違約金算定時には、すべて消費税額及び地方消費税額を含めて算
定します。

108 (資料－１)事業契約書（案） 38 30
共用部備品の所有権移転_
第１０１条_第２項

「当該備品に係る事業費（運営費の内数）のうち、本契約終了時点に
残額を･･･」とありますが、残額の意味は具体的に何を想定されてい
るのでしょうか。

当該備品に係る事業費（運営費の内数）から、本契約終了時点での
事業者への既支払額を除いた額のことです。

109 (資料－１)事業契約書（案） 57 1
別紙６_３_（１）①施設整備
業務に関する損害負担

事業者が善良な管理者としての注意をしたものであり、かつ、不可効
力による損害が重大であると認められるものについては、国の全額
負担としていただけませんでしょうか。

原文のとおりとします。

110 (資料－１)事業契約書（案） 57 1
別紙６_３_（１）_①施設整備
業務に関する損害分担

「（事業者が不可抗力により保険金を受領した場合の当該保険金額
を除く。）」とありますが、事業者が受領する保険金額は、事業者の負
担額から充当するという理解でよろしいでしょうか。

原文のとおり、不可抗力で生じた追加費用及び損害額から事業者が
受領した保険金額を控除した、損害分担となります。

111 (資料－１)事業契約書（案） 57 12
別紙６_３_（２）①維持管理・
運営業務に関する損害負
担

事業者が善良な管理者としての注意をしたものであり、かつ、不可効
力による損害が重大であると認められるものについては、国の全額
負担としていただけませんでしょうか。

原文のとおりとします。

112
(資料－１－１)事業者等が付
す保険等

3 4
３維持管理・運営業務に係
る保険

火災保険や地震保険については、国にて付保されるという理解でよ
ろしいでしょうか。

本施設に対して国が火災保険及び地震保険を付保する予定はあり
ません。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

113
(資料－１－１)事業者等が付
す保険等

3 5
維持管理・運営業務に係る
保険

①第三者賠償責任保険について、維持管理企業又は運営企業の
企業包括賠償責任保険を以て、事業契約にて求められる保険に充
てることが可能と考えてよろしいでしょうか。

可能な場合、次のケースについて御教示ください。

②保険契約者は、「維持管理企業及び運営企業とする」とあります
が、各々の業務を請負う企業が異なる場合は、各企業が自業務範囲
の保険を付すとし、被保険者は「国、事業者、維持管理企業（または
運営企業）及びそのすべての下請負者」とすることで問題ないと考え
てよろしいでしょうか。

③維持管理業務または運営業務のうち、同一業務内において複数
の企業が担当する場合、交差担保・保険金額・自己負担条件を満た
す保険を各企業が付せば、被保険者範囲に他の企業が含まれなく
ても問題ないと考えてよろしいでしょうか。

①については、付保条件を満たすことを前提として、事業者の提案に
委ねます。②及び③については、ご理解のとおりです。

114
(資料－１－１)事業者等が付
す保険等

3 5
第３
維持管理･運営に係る保険

福利厚生サービス提供業務に関する保険については、独立採算に
て実施する業務のため、本資料の付保条件に拘束されず、事業者
の提案に任せるとの理解でよろしいでしょうか。

福利厚生サービス提供業務は運営業務に含まれますので、付保条
件を満たして下さい。その上で、その他の保険等を付保することは、
事業者の提案に委ねます。

115
(資料－１－１)事業者等が付
す保険等

3 24 ３_（７）付保条件

交叉責任担保はONE-WAYでよろしいでしょうか。 下請負者間を含む被保険者相互間の交叉責任担保として下さい。

116
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

4 14 重点的な確認

国による破壊検査について、その検査対象、破壊する範囲などの内
容については事前に協議いただけると考えてよろしいでしょうか。

「事業契約書（案）」（資料－1） 第57条第2項の規定に従います。

117
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

4 14 重点的な確認

国による破壊検査については、施設整備期間中のみであり、引渡後
の維持管理運営業務期間中は実施しないものと考えてよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

118
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

6 8
施設整備に係る未達成に
よる減額

なお書きにおいて、「維持管理・運営費及びその他の費用もあわせ
て減額等を行うことができる」とありますが、当該記述の主旨は、違約
金等を維持管理運営業務対価から減額できるとの意味ではなく、例
えば計画時に整備される予定であった設備が設置されないことによ
る当該設備の点検費の削減など、管理仕様分の対価の減額を指し
ていると考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
施設整備に係る提案等の未達成に伴い不要となる維持管理・運営
費及びその他の費用の減額を想定しています。

119
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

6 32
第３章_２_（２）減額算定並
びに罰則点付与のための
区分

福利厚生サービス提供業務は独立採算につき対価を受領しており
ませんが、業務不履行の場合は「その他の費用」が減額されるので
しょうか。

ご理解のとおりです。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

120
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

7 1
レイアウト変更対応業務費
の減額

「業務量の実績に応じた変更後の費用に対して」とありますが、業務
量の実績に関する定義・詳細、及び費用変更方法について御教示
下さい。

「事業費の算定及び支払方法」（資料－１－３）第２. ３. （２）をご参照
下さい。

121
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

7 4
表１．支払区分及び対象と
なる事象

サービス購入費の支払区分及び対象となる事象の中に民間収益施
設の記載がないことから、民間収益施設に係る減額並びに罰則及び
功績点の付与は対象外と理解して宜しいでしょうか？

ご理解のとおりです。

122
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

7 16
２_（２）_表１．支払区分及び
対象となる事象

「福利厚生サービス提供業務における要求水準未達成」が減額等の
対象となっていますが、当該業務は独立採算でありサービス対価が
ないため、減額等の対象外としていただけませんでしょうか。

原文のとおりとします。

123
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

7 20 その他費用の支払い区分

業務不履行支払区分の対象事業で減額等を受けた場合、その他の
費用の支払い区分についてもあわせて減額するとありますが、その
他費用はＳＰＣを存続させるために必要な経費を含んでおります。当
該措置はＳＰＣを不安定にさせる措置ですが、御主旨を伺いたいほ
か、当該内容の削除について御再考をお願い致します。

事業者には責任ある事業主体として各業務を適切に管理し、各選定
企業を統括する役割が、経営管理に関する要求水準として求められ
ており、要求水準の未達による業務不履行が発生した事象をもって、
経営管理に関する要求水準も未達と判断して、事業者の運営費や
利益を構成する「その他の費用」を減額するため、原文のとおりとしま
す。

124
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

7 34
第３章_２_（３）_②重大な事
象に対する減額

業務不履行支払区分について減額する場合、さらにその他の費用
の支払区分についても重ねて減額することは過重と考えられることか
ら、減額する対象は業務不履行支払区分のみとしていただけません
でしょうか。

No.123の回答をご参照下さい。

125
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

8 9
第３章_２_（３）_⑤重大な事
象に対する減額

該当する業務の維持管理・運営費相当額については、業務不履行
が改善又は復旧されるまで留保されるものであり、当該改善又は復
旧が確認された場合には直ちに支払われるとの理解でよろしいで
しょうか。

国は、業務不履行期間に係る、当該業務不履行部分の維持管理・
運営費相当額及び当該業務不履行部分に関連して不完全履行又
は履行不能となる業務部分の維持管理・運営費相当額は支払いま
せん。

126
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

8 28
第３章_２_（４）_②重大な事
象以外の事象の評価

業務不履行支払区分について罰則点を付与する場合、さらにその
他の費用の支払区分についても重ねて罰則点を付与することは過
重と考えられることから、罰則点を付与する対象は業務不履行支払
区分のみとしていただけませんでしょうか。

No.123の回答をご参照下さい。

127
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

9 5
第３章_２_（４）_③重大な事
象以外の事象の評価

該当する業務の維持管理・運営費相当額については、業務不履行
が改善又は復旧されるまで留保されるものであり、当該改善又は復
旧が確認された場合には直ちに支払われるとの理解でよろしいで
しょうか。

No.125の回答をご参照下さい。

128
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

9 15 ２_（５）_①評価の対象

評価の対象となるエネルギー使用量の算出範囲は、各官署、民間
収益施設を含め、本施設全体となるのでしょうか。

ご理解のとおりです。

129
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

9 21
３_２_（５）_②ベンチマークの
設定

ベンチマークの設定については、福利厚生諸室及び民間収益施設
はベンチマーク設定の対象外と言う理解でよろしいでしょうか。

No.128の回答をご参照下さい。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

130
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

9 32 ３_２_（５）_④判断基準

「事業者の責に帰す事由により」との記載がありますが、事業者の責
に帰す事由か否かは、どのような基準をもって判断するのでしょうか。

事業者の帰責事由に当たらないことは、事業者がエネルギー使用量
等の超過又は減少の原因が特定できるようなデータの収集・分析等
を行い、証明する必要があります。

131
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

10 7
第３章_２_（５）エネルギー使
用量等の評価

「罰則点については、当期（各事業年度下半期）に計上することと
し、･･･」とありますが、功績点についても同様に、当期（各事業年度
下半期）に計上するものと理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

132
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

10 21

第３章_２_（７）支払区分毎
の当期の減額が当期の支
払区分の対価を超えた場
合

「均等に」減額する、とは、該当支払区分以外の支払区分数で除し
て、各支払区分それぞれについて同額を減額する、との理解でよろ
しいでしょうか（維持管理・運営費の金額按分ではないとの理解でよ
ろしいでしょうか。）。

ご理解のとおりです。

133
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

10 24
第３章_２_（６）_①罰則点の
有効期間

罰則点の有効期間について「当期及び前２期の支払期間に付与さ
れた罰則点を累計する」とは、当期１年間＋過去２年間の計３年間に
亘って累計されるという事でしょうか。

「業務不履行を確認した期の支払期」を「当期」としていますので、罰
則点の有効期間としては、1年半累積することになります。

134
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

10 24
第３章_２_（６）_①罰則点の
有効期間

罰則点の有効期間について「当期及び前２期の支払期間に付与さ
れた罰則点を累計する」とは、例えば上期に罰則を受けた場合、上
期＋前年度上期・下期のトータル１年半という事でしょうか。

ご理解のとおりです。

135
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

10 24

第３章_２_（７）支払区分毎
の当期の減額が当期の支
払区分の対価を超えた場
合

「均等に」減額する、とは、維持管理・運営費の各支払区分数で除し
て、各支払区分それぞれについて同額を減額する、との理解でよろ
しいでしょうか（維持管理・運営費の金額按分ではないとの理解でよ
ろしいでしょうか。）。

No.132の回答をご参照下さい。

136
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

10 25

第３章_２_（７）支払区分毎
の当期の減額が当期の支
払区分の対価を超えた場
合

施設整備費の留保は、支払区分毎の当期の減額が当期の支払区
分の対価を超えた場合のみ、業務不履行が継続している期間中に
行われ、超えない場合（減額相当額が維持管理・運営費の範囲内と
なっている場合）には当該留保は行われないとの理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

137
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

11 10
第３章_２_（６）_③相殺後の
罰則点による減額方法

「各支払区分の累計罰則点」とは、ｐ7_表1支払区分及び対象となり
事象の支払区分「点検保守等業務費」「清掃業務費」「修繕業務費」
「レイアウト変更対応業務費」「運営業務費」「その他の費用」の６つの
業務ごとに罰則点が累計されることを意味しているのでしょうか。

ご理解のとおりです。

138
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

11 25
２_（７）支払区分毎の当期
の減額が当期の支払区分
の対価を超えた場合

「年度末には留保している施設整備費を支払うものとする」とあります
が、各年度下期分の施設整備費の支払の留保はないとの理解でよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

139
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

11 28
３_２_（８）事業期間の最終
年度における罰則点の扱
い

事業最終年度において、罰則点と功績点の相殺後に功績点が残っ
た場合は、功績点に対するインセンティブフィー等が事業者に支給
されるのでしょうか。支給される場合は、その計算方法をご教示くださ
い。

功績点に対するインセンティブフィーの支給はありません。

140
(資料－１－２)業績等の監視
及び改善要求措置要領

13 28
第４章_別紙_重大な故障の
具体例

具体例：ガス及び給湯給排水設備機能の停止について、「ガス漏
れ、水漏れ」で「ガス漏れによる避難勧告発令、執務不能、機材・書
類等への被害」とありますが、地震によりガス漏れや排水整備の配管
に影響がでることも考えられます。また他の事例でも落雷による停電
の影響により執務不能になる場合も想定されます。
重大な事象となる判断基準には、不可抗力による事象も含まれるの
でしょうか。

重大な事象となる判断基準は、事業契約の締結後、事業者の作成
する素案に基づき、国と事業者で協議の上、国が定めます。
なお、地震や落雷等の不可抗力により重大な事象が発生した場合
は、減額又は罰則点の対象とはしません。

141
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

3 11 第１_２_表１_引込負担金

３回線スポットネットワーク受電方式、本線予備線２回線受電方式そ
れぞれの電力引込負担金を提示願います。

電力事業者に照会して下さい。

142
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

3 11 第１_２_表１_引込負担金
それぞれ通信事業者の引込負担金を提示願います。 通信事業者に照会して下さい。

143
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

5 13 第２_３_（１）_①
施設費の支払方法は、いわゆる元金均等払いとの理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

144
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

5 20 ３_（１）_①施設費

埋蔵文化財調査費用については、想定する調査エリア外での調査
が必要となった場合は、費用と工期は別途精算と考えてよろしいで
しょうか。

「事業契約書（案）」（資料－１）第46条第4項第5項の規定に従いま
す。

145
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

5 22
３_（１）_①埋蔵文化財調査
に関連する工事費

「埋蔵文化財調査に関連する工事費」の内訳項目及び金額をご提
示いただけませんでしょうか。「機械掘削（根切り）、調査掘削、残土
運搬・処分、購入土による埋戻作業及び土留用シートパイルに係る
工事」を事業者自ら実施した場合の金額と比較したいと考えておりま
す。

「業務要求水準書」（資料－２）の【参考資料２－６】「埋蔵文化財の調
査範囲」に基づき積算した金額であり、入札価格には国が指定する
費用を見込んで下さい。

146
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

5 23
３_（１）_①埋蔵文化財調査
に関連する工事費

「機械掘削（根切り）、調査掘削、残土運搬・処分、購入土による埋戻
作業及び土留用シートパイルに関わる工事については、事業者自ら
実施することもできる。」とありますが、「埋蔵文化財調査費用」の内
訳を国に提示いただき、当該工事を事業者自らが実施した方が安価
となる場合は、「埋蔵文化財調査費用」の総額金額を変更して入札
金額に入れても良いとの理解でよろしいでしょうか。

原文のとおりとします。
合わせてNo.145の回答をご参照下さい。

147
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

5 25 第２_３_（１）_①

埋蔵文化財調査費用の総額が379,610,900円を超過する場合、超
過分についても国に負担いただけるとの理解でよろしいでしょうか。

埋蔵文化財調査費は、要求水準に示す範囲内における、公益財団
法人大阪府文化財センターへの調査委託費を含めた埋蔵文化財調
査に必要な費用を全て含めた金額であり、実際の費用がこれを超え
る場合を想定していません。合わせてNo.144の回答をご参照下さ
い。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

148
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

5 26 ３_（１）_①施設費

「「埋蔵文化財調査費」として、総額379,610,900円（税抜）を入札価
格に見込むこと。」とありますが、事業費の算定及び支払方法（案）に
て記載されていた「総額393,335,000 円（税抜）」から13,724,100円減
額されている理由をご教示ください。

埋蔵文化財調査費用における委託費に相当する金額を除き、事業
者が自ら実施することもできる工事費に対して「特定事業選定の評価
に係る聞き取り調査」時のヒアリング結果を踏まえ、精査したためで
す。

149
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

6 6 ３_（１）_②割賦手数料

基準金利は平成３３年３月１日になっていますが、本施設の引渡予
定日は平成３４年３月３１日です。一般的には、融資実行は引渡日以
降になるため、金利確定日から１年以上のタイムラグがあり、当該期
間の金利変動リスクも事業費に織り込む必要があります。ついては、
事業費圧縮の観点からも金利確定日を引渡日の２営業日などに変
更していただけませんでしょうか。

原文のとおりとします。

150
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

6 30 維持管理・運営費

修繕業務費も事業期間に亘る定額延べ払いになるとの理解でよろし
いでしょうか。

ご理解のとおり、使用開始日以降事業期間わたり、各回同額を支払
います。

151
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

7 1
第２_３_（２）維持管理・運営
費

レイアウト変更対応業務費について入札価格に2,843,350円（税抜）
を含めることとありますが、１年間のかかった費用について2,843,350
円を超える場合又は下回る場合は、年度末の維持管理・運営費の
下期の支払日に精算されると考えてよろしいでしょうか。

変更事業契約を締結した上で、年度毎に業務量の実績に応じた対
価を翌年度の４月30日までに支払います。

152
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

7 2
第２_３_（２）維持管理・運営
費

レイアウト変更対応業務費は入札時は年度あたり2,843,350円（税
抜）を入札価格に含めることとありますが、指定される金額の算出根
拠を開示してください。

「業務要求水準書」（資料－２）の【参考資料５－６】に示すレイアウト
変更対応業務を想定に基づき積算した金額です。

153
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

7 4
第２_３_（２）維持管理・運営
費

レイアウト変更内容を年度毎に通知する。とありますが、想定される
通知の時期とレイアウト変更を実施する時期を教えてください。

通知時期及び実施時期はレイアウト変更の内容や入居官署の業務
状況によるため時期を定めることはできません。実施にあたっては、
国と事業者で事前に協議を行います。

154
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

7 4 レイアウト変更対応業務費

「レイアウトの具体的な変更内容を年度毎に通知する」とありますが、
参考資料5-6では想定される回数が年２回となっています。
通知は、２回分の作業計画をまとめて通知されるということでしょう
か。

必ずしもまとめて通知するわけではありません。合わせてNo.153の回
答をご参照下さい。

155
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

7 7 レイアウト変更対応業務費

変更事業契約を締結したうえで業務を実施するとありますが、見積提
出、実施条件の協議、契約締結を業務対象年度の開始前に実施
し、確定した支払金額も当該契約に反映させるとの理解でよろしいで
しょうか。

見積提出、実施条件の協議を行った上、業務対象年度に変更事業
契約を締結して業務を実施します。なお、当該変更事業契約には確
定した対価を反映します。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

156
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

7 7 レイアウト変更対応業務費

当該費用は入札時において固定されておりますが、業務要求水準
書、参考資料に記載されている業務内容からは業務量が年度毎に
変動するものと推察します。
業務量によっては、入札時における年度あたりの対価を超えて支払
う場合もあると考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

157
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

7 7 レイアウト変更対応業務費

実施方針に対する質問回答№204において、実際のレイアウト変更
に係る合計額を年度末に支払うことを想定しているとありますが、レイ
アウト変更業務のみ年１回の年度末払いということでしょうか。

ご理解のとおりです。

158
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

7 7 レイアウト変更対応業務費

業務量に応じて、入札時における年度あたりの対価を超えて支払う
ことがある場合、その額によっては、年度末の1回払いとすることによ
り事業者の負担となる場合（立替払いの発生）も起こり得ると想定され
ます。
支払い条件等について、他業務と同様に年２回払いとするなど御協
議させていただくことは可能でしょうか。

原文のとおりとします。

159
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

7 7
第２_３_(2)維持管理・運営
費

事務負担軽減のため、変更事業契約を締結に代えて、確認書等で
のご対応は可能でしょうか。

原文のとおりとします。

160
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

7 9
第２_３_(2)維持管理・運営
費

レイアウト変更対応業務の支払いは「第2_2.支払方法の基本的事
項」の支払時期とは異なり、年度末にお支払いいただけるのでしょう
か。

年度末を含む半期分の対価の支払時期である翌年度の４月30日ま
でに支払います。

161
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

8 4
３入札価格及び落札価格と
の関係

「消費税率については、第二次審査資料及び入札書の提出時の消
費税率を適用することとする。」とありますが、平成３１年１０月１日に
予定されている消費税率の１０％への引上げ（平成２８年８月２４日閣
議決定）を見込む必要はないとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

162
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

8 7
第３入札価格及び落札価
格との関係

「なお、「入札説明書 14 入札方法等」の（５）に記載した維持管理・
運営費、その他の費用に係る予算額は、予定価格を示すものではな
いことに留意すること。」とありますが、入札説明書21頁 14_（５）入札
価格の記載において「また、「算定及び支払方法」中、２．事業費の
内訳における維持管理・運営費、その他の費用については、下記に
示す予算額を上限とした内訳とすること。」とあります。示された予算
額は維持管理・運営費、その他の費用に係る予定価格であって、整
備費等も含めた事業全体の予定価格ではないという意味と理解して
よろしいでしょうか。

「入札説明書 14 入札方法等」の（５）に記載した金額は、維持管
理・運営費、その他の費用（消費税等を含む）に係る予算額（内訳の
上限）であり、維持管理・運営費、その他の費用に係る予定価格を示
すものではありません。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

163
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

8 9 ４事業費の内訳の算定

「事業費の内訳については、・・・金利確定日までに確定するものと
する。」とありますが、金利確定日（平成３３年３月１日）以降に要求水
準の変更などにより事業費が変更になる可能性がございます。平成
３３年３月１日以降に要求水準の変更などにより施設整備費の変更
があった場合、事業費の内訳も変更されるとの理解でよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

164
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

8 17 ５_１基本的な考え方

維持管理・運営費は、物価変動に基づく場合以外であっても、国及
び事業者の協議により毎年改定の可能性があるという理解でよろし
いでしょうか。

「事業契約書（案）」（資料－１）第29条の規定に基づく場合以外は想
定していません。

165
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

9 21 第３_③_１）

点検保守等業務費の使用する指数として「企業向けサービス指数」
が定められていますが、点検保守等業務には設備員の人件費が関
係する為、使用する指数としては不適切だと考えます。清掃業務費
と同じく点検保守等業務費についてもコスト要素は人件費が多くなる
ので「毎月勤労統計調査 賃金指数」の指標に修正をお願い致しま
す。

原文のとおりとします。

166
(資料－１－３)事業費の算定
及び支払方法

10 24 基準改定時の措置

基準改定が実施された年度の翌年度について、（計算例）を例にす
ると、下記の理解でよろしいでしょうか。

①平成36年度対価の改定（平成35年度における改定指標の評価・
改定）を行っていないため、平成37年度対価の改定は3ポイント未満
でも実施する

※計算例では 105-101>3 となっているが、変動幅に関わらず改
定を実施

②平成36年度対価の改定を実施した場合（35年度（旧基準）改定指
標の評価が3ポイント以上だったとする）で、36年度（新基準）改定指
標が3ポイント未満の場合（例えば35年度新基準指数が103とした場
合は 105-103<3 ）は、【前回改定年度の評価指標】を103として、平
成37年度対価の改定は行わない

ご質問の①については、基準改定が実施された年度に改定を行った
場合を除き、基準改定年度の翌年度に旧基準において前回改定時
の指標と基準改定年度の指標の変動幅に関わらず対価の改定を行
います。
②についてはご理解のとおりです。新基準における基準改定年度の
指標と基準改定年度の翌年度の指標の変動については、原則どお
り評価及び改定を行います。

167
(資料－１－４)国有財産無償
貸付契約書（案）

1 19 第４条_貸付期間

事業者は甲が引渡しを受けるまでの期間、つまり本事業の終了期間
までは土地を無償で借りることができることになるかと思いますが、民
間収益事業者だけが本事業終了後も延長して一部の土地を利用す
る場合の契約はどのようになるのでしょうか。

「国有財産無償貸付契約書（案）」（資料－1－4）第4条のとおり、貸
付期間は本施設の建設の目的が終了し、国（甲）に引渡すまでで
す。また第3条の事業契約の履行に必要な範囲とは、既存建物等の
解体撤去及び本施設の建設に必要な範囲を想定しており、民間収
益事業において、貸付物件の一部を使用する場合には、「民間収益
事業の実施条件」（資料-３）第２_２．（１）２）②又は同項（２）②の規定
に従います。

168
(資料－１－４)国有財産無償
貸付契約書（案）

2 21 第９条_実地調査等

乙が第6条、第7条第1項又は第2項、第8項・・・とありますが、第8項
は第3条の理解でよろしいでしょうか。

「第８項」を「第８条」に訂正します。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

169
(資料－１－４)国有財産無償
貸付契約書（案）

2 21 第９条 実地調査等

文章中『第８項』と記載がありますが、第８項まで存在する条文は本
資料の中にはございません。「第８条」の誤記載でしょうか。それとも
全く別の条文を参照すべき所が誤記載となっているのでしょうか。

No.168の回答をご参照下さい。

170
(資料－１－４)国有財産無償
貸付契約書（案）

2 29
第１０条第１項一号 違約
金

『（時価の１割）』における「時価」とは、何の時価を指すのでしょうか。 「国有財産無償貸付契約書（案）」（資料－1－4）第２条に規定する貸
付物件の時価のことです。

171
(資料－２)要求水準書 第２
章 事業の目的及び計画条
件

2‐1 13 １事業の目的

本事業の目的の１つとして「にぎわいの創出」という記載があります
が、閉庁日等に施設の一部をその目的に資する形で利用することは
可能でしょうか。また、その場合、施設使用料は必要となりますでしょ
うか。

個別具体の事象に応じて国が判断します。

172
(資料－２)要求水準書 第２
章 事業の目的及び計画条
件

2‐1 18 業務の概要

本事業には、各入居官署の現庁舎からの引っ越し移転業務は含ま
れていないとの理解でよろしいでしょうか。

ご質問の引っ越し移転は国が行います。なお、当該引っ越し移転は
国が別途行う事業ですので、事業者は、業務要求水準書第5章第1
節5．（9）ａ．に基づいた協力を行って下さい。

173
(資料－２)要求水準書 第２
章 事業の目的及び計画条
件

2‐2 6 ２_（２）_（ａ）

入居官署の入居スケジュールについて、いつからいつまでを想定し
ていますでしょうか。

№37の回答をご参照下さい。

174
(資料－２)要求水準書 第２
章 事業の目的及び計画条
件

2‐2 20
第２節_３_（２）ヘリコプター
の運行管理業務

非公共用ヘリポートの維持管理及びヘリコプターの離発着時の支援
は、本事業の業務範囲に含む。とありますが、ヘリポートの維持管理
と、ヘリコプター離発着時の支援の具体的な内容を開示してくださ
い。

前段については、業務要求水準書第5章第2節1．並びに同【添付資
料5-3】「定期点検等及び保守業務に係る要求水準」、同【添付資料
5-4】「運転・監視及び日常点検・保守業務に係る要求水準」及び同
【添付資料5-7】「修繕に係る要求水準」をご参照下さい。
後段については、前段の回答に加え、同【添付資料5-11】「庁舎運
用業務に係る要求水準」及び同【添付資料5-13】「ヘリコプター離発
着時の支援について」をご参照下さい。

175
(資料－２)要求水準書 第２
章 事業の目的及び計画条
件

2‐2 22 第２節_３_（３）_警備業務

本事業に含まれていない業務について、清掃業務は添付資料5-2
に明確になっておりますが、警備業務（機械警備を含む）については
確認できる資料が分かりませんでした。教えていただけますでしょう
か。

業務要求水準書【添付資料5-10】「警備業務に係る要求水準」の内
容欄「業務提供対象」の要求水準をご参照下さい。

176
(資料－２)要求水準書 第２
章 事業の目的及び計画条
件

2‐2 25
３_（３）_a本業務に含まれて
いない業務

「本施設の防犯・入退室管理設備の使用と連携に必要な情報の記
載及び連携作業」は本事業に含まれていないとのことですが、具体
的にはセキュリティカード等に対する個人情報や権限の入力というこ
とでしょうか。想定されている作業内容をご教示願います。

入居官署が独自に実施する警備業務（機械警備等）との連動設定、
ICカード等への個人情報入力及び権限設定等を、本事業に含まれ
ない業務と想定しています。

177
(資料－２)要求水準書 第２
章 事業の目的及び計画条
件

2‐2 30 自家発電装置の燃料

点検等における試運転時に消費する燃料についても「本事業に含ま
れていない業務」に含まれると考えてよろしいでしょうか。

定期的な点検及び維持すべき状態を確保するために必要な保守に
係るものは、事業に含みます。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

178
(資料－２)要求水準書 第２
章 事業の目的及び計画条
件

2‐2 32 第２節_３．_（６）

「緊急時の実際の使用により消費された自家発電装置の燃料の燃
料タンクへの補給」とありますが、事業者が燃料の補給を行った場合
には国に費用の請求が出来るという認識で宜しいでしょうか。

緊急時の実際の使用により消費された自家発電装置の燃料の燃料
タンクへの補給は、本事業に含みませんが、国の燃料補給実施方法
及び費用負担方法は、共に未定です。
よって、補給にあたっては、国の要請を受けた場合に行うものとしま
す。
合わせて№177の回答をご参照下さい。

179
(資料－２)要求水準書 第２
章 事業の目的及び計画条
件

2‐4 19
第４節_1.敷地条件_（２）敷
地面積

敷地面積 6,453.54㎡と記載されていますが、面積には敷地東側と
北側の歩道部分は含まないと考えてよろしいでしょうか

ご理解のとおりです。

180
(資料－２)要求水準書 第２
章 事業の目的及び計画条
件

2‐5 1
第４節_1.敷地条件_（６）事
業敷地の接道条件

南側：市道本町左専道路幅員22.0ｍと記載されていますが、東側、
北側の歩道に面する境界線は隣地境界線と考えてよろしいでしょう
か。その場合、東側、北側の歩道の所有者（管理者）は誰でしょうか。

前段については、ご理解のとおりです。
後段の所有者について、東側歩道については大阪府、北側歩道に
ついては北側半幅部分は地方独立行政法人大阪府立病院機構が、
国敷地に接する南側半幅部分は大阪府が所有しています。管理者
については大阪府、大阪府警察本部、地方独立行政法人大阪府立
病院機構大阪府立成人病センター、ならびに大阪重粒子線施設管
理株式会社が「大手前街区中通りの維持管理等に関する協定書」に
基づき、管理しています。

181
(資料－２)要求水準書 第２
章 事業の目的及び計画条
件

2‐5 3
第４節_２_周辺インフラ整備
状況

（1）～（6）までの項目について、インフラ図などの資料はございませ
んでしょうか。

各インフラ事業者に照会して下さい。

182
(資料－２)要求水準書 第２
章 事業の目的及び計画条
件

2‐5 9 （６）事業敷地の接道状況

南側：市道本町左道線幅員22.0ｍとあるが、（参考資料４－４）国が
行った事前協議の概要 にて認定道路：本町左線動線/東中学校北
通線幅員21.82とありどちらを正と考えたらよろしいでしょうか。

【参考資料4-4】「国が行った事前協議の概要」を正として、「市道本
町左専道線幅員22.0ｍ」を「本町左専道線/東中学校北通線幅員
21.82m」に訂正します。

183
(資料－２)要求水準書 第２
章 事業の目的及び計画条
件

2‐5 26
第４節_５_大阪府庁新別館
接続部分の状況

大阪府庁新別館接続部分の状況内容について、詳細については入
札参加者に示すとありますが、いつの段階で示されるのでしょうか。

【参考資料2-3】「大阪府庁新別館接続部既存図面」の図面が全てで
す。
要求水準書の内容を訂正します。

184
(資料－２)要求水準書 第２
章 事業の目的及び計画条
件

2‐6 17 第４節_１１_その他

テレビ電波障害机上検討エリア内受信形態調査資料は、入札参加
者に示すとありますが、いつの段階でしめされるのでしょうか。

一次審査通過者で誓約書等を添えている入札参加者に対し6月22
日より配布しています。
詳細は「資料-4 大阪第6地方合同庁舎（仮称）整備等事業 提出書
類の記載要領」ｐ6をご参照下さい。

185
(資料－２)要求水準書 第３
章 経営管理

3‐1 13
第１節_２.事業者に関する
事項

会計監査人の設置は任意という理解でよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。ただし、関係法令に基づき設置が求められる場
合は、会計監査人を設置して下さい。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

186
(資料－２)要求水準書 第３
章 経営管理

3‐2 9
第１節_４事業者による事業
の調整に関する事項

総括代理人、総括代理人直属スタッフは維持管理・運営業務を行わ
ない者を想定していますか。また、現地に常駐する必要があります
か。

前段については、総括代理人及び総括代理人直属のスタッフは、国
との連絡窓口となり緻密な連絡調整を行うなど、事業者による事業の
調整を適切に行うことができる者で、各選定企業が受任又は請け
負っている各業務を担当していない者を想定しています。
後段については、No.60の回答をご参照下さい。

187
(資料－２)要求水準書 第３
章 経営管理

3‐2 9
第１節_４事業者による事業
の調整に関する事項

総括代理人は用語の定義に記載がありませんが、どのような人物を
想定されていますか。

「事業契約書（案）」（資料－1）第19条及び別紙２ No.83をご参照下さ
い。

188
(資料－２)要求水準書 第３
章 経営管理

3‐2 10 １_４総括代理人
総括代理人は現地に常駐する必要は無いとの理解でよろしいでしょ
うか。

No.60の回答をご参照下さい。

189
(資料－２)要求水準書 第３
章 経営管理

3‐2 10
４総括代理人又は総括代
理人直属スタッフ

「総括代理人又は総括代理人直属スタッフ」は、施設整備期間、維
持管理期間等本事業のフェーズに応じて交代が可能との理解でよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

190
(資料－２)要求水準書 第３
章 経営管理

3‐2 11
第１節_４事業者による事業
の調整に関する事項

総括代理人は管理統括責任者を兼務できないとありますが、維持管
理・運営業務に携わるもので総括代理人を兼務することは可能で
しょうか。総括代理人及び総括代理人直属スタッフは維持管理・運
営業務の業務を兼務しない者を配置する必要があるのでしょうか。

維持管理・運営業務に携わる者は、総括代理人及び総括代理人直
属のスタッフを兼務することは想定していません。合わせてNo.186及
びNo.187の回答をご参照下さい。

191
(資料－２)要求水準書 第３
章 経営管理

3‐2 14 第１節_４．_（１）

「総括代理人及び総括代理人直属のスタッフを配置すること」とありま
すが、要求水準を満たせば必ずしも本施設に常駐する必要は無いと
いう認識で宜しいでしょうか。

No.60の回答をご参照下さい。

192
(資料－２)要求水準書 第３
章 経営管理

3‐4 17 中間計算書類等

11月末までに提出する書類については、「未監査」のものでも良いと
考えてよろしいでしょうか。

監査済みの中間計算書類等を提出して下さい。

193
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐3 23 １延面積

「（１）新庁舎及び附属家の延面積の合計は、表４-１「庁舎の規模」
に示す合計面積の９５％以上１００％以下とする。」とあり、面積に換
算すると46,788.2㎡以上、49,250.7㎡以下となります。ただし、（２）、
（３）、（４）、（５）の文章を満たすには、合計面積は48,142.125㎡以
上、49,250.7㎡以下となり、「表４-１「庁舎の規模」に示す合計面積
の９７.７５％以上１００％以下」となりますが、その理解でよろしいで
しょうか。

(1)～(4)については、要求水準書に示すとおりです。(5)については
以下の通り訂正します。
(5)表4-1「新庁舎の規模」に示す新庁舎の共用部分と附属屋の立体
駐車場の面積の内訳は、(1)を満たす範囲内において自由としてよ
い。

194
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐4 15 第３節_１_（９）

屋外に屋根付駐輪場を整備するとありますが、駐輪場を新庁舎内部
に設置しても宜しいでしょうか。

駐輪場は屋外に設置するものとします。ただし、公用駐輪場は新庁
舎内部に設置しても構いません。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

195
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐4 15
第３節_１.本施設の構成及
び規模（９）

「屋外に屋根付駐輪場（自動点灯・消灯式照明共）を整備し、「大阪
市自転車駐車場の附置等に関する条例（平成２８年３月１日改正 条
例第３０号）」に基づき駐輪台数を確保すること。」と記載されていま
すが、駐輪台数の内、添付資料2-2に記載の公用バイク1台・公用自
転車25台とその他の来客用自転車置場は一体の駐輪場として計画
してよろしいでしょうか。それぞれ別にする必要がある場合、各々を
木造とする必要がありますか。

一体の駐輪場として整備して構いませんが、来客用駐輪場と公用駐
輪場はできる限り動線を分けた計画として下さい。
別棟にする場合は、各々を木造として下さい。

196
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐4 24
第３節_２.配置計画の条件
（１）

「敷地の北側と東側の境界線から敷地内約２ｍの部分は街区中通り
沿いの緑地帯として整備すること。ただし、敷地の北東の角から緊急
時に車が通り抜けられるよう配慮すること。」と記載されていますが、
街区中通りとは、敷地の北・東側に隣接する歩道という理解でよいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

197
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐4 31 第４章_第３節_２．_（４）

配置計画について、周辺施設との棟間隔について配慮すること。と
ありますが、要求水準を満たしていると判断される間隔もしくはイメー
ジできる情報をご教示願います。

事業者の提案に委ねます。

198
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐4 32 第４章_第３節_２．_（５）

敷地南側に車寄せを設けるよう記載がありますが、来庁者用の車寄
せと考えてよろしいでしょうか。
官用者の地下駐車場に降りる前にも車寄せは必要でしょうか。

来庁者用及び官用車用の車寄せが必要です。

199
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐4 33 第４章_第３節_２．_（６）
健康診断用の受診車2台の大きさ（幅、長さ、高さ）をお知らせくださ
い。

1台あたり長さ：10m、幅：2.5m、高さ3.5m程度を想定して下さい。
なお、検診車のタラップ（長さ3ｍ程度）なども考慮して下さい。

200
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐4 33
第３節_２.配置計画の条件
（６）

「受診者が移動を含め、傘等をささず雨に濡れずに利用できる場所
に健康診断用の受診車２台を駐車できるスペース（臨時でも可能。）
を設けること。」と記載されていますが、健康診断用受診車の大きさ
等条件を提示ください。

No.199の回答をご参照下さい。

201
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐4 35 第４章_第３節_２．_（７）

緊急災害対策派遣隊チームのマイクロバスの大きさ（幅、長さ、高さ
及び回転半径）をお知らせください。

最大幅2.1m、最長7.8m、最高高さ2.8m、最少回転半径7.2m程度を
想定して下さい。

202
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐4 35 第３節_２_（７）

緊急車両が数台駐車でき、かつ転回できるスペースを敷地内に確保
することとありますが、回転をしなくても入出庫がスムーズに行うことが
出来れば宜しいでしょうか。

数台駐車でき、回転しなくても入出庫がスムーズであれば問題ありま
せん。

203
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐4 35
第３節_２.配置計画の条件
（７）

「災害発生時に緊急災害対策派遣隊員のチームが乗り降りするた
め、マイクロバス程度の緊急車両が数台駐車でき、かつ転回できるス
ペース（臨時でも可能。）を敷地内に確保すること。」と記載されてい
ますが、マイクロバスの大きさと台数を提示ください。

大きさについてはNo.201の回答をご参照下さい。台数については、
他の地方整備局等からの派遣が各1台と仮定すると9台程度となるこ
とが想定されますが、スムーズな入出庫が可能な台数として5台程度
確保できるような計画として下さい。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

204
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐4 37
第３節_２.配置計画の条件
（８）

敷地南側の壁面線とは、新庁舎の壁面線で、付属屋（自転車置場）
は含まないと考えてよろしいでしょうか。

壁面線には付属屋も含みます。

205
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐4 38 第４章_第３節_２．_（８）

本町通り側のプラザについて、空地、ピロティ、ロビーなどの言葉の
定義をご教示願います。

プラザは、多目的に活用可能な一般市民に開放された公共空間とし
て整備することを想定しており、整備形態は事業者の提案に委ねま
す。

206
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐4 38 第４章_第３節_２．_（８）
本町通り側のプラザに必要な設備、備品等があればご教示願いま
す。

特に指定はありません。
事業者の提案に委ねます。

207
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐4 38 第４章_第３節_２．_（８）

本町通り側のプラザの広さについて、要求水準を満たしていると判
断される寸法もしくは広さをイメージできる情報をご教示願います。

敷地の南側の壁面線を大阪府警察本部の壁面線より南側に出さな
いという要求水準を満たしたうえで、事業者の提案に委ねます。

208
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐5 6 ３_３_（1）動線計画の条件

歩行者用敷地出入口は本町通りに面して設ける他、府庁新別館との
接続部分や街区中通りに面して適宜設けるとありますが、いずれも
本施設内に直接入館できるような出入口を設ける必要があるというこ
とでしょうか。

事業者の提案に委ねます。

209
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐5 6
第３節_３.動線計画の条件
（１）（２）

（１）大阪府庁新別館の屋上庭園へ新庁舎を経由せずに移動できる
階段等の設備を設けること。（２）大阪府新別館側の仕上げは現状復
旧とし、改修及び施工方法等は発注者及び大阪府と協議の上、決
定すること。と記載されていますが、事業費を算出するに当たり、提
案前に協議する必要があります。発注者、及び大阪府の協議の窓口
を提示願います。

協議は契約後に行うこととし、契約後に窓口を提示します。

210
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐5 8 ３‐３‐（１）

街区中通りから府庁新別館への移動のため設ける階段は、府庁新
別館に物理的に接続すると考えてよろしいでしょうか？

将来つながることを想定し、敷地境界までクリアランスを確保し整備し
て下さい。物理的な接続はしません。但し、接続できるように大阪府
庁舎管理部門との協議が必要です。また、屋外であれば、想定され
た屋上庭園レベルでの大阪府庁新別館との接続を介しての当該屋
外階段からの接続でも可能です。

211
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐5 14
３_（２）屋上庭園レベルの接
続

「屋上庭園レベルは将来つながることを想定し、敷地境界まで構造ク
リアランスを確保し整備を行うこと。」とありますが、「将来」とはいつ頃
を想定されているのでしょうか。

未定です。

212
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐5 14 ３‐３‐（２）

文中に「屋上庭園レベルは将来つながることを想定し、敷地境界線
まで構造クリアランスを確保し整備を行うこと。」とありますが、本計画
では、新庁舎は府庁新別館の直近まで床を整備するが、物理的に
は接続しないと考えてよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。
ただし、接続できるように大阪府庁舎管理部門との協議が必要です。

213
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐5 16 ３‐３‐（３）

災害時に緊急車両が北東角から府警本部駐車場へ通り抜けるとあり
ますが、計画敷地側においてはどこからのルートを確保すればよい
でしょうか？

本町通りに面して設けた車両用敷地出入口からのルートを確保して
下さい。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

214
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐5 16 ３‐３‐（３）

災害時に北東角部より通り抜ける緊急車両について、車両高さをご
教示ください。

最高高さ3.8mを想定して下さい。

215
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐5 20
第３節_３.動線計画の条件
（４）

「大阪府庁新別館の車両の出入りに利用されている敷地南側のロー
タリーは車回しについてその機能を残し、新庁舎整備に合わせ出庫
状況を歩行者に通知する設備を設ける。」と記載されていますが、本
敷地内のロータリー部分は、車回しを行える前提で、位置や形状の
変更は可能と考えてよろしいでしょうか。

原則、現状維持を前提としますが、協議の上、変更も可能とします。
なお、大阪府庁舎管理部門との協議も必要となります。

216
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐5 20
第３節_３.動線計画の条件
（４）

敷地南側のロータリーの車回しについての機能は、工事期間中も維
持する必要がありますか。

業務用求水準書第4章第3節5.施工計画の条件（9）をご参照下さい。

217
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐5 23 第３節_３_（５）

「来庁舎用車両と官用車両の出入口及び動線は分離し、官用車は
（４）のロータリーを利用して駐車場にアプローチするもの」とあります
が、官用車は（４）のロータリーから地下駐車場に行くルートを設け、
それとは別に来庁舎用車両用に道路からの出入口を設け、敷地内
の動線も官用車用の動線とは別ルートで立体駐車場に導くことが必
要という考えで宜しいしょうか。

ご理解のとおりです。

218
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐5 30
大阪府庁新別館接続階エ
ントランス

大阪府庁新別館との接続階（将来通行予定部分も含む。）のエントラ
ンスは、供用開始時から使用されると考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

219
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐5 30
第３節_３.動線計画の条件
（７）

大阪府庁新別館との接続階（将来通行予定階も含む）と記載されて
いますが、本計画で接続する場合、大阪府と提出前に協議する窓口
を提示願います。また、関係諸官庁への事前の打ち合わせをは行っ
てよろしいでしょうか。

協議は契約後に行うこととし、契約後に窓口を提示します。
なお、法令上の解釈に係る行政協議は各窓口で適宜行って下さい。

220
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐5 30
第３節_３.動線計画の条件
（９）

地下の官用駐車場階へは職員及びその他職員の駐車場の利用な
どのために中層用エレベーター、高層用エレベーターを各１台以上
着床させる（非常用エレベータ-は含む）と記載されていますが、非
常用エレベーターを高層用、中層用エレベーターと兼用してもよろし
いでしょうか。

関係法令、昇降機設備の要求水準を満たしたうえで、事業者の提案
に委ねます。

221
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐6 3
第３節_３.動線計画の条件
（１０）

低層用エレベーターは2台、と記載されていますが、エレベーター交
通計算上の条件があれば提示願います。

【添付資料2-4】「現状の来庁者及び来庁車両台数」から法務局への
外来者の人数と最大の時間帯を考慮し、適切な計画として下さい。

222
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐6 5
第３節_４.建築形状、外構
等の条件（１）

上空伝搬路や大阪府警察本部のヘリポートの制限等、この業務要
求水準書に提示される条件を満たす任意の高さとする、と記載され
ていますが、事前に協議する場合の窓口を提示願います。

それぞれ所管する機関に照会して下さい。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

223
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐6 10 ４_（２）新庁舎の輪郭線

「新庁舎の輪郭線は、大阪城や歴史的遺産に配慮するとともに、線
形が際立つことのないように近隣建築物群と調和のとれた計画とす
る。」とありますが、「線形が際立つ」とはどのようなデザインを指すか
例示していただけないでしょうか。

事業者の提案に委ねます。

224
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐6 16 ４_（５）低層部の屋上

「低層部は屋上緑化等により外構の緑と一体感のある計画とする。」
とありますが、低層部に屋上を設ける計画とすることが必須という意
味ではないとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

225
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐7 12
６_（１）既存建物の杭や基
礎等の再利用

「既存建物等の解体については、地下躯体及び基礎も含め、全て解
体・撤去する（外構部の設備も含む。）。ただし、残置物に有用性が
ある場合や技術的に撤去不可能な場合は関係機関と協議によるも
のとする。」とありますが、既存建物の杭や基礎等を残置し、本施設
に再利用する計画は不可と考えてよろしいでしょうか。

関係法令及び要求水準を満たしたうえで事業者の提案に委ねます。

226
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐7 12
６_（１）既存建物等の残存
物品等あ

解体撤去の対象となる既存建物等に残存物品等がある場合、法令
上、事業者は撤去処分することができません。当該残存物品等はす
でに発注者にて撤去処分されているとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

227
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐7 12 ６_（１）地下タンク・浄化槽

解体撤去の対象となる既存建物等に含まれる地下タンクや汚水ピッ
トについては、残油・スラッジ・し尿・汚泥等がすべて撤去処分され、
清掃もすでに完了しており、事業者がいつでも撤去処分することが
できる状態にあるとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

228
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐7 28 ７_（５）関係法令等の遵守

「提示のアスベスト以外に事業者が建物にアスベストが含有されてい
ることを確認した場合は、国と協議の上、適切に処理を行うこととす
る。」とありますが、その場合事業契約書第４６条第５項に従い、引渡
予定日を変更し、国が増加費用を負担するとの理解でよろしいでしょ
うか。

「事業契約書（案）」（資料－１）第46条第4項の規定に該当する場合
は、第46条第5項の規定に従います。

229
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐8 5 ７_（７）汚染土壌処理

「それ以外の部位で規制基準値を超える汚染土壌が確認された場
合は国と協議の上、適切に処理を行うこととする。」とありますが、そ
の場合事業契約書第４６条第５項に従い、引渡予定日を変更し、国
が増加費用を負担するとの理解でよろしいでしょうか。

「事業契約書（案）」（資料－１）第46条第4項の規定に該当する場合
は、第46条第5項の規定に従います。

230
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐10 19 第４節_１.社会性

「大手前・森之宮地の土地利用基本計画」とは「平成23年2月大阪府
府立成人病センターの移転を前提とした大手前・森之宮地区の土地
利用基本計画（素案）」と理解してよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

231
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐13 34
第４節_２.環境保全性
（２）周辺環境保全性

【技術的事項】として、「非公共用ヘリポートの騒音事前検討を行う」と
記載されていますが、事前検討の条件があれば提示願います。

関係法令及び「航空機騒音に係る環境基準について」（昭和48年12
月環境庁告示第154号）の環境基準を満たしたうえで、事業者の判
断に委ねます。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

232
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐16 10
３_（１）_a_②_（ア）_ハ）_あ）位
相特性

レベル２＋の波は「１波以上」とありますが、位相特性については特
に指定なしということでよろしいでしょうか。

特に指定はありません。ただし、要求水準書を満たした上で事業者
の提案によって下さい。

233
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐16 13 ３_（１）_a_②_（ア）応答解析

地震動の入力位置は「最下層レベル」とありますが、途中に免震層を
設ける場合は免震上下の一体型モデルで応答解析を行う必要があ
ると考えればよろしいでしょうか。

適切なモデル化であれば、解析方法についての指定はありません。

234
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐17 4
３_（１）_a_②_（ウ）_イ）弾性限
耐力

制振・耐震の場合のレベル２での構造耐力上主要な部分のクライテ
リアは「弾性限耐力以内」とありますが、４－１５の②（ア）_（ロ）では
「損傷が生じないことを確認する」とあります。ここでの損傷が生じな
いこととは、弾性限耐力以内であることと考えればよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

235
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐17 15
３_（１）_a_②_（ウ）_イ）終局耐
力以内

制振・耐震の場合のレベル２＋での構造耐力上主要な部分のクライ
テリアは「終局耐力以内」とありますが、これは下記の部材最大塑性
率4.0以下と同義と考えてよろしいでしょうか。また、塑性化する部材
については幅厚比などの指定はありますでしょうか。逆にレベル２＋
でも塑性化しない部材については、幅厚比の指定はないと考えてよ
いでしょうか。

構造耐力上主要な部分（制振部材を除く）は終局耐力以内でかつ、
部材の最大塑性率は4.0以下を満足することを求めています。
また、塑性化する部材の有無に関わらず、幅厚比の指定はありませ
ん。

236
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐17 38
３_（１）_a_②_（ウ）_ロ）_う）免
震部材

「免震部材は、建物内及び近隣の火災時において、他の構造耐力
上主要な部分より先に耐力を失わないものとする。」とありますが、基
準法上必要な耐火時間をとれる被覆を免震装置にすればよいと考
えればよろしいでしょうか。

火災が影響するおそれのある部分の鉛直支持部材に限り、ご理解の
とおりです。
なお、(資料－２)要求水準書 第４章 第４節３_（１）_a_②_（ウ）_ロ）_う）
免震部材で、「免震部材は、建物内及び近隣の火災時において、他
の構造耐力上主要な部分より先に耐力を失わないものとする。」を、
「免震部材は、建物内及び近隣の火災時において、火災が影響する
おそれのある部分の鉛直支持部材に限り、他の構造耐力上主要な
部分より先に耐力を失わないものとする。」に訂正します。

237
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐20 第４節_３_（１）_ｂ．対火災

(b)初期火災の拡大防止の消火による水損への対策にて記載され
た、水損防止を図る室として不活性ガス等の消火設備を設ける室
は、第５節_２_（２）_ｊ．消火設備に示された、第一通信機械室、第二通
信機械室、無線多重機械室、通信電算室のみが最低限必要と考え
てよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

238
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐20 第４節_３_（１）_ｂ．対火災

(b)初期火災の拡大防止の消火による水損への対策にて記載された
水損防止を図る室について、添付資料4-2各室性能表の機械設備・
水損対策欄で「有」とされた室が該当しする場合、スプリンクラー設備
として、予作動式や負圧式等による対応は可能でしょうか。

ご理解のとおりです。

239
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐27 17
第４章_第４節_３．_（３）_ｃ．_
（ｂ）

法務局の職員は登庁時にセキュリティエリア外を通らずに執務室へ
行ける動線を確保する必要があるでしょうか。

必ずしもセキュリティエリア外を通らず執務室へ行く動線を確保する
必要はありません。

23 / 60 ページ



大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

240
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐27 34
第４節_４.機能性_（１）利便
性

動線計画-アプローチ計画として、「敷地への出入口は、職員及びそ
の他職員・来庁舎用出入口とサービス用出入口を明確に分離した計
画とする。」と記載されていますが、接道は敷地南側のみなので、敷
地外からのアプローチは共用とし、建物への出入口は分離するとし
てよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

241
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐28 1 ４_（1）_a昇降機設備

昇降機設備としてエレベーター、小荷物専用昇降機及びエスカレー
ターの仕様について記載がありますが、これら各昇降機の設置は必
須となるのでしょうか。あるいは計画に応じて設置は任意でもよろしい
のでしょうか。

計画に応じた設置で構いません。

242
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐29 4
第４節_４.機能性_（２）ユニ
バーサルデザイン

「避難階段においても主要な階段として計画する。」と記載されてい
ますが、、主要な階段とは「18年版官庁施設のユニバーサルデザイ
ンに関する基準及び同解説」によるP68⑥「幅140cm以内、蹴上16cm
以下、踏面30cm以上」とする理解でよいでしょうか。

「高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき
建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令」に適
合し、かつ「建築設計基準」に示す主要な階段の幅等を満たす計画
として下さい。

243
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐29 4
第４節_４.機能性_（２）ユニ
バーサルデザイン_b.移動
空間

「避難階段においても主要な階段として計画する。」と記載されてい
ますが、、主要な階段とは「18年版官庁施設のユニバーサルデザイ
ンに関する基準及び同解説」によるP68⑥「幅140cm以内、蹴上16cm
以下、踏面30cm以上」とする理解でよいでしょうか。

No.242の回答をご参照下さい。

244
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐29 22

第４節_４.機能性_（２）ユニ
バーサルデザイン_ｇ.施設
の特性の考慮についての
考え方

不特定かつ多数の人が利用する施設については、・・・円滑な利用
の促進を図るために誘導的なに求められる基準を満たしているもの
とする、と記載されていますが、4-28（ｃ）に記載の「官庁施設のユニ
バーサルデザインに関する基準」に記載の「望ましい」基準は満たさ
なくても良いと考えてよろしいでしょうか。

「高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」の適
用については、「建築設計基準の資料」をご参照下さい。

245
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐31 26 第４章_第4節_4．_（3）_C

温湿度設定で冷房時２６～２８℃、暖房時１９～２２℃とありますがこれ
は最低でも冷房時は２８℃、暖房時は１９℃が確保できればよいとい
う理解でよいでしょうか？

冷房時26～28℃、暖房時19～22℃の範囲で室温を確保する計画と
して下さい。

246
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐34 17 ４_（３）_f_（b）交通の振動

交通の振動に対するクライテリアが示されていますが、具体的に近隣
の振動測定結果などはございますでしょうか。

事前に交通による振動の影響を検討するための測定は行っていませ
ん。必要に応じて、交通による振動の測定を行って下さい。

247
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐36 8 ５_（１）_a_（a）構造体

「構造体について、１００年間大規模な修繕を行わずに使用できるも
のとする。」とありますが、具体的に守るべき指針などはございますで
しょうか。

「官庁施設の基本的性能基準(平成25年度版)平成25年3月29日改
定」に拠って下さい。

248
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐36 8 第４節_５_（１）_ａ_（ａ）構造体

構造体について、100年間大規模な修繕を行わずに使用できるもの
とありますが、免震構造とした場合の免震装置の入替え作業は、大
規模修繕となるかと思いますが、よろしいでしょうか。

免震装置に関しては、100年間相当の経年変化による剛性変動や減
衰低減などを適切に考慮して解析した設計をすることで、要求水準
を満足するものと判断します。
なお、上記以外の異なる方法による場合は、協議によります。
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249
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐37 21
５_（１）_bヘビーデュー
ティーゾーン

「ヘビーデューティーゾーン（HDZ）を各階事務室面積の２０％以上」
とありますが、添付資料４-２-４「建築：床荷重凡例」(注６)では各入居
官署占有部の面積の１０％以上とあります。どちらを正と考えればよ
ろしいでしょうか。

要求水準書を正とします。
なお、要求水準書に記載の「ヘビーデューティーゾーン（HDZ）を、各
階事務室面積の２０％以上、廊下周りの壁際などに適切な幅で設け
る。」を「ヘビーデューティーゾーン（HDZ）を、各階事務室面積の２
０％以上、廊下周りの壁際などに適切な幅で設ける。床荷重は【添付
資料４－２－４】「建築：床荷重凡例」表の種別Dによる。」に訂正しま
す。
また【添付資料４-２-４】「建築：床荷重凡例」において、（注）６を削除
します。

250
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐39 30 第５節_１．_（２）_ｊ

居室は可能な限り、自然排煙を確保する旨の記載がありますが、高
層階においても居室の開口部を全開として自然排煙を確保すること
を想定されていますでしょうか。

可能な限りとしており、事業者の提案に委ねます。

251
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐39 31 ５_１_（2）_kゾーニング

入居官署の各室の配置は【参考資料４－１３】等で明確に配置されて
いますが、これらの資料と異なる提案をした場合、大幅に減点される
のでしょうか。

【参考資料4-13】「参考計画図：オフィス階平面図」については参考
資料であり、要求水準を満たす範囲で行う提案を拘束するものでは
ありません。

252
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐39 第４章_第５節_１．_（２）_ｆ．

面積の大きい室については、外壁窓面より奥行きが深くなりすぎない
ような計画とありますが、近年ロングスパンの庁舎建築は増える傾向
にあり、奥行き何ｍまでを限度としているかお知らせください。

特に限度を設けるものではありませんが、【参考資料4-6】「事務室内
の参考レイアウト」をご参照下さい。

253
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐40 36
第５節_１.建築性能_（４）外
装計画

「外壁は二丁掛けタイル相当」と記載されていますが、二丁掛けタイ
ルにデザイン・耐久性等の仕様が二丁掛けタイルに相当すると判断
される材料であればよいと考えてよろしいでしょうか。その場合の判
断基準があれば提示願います。

ご理解のとおりです。

254
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐42 22
第５節_１.建築性能_（５）内
装計画_d.天井

「梁型、各種設備機器及びその横引き配管は、天井内に隠ぺいす
る」と記載されていますが、中間階で、ＣＨ＝3000、3500必要な室に
ついては、梁型を隠ぺいする必要はないと考えてよろしいでしょう
か。

要求水準書に記載の通り、梁型は隠ぺいして下さい。なお、天井高
が2.7ｍを超える居室以外の室の梁型は露出も可とします。ただし、
露出の場合にも周囲の仕上げに準じて仕上げを行って下さい。

255
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐48 29
第５節_１.建築性能_（１１）
地下駐車場_ｊ

「２ｔ程度の車両が通行できる程度の高さ」と記載されていますが、車
両の高さを提示願います。

車両高さ3.2mのカーゴ車が通行できる高さを想定しています。

256
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐49 27
第５節_１.建築性能_（１３）
駐輪場_a

駐輪場平面ラックについて、スライドラックの設置は可能でしょうか。 スライドラックの設置は不可とします。

257
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐51 18
第５節_１.建築性能_（１５）
屋上

屋上のヘリポートについて、非公共用ヘリポートの耐荷重及び着陸
帯の大きさは、ヘリコプターの機種UH-60JA、EC-225LP及びEH-
101が利用可能とすることと記載されていますが、ヘリポート床面の設
計において、ヘリコプター1脚に作用する荷重として、該当ヘリコプ
ターの最大重量の何倍の荷重を想定すればよろしいでしょうか。

事業者の提案に委ねます。
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258
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐51 24 第５節_１_ (１５)

第１節 事業の目的では『災害応急対応活動を行う』と有り
第５節 施設計画では『非公共用ヘリポートを設置する』と有ります。
『非公共用ヘリポート』と『防災対応の場外離着陸場（緊急離着陸場
を含む）』は､それぞれ届出の管轄が違う為、今回計画は『非公共用
ヘリポート』で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

259
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐51 32 第５節_１_ (１６)

「a.外部のメンテナンス用にゴンドラを整備する。」とありますが。メン
テナンス等における安全性や作業効率性を確保し、全ての外壁面
に対応できるもの（バルコニー等）を整備する場合は必要ないと考え
て宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。なお、メンテナンス等における安全性や作業効
率性を確保し、各種維持管理業務が安全かつ円滑に実施できる場
合に限ります。

260
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐52 1
第５節_１.建築性能_（１７）ア
ンテナ用鉄塔・マスト

アンテナ用鉄塔について、目標とする耐震性能、耐風性能の規定は
ありますか。

適用基準は【添付資料1-2】「適用基準等及びその他解釈等の掲載
された刊行物等の入手先一覧」に記載の「通信鉄塔設計要領･同解
説 通信鉄塔･局舎耐震診断基準（案）･同解説（平成25年）」をご参
照下さい。

261
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐52 第４章_第５節_2．_（１）

冗長化が必要な設備をご教授ください（発電機，受変電用直流電源
装置以外に二重化等が必要なる設備）。

要求水準書に本計画の設備について記載しています。記載以外の
必要設備については事業者の提案に委ねます。

262
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐53 15 第４章_第5節_２．_（1）(ｍ)

「OA盤をEPSに設置する」とありますが、専用室内に設けるOA盤は
標準図に記載されているOA盤を使用する等した場合、これによらな
いと考えて宜しいでしょうか。

ＥＰＳ等の専用の部屋に設けるOA盤の型式は一般形とします。

263
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐53 22 第４章_第5節_２．_（1）.e.⑥

各官署の発電機。運転時間は、⑥表に示された時間にあわせて、負
荷制御を行うと考えて宜しいでしょうか

各負荷の定格に合った容量に基づき⑥表に提示された時間の必要
燃料を確保して下さい。

264
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐54 15
２_（１）_b_（m）占用機器への
電源供給

国が別途整備する専用機器への電源供給について、機器内容およ
び諸元をご提示いただけますでしょうか。

№184の回答をご参照下さい。

265
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐54 18 第５節_２_（１）

電気自動車急速充電器は設置しないと考えて宜しいでしょうか。 要求水準書としては、1箇所2kVAを想定しています。その要求に合
致した充電器を設置して下さい。

266
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐54 31 ４_５_２_（１）_ｂ_（ｕ）保守点検

「保守点検時において・・・業務に支障が無い構成とする」とあります
が、高圧機器側の点検時を指しており、幹線の保守点検時は停電
可能と考えてよろしいでしょうか。

専用機器の停電は不可とします。

267
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐54 31 ４_５_２_（１）_ｂ_（ｕ）保守点検

「保守点検時において・・・業務に支障が無い構成とする」とあります
が、対象となる機器は、要求水準書 第４章 施設整備 第５節 施
設計画（建築・設備） ２．設備性能（１）電気設備 ｃ．受変電設備
（ｋ）記載の①～④の範囲と考えてよろしいでしょうか。

対象となる機器は専用機器です。また、専用機器を設置の室の照明
器具も業務に使用がない構成として下さい。
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268
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐55 24 ２_（１）_c_（k）移動電源車等

「移動電源車（外部発電車）等から低圧２２０Ⅴ三相３００ｋⅤＡ（力率
８０％）相当まで供給が可能なものが接続できる装置」とありますが、
手動による低圧配電盤ブレーカーの切替による電源車への切替は
可能と考えてよろしいでしょうか。

低圧も自動とします。なお中央監視制御等からの遠隔での半自動切
替えとし、詳細は事業者の提案に委ねます。

269
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐56 5 第４章_第５節_2．_（１）_d．

無停電電源装置（CVCF，UPS）は別途工事と考えてよろしいでしょう
か。本工事の場合、必要負荷容量・停電補償時間をご教示願いま
す。

要求水準書の各設備項目に必要とするＵＰＳは本事業としています。
なお、各設備項目のＵＰＳを統合してＣＡＣＦで実施する場合は事業
者の提案に委ねます。

270
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐56 16 ２_（１）_e_（a）_③電源供給

「保守停電時に停電が発生しても⑥項で供給している回路の電源供
給が途絶しないこと。」とありますが、②と同等内容と考えてよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

271
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐57 29 ４_５_２_（１）_ｅ_（ａ）_⑦

「近畿地方整備局・・・９６時間の燃料タンク容量・・は別途とする」とあ
りますが、共用部も近畿地方整備局用と同様に、１６８時間の内９６時
間の燃料タンク容量及び燃料備蓄は別途と解釈してよろしいでしょう
か。

共用部は本事業です。なお、近畿地方整備局用の96時間について
も本事業に含めることとし、（資料－2）業務要求水準書及び【添付資
料2－1】「本事業の業務内容及び国が実施する業務内容」を修正し
ます。

272
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐57 29 ４_５_２_（１）_ｅ_（ａ）_⑦

９６時間の燃料タンク容量算出時の考え方として、非常用発電機の
定格運転時の燃料消費量で算出するのではなく、負荷出力に応じ
た原動機の燃料消費量を基に算出すると考えてよろしいでしょうか。

非常用発電機の定格運転に応じた燃料消費量で算出して下さい。

273
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐57 29 ４_５_２_（１）_ｅ_（ａ）_⑦

「９６時間の燃料タンク容量及び燃料備蓄は別途とする」とあります
が、９６時間の燃料タンク設置に伴う掘削・躯体工事及び諸官庁届出
申請は全て別途と考えてよろしいでしょうか。

本事業に含みます。

274
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐57 29 ２_（１）_e_（a）_⑦オイル配管

「近畿地方整備局用として１６８時間の内９６時間の燃料タンク容量及
び燃料備蓄は別途」とありますが、発電機までのオイル配管などは本
工事と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

275
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐58 7
２_（１）_f_（a）サーバー保護
装置

「内部雷保護システムとしてサーバー保護装置（高圧又は低圧）」と
ありますが、高低圧配電盤に必要数とあるため、高圧、低圧の両方と
考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

276
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐59 9
２_（１）_g_（b）_⑤_(オ)設置ス
ペース

「１９インチラックの設置スペースを見込む」とありますが、設置スペー
スのみとし発熱を処理する換気、空調等は見込まないと考えてよろし
いでしょうか。

参考資料4－10【各官署専用専検討参考資料】3．技術的事項（庁舎
内）（1）共通事項e.のとおり見込むものとします。
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277
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐59 10 第５節_２_（１）

光ファイバーケーブル、メタルケーブルの性能条件の指定はあると
考えて宜しいでしょうか。 指定があるならば、方式をご教示ください。

光ファイバーはシングルモードを基準とし、ＵＴＰケーブルの性能は
幹線系はカテゴリー６A以上、支線系、クライアント系はカテゴリー６以
上とします。
また、各設備機器の機能を満足するものとし、詳細は事業者の提案
に委ねます。

278
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐61 19 第５節_２_（１）
共聴機器の周波数帯域は2602MHz以下で、と考えて宜しいでしょう
か。

周波数帯域は3224ＭＨｚまで対応して下さい。

279
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐61 23 第４章_第5節_２．_（1）.m.(c)

BS・110°CSと（１２４°／１２８°）CSは混合せずに別系統とするとあ
りますが、(a)の項目ではBS・１１０°CS放送の受信が可能なアンテナ
及び増幅器等を設けると記載があります。本事業で（124°／128°）
CS用アンテナを設置し、配線を行うと考えて宜しいでしょうか。

【参考資料4－7】「アンテナリスト等」別表3 アンテナリスト一覧表（そ
の他）の「合4」のとおり（124°／128°）CSアンテナは不要です。な
お、設置スペース及び配管経路は確保して下さい。

280
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐61 23 第４章_第5節_２．_（1）.m.(c)

（１２４°／１２８°）CSの信号供給先をお教えください。 現在契約している官署はありません。配管経路とアンテナスペースの
確保とします。【参考資料4－7】「アンテナリスト等」別表3をご覧下さ
い。

281
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐62 19 第５節_２_（１）

録画サーバーのHDDのバックアップ方式に指定はあると考え宜しい
でしょうか。 指定があるならば、方式をご教示ください。

HDDのバックアップ方式の指定はありません。事業者の提案に委ね
ます。
なお、専用録画方式の場合はビューアソフトがｗｉｎｄｏｗｓ標準で再生
できるものを付属することとします。

282
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐66 16 空気調和設備（J)

売店の空調設備において平日定時の一般空調とあります。商品管
理上24時間空調が望ましいと考えますが変更は可能ですか？（この
場合、事業者要望変更となりますか？）
また、換気につき、売店においても厨房と同様、「臭気の局所対応が
必要」と考えますが、同様の扱いとなりますか？

空調及び換気については事業者の提案に委ねます。

283
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐66 22
第５節_２_（２）_ｂ．空気調和
設備

(m)保管する物品等の保存状態に悪影響を及ぼさない環境とすると
ありますが、添付資料4-2各室性能表の機械設備・空調欄が空白以
外の保管庫及び書庫等を対象とすると考えてよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

284
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐66 38 ２_（２）_b_（q）空調負荷計算

「空調負荷計算では、【添付資料４－３】「複合複写機、大型事務機
器等による消費電力一覧表」を別途加算する。」とありますが、消費
電力に対し発熱量はどのように見込めばよろしいでしょうか。特に負
荷名称が「サーバ、通信機器等」の室についてご教示願います。

要求水準書に記載している温湿度条件になるように計画して下さい。

285
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐67 8 第４章_第5節_2．_（2）_ｂ

採用した熱源設備システムについては、設計段階・工事完成段階に
おいてLCEMツールを使用してエネルギーに関する性能評価を行う
とありますが、設計段階は実施設計のみについて行うことでよろしい
でしょうか？

設計段階は基本設計・実施設計で行って下さい。
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286
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐67 35 第５節_２_（２）

ｅ．自動制御設備 （ｃ）入居官諸別・用途別の各種エネルギー消費
量を随時把握し・・・について、各入居管諸別にすべて直接計量で
把握できる必要があるでしょうか。中央熱源などの共用設備のエネル
ギーは按分する方法も可と考えて宜しいでしょうか。

各入居官署別に直接計量で把握できる必要があります。
共用設備（共用部分）については、入居官署で決定した按分方法に
より算出するものとします。

287
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐69 4 第５節_２_（２）_ｇ．給水設備

全職員数とは、添付資料2-2の近畿地方整備局の入居予定職員数
（632人）と考えてよいでしょうか。

全職員数とは【添付資料2-2】「各入居官署の入居予定人数及び官
用バイク・自転車台数」における「職員」です。

288
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐69 4 ２_（２）_g_（e）水量

「災害応急対策活動に必要な確保すべき水量について、近畿地方
整備局（港湾空港部は除く。）においては全職員数の７日分」とありま
すが、その他の確保すべき水量は３日分とし、２日以降に残る人数は
３０％想定と考えてよろしいでしょうか。

近畿地方整備局以外の官署について確保すべき水量の日数は「建
築設備設計基準」によります。
「建築設備設計基準」にある全職員は、【添付資料2-2】「各入居官署
の入居予定人数及び官用バイク・自転車台数」における「職員及び
その他職員」を、災害応急活動を行う職員等は【添付資料2-2】「各入
居官署の入居予定人数及び官用バイク・自転車台数」における「職
員」を示します。

289
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐69 7 第４章_第5節_2．_（2）_ｇ

災害応急対策活動に必要な水量の確保で、災害時の人員が近畿地
方整備局は全職員と記載があります。他の入居局の災害時人員を
お示しできますでしょうか？

№288の回答をご参照下さい。

290
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐69 13 第４章_第5節_2．_（2）_ｈ

非常時において、非常排水槽への配管切り替えが可能なシステムと
ありますが、本合同庁舎の排水すべてが非常排水槽に切り替わるよ
うにするのでしょうか？

事業者の提案に委ねます。災害応急対策活動時に必要な排水は対
象として下さい。

291
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐70 4 ２_（２）_l_（ｂ）厨房機器設備

厨房器具の熱源におけるケース毎の比較検討書の作成について、
指定の検討・検証方法及び書式がありますでしょうか。

指定の検討・検証方法及び書式はありません。

292
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐70 26 ５‐２‐（２）‐ｎ

中層用、高層用エレベーターの交通計算にあたって、低層用エレ
ベーターを職員用として考慮してもよろしいでしょうか？

要求水準を満たす限りにおいては、出勤時に職員及びその他職員
が利用することは差し支えありません。

293
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐72 13 １_（１）_c総括代理人

「事業者は、総括代理人に、設計企業、建設企業、工事監理企業が
的確に業務を実施するように、それぞれの業務管理を行うものとし、
業務間での必要な業務の漏れ、不整合その他の事業実施上の障害
が発生しないよう必要な調整を行うものとする。」とありますが、「総括
代理人は、設計企業、建設企業、・・・」と読み替えてよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。
「総括代理人に」を「総括代理人又は総括代理人直属スタッフを中心
に」に訂正します。

294
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐72 33
２_（１）建設工事費コスト管
理計画書

「工事着手前の建設工事費コスト管理計画書は、事業契約書に記載
の内訳書と整合するものとし」とありますが、設計段階における要求
水準の変更等により事業契約書に記載の内訳金額が変更になる場
合は当該変更を反映した建設工事費コスト管理計画書を作成すると
の理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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295
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐81 36 第６節_４_（８）_ａ

事業者は、区分毎に、出来高予定曲線を記入した実施工程表を作
成し、とありますが、９つの工種それぞれに対して出来高予定曲線を
記入した実施工程表を作成するということでしょうか。

ご理解のとおりです。

296
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐82 19
４_（１２）_b携帯電話不感知
対策

「工事期間中及び竣工後に携帯電話不感知が生じる場合又はその
恐れがある場合は」とありますが、竣工後では事業者が負うリスクの
期間が長いと思料します。業務要求水準書（案）と同様に「工事期間
中及び竣工検査直前」に文言を変更いただけませんでしょうか。

携帯電話不感対策は建物の形状、基地局の位置等により変化する
ため、あらかじめ不感の恐れがある場合は対策を実施する必要があ
ります。この場合における事業はすべて本事業に含みます。

297
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐82 35 ３_（１４）_b地中障害物

「業務要求水準書に明示されていない地中障害物が発見された場
合、事業者は、その撤去、搬出及び処分については国と協議を行う
ものとする。」とありますが、撤去、搬出及び処分に係る費用は国負
担との理解でよろしいでしょうか。

「事業契約書（案）」（資料-1）第46条の規定に従います。

298
(資料－２)要求水準書 第４
章 施設整備

4‐82 36 第６節_４_（１４）_ｂ

要求水準書に明治されていない地中障害物が発見された場合、国
と協議を行うとありますが、この費用は別途精算ということでよろしい
でしょうか。

No.297の回答をご参照下さい。

299
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐3 15
第１節_２_（２）_ｂ_（ｂ）業務提
供時間

（c）福利厚生サービス提供業務の業務提供期間について「入居官
署の本施設への入居状況を鑑み、国と協議により平成３４年４月１日
以降で定める日・・・から平成４４年３月３１日まで」とありますが、平成
３４年４月１日から各入居官署が随時引越移転を行うので、ある程度
の入居が見込めた時点で業務を開始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。福利厚生サービス提供業務の主旨に鑑みて、
開始日は本施設の供用開始後、可能な限り早い時期に設定できるよ
う考慮して下さい。

300
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐3 22 第１節_２．_（２）_ｃ._（ｂ）

「入居官署が独自に実施する警備業務（ 機械警備を含む 。本事業
の務範囲に含まれる対象諸室等については、第３節１.警備業務に
示す。）」 とありますが、入居者が設置独自に設置する機械警備機
器設置についても国が別途負担するという認識で宜しいでしょうか。

国が別途実施します。

301
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐3 22
１_２_（２）_ｃ国が別途実施す
る運営業務

入居官署が独自に実施する警備業務（機械警備業務含む）の業務
内容をご教示ください。

未定です。
なお、入居官署が独自に実施する警備業務（機械警備業務含む）の
範囲は、№175の回答をご参照下さい。

302
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐4 3
第１節_３_（２）業務の実施
体制

「事業者は、「第５章. 維持管理・運営」で定める業務を統括して管理
する管理統括責任者を１名置き、【添付資料２-３】「各入居官署の勤
務時間」に示す時間帯（以下「開庁時間」という。）のうち、「一般職の
職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成６年６月１５日法律第３
３号）」第５条第１項及び同法第６条第２項の規定に準ずる時間、本
施設に駐在させる。」とありますが、【添付資料２-３】「各入居官署の
勤務時間」の時間帯の内最長時間帯の8：30～18：15の間、管理統
括責任者が常駐する必要があるということでしょうか。

管理統括責任者は、8：30～18：15のうち、業務要求水準書第5章第1
節3．(2）に記載の法律に基づいた国家公務員の一般職の勤務時間
に準ずる時間は本施設に駐在して下さい。
なお、8：30～18：15のうち、管理統括責任者が不在となる時間帯は、
代替者が本施設に駐在して下さい。
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303
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐4 3
第１節_３_（２）業務の実施
体制

「事業者は、「第５章. 維持管理・運営」で定める業務を統括して管理
する管理統括責任者を１名置き、【添付資料２-３】「各入居官署の勤
務時間」に示す時間帯（以下「開庁時間」という。）のうち、「一般職の
職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成６年６月１５日法律第３
３号）」第５条第１項及び同法第６条第２項の規定に準ずる時間、本
施設に駐在させる。」とありますが、土日祝日は管理統括責任者は駐
在の必要はないという理解でよろしいでしょうか。また、年末年始や
盆休みなどで管理統括責任者が駐在しなくてよい期間（具体的な日
付）があれば教えてください。

前段については、ご質問の土日祝日が閉庁日である限りご理解のと
おりです。
後段については、閉庁日は駐在の必要はありません。なお、「閉庁
日」については、業務要求水準書【添付資料1-1】「用語の定義」をご
参照下さい。

304
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐4 3
第１節_３_（２）業務の実施
体制

「「開庁時間」とは、【添付資料２-３】「各入居官署の勤務時間」に示
す時間帯」とありますが、各入居官署の勤務時間のうち、最長の時間
帯の8：30～18：15という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

305
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐4 3
第１節_３_（２）業務の実施
体制

【添付資料２-３】「各入居官署の勤務時間」の表の下に「※７月８月の
開庁日は「ゆう活」のため選択制で７時３０分からの勤務もあり。」とあ
りますが、７月８月の開庁日は管理統括責任者も７時３０分から常駐
勤務させる必要があるのでしょうか。

7月及び8月の開庁日において、管理統括責任者の7時30分からの
駐在は求めていません。なお、管理統括責任者の代替者も同様で
す。

306
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐4 11 国との連絡窓口

連絡窓口としての機能を守衛室にて確保されていれば、その窓口の
職種・階級職の指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。

307
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐4 12
第１節_３_（４）業務の実施
体制

「維持管理・運営業務に係る国との連絡窓口を守衛室に設置する」と
ありますが、常駐する総括代理人、管理統括責任者は守衛室で勤
務するということでしょうか。

連絡窓口は守衛室に設置して下さい。
ただし、総括代理人及び管理統括責任者の守衛室での勤務を求め
ているものではありません。

308
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐4 12 第１＿３＿（４）

守衛室に設置する連絡窓口とは人員を指すのでしょうか。人員とす
れば管理統括責任者、または統括代理人と兼職とし守衛室ではなく
中央監視室に常駐とすることは可能でしょうか

前段については、ご理解のとおりです。
後段については、兼任により連絡窓口としての職務を担う場合は、守
衛室に駐在して下さい。
なお、兼任については、No.86の回答をご参照下さい。

309
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐4 12 第１＿３＿（４）

前項のように兼職が可能な場合に、守衛室に専用回線を用意して責
任者の常駐する中央監視室へ転送するような提案は可能ですか

連絡窓口には業務従事者を配置して下さい。

310
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐4 15 業務提供時間帯の設定

業務提供時間の設定について、参考資料として【添付資料2-3】が提
示されておりますが、実際には記載の勤務時間を超えて、【添付資
料5-2】にも記載があるように各官署職員様が勤務・使用されている
諸室があると存じます。5-2に記載の勤務時間外利用の諸室以外
は、原則、無人・使用していないと考えてよろしいでしょうか。

業務要求水準書【添付資料5-2】「諸室毎の業務実施時間帯及び立
入りの制限」（1）の「利用時間帯」及び「常時在室の時間帯」の説明
書きに示すとおり、当該時間帯以外においても利用又は在室する場
合があります。
ただし、同（3）1の時間帯に係る事項については、当該「利用時間
帯」及び「常時在室の時間帯」以外の時間帯は、原則として、「利用し
ていない」又は「在室していない」と考えて下さい。
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No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

311
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐4 18 第１節_３．_（５）

入居官署等から緊急対応又は施設の管理上必要となる保守等の業
務遂行上やむを得ない事情等により要請があった場合は、設定した
業務提供時間帯以外での業務遂行にも対応するとありますが、この
場合、国の帰責によるものが多い事が想定されますが時間外業務費
用は別途負担をして頂けるという認識で宜しいでしょうか。

「事業契約書（案）」（資料-1）第33条第4項の規定に従います。

312
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐6 3 第１節_５．_（３）_ｂ

ｂ.業務仕様書及びｃ.業務実施計画書とありますが、それぞれの書類
の内容について違いを具体的にご教示ください。

「ｂ．業務仕様書」は、要求水準及び提案書の内容を取りまとめたもの
を指します。「ｃ．業務実施計画書」は、「ｂ．業務仕様書」に基づき本
施設に応じた具体的な実施の方法及び手順等について取りまとめた
もので、業務要求水準書第5章第1節5．（3）ｃ．（ａ）1から⑭の事項を
内容として含む計画書を指します。

313
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐7 2 消防計画書

国の管理権限に属する部分の防火・防災管理については、職員様
より防火・防災管理者を選出されると考えてよろしいでしょうか。

入居官署が専ら使用する部分については、国の管理権限に属する
部分となりますので、国から防火管理者を選任します。共用部を含む
その他の部分については事業者から選出して下さい。

314
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐7 2 消防計画書

国の管理権限に属する部分以外の部分の防火・防災管理とは、「福
利厚生サービスに係る使用部分」を想定されておりますでしょうか。ま
た、他の共用部等については国の管理権限に属する範囲と考えてよ
ろしいでしょうか。

№313の回答をご参照下さい。

315
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐7 2 消防計画書

本施設の防火管理については、共同防火管理を想定されているとぞ
んじますが、その際の統括防火管理者は国から選任され、事業者が
提出した消防計画と併せて消防署へ提出されると考えてよろしいで
しょうか。

業務要求水準書第5章第1節5．（3）ｄ．(ｄ)に記載のとおり、統括管理
者は事業者から選任して下さい。
なお、作成した消防計画書は国に提出して下さい。

316
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐8 4 業務実施報告

福利厚生サービス提供業務における売上月計表等の提出につい
て、５開庁日以内の報告とありますが、月次決算上５日以内に正式
決算が不可能な場合は、「5日以内に速報値を報告後、速やかに正
式報告を行う」対応でも宜しいでしょうか？

原文のとおりとします。

317
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐8 4 業務実施報告

売店、飲食、自販機の３事業一体での損益管理を考えており、報告
内容も同様と考えておりますが、それぞれの業務毎に必要でしょう
か？

運営形態によっては一体での報告も可能ですが、損益や実績等に
ついては業務実施報告の中で区分するようにして下さい。

318
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐9 4 業務実施報告

福利厚生サービス提供業務に係る利用者ニーズ調査報告書をまと
める上で、ニーズ調査のご協力を得ることは可能でしょうか？（入居
官署への調査協力等）

可能ですが、具体的な方法については事前に管理官署と調整の
上、行って下さい。

319
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐9 14 第１節_５.業務の進め方

（６）緊急時の対応 g.国の要請により職員及びその他職員の執務が
円滑に実施可能な状態を確保するために、警備スタッフや受付ス
タッフの時間外勤務や増員した場合の経費は、別途協議とのことで
よろしいでしょうか。

№311の回答をご参照下さい。
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No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

320
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐9 23 規程等の案

庁舎管理規定等の案を作成するとのことですが、作成にあたって大
阪府庁舎・第１地方合同庁舎など本施設の入居官署がそれまで入
居されていた既存施設の管理規定を選定事業者へ参考資料として
開示いただけませんでしょうか。
また、提案提出前に開示いただくことは可能でしょうか。

開示については、事業契約締結後、国との協議により決定します。

321
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐10 31 別事業への協力

本事業の業務と当該別事業と相互に業務実施時間・場所・範囲の調
整を行い支障が生じないよう協力を行うとあります。本事業の業務遂
行にあたって提案する体制・配置計画においても数・時間は有限で
あるため、協力要請において本事業の業務に支障がないように国も
配慮いただけると考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

322
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐10 31 第１節_５.業務の進め方

（９）別事業への協力 国が実施する別事業に支障が生じないよう国
に協力を行った場合の経費は、別途協議とのことでよろしいでしょう
か。

別途事業の実施自体の協力を求めているのではなく、業務実施時間
又は業務実施範囲の調整を求めています。例えば、国が別に行う警
備業務との入館に関する調整、別事業として行う清掃等の時間帯の
調整及び業務実施範囲の調整などを想定しており、経費が生じるよ
うな事態は想定していません。
合わせて№321の回答をご参照下さい。

323
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐11 20 国による改修又は修繕等

国による改修又は修繕等により、図面その他の資料に記載される本
施設の内容に変更が生じた場合は、対象の工事（改修又は修繕等）
に加えて変更が生じた本施設部分を含めた、修正図面の作成まで
を国にて実施いただけると考えてよろしいでしょうか。

業務要求水準書第5章第1節5．（10）ａ．(ｄ)に記載のとおり、事業者
は国に速やかに資料を要求し、本施設の現状を把握できるようにし
て下さい。事業者が本施設の現状を把握し、業務実施するために必
要となる図面の修正等は本事業において実施して下さい。
合わせて№87の回答もご参照下さい。

324
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐12 1
修繕計画書
中長期保全計画書

提出する修繕計画書は事業者提案による任意様式と考えてよろしい
でしょうか。
また、事業終了後55年間の中長期保全計画書は前述修繕計画書と
同様式で良いと考えてよろしいでしょうか。

前段については、ご理解のとおりです。
後段についても、任意様式ですが、それぞれの計画書の目的に適し
たものとして下さい。

325
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐12 27 第１節_５_（１２）_ｂ廃棄物

業務の実施に伴い発生した廃棄物は、事業者が処理する。とありま
すが、各入居官署から排出される廃棄物も事業者の処理対象となる
のでしょうか。

各入居官署からの排出物の取扱いについては、業務要求水準書第
5章第2節2．（2）及び【添付資料5-9】「廃棄物管理に係る要求水準」
をご参照下さい。

326
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐13 5
第１節_（１２）_ｆ_（ｂ）業務の
実施にあたっての諸条件

想定されるＩＣカードの必要枚数を開示してください。 必要となるICカード等は、その他ICカード及び来庁用ICカードです。
前者は業務要求水準書【添付資料2-2】「各官署の入居予定人数お
よび官用バイク・自転車台数」に基づき、後者は【添付資料4-14】「セ
キュリティ要件」2．（8）ｄ．に基づき設定して下さい。
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No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

327
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐16 2 ２_（１）_f_（e）消耗品

「上記（c）及び（d）の参考資料として【参考資料５－５】「消耗品の実
績」を示す。」とありますが、【参考資料５－５】には（c）及び（d）に記載
の無いトイレ関連消耗品や浴室関連消耗品等の実績が記載されて
います（※（c）及び（d）に記載があるのは、湯沸室関連消耗品の
み）。これら記載の無い消耗品実績については、事業者の補充対象
となるのでしょうか。

業務要求水準書第5章第2節2．（1）f．(ａ)から（d)に示すものを補充し
て下さい。

328
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐16 10
２_（２）廃棄物収集・管理に
係る要求水準

廃棄物量の計量は、官署毎に実施する必要があるという理解でよろ
しいでしょうか。

官署毎の計量までは求めていません。入居官署の合計で廃棄物量
を計量して下さい。

329
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐17 29 ３_２_（２）庁舎運用業務

閉庁日に来庁者用駐車場を一般開放することは可能でしょうか。可
能な場合、料金設定等は事業者の提案でよろしいでしょうか。また、
事業者が国に支払う使用料の平米単価（月額）をご教示ください。

閉庁日に来庁者用駐車場を一般開放することは認めません。
ただし、民間収益事業として実施する場合は可能ですが、国及び国
が認める利用者については無料とし、国の事業のために利用する場
合は、一般開放を中止できるものとします。
なお、料金設定等は事業者の提案に委ねます。
また、国に支払う使用料については、平成29年7月5日に公表する
「大阪第6地方合同庁舎（仮称）整備等事業 参考使用料（使用許可
の場合）の公表について」を参考にして下さい。

330
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐17 29 ３_２_（１）_b庁舎運用業務

各種設備の保守点検等で専門業者が駐車場に駐車することは可能
でしょうか。

可能としますが、事前に届出書を提出する必要があります。
ただし、日々業務等による通勤等の専用駐車場の指定は特別な場
合を除き認めません。
なお、利用形態によっては使用許可の対象面積となる場合がありま
す。

331
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐17 29 ２_（１）_b駐車場使用

事業者が本事業を実施するにあたって駐車場を使用する場合、無
償で使用できるとの理解でよろしいでしょうか。

維持管理業務を行うにあたっては、ご理解のとおりです。
ただし、利用形態によっては使用許可の対象面積となる場合がありま
す。
なお、福利厚生サービス提供業務、民間収益事業を行うにあたって
は、利用形態に関わらず使用許可（貸付）の対象面積となる場合が
あります。

332
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐17 32
第３節_２_（２）_共用部備品
調達業務

共用部備品調達業務は、添付資料5-12に示す備品を事業者にお
いて調達することになっておりますが、様式：A-3-1添付②のどの場
所に計上したら良いのか教えてください。

以下のとおり、損益計算書のうち、庁舎運用等業務の内訳として計上
して下さい。

333
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐18 8
共用スペース部分に設置
する加熱調理機等

利用者が主に使用する厨房機器について、これらの機器等におい
ては行政財産に係る国への使用料を支払う対象とはならないものと
考えてよろしいでしょうか。

利用者が主に使用する加熱調理器を共用スペース部分に設置する
際に、本施設の一部を占有（事業者が恒常的に設置）して使用する
場合は、使用許可の対象となります。

運営業務費
庁舎運用等業務費用

庁舎運用業務費用
共用部備品調達業務

警備業務費用
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No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

334
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐18 8
３_（１）_①_b厨房機器の維
持管理費

厨房機器の整備費用は事業費に含むとのことですが、維持管理費も
事業費に含まれるとの理解でよろしいでしょうか。

事業者が本施設の一部を占有（事業者が恒常的に設置）して使用す
る部分は、「業務要求水準書（資料－２）」第２節に規定する維持管理
業務のうち、「運転・監視及び日常点検・保守業務」及び「清掃業務」
の対象外となりますので、福利厚生サービス提供業務の一部として
独立採算の範囲内で事業者で実施して下さい。

335
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐18 8
３_３_（１）_①_b福利厚生
サービス提供業務

厨房機器の整備費用、事業費に含むとの記載ですが、厨房機器の
保守点検費及び修繕費も事業費に含まれるという理解でよろしいで
しょうか。

No.334の回答をご参照下さい。

336
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐18 10 ３_３_（１）_①_ｂ

事業費に含めて整備した厨房機器については、耐用年数の到来な
どによる更新費用も国に負担していただけますでしょうか。

No.334の回答をご参照下さい。

337
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐18 17
３_（１）_①_ｄ福利厚生サー
ビス提供業務

店外の外部倉庫・保冷庫等設置位置、要冷設備用室外機設置をご
指導下さい。

店外の外部倉庫・保冷庫等設置位置、要冷設備用室外機設置につ
いては、要求水準を満たすことを前提に、事業者の提案に委ねま
す。また本施設の一部を占有（事業者が恒常的に設置）して使用す
る場合は、使用許可の対象となります。

338
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐18 17
３_（１）_①_ｄ福利厚生サー
ビス提供業務

店外の外部倉庫・保冷庫等設置位置、要冷設備用室外機設置をご
指導下さい。

No.337の回答をご参照下さい。

339
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐18 19 第３節_３_（１）_①_ｄ
行政財産使用料について、現在府庁で契約する相場を教えてくださ
い。

他の機関が管理する庁舎の行政財産使用料については、わかりま
せん。

340
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐18 19 第３節_３_（１）_①_ｄ

行政財産使用料について、どの程度の費用（・単価）を見込まれてい
るのでしょうか。

平成29年7月5日に公表した「大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等
事業参考使用料（使用許可の場合）の公表について」を参考にして
下さい。

341
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐18 19
３_（１）_①_ｄ福利厚生サー
ビス提供業務

使用面積、建物使用料、電気代単価について、ご指導下さい。 使用面積については、業務要求水準書及び同添付資料4-2の各室
性能表における要求水準を満たした上で、サービス提供形態を事業
者の提案に委ねます。
使用料については、No.340の回答をご参照下さい。
事業者自らが光熱水費を負担する福利厚生サービスのエネルギー
供給会社の決定は事業者の提案に委ねますので、電気料単価は提
案によります。

342
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐18 19
３_（１）_①_ｄ福利厚生サー
ビス提供業務

使用面積、建物使用料、電気代単価について、ご指導下さい。 No.341の回答をご参照下さい。

343
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐18 21 第３節_３_（１）_①_d

使用料の確定時期は本施設の引渡し前年度ということは理解してお
りますが、収支のシミュレーション及び提案内容の検討に必要となり
ますので、目安となる使用料をお示しいただけませんでしょうか。

No.340の回答をご参照下さい。
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344
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐18 21
３_３_（１）_①_d福利厚生
サービス提供業務

事業敷地内もしくは本施設内で弁当販売をする場合、当該販売ス
ペースについても国の使用許可を受け、国に使用料を支払うという
理解でよろしいでしょうか。

事業者が本施設の一部を占有（事業者が恒常的に設置）して使用す
る場合については、ご理解のとおりです。

345
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐18 33
福利厚生サービス提供業
務

②その他条件として「職員及びその他職員の福利厚生や利便に資
すると国が判断した場合、当該サービスの提供を事業者に実施する
よう要請することがある」とありますが、国とSPCとの間で必要に応じて
協議するとの理解で宜しいでしょうか？また、その場合は独立採算と
なるのでしょうか？

前段は、ご理解のとおりです。後段について実施する場合は、福利
厚生サービス提供業務として行って下さい。

346
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐18 33 ３_３_（１）_②_その他の条件

福利厚生サービスを実施するにあたり、チラシの配布や看板の掲
示、ホームページの作成等の販売促進活動は自由に認められるの
でしょうか。

国の業務遂行を妨げず、かつ、本施設における秩序の維持及び災
害防止に支障が生じないことを前提に認めますが、個別具体の事象
に応じて国が判断します。なお、販売促進活動は、事業者自らが実
施して下さい。

347
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐18 41 第３節_３_（１）_②_ｂ

タバコ販売を提案する場合ですが、販売の権利は必要無いと考えて
よろしいでしょうか。

提案の実現に必要な許認可については、事業者自ら必要な時期ま
でに取得して下さい。

348
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐18 41
３_（１）_②_ｂ福利厚生サー
ビス提供業務

酒・たばこ販売可否、販売制限商品の有無、フライヤー設置可否、
店内放送可否、定期的な停電有無についてご指導下さい。

福利厚生サービス提供業務でのアルコール類の販売については、
不可とします。
タバコの販売については、「業務要求水準書」（資料－2）第５章第３
節３．（１）②b.に従うことを前提に、提案に委ねます。
販売制限商品やフライヤー、店内放送については、要求水準を満た
し、法令・節度を遵守・保持されることを前提に、提案に委ねます。
停電を含む定期的な法令点検は事業者が実施する維持管理業務の
状況によります。

349
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐18 41
３_（１）_②_bアルコール類の
販売

法令・節度を遵守・保持した上で、福利厚生サービスや民間収益事
業の一つとしてアルコール類を販売することは可能でしょうか。

福利厚生サービス提供業務及び民間収益事業でのアルコール類の
販売については、不可とします。

350
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐18 41
３_（１）_②_ｂ福利厚生サー
ビス提供業務

酒・たばこ販売可否、販売制限商品の有無、フライヤー設置可否、
店内放送可否、定期的な停電有無についてご指導下さい。

No.348の回答をご参照下さい。

351
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐19 3 費用負担の考え方

建物の行政財産使用料の計算においては近隣地域内の取引事例
等を参考に決定するとあり、実施方針の質問回答では前年度に決定
するとありますが、安定継続運営可能な提案とするために事業計画
に相応しい使用料金額を提案し条件とすることはすることは可能で
しょうか？

「行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について（昭
和33年1月7日蔵管第１号）」の規定に従い、国が決定しますので、提
案を条件とすることはできません。

352
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐20 29 食事サービス提供

メニューについて、売店、食事とも酒類の取扱いにつき、「入札広告
時に示す」と質問回答にありましたが、特に制限はないと理解して宜
しいでしょうか？

No.348の回答をご参照下さい。
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353
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐21 1 ３_３_（２）_廃棄物処分区分

廃棄物の処分について、「職員及びその他職員等の食堂（喫食ス
ペース）等、事業者が占有せず、職員及びその他職員に広く開放し
た共用スペース部分において発生した廃棄物」については、「事業
者が業務を実施し、事業費（維持管理費）の一部として国がその対
価を支払う」と理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
ただし、食事サービス提供業務に起因する廃棄物については、福利
厚生サービス提供業務において回収し処分して下さい。

354
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐21 2
福利厚生サービス提供業
務

福利厚生サービスの提供において発生した残飯などの廃棄物の処
理は、業者にて適切に行いますが、本施設内におけるゴミの集積場
所が存在し、利用可能と理解して宜しいでしょうか？

国の廃棄物の集積場所を確保した上で、本施設の利用を認めます
が、国の廃棄物と区別して事業者において適切に処分することとしま
す。
なお、必要面積については使用料が必要となります。

355
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐21 10
３_（３）_ａ福利厚生サービス
提供業務

売店設置位置、営業時間について、ご指導下さい。 要求水準を満たすことを前提に、事業者の提案に委ねます。

356
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐21 10
３_（３）_ａ福利厚生サービス
提供業務

売店設置位置、営業時間について、ご指導下さい。 No.355の回答をご参照下さい。

357
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐21 17
３_（３）_ｂ福利厚生サービス
提供業務

店外・店前の看板設置可否について、ご指導下さい。 No.346の回答をご参照下さい。

358
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐21 17
３_（３）_ｂ福利厚生サービス
提供業務

店外・店前の看板設置可否について、ご指導下さい。 No.346の回答をご参照下さい。

359
(資料－２)要求水準書 第５
章 維持管理・運営

5‐21 32
第３節_３_（４）_自動販売機
運営業務に係る要求水準

自動販売機運営業務に係る要求水準において、自動販売機の設置
台数は事業者の提案であり、販売品目以外は特に設置指定は無く、
事業者が自由に提案しても良いと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。「業務要求水準書」（資料－2）第5章第３節３．
（４）に示す要求水準を満たすことを前提に、事業者の提案に委ねま
す。

360
(添付2-1)本事業の業務内
容及び国が実施する業務内
容

1 6 №58オイルタンク

「オイルタンク（168時間分のうちの96時間分）」の「建設」に係る範囲
の維持管理業務とは、具体的にどのような業務を想定されております
でしょうか。

「オイルタンク（168時間分のうちの96時間分）」以外のオイルタンクと
同様に、業務要求水準書第5章第2節に基づき業務を実施して下さ
い。
なお、№271の回答をご参照下さい。

361
(添付2-1)本事業の業務内
容及び国が実施する業務内
容

1 16 事業区分Ｂ

事業区分Ｂは「建設期間中に本事業の一部として追加を予定してい
る事業（建設最終年次を予定）に係る設計及び建設の範囲」とのこと
ですが、追加で整備したものの維持管理業務も本事業の一部として
追加発注される予定でしょうか。

現段階においては、追加発注の予定はありません。

362 (添付4-2)各室性能表 1 16
共用部
食堂・厨房

来庁者も利用する食堂・厨房で、食事サービス提供業務に係る要求
水準のサービス内容を踏まえると、室面積が450㎡±5％の範囲にお
いて、水質汚濁防止法や下水道法における特定施設（420㎡以上の
飲食店）に該当し、厨房除害設備を設置する必要があると考えてよ
ろしいでしょうか。

事業者の提案に委ねます。
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363 (添付4-2)各室性能表 1 21 各室性能表（共用部）

庁務員室とありますが、例えば、清掃員詰所や清掃員控室、守衛室
要員・中央監視室要員の控室なども含まれるのでしょうか。

ご理解のとおりです。

364 (添付4-2)各室性能表 1 - 売店・食堂・厨房面積

福利厚生サービス提供業務の従事者が使用する便所や更衣室、事
務室、ごみ収集室等については、売店100㎡・食堂と厨房450㎡とは
別に、共用部諸室として整備・維持管理してよろしいでしょうか。

原則、売店100㎡・食堂と厨房450㎡の合計550㎡に含まれます。
なお、ごみ収集室についてはNo.354の回答もご参照下さい。

365 (添付4-2)各室性能表 1 各室性能表（共用部）

各室性能表（共用部）に記載がありませんが、事業者として必要と思
われる諸室について（例えば清掃員詰所など）は事業者の提案で追
加してもよいのでしょうか。

事業者の提案に委ねます。

366 (添付4-2)各室性能表 9 5
大阪法務局
職員課事務室１

機械設備空調欄がＧとされていますが、添付資料4-2-7の凡例に記
載がありません。性能をご教示下さい。

「G」を「A」に訂正します。

367 (添付4-2)各室性能表 10 水損対策

供託課事務室、不動産登記部門（甲号）1、不動産登記部門（乙号）
などの室でその他条件にサーバー設置と記載がありますが、水損対
策が無の場合は、水損対策不要と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

368 (添付4-2)各室性能表 全頁 ‐ ‐

表中「官庁施設の基本的性能基準」欄の「初期消火」と「対浸水」の
分類（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）が「官庁施設の基本的性能基準 平成25年版」に
ある分類（Ⅰ、Ⅱ）と違っていますが、そのまま「官庁施設の基本的性
能基準」欄の分類を「官庁施設の基本的性能基準 平成25年版」に
あてはめて読み取ることでよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

369
(添付4-2-4)建築：床荷重凡
例

33 23 （注）_４免震床

「免震床を設置する室には免震床の自重として1.500N/m2を別途見
込む。」とありますが、1.500→1,500と考えればよろしいでしょうか。ま
た、免震床を設けるべき室はございますでしょうか。免震床を設ける
べき室がある場合は、加速度のクライテリアはございますでしょうか。

【添付資料4-2-4】「「建築：床荷重凡例」（注）4の「1.500N/m2」を
「1,500N/m2」に訂正します。
免震床を設けるべき室の指定はありません。

370
(添付4-2-5)建築：扉の鍵の
管理について

34 5 Ｂ 各官署ごと

管理ボックスの捜査状況を警備室等で遠隔監視する。とありますが、
警備室とは守衛室のことでしょうか。

「警備室等」を「中央監視室」に訂正します。
詳細は【添付資料4－14】「セキュリティ要件」によります。

371
(添付4-2-6)電気：各室性能
表凡例

35 22
凡例表_照明_器具を発電
機回路とする割合_Ｄ

照明器具を発電回路とする割合 Ｄ とされている室ですが、１スパ
ンにも満たない執務室は、室に対して１台程度の発電回路と解釈す
るとしてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

372
(添付4-2-6)電気：各室性能
表凡例

35 42 発電回路

器具を発電回路とする割合に含まれない機器がございましたら、ご
教示ください。

専用機器への発電機電源において発電回路とする割合に含まれな
い機器は【参考資料4－11】「専用機器一覧表」以外の機器が対象と
なります。
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373
(添付4-3)複合複写機、大型
事務機器等による消費電力
一覧表

2 2 （１）近畿管区警察局

大型機械容量として、第一通信機械室、第二通信機械室、無線多
重機械室の容量が記載されていますが、電源種別として1φ3W210-
105V電源供給と考えてよろしいでしょうか。

一次審査通過者で誓約書等を添えている者に対し6月22日より特定
資料として配布しています。
詳細は「資料-4 大阪第6地方合同庁舎（仮称）整備等事業 提出書
類の記載要領」ｐ6をご参照下さい。

374
(添付4-3)複合複写機、大型
事務機器等による消費電力
一覧表

2 2 （１）近畿管区警察局

大型機械容量として、第一通信機械室、第二通信機械室、無線多
重機械室の容量が記載されていますが、電源種別として3φ
3W210V電源供給があるとした場合、非常用発電機計算における始
動方式記号を提示して頂けないでしょうか。

№373の回答をご参照下さい。

375
(添付4-3)複合複写機、大型
事務機器等による消費電力
一覧表

2 2 （１）近畿管区警察局

非常用発電機の選定を行うに当たり、第一通信機械室、第二通信機
械室、無線多重機械室の記載容量に対して稼働率（需要率）を50%
程度と考え、選定してもよろしいでしょうか。

需要率は100％とします。

376
(添付4-3)複合複写機、大型
事務機器等による消費電力
一覧表

5 57
（５）－２近畿地方整備局
（企画部）

大型機械容量として、通信電算室、通信運用監視室・電算運用室、
災害対策室の容量が記載されていますが、電源種別として1φ
3W210-105V電源供給と考えてよろしいでしょうか。

№373の回答をご参照下さい。

377
(添付4-3)複合複写機、大型
事務機器等による消費電力
一覧表

5 57
（５）－２近畿地方整備局
（企画部）

大型機械容量として、通信電算室、通信運用監視室・電算運用室、
災害対策室の容量が記載されていますが、電源種別として3φ
3W210V電源供給があるとした場合、非常用発電機計算における始
動方式記号を提示して頂けないでしょうか。

№373の回答をご参照下さい。

378
(添付4-3)複合複写機、大型
事務機器等による消費電力
一覧表

5 57
（５）－２近畿地方整備局
（企画部）

非常用発電機の選定を行うに当たり、通信電算室、通信運用監視
室・電算運用室の記載容量に対して稼働率（需要率）を50%程度と考
え、選定してもよろしいでしょうか。

№375の回答をご参照下さい。

379
(添付4-3)複合複写機、大型
事務機器等による消費電力
一覧表

5 57 （５）-２通信電算室

通信電算室などのサーバー・通信機器等の電源種別は三相２００Ｖ
電源と考えてよろしいでしょうか。

№373の回答をご参照下さい。

380
(添付4-3)複合複写機、大型
事務機器等による消費電力
一覧表

6 21
（５）－４近畿地方整備局
（河川部）

大型機械容量として、河川情報センター室の容量が記載されていま
すが、電源種別として1φ3W210-105V電源供給と考えてよろしいで
しょうか。

№373の回答をご参照下さい。

381
(添付4-3)複合複写機、大型
事務機器等による消費電力
一覧表

6 21
（５）－４近畿地方整備局
（河川部）

大型機械容量として、河川情報センターの容量が記載されています
が、電源種別として3φ3W210V電源供給があるとした場合、非常用
発電機計算における始動方式記号を提示して頂けないでしょうか。

№373の回答をご参照下さい。

382
(添付4-3)複合複写機、大型
事務機器等による消費電力
一覧表

6 21 （５）-４河川情報センター

河川情報センターのサーバー・通信機器等の電源種別は三相２００
Ｖ電源と考えてよろしいでしょうか。

№373の回答をご参照下さい。
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No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

383
(添付4-3)複合複写機、大型
事務機器等による消費電力
一覧表

7 21
（５）－５近畿地方整備局
（道路部）

大型機械容量として、道路部災害対策室の容量が記載されていま
すが、電源種別として3φ3W210V電源供給があるとした場合、非常
用発電機計算における始動方式記号を提示して頂けないでしょう
か。

№373の回答をご参照下さい。

384
(添付4-3)複合複写機、大型
事務機器等による消費電力
一覧表

7 30
（５）－５近畿地方整備局
（道路部）

大型機械容量として、道路部災害対策室の容量が記載されていま
すが、電源種別として1φ3W210-105V電源供給と考えてよろしいで
しょうか。

№373の回答をご参照下さい。

385
(添付4-3)複合複写機、大型
事務機器等による消費電力
一覧表

7 31 （５）-５道路部災害室

道路部災害対策室のサーバー・通信機器等の電源種別は三相２００
Ｖ電源と考えてよろしいでしょうか。

№373の回答をご参照下さい。

386
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

3 25 食堂・厨房

厨房は100㎡以下とするとありますが、100㎡以下とする根拠をご提
示ください。

450㎡の食堂・厨房の一般的な厨房の規模として100㎡を想定してい
ます。

387
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

3 25 食堂・厨房
厨房を100㎡以上とすることは可能でしょうか。 原則、要求水準書通り「100㎡以下」としますが、協議の上、100㎡を

超える計画も可能とします。

388
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

5 1
共用部＿
○喫煙室
職員用…中間階に設置

参考資料４－１３ 参考計画図には４階に1箇所記載がありますが、
職員用としては参考資料４－１３ 参考計画図記載の大きさ程度で1
箇所計画するものとして、設置階は中間階のうち適宜設定してよろし
いでしょうか。

職員用として、中間階に設ける喫煙室は大きさ、設置箇所数は事業
者の提案に委ねます。

389
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

6 19
１.＿
○秘書室
電源ポット用電源

電源ポット用電源を見込む室について、給水設備は不要で各階の
湯沸室を利用すると考えてよろしいでしょうか。（各室共通）

ご理解のとおりです。
給湯ポットの電源（コンセント）は各室当該箇所で見込むものとしま
す。給水は各階の湯沸室利用とします。

390
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

8 28
１.＿
○倉庫１

倉庫１および倉庫Aの位置をご教示願います。 倉庫1の中に倉庫Aを間仕切りを設け、配置して下さい。面積はそれ
ぞれ【添付資料4-2】「各室性能表」によります。

391
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

12 18
１.＿
○通信庶務課
単独室

「単独室」とは廊下から直接出入りできる室と考えてよろしいですか
（各室共通）

ご理解のとおりです。

392
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

13 9
１.＿
○機通隊装備品保管庫
近接階

「近接階」と「近接」は同じものと考えてよろしいでしょうか。（各室共
通）

近接は原則同一フロアであることを前提としていますが、近接階は上
下階でも動線が短ければ、階をまたがっても構いません。

393
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

14 4
１.＿
○総合監視室
扉を設置

「『扉』『引戸』等を設ける」の記載がある場合、箇所数に指定のない
場合は室間に1カ所と考えてよろしいでしょうか。（各室共通）

業務用求水準書第4章第5節1.建築性能（6）建具関係b．各室出入
口（a）をご参照下さい。

394
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

15 9
１.＿
○無線機保管庫
廊下側の出入口

前行に「通信保全室からの入退室のみ」と記載がありますが、廊下か
らの出入口が必要と考えてよろしいでしょうか。

廊下からの出入口は機器搬入用として鉄扉(SD)を設け、入退室用出
入口は通信保全室からのみとして下さい。
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No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

395
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

15 10
１.＿
○無線機保管庫
廊下側に設置の扉

前行に「廊下側の出入口」と記載がありますが、同じものと考えてよろ
しいでしょうか。

No.394の回答をご参照下さい。

396
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

16 12
１.＿
○解析支援室
廊下からの入退室のみ

参考資料４－１３ 参考計画図では電磁的記録物保管室との入退室
が想定されておりますが、計画図を正としてよろしいでしょうか。

質問が、「参考計画図では、解析支援室の入退室について、廊下と
電磁的記録物保管室の2か所に対しての入退室を想定している。こ
れは、【添付資料4-7】「主要諸室の性能特記事項」の説明の「廊下
からの入退室のみ」という記述と矛盾している」ということであれば、ご
理解のとおりです。

397
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

16 30
１.＿
○印刷室
極力多くの事務室

「事務室」にあたる室をご教示願います。印刷室は参考資料４－１３
参考計画図における「コピー室」と同じものと考えてよろしいでしょう
か。

「事務室」とは、各課室、幹部室等とします。なお、【参考資料4-13】
「参考計画図：オフィス階平面図」では、オフィス階11階に近畿管区
警察局の「印刷室」を配置しています。

398
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

24 7
２.＿
○行政相談室

参考資料４－１３ 参考計画図上の「相談室①」「相談室②」と考えて
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

399
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

24 12
２.＿
○行政相談室
縦横最低３ｍ以上

「縦横３ｍ以上」とは平面的に３ｍ以上×３ｍ以上と考えてよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

400
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

25 13
２.＿
○行政相談控室

仕様、大きさは適宜計画でよろしいでしょうか。 行政相談課・首席行政相談官室と同一室となります。
仕様、大きさは事業者の提案に委ねます。

401
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

25 26
２.＿
○第一部（4室）

４室とありますが、部屋の分割が必要であれば各室の間仕切の仕
様・大きさをご教示願います。

部屋の分割は必要ありません。なお、同局の「第一部（4室）」及び「第
二部（3室）」の「（3室）」、「（4室）」は部屋数ではなく、部署名称の一
部分です。

402
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

26 4
２.＿
○第二部次長室
第一部からの入退室

「第一部」を「第二部」と読み替えてよろしいでしょうか。 「第一部」を「第二部」に訂正します。

403
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

26 28
２.＿
○資料室
別の階に設置…可

参考資料４－１３ 参考計画図内に記載がございません。設置階をご
教示願います。

【参考資料4-13】「参考計画図：オフィス階平面図」では、オフィス階9
階に近畿管区行政評価局の資料室を配置していますが、設置階を
指定するものではありません。

404
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

26 35
２.＿
○男子ロッカー室
同室とする

「第一部、第二部と同一室とするとある」が、間仕切が必要であれば、
仕様・範囲をご教示願います。

第一部、第二部とはスライド書架、ロッカー、パーティション（何れも別
途工事）で区画するため、間仕切りは必要ありません。

405
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

30 5
３．＿（１）＿
○第一会議室
庶務課と近接

庶務課とは庶務課事務室１・2、庶務課職員課書庫1・2と考えてよろ
しいでしょうか。

庶務課事務室1と考えて下さい。

406
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

30 25
３．＿（１）＿
○男子更衣室・休憩室
間仕切りで区分

「間仕切り」とは「固定間仕切り」とかんがえてよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。
「隣接する室とは間仕切りで区分する」を削除します。

407
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

33 3
３．＿（２）＿
○総務課書庫
倉庫部分

倉庫部分の大きさ、仕様をご教示願います。 倉庫は書庫の一部であり、面積及び仕様の規定はありません。
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No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

408
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

35 28
３．＿（３）＿
○国籍相談室
待合スペース

参考資料４－１３ 参考計画図に記載がございません。配置・大きさ・
仕様をご教示願います。

【参考資料4-13】「参考計画図：オフィス階平面図」では、国籍相談室
1内に相談室5室と待合スペースを設けています。

409
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

39 21
３．＿（５）＿
○筆界特定打合せ室２
…１からの出入りのみ

参考資料４－１３ 参考計画図には筆界特定登記官室からの出入口
表記がありますが添付４－７を正としてよろしいでしょうか。

【添付資料4-7】「主要諸室の性能特記事項」3大阪法務局(5)不動産
登記部門、○筆界特定打合せ室2（39ページ）の3行目及び4行目の
とおり、筆界特定登記官室、筆界特定打合せ室1との間に扉を設け
（出入りを可能とし）、廊下からの出入りはないこととなります。

410
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

40 1
３．＿（５）＿
○不動産閲覧室
他室と区分する場合

「間仕切により他室と区分する場合は、透明な素材を使用」とありま
すが、不動産部門内での間仕切を透明素材とすると考えればよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

411
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

40 10
３．_（５）_
○不動産書庫１

不動産書庫１は不動産登記部門（甲号）１、不動産登記部門（乙号）
と隣接するとありますが、不動産登記部門等は同一室とする条件を
考慮した場合、どちらかのみに隣接した場合でも要求水準を満たし
ていると考えてもよろしいでしょうか。

同一室ではありますが、それは壁や間仕切りで区切られていないだ
けであり（【添付資料4-7】「主要諸室の性能特記事項」部局配置の考
え方（1ページ））、同一室内でそれぞれの区画（エリア）は存在しま
す。したがって、【添付資料4-7】「主要諸室の性能特記事項」3大阪
法務局(5)不動産登記部門（38ページ）の図のように、両方の区画（エ
リア）に隣接する必要があります。

412
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

42 30
３．_（６）_
○法人書庫１

法人書庫１は法人登記部門（甲号）１、法人登記部門（乙号）と隣接
するとありますが、法人登記部門等は同一室とする条件を考慮した
場合、どちらかのみに隣接した場合でも要求水準を満たしていると考
えてもよろしいでしょうか。

同一室ではありますが、それは壁や間仕切りで区切られていないだ
けであり（添付資料4－7「部局配置の考え方」（1ページ））、同一室内
でそれぞれの区画（エリア）は存在します。したがって、添付資料4－
7、3大阪法務局、(6)法人登記部門（41ページ）の図のように、両方の
区画（エリア）に隣接する必要があります。

413
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

44 17
３．＿（７）＿
○人権相談室
待合スペース

参考資料４－１３ 参考計画図に記載がございません。大きさ・仕様
をご教示願います。

【参考資料4-13】「参考計画図：オフィス階平面図」では、人権相談室
内に個室相談室4室と待合スペースを設けています。

414
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

45 4
３．＿（７）＿
○人権擁護部書庫
倉庫部分

倉庫部分の大きさ、仕様をご教示願います。 No.407の回答をご参照下さい。

415
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

46 6
３．＿（８）＿
○書庫全般

大阪法務局の書庫全般の補足説明と考えればよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。

416
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

47 18
４．＿
○幹部室Ⅰ

参考資料４－１３ 参考計画図には廊下からの出入口がございませ
んが、廊下への出入口は無しと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

417
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

50 20
４．＿
○面接室（２）
事務室と近接

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲとありますが、すべてに近接すると考えればよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。
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No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

418
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

51 9
４．＿
○特別室Ⅶ
共用の給湯室

参考資料４－１３ 参考計画図に記載がございません。配置の条件、
大きさをご教示願います。

【参考資料4-13】「参考計画図：オフィス階平面図」では、特別室Ⅶは
オフィス階9階に配置しています。
共用の給湯室は特別室Ⅶに近接した位置で事業者の提案に委ねま
す。

419
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

52 2
５．＿（１）＿
○局長室
総務課と隣接

参考資料４－１３参考計画図を正とし、中廊下を介した計画としてよ
ろしいでしょうか。

共用廊下から出入りができないようにしてください。中廊下を介した計
画としても良いですが総務課を経由して入室できるようにして下さ
い。
ただし、中廊下は専用部分とします。

420
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

52 6
５．＿（１）＿
○局長室
総務課を経由して入室

参考資料４－１３参考計画図を正とし、総務課を経由せず中廊下か
ら直接入室も可能としてよろしいでしょうか。

必ず総務課を経由して下さい。
なお、共用廊下からの入室は不可とします。

421
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

52 13
５．＿（１）＿
○災害対策控室
総務課と隣接

参考資料４－１３参考計画図を正とし、中廊下を介した計画としてよ
ろしいでしょうか。

No.419の回答をご参照下さい。

422
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

52 14
５．＿（１）＿
○災害対策控室
総務課を経由して入室

参考資料４－１３参考計画図を正とし、総務課を経由せず中廊下か
ら直接入室も可能としてよろしいでしょうか。

No.420の回答をご参照下さい。

423
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

53 7
５．＿（１）＿
○副局長室
総務課と隣接

参考資料４－１３参考計画図を正とし、中廊下を介した計画としてよ
ろしいでしょうか。

No.419の回答をご参照下さい。

424
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

53 8
５．＿（１）＿
○副局長室
総務課を経由して入室

参考資料４－１３参考計画図を正とし、総務課を経由せず中廊下か
ら直接入室も可能としてよろしいでしょうか。

No.420の回答をご参照下さい。

425
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

53 15
５．＿（１）＿
○総務部長室
総務課と隣接

参考資料４－１３参考計画図を正とし、中廊下を介した計画としてよ
ろしいでしょうか。

共用廊下に面していても良いですが、共用廊下に面する場合、職員
専用とした共用廊下への出入口を設けてください。なお、一般来庁
者用の出入口として、中廊下を介した計画としても良いですが総務
課を経由して入室できるようにして下さい。

426
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

53 16
５．＿（１）＿
○総務部長室
総務課を経由して入室

参考資料４－１３参考計画図を正とし、総務課を経由せず中廊下か
ら直接入室も可能としてよろしいでしょうか。

一般来庁者は、必ず総務課を経由して入室できることとし、共用廊下
からの入室は不可とします。

427
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

53 23
５．＿（１）＿
○総括調整官室
総務課と隣接

参考資料４－１３参考計画図を正とし、中廊下を介した計画としてよ
ろしいでしょうか。

No.425の回答をご参照下さい。

428
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

53 24
５．＿（１）＿
○総括調整官室
総務課を経由して入室

参考資料４－１３参考計画図を正とし、総務課を経由せず中廊下か
ら直接入室も可能としてよろしいでしょうか。

No.426の回答をご参照下さい。
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429
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

53 30
５．＿（１）＿
○副局長（港湾）控室
総務課を経由して入室

参考資料４－１３参考計画図を正とし、総務課を経由せず中廊下か
ら直接入室も可能としてよろしいでしょうか。

No.419の回答をご参照下さい。

430
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

53 35
５．＿（１）＿
○応接室
総務課の受付と隣接

総務課の受付（カウンター）と隣接とありますが、具体的な仕様・大き
さをご教示願います。

総務課職員が対人で対応可能なカウンターとし、大きさについては、
【添付資料4-7】「主要諸室の性能特記事項」5.（1）総務部の○総務
課の5つ目の「・」をご参照下さい。

431
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

54 3
５．＿（１）＿
○総務課
各室と隣接

参考資料４－１３参考計画図を正とし、中廊下を介した計画としてよ
ろしいでしょうか。

総務課と隣接する各室は、総務課を経由して入室できるようにして下
さい。

432
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

55 20
５．＿（１）＿
○医務室・待合室

参考資料４－１３参考計画図に記載の医務室は、待合室を兼ねてい
ると考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

433
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

55 21 ５‐（１）

文中に「診療所として運営する」とありますが、これは一般来庁者も対
象としたものでしょうか？

一般来庁者は対象としていません。

434
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

59 2
５．＿（１）＿
○厚生課
総務課と近接しない

総務課と近接しない位置とございますが、参考資料４－１３参考計画
図程度と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
なお、総務課とは同一フロアとして下さい。

435
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

59 11
５．＿（１）＿
○調査官室
総務課と近接しない

総務課と近接しない位置とございますが、参考資料４－１３参考計画
図程度と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
なお、総務課とは同一フロアとして下さい。

436
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

59 19
５．＿（１）＿
○労務打合わせ室
総務課と近接しない

総務課と近接しない位置とございますが、参考資料４－１３参考計画
図程度と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
なお、総務課とは同一フロアとして下さい。

437
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

59 24
５．＿（１）＿
○人事課
総務課と近接しない

総務課と近接しない位置とございますが、参考資料４－１３参考計画
図程度と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
なお、総務課とは同一フロアとして下さい。

438
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

60 9
５．＿（１）＿
○人事課打合せ室１
総務課と近接しない

総務課と近接しない位置とございますが、参考資料４－１３参考計画
図程度と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
なお、総務課とは同一フロアとして下さい。

439
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

60 19
５．＿（１）＿
○人事課打合せ室２
総務課と近接しない

総務課と近接しない位置とございますが、参考資料４－１３参考計画
図程度と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
なお、総務課とは同一フロアとして下さい。

440
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

60 36
５．＿（１）＿
○総務部共用倉庫

参考資料4-13参考計画図オフィス１０階に「倉庫」と記載があります
が、こちらと捉えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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441
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

61 20
５．＿（１）＿
○整備局共用倉庫
整備局主要フロア

整備局主要フロアとは具体的にどちらのことなのか、ご教示願いま
す。

【参考資料4-13】「参考計画図：オフィス階平面図」でいえば、オフィ
ス4階～8階をさしており、近畿地方整備局の各室が大半をしめてい
る階層を指しております。

442
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

62 13
５．＿（２）＿
○技術管理課
技術調整監理官室

「技術調整管理官室」と「技術調整監理官室」との記載がありますが、
こちらは同一の部屋と捉えてよろしいでしょうか。

「技術開発管理官室」（関係図中）及び「技術調整監理官室」（文中）
を「技術開発調整官室」に訂正します。

443
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

62 22
５．＿（２）＿
○企画部長室
企画課総務係

企画課総務係とは、企画課のことと捉えてよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。

444
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

65 7
５．＿（２）＿
○防災課
同一室

総括防災調整官室について、参考資料4-13参考計画図では別室
になっておりますが、特記事項では同一室にすると記載がございま
す。参考資料4-13参考計画図を正と考えてよろしいでしょうか。

【参考資料4-13】「参考計画図：オフィス階平面図」を正として、【添付
資料4-7】「主要諸室の性能特記事項」を訂正いたします。

445
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

65 19
５．＿（２）＿
○災害対策室
企画部共用倉庫

企画部共用倉庫と近接（同一階）とございます。これは参考資料４－
１３参考計画図に記載がございませんが、整備局共用倉庫と同一と
捉えてよろしいでしょうか。

【添付資料4-7】「主要諸室の性能特記事項」により計画して下さい。

446
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

66 2
５．＿（２）＿
○通信電算運用監視室
通信運用監視室ほか

参考資料４－１３参考計画図の通信電算運用監視室は、通信運用
監視室、電算運用室の２室と考えてよろしいでしょうか。

【参考資料4-13】「参考計画図：オフィス階平面図」の通信電算運用
監視室に、通信運用監視室、電算運用室の他、通信監視倉庫、電
算機器倉庫、検証ルームも含まれるものとします。

447
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

66 21
５．＿（２）＿
○通信電算室
レーダー機械室ほか

参考資料４－１３参考計画図の通信電算室内に記載がございません
が、レーダー機械室、通信機械室、電算室の３室で、間仕切りがない
ものと考えてよろしいでしょうか。

レーダー室、通信機械室、電算室は同一室とし、壁がなく間仕切りが
ないか又はパーティション（別途工事）での区画となります。

448
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

72 16
５．＿（３）＿
○整備局共用倉庫

道路部事務室とできる限り近接させるとございますが、一フロア下の
整備局共用倉庫と捉えてよろしいでしょうか。

「道路部事務室」を「建政部事務室」に訂正し、【添付資料4-7】「主要
諸室の性能特記事項」により計画して下さい。

449
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

74 25
５．＿（４）＿
○各課事務室

参考資料４－１３参考計画図には○○課のみの記載となっておりま
すが、これらは各事務室と捉えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

450
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

76 18
５．＿（４）＿
○補助事業審査室
河川占用調整室に隣接

参考資料４－１３参考計画図の室の並びと、特記事項のダイアグラム
の室の並びが異なっておりますが、参考資料４－１３参考計画図を正
としてよろしいでしょうか。

【添付資料4-7】「主要諸室の性能特記事項」を正とし、計画して下さ
い。

451
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

76 24
５．＿（４）＿
○河川占用調整室
河川事業協議室に隣接

参考資料４－１３参考計画図の室の並びと、特記事項のダイアグラム
の室の並びが異なっておりますが、参考資料４－１３参考計画図を正
としてよろしいでしょうか。

【添付資料4-7】「主要諸室の性能特記事項」を正とし、計画して下さ
い。
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452
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

76 27
５．＿（４）＿
○河川事業協議室
河川占用調整室に隣接

参考資料４－１３参考計画図図の室の並びと、特記事項のダイアグラ
ムの室の並びが異なっておりますが、参考資料４－１３参考計画図を
正としてよろしいでしょうか。

【添付資料4-7】「主要諸室の性能特記事項」を正とし、計画して下さ
い。

453
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

88 2
５．＿（６）＿
○営繕部事務室（計画課）

参考資料４－１３参考計画図に幹部個室、給湯室の記載がございま
せん。各室の具体的な仕様、大きさをご教示願います。

幹部個室は、営繕部長室、営繕調査官室、営繕品質管理官室をさ
し、給湯室は共用部の給湯室をさしています。
また、給湯室は「隣接」を「近接」に訂正します。
また、営繕部事務室（計画課）に 「防犯・入退室管理パソコン、鍵管
理装置・パソコン、駐車場券受付処理装置、共用会議室予約システ
ム（広報入力システム兼用）パソコンを設ける。」を追記します。

454
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

89 5
５．＿（６）＿
○営繕部事務室（調整課）

官庁施設管理官スペースを設けるとありますが、具体的な仕様、大き
さをご教示願います。

仕様は事務室程度で間仕切りを設ける必要はありません。

455
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

89 14
５．＿（６）＿
○営繕部事務室（整備課）

営繕部事務室内は、間仕切りのない一体の空間の中で必要なス
ペースを適宜計画と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

456
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

91 34
５．＿（６）＿
○設計等協議室６

営繕部事務室（技術・評価課）からできるだけ遠いところに配置する
とございますが、、参考資料４－１３参考計画図では同一フロアに配
置されています。参考資料４－１３参考計画図を正としてよろしいで
しょうか。

【参考資料4-13】「参考計画図：オフィス階平面図」のように同一フロ
アでも両端に配置するなどできるだけ遠い位置に配置して下さい。

457
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

92 8
５．＿（６）＿
○整備局共用倉庫（営繕
部）

参考資料４－１３参考計画図９階の「整備局共用倉庫（近畿地方整
備局）」のことと捉えてよろしいでしょうか。

【添付資料4-7】「主要諸室の性能特記事項」により計画して下さい。

458
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

101 5
６．＿
○運用課
航空管制技術課

参考資料４－１３ 参考計画図には「管制技術課」と記載があります
が、航空管制技術課を正とし同一のものと考えてよろしいでしょうか。

運用課特記事項内の「航空管制技術課」を「管制技術課」に訂正しま
す。

459
(添付4-7)主要諸室の性能
特記事項

102 26
６．＿
○ミーティング室
３０㎡×６室

各室は固定の間仕切により区画されており、出入りの扉が1箇所ある
ものとし適宜計画としてよろしいでしょうか。

【参考資料4-13】「参考計画図：オフィス階平面図」では、パーティ
ション（別途工事）等で、必要に応じて、区画することを想定していま
す。

460 (添付4-12)構内交換機要件 2 5 ２_（１）_a警察用電子交換機

警察用電子交換機（Ｅ９４ｉ）仕様書が不明です。詳細仕様をご教示
いただけませんでしょうか。

№184の回答をご参照下さい。

461 (添付4-12)構内交換機要件 3 1
２_（２）近畿管区警察局以
外の回線数系統イメージ図

記載されていますＩＰ電話機、多機能電話機、一般電話機、無線ＬＡ
Ｎ電話機について、それぞれ設置する詳細台数が不明です。各管
署ごとの設置台数又は設置比率を提示して頂けないでしょうか。

参考までに現在の各官署の設置比率は全体ではＩＰ電話機6割、多
機能電話機1割、一般電話機3割、PHS・無線LAN電話機1割未満程
度です。
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462
(添付4-13)映像・音響機器
及び拡声機器要件

1 4 1.(1)a.

「表示はデジタルサイネージ(2k/4k対応)とする。」とありますが、建築
設備設計基準に規定されているプロジェクタを使用しても宜しいで
しょうか。

液晶形モニターまたは有機ＥＬ（複数組合せて1画面化を含む）で表
示する装置等を想定しています。

463
(添付5-2)諸室毎の業務実
施時間帯及び立入りの制限

1 6 ゆう活

「ゆう活」適用時において、これを考慮しなくてもよいとありますが、例
えば「不在時に業務を行う」等の制約・制限は、通常時の基準に基
づくとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

464
(添付5-2)諸室毎の業務実
施時間帯及び立入りの制限

1 32 （３）_①時間帯

「外：在室時間の前後に業務を行う」とありますが、在室時間前の業
務開始可能時間と在室時間後の業務終了可能時間を開示してくだ
さい。（※例えば業務開始は６時～、業務終了は～２２時）

特段の想定はありません。

465
(添付5-2)諸室毎の業務実
施時間帯及び立入りの制限

1 41 （３）_②入室許可

「立：入室に事前の届出及び職員又はその他職員の立会いが必要」
とありますが、職員立会いに係る場合の国との事前協議とはいつのこ
とでしょうか。

業務要求水準書【添付資料5-2】「諸室毎の業務実施時間帯及び立
入りの制限」(3)2の※の内容に基づき、各月の業務実施計画書等に
より計画する際に、職員又はその他職員の立会に係る事項が含まれ
る場合においては、国と協議を行ってから当該計画書等を作成し国
に確認を受けて下さい。

466
(添付5-2)諸室毎の業務実
施時間帯及び立入りの制限

2
立入りに関する制限_時間
帯_日常清掃ゴミ収集

清掃業務範囲で日常清掃及びゴミ収集が「－」と記載された業務対
象外の各諸室（例えば、共用部の共用会議室1倉庫 清掃項目：Ｍ、
日常清掃：－、ゴミ収集：－）において、立入りに関する制限の時間
帯で日常清掃ゴミ収集が「－：適用外」以外の凡例が記載されている
場合、日常清掃・ゴミ収集が業務対象外のため、立入りに関する制
限時間帯については、「－：適用外」と読み替えるという理解でよろし
いでしょうか。

「清掃業務範囲-日常清掃」欄及び「清掃業務範囲-ゴミ収集」欄が
共に「－」の室において、「立入りに関する制限-時間帯-日常清掃ゴ
ミ収集」欄が「－」になっていない箇所を全て「－」に訂正します。

467
(添付5-2)諸室毎の業務実
施時間帯及び立入りの制限

2
立入りに関する制限_時間
帯_日常清掃ゴミ収集

日常清掃や定期清掃、ゴミ収集が「○：事業者が実施」と記載された
各諸室（例えば、共用部の官用車用駐車場 清掃項目：Ｑ、日常清
掃：○）において、立入りに関する時間帯が日常清掃ゴミ回収は「－：
適用外」と記載されている場合、制限時間帯については、「無：制限
無し」と読み替えるという理解でよろしいでしょうか。各諸室において
時間帯の指定がありましたら開示してください。

該当部分の「－」を「無」に訂正します。

468
(添付5-2)諸室毎の業務実
施時間帯及び立入りの制限

4 清掃業務範囲_ゴミ収集

各入居官署のゴミ収集が「－：不要」とありますが、各入居官署内の
ゴミについては入居官署職員が各自で集積し、ゴミ収集室まで運搬
され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。

469
(添付5-2)諸室毎の業務実
施時間帯及び立入りの制限

12
立入りに関する制限_時間
帯_日常清掃ゴミ収集

近畿地方整備局（企画部）の通信運用監視室・通信監視倉庫・電算
運用室・電算機器倉庫・検証ルームの在室時間等が24時間となって
おり、日常清掃の立入り時間帯が「不：不在時に業務を行う」とありま
す。常時在室の不在時とはどの時間帯を想定されていますか。

該当部分の「不」を「適」に訂正します。
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No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

470
(添付5-2)諸室毎の業務実
施時間帯及び立入りの制限

15
立入りに関する制限_時間
帯_日常清掃ゴミ収集

近畿地方整備局（道路部）の道路部災害対策室・高規格道路管理
センターの在室時間等が24時間となっており、日常清掃の立入り時
間帯が「外：原則として在室時間の前もしくは在室時間の後に業務を
行う」とあります。常時在室の場合の在室時間の前後とはどの時間帯
を想定されていますか。

該当部分の「外」を「適」に訂正します。

471
(添付5-4)運転・監視及び日
常点検・保守業務に係る要
求水準

3 - 昇降機設備

乗用エレベーターの定期検査（年１回）は、建築基準法による検査だ
けでなく、人事院規則に基づく性能検査（カウンターウェイトを用いた
荷重試験等）も必要と考えますが、本施設でも当該点検基準が適用
されるとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

472
(添付5-4)運転・監視及び日
常点検・保守業務に係る要
求水準

3 - 昇降機設備

乗用エレベーターの保守点検は、メーカー又はメーカー系保守会社
によるフルメンテナンス契約が必須との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

473
(添付5-5)各部位の日常清
掃及び定期清掃に係る要求
水準

1 19 （２）_Ａ_床

「硬質床は・・・定期的に表面洗浄、剥離洗浄等により・・・」とあります
が、硬質床でワックスを塗布するような床仕上げを施工する必要があ
る場所があるのでしょうか。

ワックス（床保護剤）の塗布は想定していませんが、要求水準を満た
す上で必要な箇所については提案により設定して下さい。
なお、「一般床洗浄」も、「表面洗浄、剥離洗浄等」に含まれていると
考えています。

474
(添付5-6)廃棄物収集及び
害虫防除に係る要求水準

1 4 （１）_（ａ）廃棄物の収集

「適切に分別収集できるよう、ゴミ容器を設置する。」とありますが、分
別の種類については「参考資料５-４ 廃棄物量の実績」に記載され
ているゴミの種類に基づいて分別できるようにゴミ容器を設置すれば
よろしいでしょうか。

大阪市の事業系ごみの区分等を参考に、適切に分別収集できるよう
設定して下さい。

475
(添付5-7)修繕に係る要求
水準

2 （２）修繕に係る要求水準

各項目（建築・工作物及び外構・建築設備）の更新・大規模修繕業
務については、本事業の対象外という理解でよろしいでしょうか。

業務要求水準書【添付資料5-7】「修繕に係る要求水準」（1）建物性
能劣化と修繕業務の考え方を満足するよう、業務要求水準書【添付
資料1-1】「用語の定義」に示す「修繕」を実施して下さい。
なお、同要求水準に示す性能を満たすために必要となる更新がある
場合、当該更新は修繕に含みます。

476
(添付5-10)警備業務に係る
要求水準

1 2 業務提供対象外の範囲

近畿管区警察局・近畿公安調査局が使用する執務室等並びにその
出入口が対象外となっていますが、添付資料4-14のゲートイメージ
にあるLv2エリアを指しているものと考え、Lv1エリア（専有部内の共
用部）までの出入証交付（ICカード等）は事業者業務に含まれると考
えてよろしいでしょうか。

業務要求水準書【添付資料5-10】「警備業務に係る要求水準」の内
容欄「業務提供対象」の要求水準に示す業務提供対象の範囲と、業
務要求水準書【添付資料4-14】「セキュリティ要件」2（1）の「セキュリ
ティゲートイメージ」は、相互に関連性を有するものとして示している
ものではありません。
前者は警備業務提供範囲を、後者はセキュリティレベルの考え方を
示しています。
なお、近畿管区警察局及び近畿公安調査局を対象とする、その他Ｉ
Ｃカード及び来庁用ＩＣカードの発行及び設定（入居官署が独自に実
施する警備業務（機械警備等）に付帯する本施設の防犯・入退室管
理設備の使用と連携に必要な情報の記載及び連携作業を除く）は事
業に含みます。
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No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

477
(添付5-10)警備業務に係る
要求水準

1 11 業務提供体制

警備業務の業務従事者ですが、公表されている維持管理・運営費、
その他の費用の予算額：4,920百万円の試算時に何名配置されるこ
とを想定されたのか教えていただけますでしょうか。

開示しません。業務要求水準書【添付資料5-10】「警備業務に係る
要求水準」を満たした上で、事業者の提案に委ねます。

478
(添付5-10)警備業務に係る
要求水準

1 11 業務従事者の要件

実施方針等の資料から、「警備強化による金属探知機使用時～
（略）」の記載が削除されておりますが、金属探知機等の設置・使用
は本事業対象から外れたと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

479
(添付5-10)警備業務に係る
要求水準

1 14 業務従事者の要件
全体の60％以上とは、総員数の60％との理解でよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。

なお、全体とは警備業務に係る業務従事者の総数です。

480
(添付5-10)警備業務に係る
要求水準

1 35 入構管理

出入口の業務従事者の立哨と入構者への身分証提示等を求められ
ておりますが、エントランス等共用部への侵入ラインにおいて身分
証・出入証のチェックが必要とお考えでしょうか。または、添付資料4-
14にあるように共用部＝Lv0（制限無）とし、専有部へのアクセス動線
上の境界（例えば中層用・高層用ＥＬＶホールのセキュリティエリア境
界）でのチェック・受付が行えれば問題ないと考えてよろしいでしょう
か。

セキュリティ上の制限を設けないエリアでは、身分証明書・庁舎出入
証のチェックは求めていません。
身分証明書・庁舎出入証のチェックを実施すべき境界は、施設計画
と密接に関係していることから、ご質問のように一意的に定めることは
できません。契約後の設計業務段階にて国と協議の上決定するもの
とします。

481
(添付5-10)警備業務に係る
要求水準

1 35 入構管理

出入口の業務従事者の立哨について、出入口を複数個所設けた場
合において、複数の出入口を１カ所から視認できるのであれば、各
出入口に立哨させる必要はないと考えてよろしいでしょうか。

出入口の立哨において、「複数の出入口」の扱いについては、警備
の観点から国が一の出入口と見なせるものについては、一の出入口
として扱います。

482
(添付5-10)警備業務に係る
要求水準

1 35 入構管理

出入口の業務従事者の立哨について、地下の官用車駐車場からの
アクセスについては、地下階において立哨させる必要はないと考え
てよろしいでしょうか。

ご質問の「地下の官用車駐車場からのアクセス」が、新庁舎と地下階
に設ける官用車用駐車場が屋内で接続する場合は、業務要求水準
書【添付資料5-10】「警備業務に係る要求水準」の内容欄「入構管
理」の要求水準に示す「出入口」には該当しません。

483
(添付5-10)警備業務に係る
要求水準

2 7 入館管理

通用口における入館管理を守衛室で行いますが、公表されている維
持管理・運営費、その他の費用の予算額：4,920百万円の試算時
に、守衛室での24時間365日常時配置を想定されたものか教えてく
ださい。

開示しません。業務要求水準書【添付資料5-10】「警備業務に係る
要求水準」を満たした上で、事業者の提案に委ねます。

484
(添付5-10)警備業務に係る
要求水準

2 17
官用車用駐車場の入構管
理

敷地出入口にて車両の入構管理を行うことを求められておりますが、
警備員の立哨を求められておりますでしょうか。または、ＩＴＶ・巡回等
による監視やゲート・シャッター等による機械的管理を行うことで要求
は達成されると考えてよろしいでしょうか。

敷地出入口における車両管理において、官用者用駐車場への官用
車の入構管理を適切に実施できることを前提に、機械的手法による
管理のみでも行えるものとします。

485
(添付5-11)庁舎運用業務に
係る要求水準

1 22 共用会議室の管理

共用会議室の予約の受付ですが、共用会議室の予約システムの
メーカー等の指定は無く、事業者の提案で問題ないと考えてよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。
なお、業務要求水準書【添付資料5-11】「庁舎運用業務に係る要求
水準」の項目欄「共用会議室の予約の受付」の要求水準を満たせる
ものとして下さい。
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486
(添付5-11)庁舎運用業務に
係る要求水準

2 8 受付・案内

来庁者等への受付・案内業務においては、警備業務の入構管理業
務を担う警備員が兼務しても問題ないと考えてよろしいでしょうか。

受付・案内業務は庁舎運用業務として業務を要求していますので、
警備業務との兼務はできません。

487
(添付5-11)庁舎運用業務に
係る要求水準

2 8 受付・案内

動線計画において（要求水準書第4章施設整備_第3節．3）、大阪府
庁新別館との接続階にも受付のためのカウンターを設けるよう求めら
れておりますが、当該箇所にも受付・案内要員の配置が求められる
のでしょうか。
また、配置必須の場合、出入口（入構）管理の立哨を行っている警
備員が兼務することは問題ないと考えてよろしいでしょうか。

前段については、ご理解のとおりです。
後段については、№486の回答をご参照下さい。

488
(添付5-11)庁舎運用業務に
係る要求水準

3 16
鍵の保管及びそれに伴う
対応

国から事前に許可された者以外に鍵を渡さないことになっております
が、許可された者を証明する物は何になるのでしょうか。

業務要求水準書【添付資料1-1】「用語の定義」示す「ICカード」によ
る確認を考えています。

489
(添付5-11)庁舎運用業務に
係る要求水準

3 19
鍵の保管及びそれに伴う
対応

利用者の過失により鍵を紛失、損傷した場合の弁償義務は利用者
および庁舎側で負うことでよろしいでしょうか。

本施設の損傷の復旧に要する費用負担、「事業契約書（案）」（資料-
1）第73条第3項の規定に従います。
合わせて№89の回答をご参照下さい。

490
(添付5-11)庁舎運用業務に
係る要求水準

4 21 共用会議室の予約の受付

帳簿、電話又はシステムにより、共用会議室の予約の受付を行うとあ
りますが、要求水準書第4章（施設整備 4-64)に記載があるとおり、
共用会議室の予約システムを使用することでよろしいでしょうか

ご理解のとおりです。
合わせて№485の回答をご参照下さい。

491
(添付5-11)庁舎運用業務に
係る要求水準

4 29 共用会議室利用時の対応

共用会議室利用終了後の机、椅子等の配置復元およびペットボトル
等持ち込み物の回収も利用者が行うことでよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
なお、ペットボトル等持ち込み物の回収忘れがある場合は、業務要
求水準書第5章第2節2．に基づき業務を実施して下さい。

492
(添付5-11)庁舎運用業務に
係る要求水準

5 37
共用物の保管及びそれに
伴う対応

利用者の過失により共用物を紛失、損傷した場合の弁償費用は利
用者および庁舎側で負うことでよろしいでしょうか。

№489の回答をご参照下さい。

493
(添付5-12)共用部備品調達
に係る要求水準

2 35 備品調達方法

共用部各部に設置するＡＥＤにおいて、リース契約での設置は認め
られるでしょうか。その場合、事業期間終了後は当該リース契約を国
にて承継いただけますでしょうか。

前段については、事業期間中の調達方法については問いません
が、業務要求水準書第5章第1節5．（11）ｂ．のとおり、事業終了後も
国が引き続き使用できるよう、事業終了時に現状有姿で国に引き渡
しを行って下さい。
後段については、当該AEDのリース契約に係る債務は国は承継しま
せん。

494
(添付5-12)共用部備品調達
に係る要求水準

収納要件

椅子・テーブル等について、席数に応じての設定や計画数との要求
となっていますが、収納に関しては考慮せずともよいと考えてよろし
いでしょうか。

ご質問の「収納」が、椅子及びテーブル等の収納場所を意味してい
るものとして回答します。
共用会議室については、当該室の倉庫に収納を想定しています。そ
の他の室についてはご理解のとおりです。
なお、椅子及テーブルがスタッキング仕様になっている場合はその
仕様を遵守して下さい。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

495 (参考2-1)計画敷地測量図 9 ‐ ‐

敷地境界線について、北側、東側の境界には街区中通りの歩道
（整備済み分）は含んでいないと考えてよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

496
(参考2-3)大阪府庁新別館
接続部既存図面

15 ‐ ‐

新庁舎と大阪府庁新別館を接続する箇所は、現況から判断して、
X42通り～X44通り間のみと考えてよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

497
(参考2-3)大阪府庁新別館
接続部既存図面

現在､大阪府庁新別館～新別館屋外駐車場（警察公用車仮設駐車
場）に使用されている外壁開口部（2箇所）は、閉鎖する計画でよろし
いでしょうか？また､既存(新別館)工事は今回工事外でと考えて宜し
いでしょうか？1Ｆ平面図（東面外壁・X44～Ｘ46）

ご理解のとおりです。ただし、提案上、大阪府庁新別館側を閉鎖する
必要がある場合には、大阪府庁舎管理部門との協議の上、事業者
負担にて行って下さい。

498 (参考2-7)地盤関連資料 63 1
表4.3.4_Dc各地層の諸元
一覧

表4.3.4にDc1層の圧密降伏応力、一軸圧縮強度の記載がありませ
ん。周辺地盤も含めて、Dc1層の圧密試験、一軸もしくは三軸圧縮試
験結果があれば、ご提示願います。

Dc1層の圧密降伏応力、一軸圧縮強度の調査は行っていません。

499 (参考2-7)地盤関連資料 68 1 ４．３．４

ボーリングNo.2にてPS検層をGL-30m以深より行っておりますが、地
表面～GL-30mについては別途、資料の提供はありますでしょうか。
提供がない場合、事業者にて実施することになりますでしょうか。
また、地震波作成に伴い追加で必要となる資料が生じた場合、それ
らも事業者にて実施することになりますでしょうか。

工学的基盤を想定する目的でＰＳ検層をＧＬ-30ｍ以深で行っていま
す。追加調査が必要と判断される場合は、事業者負担にて行って下
さい。

500 (参考2-7)地盤関連資料 106 14 ５.３.２.（２）

地盤関連資料では、表層(埋土・盛土層)の液状化有無及びその影
響が判断できないため、追加地盤調査を考えていますが、追加地盤
調査に伴うコスト増減は今後のコスト協議の対象と考えてよろしいで
しょうか。

追加地盤調査が必要と判断される場合は、事業者負担にて行って下
さい。
なお、コスト協議の対象となるかどうかについては、No.77の回答をご
参照下さい。

501
(参考2-8)周辺地盤関連資
料

13 1 ５－３_動的地盤特性

参考資料2-8（周辺地盤関連資料）にて、動的特性試験を実施して
いる旨が記載されていますが、試験結果が記載されていません。試
験結果があれば、ご提示願います。

周辺地盤関連資料に関して、添付資料以外のものは提示できませ
ん。
追加調査が必要と判断される場合は、事業者負担にて行って下さ
い。

502
(参考4-1)施設ゾーニングと
大阪府庁新別館接続位置

1 1

設備機器等の搬入ルートとして、建設中及び将来機器更新時にお
いて、府庁別館・駐車場と大阪国際がんセンター間の南北道路は利
用できるものと考えてよろしいでしょうか。

利用できません。

503
(参考4-1)施設ゾーニングと
大阪府庁新別館接続位置

1 街区中通り

「街区中通り」がどこを指すか正確にご教示いただけないでしょうか。
建設予定地と大阪府警察本部の間を通って大手通と本町通を南北
につなぐ歩行者動線及び建設予定地の北側敷地境界が面する歩
行者動線の部分でしょうか。今後の計画も含めてそれ以外の該当部
分があればご教示ください。

前段はご理解のとおりです。
後段については、その他の該当部分はありません。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

504 (参考4-7)アンテナリスト等 2 28
３.各官署が設置するアンテ
ナ要件_（７）

衛星通信地球局のパラボナアンテナを４分割搬入と記載されていま
すが、４分割時の最大寸法及び最大荷重を提示願います。

№184の回答をご参照下さい。

505 (参考4-7)アンテナリスト等 3
別表１ アンテナリスト一覧
表（近畿管区警察局）

警１～４までの対向アンテナの緯度・経度をご教示ください。 №184の回答をご参照下さい。

506 (参考4-7)アンテナリスト等 4
別表２ アンテナリスト一覧
表（近畿地方整備局）

整１～６までの対向アンテナの緯度・経度をご教示ください。 №184の回答をご参照下さい。

507 (参考4-11)専用機器一覧表 10 2
（６）近畿管区警察局 参考
値

一覧表にて、第一無線機械室等の参考値が記載されていますが、こ
の容量は、(添付4-3)複合複写機、大型事務機器等による消費電力
一覧表に記載されている容量と異なり、電圧種別まで記載されてい
ます。今回対象とすべき容量は、(添付4-3)複合複写機、大型事務
機器等による消費電力一覧表記載の容量だけと解釈してよろしいで
しょうか。

【添付資料4-3】「複合複写機、大型事務機器等による消費電力一覧
表」は熱負荷計算用、【参考資料4-11】 ｢専用機器一覧表｣は発電機
負荷計算及び受変電設備変圧器負荷計算用に示した資料です。
【参考資料4-11】 ｢専用機器一覧表｣の詳細は№373の回答をご参照
下さい。

508 (参考4-11)専用機器一覧表 10 17
（６）近畿地方整備局 参考
値

一覧表にて、通信電算室等の参考値が記載されていますが、この容
量は、(添付4-3)複合複写機、大型事務機器等による消費電力一覧
表に記載されている容量と異なり、電圧種別まで記載されています。
今回対象とすべき容量は、(添付4-3)複合複写機、大型事務機器等
による消費電力一覧表記載の容量だけと解釈してよろしいでしょう
か。

№507の回答をご参照下さい。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

509
(参考4-13)参考計画図：オ
フィス階平面図

1
オフィス１階＿
大阪法務局＿
男子女子更衣室１・２

添付資料４－７ 主要諸室の性能特記事項には記載がございません
が、参考計画図を基に適宜配置と考えてよろしいでしょうか。

【添付資料4-7】「主要諸室の性能特記事項」に下記を追記します
○男子更衣室・休憩室1
・法務局入居階の下層階に配置する。
・女子更衣室・休憩室1と隣接する。
・室内を、更衣室スペース（42名程度のロッカー配置見込）と休憩室
スペースに壁で区分し、扉を設ける。
・ 冷蔵庫用電源、電子レンジ用電源、電気ポット用電源を設ける。
○女子更衣室・休憩室1
・法務局入居階の下層階に配置する。
・男子更衣室・休憩室1、女子更衣室・休憩室2と隣接する。
・室内を、更衣室スペース（42名程度のロッカー配置見込）と休憩室
スペースに壁で区分し、可扉を設ける。
・ 冷蔵庫用電源、電子レンジ用電源、電気ポット用電源を設ける。
○男子更衣室・休憩室2
・法務局入居階の下層階に配置する。
・女子更衣室・休憩室2と隣接する。
・室内を、更衣室スペース（6名程度のロッカー配置見込）と休憩室ス
ペースに壁で区分し、扉を設ける。
・ 冷蔵庫用電源、電子レンジ用電源、電気ポット用電源を設ける。
○女子更衣室・休憩室2
・法務局入居階の下層階に配置する。
・女子更衣室・休憩室1、男子更衣室・休憩室2と隣接する。
・室内を、更衣室スペース（54名程度のロッカー配置見込）と休憩室
スペースに壁で区分し、扉を設ける。
・ 冷蔵庫用電源、電子レンジ用電源、電気ポット用電源を設ける。

510
(参考5-1)維持管理･運営に
係る配置者の一覧

4 5
維持管理・運営業務に係る
国との連絡窓口

開庁時間帯は守衛室に設置となっております。国と常時連絡が可能
な体制を確保する中央監視室に設置する案を協議により変更させて
いただくことは可能でしょうか。

№308及び№309の回答をご参照下さい。

511
(参考5-3)日常清掃及び定
期清掃の例

3 15 清掃の周期の表記

（２）2/W（1週に2回）～（８）1Y（1年に1回）の実施曜日・実施月につ
いては、特に指定はなく、事業者の提案としてよろしいでしょうか。指
定がある場合は、場所と実施曜日・実施月を開示してください。

ご理解のとおりです。
なお、要求水準を満たす清掃が前提となります。

512 (参考5-4)廃棄物量の実績 1 13
廃棄物量の実績（平成27
年度）

※27年度の購入予定量とは何を示しているのでしょうか。 近畿地方整備局の蛍光灯の廃棄物量の実績の代わりに、当該年度
に購入予定であった数量を参考に記載しています。

513 (参考5-5)消耗品の実績 1 消耗品の実績

各入居官署の使用した消耗品の数量は入居官署のあるフロアの共
用部における使用実績という理解でよろしいでしょうか。専用部として
の使用実績である場合は共用部の使用実績数量についても開示し
てください。

業務要求水準書【参考資料5-5】「消耗品の実績」は、各入居官署の
消耗品の実績を示しており、専用部及び共用部の区別はしておりま
せん。

514 (参考5-5)消耗品の実績 1 消耗品の実績_トイレ

全体共用部（１階など）のトイレにおける消耗品の使用実績について
開示してください。

実績はありません。業務要求水準書【参考資料5-5】「消耗品の実績」
及び同【添付資料2-4】「現状の来庁者数及び来庁者車両台数」等を
参考に、適切に設定して下さい。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

515
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

1 5 第１_本書の目的

「別添資料-1」とは平成28年10月31日に公表されました「実施に関
する方針の別添資料-1」のことでしょうか。また、「別添資料-1」は平
成28年10月31日に公表されてから変更点はございませんでしょう
か。

（別添資料―１）は削除として訂正します。

516
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

1 14 １来庁者用駐車場

民間収益事業として、閉庁日に本施設の来庁者用駐車場を一般利
用者向けに開放し、料金徴収することは可能でしょうか。

No.329の回答をご参照下さい。

517
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

1 15
２_１.基本的な考え方及び
共通条件①

民間収益施設の用途を4例記載されていますが、優先順位はござい
ますか。

評価基準に照らして事業提案を総合的に評価します。

518
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

1 21
２_１.基本的な考え方及び
共通条件①

民間収益施設の用途を4例記載されていますが、優先順位はござい
ますか。

No.517の回答をご参照下さい。

519
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

1 28
２_１.基本的な考え方及び
共通条件②

民間収益施設の建物を登記した場合、借地権または地上権の設定
は、認められますか。

PFI 法第69条第2項に基づく貸付又は国有財産法第18条第2項第4
号に基づく貸付により実施する場合においては、事業用定期借地権
の設定を行います。但し、「行政財産を使用又は収益させる場合の
取扱いの基準について（昭和33年1月7日蔵管第1号）」第２節 第３に
従い、借地権の登記は認められません。なお、いかなる場合でも、地
上権の設定は認められません。

520
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

1 28
２_１.基本的な考え方及び
共通条件②

民間収益施設の建物を登記した場合、借地権または地上権の設定
は、認められますか。

No.519の回答をご参照下さい。

521
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

1 32
１_④基本的な考え方及び
共通条件

「民間収益事業の内容は、事業者の提案を踏まえて、事業契約締結
後あらためて事業者から国に計画書を提出し、これを国が承諾した
場合に限り認められる。」とありますが、国が承諾しない場合とはどの
ような事態を想定されているのでしょうか。

事業者から提出された計画書の内容が、提案と著しく乖離する場合
や明らかに実現見込がない場合などを想定しています。

522
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

1 33
２_１.基本的な考え方及び
共通条件③

国が承諾した場合に限り認められるとありますが、審査はいつの時点
で行われますか。また、認められない場合、事業契約締結後である
ことを考えると事業が遅滞した場合の帰責性はどこですか。

前段は、事業契約締結後に行います。
後段については、国が合理的な理由なく承諾しないことで民間収益
事業が実施できない場合、事業者帰責には該当しません。

523
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

1 33
２_１.基本的な考え方及び
共通条件③

国が承諾した場合に限り認められるとありますが、審査はいつの時点
で行われますか。また、認められない場合、事業契約締結後である
ことを考えると事業が遅滞した場合の帰責性は誰に問われるのでしょ
うか。

No.522の回答をご参照下さい。

524
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

2 4 第２＿1.＿⑦

事業期間中に利用者の需要動向やニーズ等に応じて、協議のうえ
で施設の一部を改修して営業業態を変更することは可能でしょうか

個別具体な事象に応じて国が判断します。なお、「事業契約書（案）」
（資料－1）第88条第3項に該当する場合は、違約金が発生する可能
性もあることに留意して下さい。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

525
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

2 12 ２_（１）合築

「合築」とは、資料－1 事業契約書（案）P２９ 第6章第８１条４一に記
載がある通り、区分所有建物として建設するとの理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

526
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

2 16
２_（１）_１）_①合築で整備す
る場合

民間収益施設を本施設との合築で整備する場合、民間収益施設は
「本施設とは別構造の建物とすること」とありますが、「資料-2 要求水
準書」の記載事項を満たす必要はないとの理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

527
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

2 25 ２_（１）_２）_②

貸付の方式は事業用定期借地権とありますが、事業用定期借地権
の場合、国土交通省様による定期借地権の解説 2.（2）定期借地権
の種類（http://tochi.mlit.go.jp/chiiki/lease/doc2-2.html）にもありま
すように、期間満了時に借地人は建物を取り壊して土地を返還する
必要があるという解釈でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

528
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

2 26 第２_２_（１）_２）_②

貸付方式は借地借家法の事業用定期借地権となっています。
定期借地の契約する場合、ＳＰＣ又はＳＰＣが用意した独立採算事業
者、どちらと契約することになるのでしょうか。ＳＰＣと契約先となると独
立採算事業者との転貸借契約ができるのか教えてください。

国との契約相手方はSPCです。また、「行政財産を使用又は収益さ
せる場合の取扱いの基準について（昭和33年1月7日蔵管第1号）」
の第2節第7の規定に従い、転貸は可能です。

529
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

2 29 ２_２実施の条件_（１）_２）_③

貸付料は3年毎の改定とありますが、改定の査定方法について、ご
開示下さい。

「行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について（昭
和33年1月7日蔵管第1号）」の第4節第1_3の規定に従います。

530
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

2 29 ２_２実施の条件_（１）_２）_③

貸付料は貸付実例又は民間精通者の意見価格等により国が設定す
るとありますが、事業収支検討が必要となりますので、目安となるよう
な指標をご提示いただけませんでしょうか。

平成29年7月5日に公表した「大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等
事業参考使用料（使用許可の場合）の公表について」を参考にして
下さい。

531
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

2 29 ２_（１）_２）_③貸付料

「権利金及び貸付料は付近の貸付実例又は民間精通者の意見価
格等により国が設定する。」とありますが、目安を知るために、付近の
貸付実例及び用途ごとの貸付料をご教示ください。

平成29年7月5日に公表した「大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等
事業参考使用料（使用許可の場合）の公表について」を参考にして
下さい。

532
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

2 29 ２_（１）_２）_③_貸付料

民間収益事業を行うに当たり、事業敷地の一部の貸付を受ける場合
の貸付料想定単価（年額・㎡）をご教示ください。

平成29年7月5日に公表した「大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等
事業参考使用料（使用許可の場合）の公表について」を参考にして
下さい。

533
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

2 29 ２_２実施の条件_（１）_２）_③

貸付料は3年毎の改定とありますが、改定の査定方法について、ご
開示下さい。

No.529の回答をご参照下さい。

534
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

2 29 ２_２実施の条件_（１）_２）_③

貸付料は貸付実例又は民間精通者の意見価格等により国が設定す
るとありますが、事業収支検討が必要となりますので、目安となるよう
な指標をご提示いただけませんでしょうか。

No.530の回答をご参照下さい。
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No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

535
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

2 34 ２_２実施の条件_（１）_２）_④

第三者に民間施設を譲渡することができるとありますが、要件をご開
示下さい。

「行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について（昭
和33年1月7日蔵管第1号）」の第2節第7_2の規定に従います。

536
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

2 34 ２_２実施の条件_（１）_２）_④
第三者に民間施設を譲渡することができるとありますが、要件をご開
示下さい。

No.535の回答をご参照下さい。

537
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

3 3 ２_２実施の条件_（１）_２）_⑤

貸付期間終了後、期日までに原状回復の上、明け渡すとあります
が、原状回復とは具体的にどのような仕上げ状態に戻すということを
想定されておられますでしょうか。

事業者が所有する業務設備・備品その他の物件等を撤去するととも
に、事業場所を業務運営に支障のない状態に復旧することを想定し
ています。

538
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

3 3 ２_２実施の条件_（１）_２）_⑤

貸付期間終了後、期日までに原状回復の上、明け渡すとあります
が、原状回復とは具体的にどのような仕上げ状態に戻すということを
想定されておられますでしょうか。

No.537の回答をご参照下さい。

539
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

3 5 ２_２実施の条件_（１）_２）_⑤

原状回復に要する費用に相当する額とありますが、査定方法につい
てご開示下さい。

国が原状回復を希望しない場合に、事業者が国に支払う、原状回復
に要する費用に相当する金額は、国と事業者の協議の上、国が決定
します。

540
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

3 5 ２_２実施の条件_（１）_２）_⑤

原状回復に要する費用に相当する額とありますが、査定方法につい
てご開示下さい。

No.539の回答をご参照下さい。

541
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

3 10
２_（２）_使用許可により実施
する場合

事業敷地の一部の使用許可を受けて民間収益事業を行う場合、当
該事業敷地上に民間収益施設を建設してもよいとの理解でよろしい
でしょうか。また、当該民間収益施設は「資料-2 要求水準書」の記載
事項を満たす必要はないとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

542
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

3 29 第２_２_（２）_⑥

「使用料は付近の貸付実例又は民間精通者の意見価格等により国
が設定する」ことになっていますが、民間事業者で算定すると国が想
定する価格帯より低く設定することが想定されます。現在国が想定さ
れる価格帯を教えてください。

平成29年7月5日に公表した「大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等
事業参考使用料（使用許可の場合）の公表について」を参考にして
下さい。

543
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

3 29 第２_２_（２）_⑥

使用料の確定時期は本施設の引渡し前年度ということは理解してお
りますが、収支のシミュレーション及び提案内容の検討に必要となり
ますので、目安となる使用料をお示しいただけませんでしょうか。

平成29年7月5日に公表した「大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等
事業参考使用料（使用許可の場合）の公表について」を参考にして
下さい。

544
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

3 29 ２_（２）_⑥使用料

「使用料は付近の貸付実例又は民間精通者の意見価格等により国
が設定する。」とありますが、目安を知るために、付近の貸付実例及
び用途ごと使用料をご教示ください。

平成29年7月5日に公表した「大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等
事業参考使用料（使用許可の場合）の公表について」を参考にして
下さい。
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No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

545
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

3 29 ２_（２）_⑥使用料

民間収益事業を行うに当たり、本施設の使用許可を受ける場合の使
用料想定単価（年額・㎡）をご教示ください。

平成29年7月5日に公表した「大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等
事業参考使用料（使用許可の場合）の公表について」を参考にして
下さい。

546
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

3 31 第２＿２．＿（２）＿⑦

転貸ではなく事業者が専門事業者に対して業務を委託することは可
能でしょうか

「民間収益事業の実施条件」（資料－3）第２_１．⑤に規定のとおり、
国の承諾を得た上で、第三者に民間収益事業の管理・運営を委託
することは可能です。

547
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

3 33 ２_（２）_⑧事業終了後

「国の指定する期日までに原状回復の上、明け渡す。」とありますが、
事業終了後も民間収益施設の営業を継続する場合の条件や手続き
についてご教示ください。

使用許可の場合、事業期間を超えて民間収益事業を実施することは
できません。

548
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

3 35 第２_２_（２）_⑨

使用許可になる場合と定期建物賃貸借になる場合はそれぞれどの
ような基準で決められるのでしょうか。また、事業者が提案書に記載
した内容（使用許可か定期建物賃貸借のどちらか）は、特段の問題
がなければ認めていただるのでしょうか。

国有財産法第18条第2項第4号に基づく場合のほか、所管庁の長が
庁舎等の床面積に余裕が生じると認める場合は、定期建物賃貸借
によることができます。

549
(資料－３)民間収益事業の
実施条件

4 3 第２_２_（２）_⑨

収支のシミュレーション及び提案内容の検討に必要となりますので、
目安となる定期建物賃貸借契約に係る賃貸料をお示しいただけま
せんでしょうか。

平成29年7月5日に公表した「大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等
事業参考使用料（使用許可の場合）の公表について」を参考にして
下さい。

550
(資料－４)提出書類の記載
要領

9 17
Ａ-1-1全体の事業実施体
制

代表的な実績（ＰＦＩ事業に関連する類似業務・類似施設の実績等）
とありますが、企業名を記載していなければ、具体的な案件名は記
載してもよいという理解でよろしいでしょうか。

企業名及び企業を類推できる記載となりますので、案件概要等は記
載してもよろしいですが、具体的な案件名は記載しないで下さい。

551
(資料－４)提出書類の記載
要領

10 27 A-3-1事業収支計画

事業実施上で必要な各種業務の積算根拠等とありますが、様式A-
3-1添付③に記載するという理解でよろしいでしょうか。

積算根拠等は様式A-3-1添付にご記載ください。積算根拠等とし
て、必要に応じて他の様式（様式B-5-22等）を参照することや、別途
補足説明資料を添付することは可能です。

552
(資料－４)提出書類の記載
要領

11
資金調達計画・債務償還
計画

様式番号および枚数制限がありませんが、様式A-3-1添付①～④に
記載するという理解でよろしいでしょうか。

資金調達計画・債務償還計画は、様式A-3-1に記載して下さい。

553
(資料－４)提出書類の記載
要領

11
A-3添付②事業計画
割賦原価

施設整備費としての割賦対価である建設期間中の一般管理費、建
中金利等については、税務・会計上割賦原価として認められないた
め、税務・会計上認められる処理にて費用計上してよろしいでしょう
か。

税務・会計上の処理については、ご理解のとおりです。
なお、国からの事業者への支払いにおいては、「事業費の算定及び
支払方法」（資料－1－3）第１. ２.に記載の事業費の内訳のとおり、
事業者の運営費（人件費、事務費、保険料等）の一部（引渡日まで）
や建中金利は、施設費に含めて支払います。

554
(資料－４)提出書類の記載
要領

11 A-3添付④資金調達計画

構成員、協力会社の資本関係又は人的関係のある者が、出資ある
いは融資等を行う場合は、企業名を記載するのは不可という理解で
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
代表企業、構成員、協力企業及び協力企業ではない企業（アドバイ
ザー、金融機関、業務を委託する第三者を含む）も含めて、企業名
及び企業を類推できる記載は一切行わないで下さい。
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No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

555
(資料－４)提出書類の記載
要領

16 28
第１_５_（２）_Ｂ_ｂ基本計画説
明書

「各室面積表」の枚数は「２枚」とありますが、様式集において＜様式
B-5-3＞は３枚あります。どちらが正しいですか。

様式B-5-3の枚数を正とします。
「２枚」を「３枚」に訂正します。

556
(資料－４)提出書類の記載
要領

20 35
１_５_（２）_C維持管理に関
する提出書類

「⑤ワーク・ライフ・バランス等の推進に関し、以下の認定に係る適合
状況（維持管理・運営業務を実施する企業に限る。企業が複数の場
合は企業毎）を記載すること。」とありますが、複数企業のうち一が認
定に該当する適合状況がない場合にも、全企業分の適合状況を記
載する必要がありますでしょうか。

認定等に該当する企業（維持管理・運営業務を実施する企業に限
る。）の全企業について、適合状況を記載して下さい。
一の企業が認定等に該当しない場合は、当該企業についての適合
状況の記載は不要です。

557
(資料－４)提出書類の記載
要領

26 6 Ｅ_各様式の記載事項

（様式Ｅ-1-1添付①）には、実際に民間収益事業を行う民間事業者
の収支計画を事業ごとに記載するとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
複数用途の民間収益事業を提案する場合は、用途それぞれの事業
収支計画を提出して下さい。

558
(資料－４)提出書類の記載
要領

27 7 ２企業名の記載

福利厚生サービス及び民間収益事業を構成員又は協力企業から第
三者に委託する場合、当該第三者の企業名は第二次審査資料に記
載しても良いとの理解でよろしいでしょうか。

No.554の回答をご参照下さい。

559
(資料－４)提出書類の記載
要領

27 29 ４書式等

指定されている添付資料以外にも、事業者の任意に資料を添付する
ことは認められるでしょうか。

原則として、指定された様式以外の資料を添付することは認められま
せん。ただし、実績や根拠を示す資料として不可欠な場合は、必要
最低限の資料を添付することは可とします。

560
(資料－４)提出書類の記載
要領

27 31 第２_４_イ

「表紙を含め」とありますが、表紙を必要とする提出書類の名称をお
教えください。

A（経営管理に関する提出書類）からE（民間収益事業に関する提出
書類）までの分野ごとに必要です。

561
(資料－４)提出書類の記載
要領

28 1 第２_４_カ

本文中の注釈文（用語の説明等）は、文字サイズを11ポイント以下と
してもよろしいでしょうか。

よろしいです。

562
(資料－４)提出書類の記載
要領

28 6 ５_イ編集方法

「提案書の1項目が複数ページにわたるときは、右肩にページ番号を
付すこと。」とありますが、枚数制限が1枚で共通様式を用いて提案
書を記載する場合は、右肩のページ番号を付す欄には「1/1」と記載
するとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

563
(資料－４)提出書類の記載
要領

28 24 第２_６_（２）_エ_提出部数

「ＡからＥまでの分野ごとにＡ３ハードファイルに綴じ」とは、Ａ３ハード
ファイルが５冊になるということでしょうか。

ご理解のとおりです。

564
(資料－４)提出書類の記載
要領

28 25 第２_６_（２）_エ_提出部数

「合計２４部を用意し」とありますが、ＡからＥまでの分野ごとに綴じると
５冊になり、合計Ａ３ハードファイルが１２０冊必要ということでしょう
か。

ご理解のとおりです。
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565
(資料－４)提出書類の記載
要領

28 25 第２_６_（２）_エ_提出部数

「１セットずつ２４の封筒に分けて」とありますが、Ａ３ハードファイル５
冊を１セットを入れた封筒を２４セット必要という事でしょうか。

ご理解のとおりです。
A3ハードファイル5冊を1セットに入れる封筒のサイズがない場合は、
紙袋等に入れて提出することも可とします。

566
(資料－４)提出書類の記載
要領

28 25 第２_６_（２）_エ_提出部数

「１セットずつ２４の封筒に分けて」とありますが、Ａ３ハードファイル５
冊を１セットになると入る封筒も無いと思っており、例えば１セットを紙
袋に入れ、２４セット提出することは可能でしょうか。

No.565の回答をご参照下さい。

567
(資料－４)提出書類の記載
要領

28 28 第２_６_（２）_オ
表紙とは、「ファイルの表紙」との理解でよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。

568
(資料－４)提出書類の記載
要領

28 28 第２_６_（２）_オ

ファイルの表紙について、左肩に１～２４の番号を付けていれば書式
は自由との理解でよろしいでしょうか。また、番号以外に記載すべき
事項（事業名、書類名等）があればお示しください。背表紙について
も同様に記載事項があればお示しください。

前段については、ご理解のとおりです。後段については、表紙には
下記内容をご記載下さい。背表紙の記載事項はありません。
・事業名「大阪第6地方合同庁舎（仮称）整備等事業」
・提出書類名（例.A:経営管理に関する提出書類）
・日付
・番号
・提出グループ名（資格審査結果通知時に国が指示したグループ
名）

569
(資料－４)提出書類の記載
要領

28 28 ６_（２）_オ提出部数

「表紙には、左肩に1～24の番号を付すこと。」とありますが、表紙に
は左肩に1～24の番号及び事業名のみを記載し、応募グループ名
は記載しないとの理解でよろしいでしょうか。

応募グループ名は記載しないで下さい。その他、表紙の記載内容に
ついては、No.568の回答をご参照下さい。

570
(資料－４)提出書類の記載
要領

28 33 ６_（２）_カ提出部数

「CD-Rを３枚提出すること。」とありますが、CD-Rの表紙には事業名
及び応募者名を記載するとの理解でよろしいでしょうか。

CD-Rの表紙には、事業名及び提出グループ名（資格審査結果通知
時に国が指示したグループ名）をご記載下さい。

571
(資料－４)提出書類の記載
要領

8、
12-
19

‐ ‐

様式について、文中、様式番号があるがデータがないものは、すべ
て「様式（共通）」を使用するものと考えてよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

572
(資料－４)提出書類の記載
要領

様式集_共通様式

共通様式の書類名の欄には、提出書類名（Ａ：経営管理に関する提
出書類、Ｂ：施設整備に関する提出書類、・・・）を記載するとの理解
でよろしいでしょうか。

共通様式の書類名の欄には、各書類名（事業全体の提案コンセプト
等）をご記載下さい。
また、9頁から15頁の＜各様式の記載事項＞の表における「記載事
項」を「書類名」に訂正します。
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大阪第６地方合同庁舎（仮称）整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第２回）

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

573 (資料－５)事業者選定基準 3 16 １_（１）地下接続

「事業提案に、計画地外など要求範囲外の提案が記載されていた場
合、その部分は採点の対象としない。」とありますので、大阪府庁新
別館や大阪国際がんセンターとの地下接続は評価の対象とならない
との理解でよろしいでしょうか。

計画地外における提案は評価の対象外となりますが、地下接続を含
めた事業敷地内の提案自体を評価対象外とするものではありませ
ん。
なお、地下接続をする場合は関係法令遵守の上、大阪府庁舎管理
部門との協議が必要です。また、地下接続の際の接続先の改修費用
は事業者負担となります。（【参考資料2-3】「大阪府庁新別館接続部
既存図面」におけるX42～X44通り間にて大阪府庁新別館と接続す
る場合は、同資料図番A037におけるX42～X44通り間のSMWは事業
敷地内となります。また、同間には大阪府庁新別館施工時の地下3
階レベルのアースアンカーが存置されています。これらの撤去費用
については事業者負担となります。）

574 (資料－５)事業者選定基準 4 13 第５_１_（２）開札

入札価格が予定価格の範囲内か否かを確認するとありますが、本件
には調査基準価格や特別重点調査などの概念は存在しないので
しょうか。

ご理解のとおりです。

575 (資料－５)事業者選定基準 4 13 第５_１_（２）開札

入札価格が予定価格の範囲内か否かを確認するとありますが、本件
には調査基準価格や特別重点調査などの概念は存在しないので
しょうか。

No.574の回答をご参照下さい。

576 (資料－５)事業者選定基準 6 3 ３_（３）_②評価（採点）方法

「採点方法は、基本的に加点項目に対して、評価基準に基づき下表
に示す５段階評価で行う。」とありますが、評価ランクの決定は各審査
員の平均をもって行うのでしょうか。

加点項目の審査は、有識者委員会で専門の部会を開催し、各部会
で担当委員の採点結果をふまえて合議し、有識者委員会は部会の
審査結果をふまえて合議の上、評価ランクがとりまとめられます。

577 (資料－５)事業者選定基準 15 5
３_（３）_④_ウ維持管理に関
する加点項目及び評価基
準

維持管理に関する加点項目及び評価基準に「警備業務、庁舎運用
等業務、福利厚生サービス提供業務等」が含まれておりますが、ここ
では維持管理及び運営を合わせた全体の業務実施体制を提案する
必要があるとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

578 (資料－５)事業者選定基準 18 30 サービス提供内容

職員の利便性に配慮した自動販売機の設置場所・台数・販売メ
ニュー等が提案されているか。とありますが、販売する製品のメー
カーまでも第二次審査書類提出時までに決定しておく必要があるの
でしょうか？

必ずしも第二次審査書類提出時までに販売する製品のメーカーを決
定する必要はありません。

579 (資料－５)事業者選定基準 19 1
３_（３）_④_オ民間収益事業
に関する加点項目及び評
価基準

民間収益施設の規模、借地料、使用料の大小は評価対象外という
理解でよろしいでしょうか。

No.517の回答をご参照下さい。

580 (資料－６)基本協定書（案） 5 5
第13条_談合等不正行為が
あった場合の措置_第1項

「本契約に関し」は「本事業に関し」との理解でよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。
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