
大阪第6地方合同庁舎（仮称）整備等事業の実施に関する方針に対する質問と回答

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

1 実施方針本文 2 35
福利厚生サービス提供
業務

業務の開始日は国と事業者が協議により決定するとありますが、独立
採算で運営するために施設内の職員数が一定以上または全官署の入
居後とするなどの提案について、協議いただけるとの理解でよろしいで
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。

2 実施方針本文 3 11
第1_1_（6）_④_ウ光熱水
費の支払業務

実施方針P3「（6）特定事業の業務内容④本事業に含まれていない業
務 ウ 光熱水費の支払い業務」と記載があるが、電力、ガスなどのエ
ネルギー供給会社は国が決定し、その使用料金も国が負担するという
意味でよいか？

国自らが負担する部分は、ご理解のとおりです。
なお、事業者自らが光熱水費を負担する福利厚生サービスや民間収
益施設については、事業者の提案に委ねます。

3 実施方針本文 3 11
第1_1_（6）_④_ウ光熱水
費の支払業務

事業者がエネルギー調達の工夫や省エネなどの取り組みによる光熱
水費削減のメリットを享受できる前提で、電力、ガスなどのエネルギー
供給会社を事業者が選定し、事業者が光熱水費を支払う方式を採用
することで、事業者にとってもメリットがあり、国にとってもエネルギー調
達、支払い業務などを簡素化できるメリットがあると考えられるが、今回
の事業でそのような方式を採用することは可能か？

入札公告時に示します。

4 実施方針本文 3 13
第１_１_（７）事業方式及び
権利関係

本施設の原始取得や引渡し等に伴って、事業者が不動産取得税や固
定資産税・都市計画税を負担することはないとの理解でよいか。

事業者において非課税取引となるよう適切に税務処理を行った場合に
ついては、ご理解のとおりです。

5 実施方針本文 3 14
第1_1_（7）事業方式及び
権利関係

空調や給湯、受変電設備などの設備について、設計、設置から運転、
保守などの維持管理までを一括で行うようなサービスを同サービス提
供会社と事業者が契約した場合、設備の引渡しは、サービス提供会社
から一旦事業者へ引き渡し、その後国へ引き渡すという方法で問題は
ないか？

事業者は、自らを本施設の原資取得者とし、国有地である事業敷地に
本施設を整備した後、本施設を未使用のまま国に引き渡し、本施設の
維持管理及び運営を行う、いわゆるBTO（Build-Transfer-Operate）方
式により特定事業を実施しますので、その範囲内で事業者の提案に委
ねます。また参加資格要件は入札公告時に示します。

6 実施方針本文 3 25
第１_１_（９）_②維持管理・
運営費

事業者の福利厚生サービス提供業務に係る売上は事業費に含まれな
いとの理解でよいか。

ご理解のとおりです。

7 実施方針本文 4 14 第1_1_（10）_③_イ

福利厚生サービス提供業務の国への想定使用料をご教示ください。ま
た、使用料の具体的な算定方法、確定時期についてご教示ください。

前段の使用料の算定方法については、「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」別添資料－１によります。後段の
確定時期については、本施設の引渡し前年度を予定しています。

8 実施方針本文 6 27 第２_２_（３）質問回答

「第一次審査資料の作成に必要と判断される質問に対する回答は、第
一次審査資料の受付期限までに公表する。」とあるが、回答を見た後
に資料の修正や配置技術者の変更等が発生する場合があることから、
第一次審査資料受付日の2週間前までには回答を公表頂けないか。

ご指摘を踏まえ、入札公告時に示します。

9 実施方針本文 7 3
第２_２_（６）事業提案書作
成説明会

「第二次審査資料提出資格があると認められた応募者を対象に、個別
に説明会を開催する。」とあるが、説明会の開催目的や説明内容につ
いて現時点で想定されている事項をご教示頂きたい。

国が本事業において特に重視する事項等を個別に説明することを予
定しています。開催方法は入札公告時に示します。

10 実施方針本文 7 32 第２_３_（２）_④

「民間収益事業の実施に関する事項」の審査に際し、民間収益施設の
規模の大小、借地料あるいは使用料の大小は評価対象となるのか。

入札公告時に示します。

11 実施方針本文 9 31 第２_５_（１）_⑦

応募者を構成する企業のいずれかと資本関係又は人的関係のある者
が、他の応募者の協力企業である場合、応募者の構成として特別問題
ないという認識でよろしいでしょうか。

当該応募者の協力企業と資本関係又は人的関係のある者が他の応募
者の協力企業である場合は、例外として認められます。ただし、当該応
募者の構成員と資本関係又は人的関係のある者が他の応募者の協力
企業である場合は、原文のとおり認められません。
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大阪第6地方合同庁舎（仮称）整備等事業の実施に関する方針に対する質問と回答

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

12 実施方針本文 10 30 第２_５_（２）_⑤指名停止
開札日以降に指名停止措置を受けた場合であれば、事業契約を締結
できるとの理解でよいか。

入札公告時に示します。

13 実施方針本文 11 16
第２_５_（３）_④配置予定
技術者要件

配置予定の技術者の資格、実績について、入札公告を待たずに本質
疑回答にて公表頂けないか。該当する技術者の確認・調整する期間を
出来るだけ頂きたい。

入札公告時に示します。

14 実施方針本文 11 36
第２_５_（４）_④配置予定
技術者要件

配置予定の技術者の資格、実績について、入札公告を待たずに本質
疑回答にて公表頂けないか。該当する技術者の確認・調整する期間を
出来るだけ頂きたい。

入札公告時に示します。

15 実施方針本文 12 10
第２_５_（５）_④配置予定
技術者要件

配置予定の技術者の資格、実績について、入札公告を待たずに本質
疑回答にて公表頂けないか。該当する技術者の確認・調整する期間を
出来るだけ頂きたい。

入札公告時に示します。

16 実施方針本文 12 31 第２_５_（７）_④

運営企業のうち福利厚生サービス提供業務のみを分担して行う企業に
あっては、③の要件を満たす必要はないとの認識でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

17 実施方針本文 13 13
第３_１_（２）想定されるリス
クの責任分担

「リスク分担の変更の可否については、実施方針に関する質問等に対
する回答において示すものとする。」とあるが、契約書案等が提示され
ていないため、 終的なリスク分担の変更の可否は入札公告後に示し
て頂けると考えてよいか。

入札公告時に事業契約書（案）として示します。

18 実施方針本文 14 31
維持管理業務及び運営
業務の検査

業務完了時に会計法第29条（略）に定める検査を実施するとあります
が、資料５業績等の監視及び改善要求措置要領の内容を指すとの理
解でよろしいでしょうか。

会計法第29条の11第2項に定める検査を指します。

19 実施方針本文 15 13
第４_１_（２）既存建物等の
概要

解体撤去の対象となる既存建物等に残存物品がある場合、法令上、Ｐ
ＦＩ事業者は撤去処分することができないため、予め発注者にて撤去さ
れるとの理解でよいか。

ご理解のとおりです。

20 実施方針本文 15 23 第４_１_（２）_②地下タンク

解体撤去の対象となる既存建物等に地下タンクが含まれているが、法
令上、ＰＦＩ事業者はタンク清掃及び撤去処分をすることができないた
め、予め発注者にて清掃及び撤去されるとの理解でよいか。

地下ガソリンタンクは既に廃止届出済で、燃料は抜き取られ洗浄の上、
水が充填されています。懸念される処置は済んでいるものと考えますの
で、本事業の業務範囲に含みます。

21 実施方針本文 22 20
第８_４今後のスケジュー
ル

基本協定の締結時期について、「平成30年12月頃」との記載は誤記
で、正しくは「平成29年12月頃」という理解で良いか。

ご理解のとおり、「平成29年12月頃」です。

22
(資料-1)要求水準書(案）
第１章 総則

1 24 第５節_１

「制定時のものから本事業の事業契約締結までの間に改定があった場
合には、原則として改定されたものを適用する」と記載されていますが、
提出後から事業契約締結時までに改定があった場合、改定されたもの
を適用する際に要する費用は国の負担と考えてよいか。

リスク分担表（案）No.11のとおりとします。それ以外の場合については
事業者が負担して下さい。詳細は入札公告時に示します。

23
(資料-1)要求水準書(案）
第２章 事業の目的及び
計画条件

1 24
第２章_第２節_１_（１） 新
庁舎施設整備業務

大阪府庁新別館との接続部の整備範囲は当該敷地内のみと考えてよ
ろしいでしょうか。また、床面積が発生する場合は付属施設の扱いとす
るのでしょうか。施設規模 大49,251㎡内に収めることと考えてよろしい
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）整備等事業の実施に関する方針に対する質問と回答

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

24
(資料-1)要求水準書(案）
第２章 事業の目的及び
計画条件

1 24 第２節＿１＿（１）

「大阪府庁新別館との接続部」について、屋上庭園レベルは「将来」と
あるが、将来とはいつか。また、グラウンドレベルの雨掛りにならない動
線の代替として、大阪府庁新別館や大阪府成人病センターとの地下で
の接続としてもよいか。

前段については、時期は未定のため、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って下さい。建設業務期
間内に事業者の提案により接続する場合は、、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、接続の際の大阪府庁
新別館側の改修費用は事業者負担となります。後段については、雨掛
りにならない動線の代替としての地下での接続については、不可としま
す。グラウンドレベルの動線と別に地下接続をする場合については、事
業者の提案に委ねます。ただし、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、地下接続の際の大阪府庁新別館側
の改修費用は事業者負担となります。

25
(資料-1)要求水準書(案）
第２章 事業の目的及び
計画条件

1 30
第２節_１_（２）既存建物等
解体撤去業務

（２）既存建物等解体撤去業務における、ａ.設計業務及びｃ.工事監理
業務を、（1）新庁舎施設整備業務の同業務と異なる企業が行う場合、
実施方針本文第２_５_（３）設計企業の参加資格要件④及び、（５）工事
監理企業の参加資格要件④については免除されるとの理解でよいか。

参加資格要件の免除はありません。参加資格要件については入札公
告時に示します。

26
(資料-1)要求水準書(案）
第２章 事業の目的及び
計画条件

2 2
第２節_２本施設の維持管
理・運営業務

業務開始日について「本施設を国に引渡した翌日より」とあるが、翌日
とは引渡後の 初の午前０時からとの理解でよいか。

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。

27
(資料-1)要求水準書(案）
第２章 事業の目的及び
計画条件

2 10
第２章_第２節_２_（１）_ｄ
レイアウト変更対応業務

業務費は別契約と考えてよろしいでしょうか。（業務量の想定ができな
いため。）

事業費の算定及び支払方法（案）第２．３．（２）「維持管理・運営費」の
維持管理・運営費に含めます。併せて第１．２「事業費の内訳」表1の欄
外注記をご参照下さい。

28
(資料-1)要求水準書(案）
第２章 事業の目的及び
計画条件

2 24
第2節_3_（１）ヘリコプター
離発着時支援

「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。」とあるが、具体的な支援内容をご教
示ください。

屋上の非公共用ヘリポートの出入口の施解錠、灯火設備の点灯・消
灯、当該ヘリポートに係る各種設備の動作点検及び離着陸時の消火
活動への備え等を想定しています。併せて業務要求水準書（案）「庁舎
運用業務に係る要求水準」の内容欄「ヘリコプター離発着時の支援」を
ご参照下さい。

29
(資料-1)要求水準書(案）
第２章 事業の目的及び
計画条件

2 24 第２章_第２節_３_（１）
ヘリコプターの離発着時の支援は運営業務に含まれるとの認識でよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

30
(資料-1)要求水準書(案）
第２章 事業の目的及び
計画条件

2 24 第２章_第２節_３_（１）
ヘリコプターの離発着時の支援とは具体的にどのような支援を想定さ
れているかご教授をお願いいたします。

№28の回答をご参照下さい。

31
(資料-1)要求水準書(案）
第２章 事業の目的及び
計画条件

2 26
第２節_３_（２）本事業に含
まれていない業務

入居官署が独自に実施する清掃業務や警備業務で使用する用具庫
や、そのための更衣室については、当該入居官署の専用部分内に設
置されるとの理解でよいか。

入札公告時に示します。

32
(資料-1)要求水準書(案）
第２章 事業の目的及び
計画条件

2 32
第２節_４_（１）国が行う別
途工事、業務への対応

「国が別途工事、業務を実施する場合に本事業との調整に協力するこ
と。」とあるが、現時点で予定されている別途工事、業務とは、「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」に記載の業
務との理解でよいか。他にあれば明示頂きたい。

入札公告時に示します。

33
(資料-1)要求水準書(案）
第２章 事業の目的及び
計画条件

4 17 第４節_１_（２）敷地面積

「敷地面積6,453.54㎡」と記載されているが、参考資料2-1「計画敷地
測量図」では6,457.27㎡となっている。容積率、建ぺい率等の算出にあ
たってどちらの値を用いればよいか。

敷地面積6,453.54㎡を正とします。
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大阪第6地方合同庁舎（仮称）整備等事業の実施に関する方針に対する質問と回答

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

34
(資料-1)要求水準書(案）
第２章 事業の目的及び
計画条件

5 17
第２章_第４節_４解体撤去
対象施設

解体撤去に伴う有価鋼材などは引き渡し又は処分でしょうか。 入札公告時に示します。

35
(資料-1)要求水準書(案）
第２章 事業の目的及び
計画条件

5 26 第２章_第４節_７敷地地歴

「・・・焼却炉の設置が確認されており・・・」とありますが、ダイオキシン類
の調査は土壌サンプリング調査に含まれ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。

36
(資料-1)要求水準書(案）
第３章 経営管理

2 4
総括代理人等の実施体
制

総括代理人または総括代人直属のスタッフの体制について、本施設の
常駐・非常駐の選択、配置（拘束）時間の設定などについては、事業者
の提案に委ねるとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

37
(資料-1)要求水準書(案）
第３章 経営管理

2 5
第３_１_４．事業者による
事業の調整に関する事
項

「総括代理人又は総括代理人直属のスタッフ」は、常駐もしくは専任す
る必要があるでしょうか。

No.36の回答をご参照下さい。

38
(資料-1)要求水準書(案）
第３章 経営管理

2 5
第３_１_４．事業者による
事業の調整に関する事
項

「総括代理人又は総括代理人直属のスタッフ」は、事業期間中の全期
間にわたり必要という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

39
(資料-1)要求水準書(案）
第３章 経営管理

2 10
第1節_４_（１）総括代理人
及び総括代理人直属ス
タッフ

総括代理人又は総括代理人直属のスタッフは、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い
か。

ご理解のとおりです。

40
(資料-1)要求水準書(案）
第３章 経営管理

3 30
第２節_５株主総会の資料
及び議事録

「自らの株主総会（臨時株主総会を含む。）の開催後に、当該株主総
会に提出又は提供をされた資料及び当該株主総会の議事録又は議
事要旨の写しを国に提出する。」とあるが、株主総会の議事録には社
印及び取締役全員の押印が必要であり、1ヶ月程度の決裁期間が必要
である。提出日は議事録及び資料が用意できた翌月5開庁日との理解
でよいか。

ご指摘を踏まえ、「開催後1ヶ月以内」に提出することとして修正します。

41
(資料-1)要求水準書(案）
第３章 経営管理

3 33
第２節_６取締役会の資料
及び議事録

「取締役会の開催後に、当該取締役会に提出又は提供をされた資料
及び当該取締役会の議事録又は議事要旨の写しを国に提出する。」と
あるが、取締役会の議事録には社印及び取締役全員の押印が必要で
あり、1ヶ月程度の決裁期間が必要である。提出日は議事録及び資料
が用意できた翌月5開庁日との理解でよいか。

ご指摘を踏まえ、「開催後1ヶ月以内」に提出することとして修正します。

42
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

3 16
第３節_１_（２）新庁舎の専
用部分の面積

合計49,250.7㎡には「民間収益施設」の面積は含まれないとの理解で
よいか。

民間収益施設を国有財産法第18条第6項に基づく使用許可により実
施する場合については、合計49,250.7㎡の面積に含まれます。

43
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

3 17
第４章_第３節_１本施設の
構成及び規模

「表の面積は、国有財産法上の面積を示す。」とありますが、国有財産
法の床面積算出についてご提示していただけると考えてよろしいでしょ
うか。

「国有財産台帳等取り扱要領について」
（https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/T
U-20010524-1859-14.pdf）別添４建物の面積算出基準によります。

44
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

3 17
第３節_１国有財産法上の
面積

「表の面積は、国有財産法の面積を示す。」とあるが、面積算定例をご
教示ください。

No.43の回答をご参照下さい。

45
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

3 17
第３節_１国有財産法上の
面積

「表の面積は、国有財産法の面積を示す。」とあるが、例えば屋根の無
い車用のスロープを設置した場合は、国有財産法の面積に該当すると
の判断でよいか。

該当しません。
No.43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

46
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

3 36 第３節_１_（５）駐車場

「なお、立体駐車場を新庁舎と一体的に一棟として整備することも可能
とする。」とあるが、一棟とした場合の当該階の共用部は、新庁舎の共
用部分の面積としてカウントすると考えてよいか。

ご理解のとおりです。また、新庁舎の規模のうち、新庁舎の共用部分の
面積と附属家の立体駐車場の面積を合計した面積が確保できれば、
新庁舎の共用部分と附属家の立体駐車場の面積の内訳については、
事業者の提案に委ねます。なお、新庁舎、附属家の合計面積を95%以
上100%以下とする必要があります。

47
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

4 2 第３節_１_（６）駐車場

「駐車場において、多段式駐車設備を設置した場合、多段式駐車設備
部分における面積は、国有財産法に基づく算定により当該部分の水平
投影面積とする。」とあるが、具体的な面積算定例をご教示ください。

床レベルへの水平投影面積とします。

48
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

4 2 第３節_１_（６）駐車場

「駐車場において、多段式駐車設備を設置した場合、多段式駐車設備
部分における面積は、国有財産法に基づく算定により当該部分の水平
投影面積とする。」とあるが、例えば2段式の場合は、床レベルの面積と
パレットの面積を合計した面積になると考えてよいか。

No.47の回答をご参照下さい。

49
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

4 13
第３節_２_（１）緊急時の車
両

敷地北東側の角から通り抜ける緊急時の車の車種及び建設予定地ま
でのルートをご教示ください。

本町通が通行不能となった際の代替ルートとして利用します。災害対
策車両として、特殊車両とならない 大寸法幅2300mm長さ12000mm
高さ3800mmの車両を見込んで下さい。緊急時は、大阪府警本部にあ
る幅3mの門扉を経由し、相互通行します。ルートは参考資料４－１「施
設ゾーニングと大阪府庁新別館接続位置」をご参照下さい。

50
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

4 17
第３節_２_（３）大阪府庁新
別館との接続

「屋上庭園レベルは将来、通行できるようにすること。」とあるが、「将来」
とはいつ頃の予定か。また、通行するのが平成34年3月31日の引渡し
時とすると、接続工事まで本事業に含まれるのか。

No.24の回答をご参照下さい。

51
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

4 27
第３節_２_（８）府警本部壁
面線

大阪府警察本部の壁面線の位置を図面等で具体的に示して頂きた
い。

本町通との境界から約10mです。詳細は入札公告時に示します。

52
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

4 29 第３節_３動線計画の条件
谷町四丁目駅及び成人病センターとの動線は地上部のみであり、地下
部分での接続の予定は無いとの理解でよいか。

ご理解のとおりです。併せて、No.24の回答をご参照下さい。

53
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

5 4
第３節_３_（３）南側ロータ
リー

敷地南側ロータリーの現況図面を頂きたい。 入札公告時に示します。

54
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

6 9 第３節_５_（３）施工時間
施工時間の「夜間」とは何時から何時の間を指すのか。 1７時以降翌朝8時30分までとし、準備・後片付けを除きます。

55
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

6 27
第３節_６
解体撤去工事条件

「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」とあるが，当該計画建物に影響しない範囲及び深さの杭，山
留等について解体撤去対象となるのか。

対象とします。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ります。

56
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

6 27
第３節_６
解体撤去工事条件

「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」とあるが、隣接建物の状況から撤去不可能な山留、擁壁等に
ついてはその取扱いについて別途協議と考えてよいか。

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

57
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

6 27
第３節_６
解体撤去工事条件

「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」とあるが、既存図等に記載されていない、または記載内容と
異なる地中障害の撤去が必要となった場合、工期、コスト増について
は、資料-4 リスク分担表（案）のNO.20 土地の瑕疵に関するリスク（国
負担）と考えてよいか。

業務要求水準書を含む入札説明書等で規定されていない又は入札説
明書等で規定されていた事実と異なる地中障害の撤去の増加費用が
発生する場合、国は合理的な範囲内の増加費用を負担します。また、
本施設の引渡の延期が避けられない場合は国と事業者で協議の上、
引渡予定日を変更します。

58
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

7 2 第３節_７_（３）アスベスト

既存建物等のアスベストの処理が業務に含まれているが、調査結果資
料のみでは見積が困難で、事業者によって金額のばらつきも大きくな
る可能性が高い。ついては、アスベスト処理は全てＰＦＩ事業外として頂
けないか。万一事業内とする場合、「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。」とあるが、その場合は事業者が事前
に予期することができないリスクであり、リスク分担表No.21に従って国
が費用負担し、工期延長も認めて頂けるとの理解でよいか。

業務要求水準書を含む入札説明書等で規定されていない又は入札説
明書等で規定されていた事実と異なるアスベストが含有されていたこと
により、増加費用が発生する場合、国は合理的な範囲内の増加費用を
負担します。また、本施設の引渡の延期が避けられない場合は国と事
業者で協議の上、引渡予定日を変更します。

59
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

7 2 第３節_７_（３）アスベスト

【参考資料２－５】「敷地地歴調査及び土壌汚染調査報告書・アスベス
ト調査結果」に記載の無いアスベストが含有されていることが確認され
た場合、処理に要する工期に起因する全体工程遅延による損害およ
び処理費用は国の負担と考えて良いか。

No.58の回答をご参照下さい。

60
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

7 3
第４_３_７_（３）既存建物の
アスベストの含有につい
て

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、国側が追加費用負担を行った上で、事業者が適
切に処理を行うという理解でよろしいでしょうか。

No.58の回答をご参照下さい。

61
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

7 6 第３節_７_（４）埋蔵文化財

参考資料2-6に記載がある予定深度での調査を行う場合，途中で掘削
工事及び切梁工事等を実施する必要があると思われるが、その期間も
調査工程に考慮されているとの理解でよいか。

ご理解のとおりです。

62
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

7 6 第３節_７_（４）埋蔵文化財
参考資料2-6では調査工程(案)の記載があるが，”資料整理”期間は現
地での建設工事は進めてよいか。

よいです。

63
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

7 6
第３節 設計･施工条件
７.関係法令等の遵守

埋蔵文化財の発掘調査、調査報告書作成は本事業内とされている
が、参考資料2-6の調査範囲内で埋蔵文化財が発見された場合の発
掘費用は、資料-4 リスク分担表（案）のNO.20 土地の瑕疵に関するリ
スク（国負担）と考えてよいか。

埋蔵文化財調査の結果、業務要求水準書を含む入札説明書等で規
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実と異
なっていたことにより、増加費用が発生する場合、国は合理的な範囲
内の増加費用を負担します。また、本施設の引渡の延期が避けられな
い場合は国と事業者で協議の上、引渡予定日を変更します。

64
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

7 8 第３節_７_（４）埋蔵文化財

【参考資料２－６】「埋蔵文化財の調査範囲」のスケジュール、調査深度
等の記載内容について、事業者の責めに帰すべき以外の理由で変更
された場合、変更による損害は国の負担と考えて良いか。

No.63の回答をご参照下さい。
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65
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

7 10 第３節_７_（５）土壌調査

土壌調査は事業に含まれているが、調査の結果、汚染土壌があった場
合の対策費は国が負担すると考えてよいか。

業務要求水準書（案）【参考資料2-5】「敷地地歴調査及び土壌汚染調
査報告書・アスベスト調査結果」で基準値を超える特定有害物質が検
出されているガソリンスタンドの敷地面積約308㎡の全面の深度5.0ｍま
での土壌すべてを汚染土とした場合の処分費用を、事業費に見込ん
で下さい。また、土壌調査した結果、業務要求水準書を含む入札説明
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
事実と異なっていたことにより、増加費用が発生する場合、国は合理的
な範囲内の増加費用を負担します。本施設の引渡の延期が避けられ
ない場合は、国と事業者で協議の上、引渡予定日を変更します。

66
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

7 10 第３_７_（５）土壌調査

「土壌調査に関して、所管行政機関との協議及び届出は本事業内とす
る。【参考資料（５）２-５】「敷地地歴調査及び土壌汚染調査報告書・ア
スベスト調査結果」については、事業者の責任において利用可能であ
る。」とされているが、その結果以外に対策が必要となった場合の対
策、工期延長、追加費用は、資料-4 リスク分担表（案）のNO.20 土地
の瑕疵に関するリスク（国負担）と考えてよいか。

土壌調査した結果、業務要求水準書を含む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実と異なって
いたことにより、増加費用が発生する場合、国は合理的な範囲内の増
加費用を負担します。併せて、No.65の回答をご参照下さい。

67
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

9 41
第４章_第４節_１_（２）景観
性

【技術的事項】関連計画等との整合「大阪市の・・・景観条例」に定めら
れた・・・とありますが、手続き、提出書類、委員会資料の作成業務も含
まれ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。

68
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

14
15
17

3
38
4

第４節_３_（１）_(a)_②_(ア)
水平方向に作用する地
震動，(ウ)耐震性能の目
標

上町断層帯地震動に関して、熊本地震においてSvが2000mm/sを超え
ている地震動が観測されている中、Sv1000mm/s以上は小さいのでは
ないか。また、余裕度検討用地震動に対するクライテリアが「建築物が
転倒、倒壊等しないことを確認する」であれば、模擬地震動波はSvが２
０００mm/s以上とし部材が耐力劣化が生じないこと、あるいは免震装置
が破断しないこと等クライテリアの方が建築物の性能がより明確になると
ともに、提案内容の良否が明確になるのではないか。

上町断層帯地震動に関して、要求水準では「Sv 1000mm/s以上」とした
うえで、ハ）余裕度検討用地震動：レベル2＋に応じた耐震性能を求め
ています。業務要求水準書（案）を満足した上で、それ以上の性能の
確保は事業者の提案に委ねます。

69
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

17 21

第４節_３_（１）_(a)_③免震
構造を除く高さが４５m以
下の建築物の地震力に
対する安全性

「45m以下の場合においても、長周期地震及び上町断層帯地震への
対応を考慮する．」とは、45mを超える建築物あるいは免震構造の場合
のクライテリアに対して、地震応答解析により検証するという意味なの
か。

建築基準法施行令第88条第2から4項に定める地震力のほかに、構造
体の特性を踏まえたうえで、長周期地震及び上町断層帯地震への対
応を考慮して下さい。なお、耐震性能の目標に関して、表による評価を
適用しない場合は、「(b)高さが45mを超える建築物及び免震構造を採
用した建築物の地震力に対する安全性」により評価して下さい。

70
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

24 6
第４節_３_（２）備蓄スペー
スの確保

事業者は備蓄スペースを確保するのみで、備蓄品（非常用の食料、飲
料水、医薬品及び生活物資）は、国にて準備するという理解でよいか。

ご理解のとおりです。

71
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

24 6
第４節_３_（２）備蓄スペー
スの確保

備蓄品はどの程度の量を想定しているのか。 入札公告時に示します。
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大阪第6地方合同庁舎（仮称）整備等事業の実施に関する方針に対する質問と回答

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

72
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

24 25
第４節_３_（３）_ａ防犯区
分・グレードに関する性
能

防犯・入退室管理設備をＩＣカードと整合させるとあるが、これは現在、
職員が利用しているＩＣカード１枚に各機能を集約させるということか、
それとも本事業で各職員に新たにカードを作成し、配布するのか。

現在国家公務員身分証明書ICカードが発行されている職員は、今後、
個人番号カード（マイナンバーカード）の自由記述欄に国家公務員身
分証明書情報を記載することになりますので、こちらの個人番号カード
（マイナンバーカード）に防犯・入退室管理設備の利用上の機能を集
約させてください。上記以外の職員、内部職員、その他の職員、来庁
者等については防犯・入退室管理設備が利用できるよう新たにカード
を作成・発行して下さい。

73
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

24 25
第４節_３_（３）_ａ防犯区
分・グレードに関する性
能

新たにカードを作成し配布する場合、職員の身分や所属に応じて開閉
するエリア分けの設定をして配布するのか。

入札公告時に示します。

74
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

24 25
第４節_３_（３）_ａ防犯区
分・グレードに関する性
能

別途各官署が導入する専用部分の機械警備も同じカードで連動させ
る必要があるのか。

ご理解のとおりです。

75
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

24 25
第４節_３_（３）_ａ防犯区
分・グレードに関する性
能

カード作成にあたり必要となる各官署の個人別データはいつ頃事業者
に提供されるのか。

事業契約締結後、必要な時期までに提供します。

76
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

24 25
第４節_３_（３）_ａ防犯区
分・グレードに関する性
能

現在使用されているＩＣカードの基本情報（メーカー、企画、型番等）を
ご教示願いたい。

事業契約締結後、必要な時期までに提供します。なお、国家公務員身
分証明書ＩＣカード及び個人番号カード（マイナンバーカード）の規格
は「ISO/IEC14443の近接型Tｙpe-B」です。

77
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

24 25
第４節_３_（３）_ａ防犯区
分・グレードに関する性
能

各官署が独自に実施する清掃業務（警備業務も同様）で使用する清掃
員（警備員）のカード発行は、事業者の負担外との理解でよいか。

カード発行は本事業の業務範囲に含みます。

78
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

45 12
第５節_１_（９）_ｄフロア案
内板

組織改編時等の案内板変更やそれに伴う外国語表記の変更は、国側
にて実施するのか。

維持管理業務に含みます。業務要求水準書（案）第５章.第２節４．（１）
eをご参照下さい。

79
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

45 36 第５節_１_（１０）郵便受け
ＳＰＣや防災センター用のポストの設置も可能か。 可能です。

80
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

46 7
第５節_１_（１１）官用車用
駐車スペース

各官庁への納品車両や搬入車両は、官用車用駐車スペースへ駐車す
ることができるとの理解でよいか。

入札公告時に示します。

81
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

47 18
第４章_第５節_１_（１３）駐
輪場

駐輪場は来庁者用と職員用とを分棟としてもよいでしょうか。また、公用
の自転車、バイク置き場を建物内に設置してもよろしいでしょうか。

前段、後段とも、事業者の提案によります。ただし、自転車置場は業務
要求水準書（案）の面積94㎡以上とし、構造等は業務要求水準書（案）
第4章.第3節1．（7）によります。

82
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

47 34 第５節_１_（１２）_ｄ

「機械（駐車発券装置、管制装置等）や人員による管制」とあるが、料金
徴収は可能か。

来庁者用車両及び官用車から料金徴収することは認めません。ただ
し、民間収益事業として駐車場（一般利用者向け）を整備することを提
案する場合等は可能です。

83
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

49 15
第５節_１_（１５）_ｄヘリ
ポート

ヘリポート及びヘリポート下階の国有財産法上の面積の算定方法をご
教示ください。

No.43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）整備等事業の実施に関する方針に対する質問と回答

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

84
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

53 17
第５節_２_（１）_ｅ_（ａ）_③
燃料タンク

（引渡し時及び使用後の補充の双方について）、燃料タンク内の燃料
は事業者の費用負担か。

引渡し時の燃料タンクの燃料は満タンで引き渡しとします。維持管理・
運営業務期間中において、緊急時の実際の使用に伴う消費燃料費用
負担は、国が負担するものとし、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、事業者の負担とします。

85
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

55 36
第５節_２_（１）_ｍ_（ｂ）テレ
ビ共同受信設備

テレビ台数に応じたＮＨＫ視聴料は、事業費外との理解でよいか。 ご理解のとおりです。

86
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

56 16
第５節_２_（１）_ｏ駐車場管
制設備

一般車は駐車時間に係らず無料扱いとするのか。 No.82の回答をご参照下さい。

87
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

56 16
第５節_２_（１）_ｏ駐車場管
制設備

一般車を有料とする場合、料金設定は国側で行い、その収入も国で取
るという運用になるのか。

No.82の回答をご参照下さい。

88
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

56 32 第５節_２_（１）_ｐ_（ｄ）

防犯・入退室管理設備と監視カメラ設備の連系したシステムとは、具体
的にどのようなカメラの機能を想定しているのか。

通常利用時は防犯・入退出管理設備と監視カメラ設備は別々の動作
でよいですが、防犯・入退出設備側で異常が発生した時に、優先的に
防災センターのモニターに異常個所の映像を映し出すものとします。
その他、事業者の提案に委ねます。

89
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

64 4
第４_６_１_（１）_ａ．事業計
画書

事業計画書とは提案書を指すという理解でよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。

90
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

65 26
第６節_２_（３）コスト縮減
報告書の作成

コスト縮減報告書の作成・提出時期は本施設の引渡し時でよいか。 ご理解のとおりです。

91
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

68 3 第６節＿３

設計業務について、基本設計業務、実施設計業務及び工事監理業務
における、標準外業務の有無と、有る場合の業務内容をご教示願いた
い。

業務要求水準書（案）に基づき、事業者において本事業に必要な業務
を行って下さい。

92
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

70 2 第６節＿３＿（８）＿ａ

設計内容プレゼンテーション資料の作成における、アウトプットイメージ
（内容、動画の場合の時間、など）の要望があればご教示願いたい。

入札公告時に示します。

93
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

72 36
第６節_４_（１０）別途工事
との調整

別途工事の内容と時期をご教示ください。 No.32の回答をご参照下さい。

94
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

73 5
第６節_４_（１１）使用材料
の詳細に係る確認

「各入居官署に説明を行い、調整の必要な事由が生じた場合は国と協
議する。」とあるが、入居官署の要望により材料の変更等が必要となっ
た場合、国が増加した費用を負担するとの理解でよいか。

入居官署の要望により材料の変更等に伴い、事業者に増加費用が発
生する場合、国は合理的な範囲でその増加費用を負担します。また、
費用が減少する場合は減額を行います。

95
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

73 25
第６節_４_（１３）電波伝搬
障害対策

「電波伝搬障害対策については、【参考資料４-２】「国が行った事前協
議の概要」を参照すること。」とあるが、参考資料4-2に該当する協議内
容が無いため、協議後に必要な対策費用の算出は困難である。事業
者が事前に予期できない費用であることから、協議後に必要な対策費
用が発生した場合は国が負担して頂けないか。対策費用を事業者負
担とするならば、国が行った事前協議内容を開示頂きたい。

電波伝搬障害対策の机上検討書は第一次審査通過者に提示します。
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大阪第6地方合同庁舎（仮称）整備等事業の実施に関する方針に対する質問と回答

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

96
(資料-1)要求水準書(案）
第４章 施設整備

73 29
第６節_４_（１４）_b地中障
害物の撤去、搬出及び
処分

「本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。」とあるが、要求水準に明示されていない地中障害物の撤
去、搬出及び処分を行う場合は、リスク分担表No.21に従い、国が増加
費用を負担し工期延長も認められるとの理解でよいか。

No.57の回答をご参照下さい。

97
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

2 14
国が別途実施する維持
管理業務

本施設内の備品について、事業者が調達する備品以外の備品等は、
国が管理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。なお、業務要求水準書(案)第５章.第２節２．（１）d.
を併せてご参照下さい。また、事業実施のために国が事業者に貸与す
る物品等については、事業者が管理して下さい。

98
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

2 34
第１節_２_（２）_b_（b）業務
提供期間

「国と協議により平成34年4月1日以降で定める日」とあるが、現在の想
定日をご教示ください。

No.1の回答をご参照下さい。

99
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

3 17
第１節_３_（２）管理統括責
任者

「管理統括責任者」及び「管理統括責任者不在時の代替者」は、各業
務の責任者と兼任可能との理解でよいか。

ご理解のとおりです。

100
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

3 17
第１節_３_（２）管理統括責
任者

管理統括責任者不在時の代替者について、２名以上定めることは可能
か。１名しか定めることが不可の場合、管理統括責任者及び代替者の
いずれもが何らかの事情で「各入居官署の勤務時間」に施設に駐在出
来なかった場合は要求水準未達とみなされるのか。

2名以上定めることは可能です。なお、2名以上定める場合は、代替者
の序列等を予め定めて下さい。

101
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

3 17
第１節_３_（２）管理統括責
任者

「管理統括責任者を１名置き、開庁時間中、本施設に駐在させる」とあ
るが、月～金曜日に駐在させると週あたりの勤務時間は４０時間を超え
る（休憩１時間前提。７月８月のゆう活を考慮すると更に勤務時間は長く
なる。）。国の施設においては避けるべき事項と思われ、「管理統括責
任者１名とその代替者で、開庁時間中、本施設に駐在させる」と理解し
てよいか。

ご理解のとおりです。

102
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

3 17
管理統轄責任者の実施
体制

各入居官署の勤務時間は、公表資料から 長で08:30～18:15になると
読み取れます。責任者不在時の代替者を計画しておけば、毎日・当該
時間において責任者を配置する必要はないとの理解でよろしいでしょ
うか。

№101の回答をご参照下さい。

103
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

3 27 業務提供時間外の対応

入居官署からの要請とは、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。緊急時対応や施設管理上必要な保守対応と考えてよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

104
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

3 29
第１節_３_（５）業務提供時
間

「入居官署等から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。」とあるが、その際にかかった人件費等の増加費用は国が負担する
との理解でよいか。

国の要請による業務提供時間外の対応等が長期間にわたる場合、リス
ク分担表（案）№38の説明欄に準じます。

105
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

3 29 第１節_３_（５）

「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」とあるが、その場合の費用は
別途支払われると理解してよいか。

№104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）整備等事業の実施に関する方針に対する質問と回答

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

106
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

3 30
第１節_３_（５）各官署の業
務時間

「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」とあるが、これはあくまでも臨時対応であり日頃から頻発す
ることはないとの理解でよいか。

ご理解のとおりです。

107
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

3 30
第１節_３_（５）各官署の業
務時間

「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」とあるが、残業代は別途支払われるのか。

№104の回答をご参照下さい。

108
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

3 32 第５章_第１節_３_（６）

建築物環境衛生管理技術者の他、必要となる資格者は、事業者から
選任する必要があるとの認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

109
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

5 1
第１節_５_（３）要求水準確
認書提出期日

要求水準確認書の提出期日が「業務仕様書、業務実施計画書の提出
時」とあるが、業務実施計画書の提出期日の内、「各事業年度当初」と
「各月所定期日」の内容は同様になるため、要求水準確認書の提出期
日を「業務仕様書、業務実施計画書の各事業年度当初提出時」と変更
いただけないか。

原文のとおりとします。

110
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

5 3
第１節_５_（３）業務実施計
画書提出期日

「業務実施計画書」の提出期日に「各月所定期日」とあるが、翌月10開
庁日としていただけないか。

各月業務実施計画書（各所定期日）の提出期日を「前月末」に修正し
ます。

111
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

6 19
第１節_５_（３）_d_（ａ）防火
管理者及び防災管理者

維持管理・運営業務を統括する管理統括責任者が、防火管理者及び
防災管理者を兼任することは可能か。

可能です。

112
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

6 19
第１節_５_（３）_d_（ａ）防火
管理者及び防災管理者

統括防火管理者及び統括防災管理者は事業者側で選任するのか。 ご理解のとおりです。

113
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

7 17 第１節_５_（４）提出期日

「業務実施計画書」、「福利厚生サービス提供業務に係る売上月計表
等（売上月計表、収支計算書、収益計算書）」、「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」の提出日が毎月末となってい
るが、売上の集計作業等を考えると月末に当該月分の資料を提出は
難しい。そのため、提出期日を「翌月10開庁日、各半期翌月10開庁
日」に変更いただけないか。

毎月末、各半期末の提出を求めている業務実施報告書、福利厚生
サービス提供業務に係る売上集計表等及び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の提出期日については、「翌月5開
庁日以内」として修正します。なお、業務実施計画書については、
No.110の質問回答をご参照下さい。

114
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

7 14 提出期日

業務報告書等の提出期日について、毎月末とありますが、対象月の月
末が期日ということでしょうか。その場合、現実的には月末業務の内容
を含めた月次報告の提出は困難と思料しますが、合理的な理由があれ
ば提出期日の翌日の5開庁日以内での提出について協議いただける
と考えてよろしいでしょうか。

No.113の回答をご参照下さい。

115
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

8 14

第１節_５_（４）_ｃ福利厚生
サービス提供業務におけ
る利用者ニーズ調査報
告書

利用者ニーズ調査結果を定期に国に報告する旨の記載があるが、ここ
でいう定期の頻度は事業者側にて任意に設定できるのか。

業務要求水準書（案）第５章.第１節５（４）「報告書の作成、提出等」に
掲げる表の提出期日欄のとおり、ここでいう定期の頻度は、「各半期
末」を指しますので、任意には設定できません。
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大阪第6地方合同庁舎（仮称）整備等事業の実施に関する方針に対する質問と回答

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

116
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

9 4
第１節_５_（５）_ｂ光熱水費
等各入居官署が負担す
る諸費用に係る資料

各入居官署の負担額を算出する計算式は国側より指示いただけるとの
理解でよいか。

ご理解のとおりです。

117
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

9 6
水光熱費等入居官署が
負担する諸費用に関す
る資料

入居官署ごとの水光熱費案分の考え方については、国からお示しいた
だけると理解してよろしいでしょうか。

№116の回答をご参照下さい。

118
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

10 2 別事業への協力

業務負荷により人員体制に影響があるため、当該項目に係る業務内
容・頻度を具体的にお示しいただけないでしょうか。

別途事業の実施自体の協力を求めているのではなく、業務実施時間ま
た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、業務実施範囲の調整などを想定しています。頻度についての想定
はありません。

119
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

10 3
第１節_５_（９）_a別事業へ
の協力

「本事業以外の維持管理・運営業務又は改修工事等の別事業に対し
業務実施時間または業務実施範囲の調整を行い、本業務及び国が実
施する別事業に支障が生じないよう国への協力を行う。」とあるが、国
への協力内容を具体的にご教示ください。

№118の回答をご参照下さい。

120
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

10 9
第１節_５_（１０）_ａ図面等
の貸与

維持管理・運営業務で必要となる鍵やセキュリティカードは、事業者へ
の貸与物に含まれないのか。

入札公告時に示します。

121
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

10 24
第１節_５_（１０）_ｂデータ
更新

修繕またはレイアウト変更等により、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のＣＡＤデータについては、具体的に
はいつまでに提出する必要があるのか。

業務要求水準書（案）第５章.第１節５（10）a(b)では国への提出は求め
ていません。ただし、同（ｃ）で国の閲覧、複写を求めておりますので、
変更が生じた場合は適時に更新した資料を作成し、国が求めた場合
は更新資料を速やかに閲覧、複写できるよう、適切に管理して下さい。

122
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

12 28 第５章_第２節_１_（１）_ｃ

国の要請に応じて内線の増加及び変更を伴わない電話機の移動及び
増設を伴わないフロアコンセントの移動について、１回あたり何か所程
度の移動を想定されているかご教授をお願いします。

数箇所程度を想定しています。

123
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

12 31
第２節_１_（１）_ａ点検保守
等業務

「各室ごとの業務実施時間帯及び立入りの制限」に記載の在室時間に
ついて、土、日曜日、祝日及び年末年始は閉庁日という理解でよい
か。

閉庁日については、業務要求水準書（案）【添付資料1-1】「用語の定
義」をご参照下さい。

124
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

13 6
第２節_１_（２）_ａ運転・監
視及び日常点検

設備日常点検を行う技術員の配置人数や時間帯は、各官署の勤務時
間帯に対応する形であれば、事業者からの任意の提案でよい、との理
解でよいか。

ご理解のとおりです。

125
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

14 24 第２節_２_（１）_ａ日常清掃

日常清掃は、土、日曜日、祝日及び年末年始は休務という理解でよい
か。（定期清掃は実施）

日常清掃の配置人数や時間帯に関しては、各官署の勤務時間帯に対
応する形であれば、事業者の提案に委ねます。

126
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

15 10
第２節_２廃棄物収集・管
理に係る要求水準

事業者は廃棄物の集積や計量を行うのみで、廃棄物処理業者との処
理契約は国側にて行うとの理解でよいか。

「産業廃棄物」、「反故紙、段ボール等資源化可能な紙類」については
ご理解のとおりです。なお、「事業系一般廃棄物」についてはゴミ集積
室の廃棄物が蓄積しないよう事業者が適切に管理して下さい。
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大阪第6地方合同庁舎（仮称）整備等事業の実施に関する方針に対する質問と回答

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

127
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

15 10
第２節_２廃棄物収集・管
理に係る要求水準

各官署より排出される産業廃棄物は、当該官署にて産業廃棄物処理
業者と契約を行うとの理解でよいか。

国が産業廃棄物処理業者と契約を行います。

128
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

15 30
第２節_３_（１）修繕業務に
係る要求水準

来庁者等の帰責事由により施設に損傷が生じた場合は、リスク分担表
No.43に基づき、国の費用負担で修繕するとの理解でよいか。

リスク分担表（案）No.43のとおりとします。

129
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

16 25
第３節_２_（１）_ａ庁舎運用
業務

受付・案内スタッフの配置時間について、土・日曜日、祝日及び年末年
始を除く8：30～17：30という理解でよいか。

受付・案内スタッフの配置時間は、開庁日における開庁時間帯（8：30
～18：15）です。なお、業務要求水準書（案）のとおり、「開庁時間帯」は
【添付資料2-3】「各入居官署の勤務時間」に示す時間帯と同じです。

130
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

16 25
第３節_２_（１）_ａ庁舎運用
業務

添付資料５－１１において「公衆電話の設置に努める」とあるが、公衆
電話の定義に「特殊簡易公衆電話」は含まれないと理解してよいか。

ご理解のとおりです。

131
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

16 25
第３節_２_（１）_ａ庁舎運用
業務

添付資料５－１１において「公衆電話の設置に努める」とあるが、公衆
電話の定義に「特殊簡易公衆電話」が含まれ、事業者が特殊簡易公衆
電話を設置した場合、行政財産の借受使用料を事業者から国へ支払
う必要はあるか。

№130の回答をご参照下さい。

132
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

16 28
第３節_２_（２）共用部備品
調達業務

事業者が調達した備品は、事業終了時に本施設等に残置するとの理
解でよいか。

業務要求水準書（案）第５章.第１節５（11）b.のとおり、本事業で事業者
が調達した【添付資料5-12】「共用部備品調達に係る要求水準」に示
す共用部分の備品は、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。

133
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

16 31
第３節_２_（１）_b共用部備
品調達業務

業務実施期間中の適切な維持管理・更新を考慮すると、リースで対応
したほうが良いと思われる備品がある（例：ＡＥＤ）。リースで対応した備
品は、事業終了時に撤去してよいか。あるいは事業終了時は事業者に
て購入処理のうえ残置すべきか。

№132の回答をご参照下さい。

134
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

17 2

第３節_１_３_（１）_b福利厚
生サービス提供業務に
かかる費用負担の考え
方

事業費で整備した厨房の修繕費については、事業費に含まれるとの理
解でよいか。

ご理解のとおりです。

135
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

17 6

第３節_１_３_（１）_b福利厚
生サービス提供業務に
かかる費用負担の考え
方

運営期間満了時においては、事業者費用負担（サービス対価外）で設
置した設備や什器備品類は撤去するとの理解でよいか。

福利厚生サービス提供業務に関して事業者が自ら負担で設置した設
備や什器・備品については、事業終了時における国への引渡対象とは
なっていません。なお、業務要求水準書（案）【添付資料5-12】「共用部
備品調達に係る要求水準」に示す共用部分の備品は、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す
ことになります。

136
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

17 15
第３節_３_（１）_d福利厚生
サービス提供業務にかか
る費用負担の考え方

使用料の算出に必要となる、別添資料－１の別添３「貸付料予定価格
等の算定基準」における「平方メートル当たりの使用料年額Ａ」は決定
されているか。決定されていれば、幅があってもよいのでお示し願いた
い。

No.7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）整備等事業の実施に関する方針に対する質問と回答

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

137
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

17 18 第３節_３_（１）_d使用料

収支を計算するために、参考の使用料をご教示ください。 No.7の回答をご参照下さい。

138
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

17 25 第５章_第３節_３_（１）_ｅ

「事業者が占有して使用する部分については、第２節１．（２）運転・監
視及び日常点検・保守業務及び２．清掃業務に規定する業務の対象
外」と規定されていますが、第２節１．（１）定期点検等及び保守業務の
対象となるとの認識でよろしいでしょうか。

業務要求水準書（案）第４章に基づき、本事業での施設整備の対象に
ついては、第２節１．（１）定期点検等及び保守業務の対象となります。
それ以外の事業者が自らの負担で準備する什器・備品の保守・管理に
ついては、独立採算の範囲内で事業者で実施して下さい。

139
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

17 25 第５章_第３節_３_（１）_ｅ

「事業者が占有して使用する部分については、第２節１．（２）運転・監
視及び日常点検・保守業務及び２．清掃業務に規定する業務の対象
外」と規定されていますが、厨房機器については、第２節１．（１）定期点
検等及び保守業務及び第２節１．（２）運転・監視及び日常点検・保守
業務の対象となるとの認識でよろしいでしょうか。

No.138の回答をご参照下さい。

140
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

19 19
第３節_３_（２）食事サービ
ス提供業務に係る要求
水準

「外部の利用者が喫食する食堂部分は、国から有償にて使用の許可を
受ける対象となる場合がある。」とあるが、有償とならないのはどのような
場合か。

喫食スペースを職員等が自由に利用できる共用スペースとして確保す
る場合、喫食スペースは使用許可の対象外となる予定です。

141
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

19 25 第3節_３_（２）_eメニュー

食堂においてアルコールの提供は可能か。 入札公告時に示します。

142
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

19 25
第３節_３_（２）食事サービ
ス提供業務に係る要求
水準

食堂サービス提供業務におけるアルコールの提供、および売店におけ
るアルコールの販売につき、国から特段のルール設定・要望はあるか。
（事業者としては、法令・節度は遵守・保持する前提）

入札公告時に示します。

143
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

19 40
第３節_３_（２）食事サービ
ス提供業務に係る要求
水準

「国は事業敷地内及び本施設内において、外部の業者が本事業の食
事提供サービス業務と競合するサービスを職員に対して提供すること
を容認しない」とあるが、売店運営業務及び自動販売機運営業務につ
いても同様と理解してよいか。
（例：入居官署専有部における「菓子・カップ麺のボックスや冷蔵庫によ
る販売」や「自動販売機の設置」）

ご理解のとおりです。ただし、例に挙げられたような飲食販売機能を入
局官署が希望する場合には、売店又は自動販売機での販売メニュー
に追加することを考慮するようにして下さい。

144
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

20 2
第３節_３.福利厚生サー
ビス提供業務

「ただし、職員個人が注文する食事のデリバリーサービス等は制限しな
い。」とされているが、具体的に職員個人がデリバリーした場合の食事
の受け取りは、職員の個人対応であり、事業範囲外という理解でよい
か。

ご理解のとおりです。なお、「職員個人が注文する食事のデリバリー
サービス等」には、職員個人（又は複数の有志等）で契約するコーヒー
サービスや菓子ボックス等が含まれますので、入札公告時における業
務要求水準書に追加します。

145
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

20 26
第３節_３_（３）売店運営業
務に係る要求水準

売店におけるタバコの販売につき、国から特段のルール設定・要望は
あるか。（事業者としては、法令・節度は遵守・保持する前提）

法令・節度を遵守・保持される限り、国からの設定・要望はありません。

146
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

20 30
第３節_３_（３）売店運営業
務に係る要求水準

ＡＴＭにつき、売店とは別にＡＴＭコーナーを設けて置く場合、ＡＴＭの
設置主体は国となるか、事業者となるか。

ATMを売店とは別に設置するか否かに関わらず、ATMの設置主体は
事業者であり、事業者の独立採算により業務を実施して下さい。
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No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

147
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

20 30
第３節_３_（３）売店運営業
務に係る要求水準

ＡＴＭにつき、売店とは別にＡＴＭコーナーを設けて置く場合、かつ設
置主体が事業者となる場合、その業務は庁舎運用等業務の扱いか、ま
たは福利厚生サービス提供業務の扱いか。

ATMを売店とは別に設置するか否かに関わらず、福利厚生サービス提
供業務として実施して下さい。

148
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

103 17 第1節_3_（2）

「管理統括責任者を1名置き、開庁時間中、本施設に駐在させる」と
なっております。この勤務時間については、【添付資料2-3】「各入居官
署の勤務時間」の 大勤務時間の8：30～18：15との理解で宜しいで
しょうか。また、7、8月の「ゆう活」が選択された場合や入居官署で残業
などがあった場合についても上記時間の勤務時間で良いとの理解で
宜しいでしょうか。

前段についてはご理解のとおりです。併せて、№101の回答をご参照
下さい。後段についてはご理解のとおりです。

149
(資料-1)要求水準書(案）
第５章 維持管理・運営

110 2
第1節_5_（9）別事業への
協力

「必要に応じ国が実施する本事業以外の維持管理・運営業務又は改
修工事等の別事業に対し業務時間または業務実施範囲の調整を行い
～」となっております。当該業務とはどのような業務を想定されているの
でしょうか。

№118の回答をご参照下さい。

150 (添付1-1)用語の定義 2 2 新設付属施設
民間収益施設は新設付属施設に含まれるとの理解でよいか。 No.42の回答をご参照下さい。

151
(添付2-2)各入居官署の
入居予定人数

1
各入居官署の入居予定
人数

近畿地方整備局及び大阪法務局の各部各課の人数をご教示くださ
い。

入札公告時に示します。

152
(添付2-3)各入居官署の
勤務時間

1 各入居官署の勤務時間
７月８月の「ゆう活」は、どの程度の職員が利用するのか、また日数とし
てはほぼ毎日となるのか。

入札公告時に示します。

153 (添付4-2)各室性能表 1 17 売店・食堂・厨房

各室性能表に、「売店・食堂・厨房」の記載があるが、これらは福利厚
生サービス提供業務において利用するかしないかに関わらず整備する
との理解でよいか。

ご理解のとおりです。ただし、厨房については、事業者が提案する食事
サービス提供形態に応じて設置しないことも認められますので、その場
合の各室性能表における厨房部分については、食堂部分の一部とし
て整備して下さい。

154 (添付4-2)各室性能表 1 17 売店・食堂・厨房

各室性能表で定められた「売店・食堂・厨房」の面積を、需要予測など
を踏まえて増減させることは可能か。

面積の減少は不可とし、食堂（350㎡）と厨房（100㎡）は合計面積450
㎡を確保した上で、サービス提供形態により、厨房を設置しないことも
含め事業者の提案に委ねます。併せて、No.153の回答をご参照下さ
い。

155 (添付4-2)各室性能表 2 各室性能表（共用部）
諸室名 健康管理室の具体的な使途についてご教示下さい。 職員の健康診断時に使用します。

156
(添付4-2-1)建築：各室
性能表凡例

1 15 食堂

食堂の面積として、350㎡と記載されているが、民間収益事業において
同等の、もしくは弁当販売において同等の性能を持たせる場合には、
食堂の面積要件は免除されると理解してよいか。

No.154の回答をご参照下さい。

157
(添付4-7)主要諸室の性
能特記事項

4 15 公衆電話

公衆電話コーナーを設置するとあるが、公衆電話本体の設置及び維
持管理・運営は本事業範囲外と考えてよいか。また、設置予定台数を
ご教示ください。

業務要求水準書（案）【添付資料5-11】「庁舎運用業務に係る要求水
準」の内容欄「公衆電話の設置」のとおり、電気通信事業者と協議を行
い、公衆電話を設置し、事業期間中、公衆電話コーナーに 低1台は
設置を維持することを努めることとしておりますので、本事業の業務範
囲に含みます。
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No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

158
(添付4-7)主要諸室の性
能特記事項

51 11 近畿地方整備局企画部

近畿地方整備局企画部の部屋配置図において、（4）河川部水災害予
防センター及び（5）道路部道路管理課が近接するとあるが、（4）河川
部水災害予防センターはp.56の河川部の部屋配置図において河川部
の各室と近接となっており、（5）道路部道路管理課は、ｐ.61の（5）道路
部の部屋配置図において道路部の各室と近接となっている。以上によ
り、これら全ての諸室が同一階とする事が要求水準と読み取れるが、敷
地面積より計画が困難である。当該部分の近接の考え方をご教示くだ
さい。

近接の考え方については、業務要求水準書（案）【添付資料4-7】「主
要諸室の性能特記事項」1ページ目に記載のとおり、「原則同一フロア
にあること前提とするが、計画上諸室が複数階にまたがる場合は、可能
な限り 小フロア数の塊として配置し、動線の配慮を行う。但し特記事
項にて配置の緩和の記載ある場合にはこの限りでない。」としていま
す。ただし、基準階面積等により同一階の配置が困難な場合は、業務
要求水準書（案）第4章.第6節3（5）a.(b)平面計画の協議により調整しま
す。

159
(添付4-7)主要諸室の性
能特記事項

51 13 近畿地方整備局企画部

文及び図中の「災害対策関連室1」は「添付資料4-2各室性能表」の共
用部の「災害対策関連室」を示すと考えてよいか。

災害対策関連室は2室あり、「災害対策関連室1」は170㎡として整備局
災害対策室と隣接、「災害対策関連室2」は120㎡として近畿管区警察
局、近畿地方整備局、大阪航空局の危機管理室、災害対策室以外の
階に配置して下さい。

160
(添付5-2)諸室毎の業務
実施時間帯及び立入り
の制限

1 5 始業時間

始業時間が早まる場合もあるとのことですが、この場合の想定される始
業時間及び終業時間について御教示ください。

入札公告時に示します。

161
(添付5-2)諸室毎の業務
実施時間帯及び立入り
の制限

1 31 時間帯

時間帯「外」は、「在室時間前後」とありますが、諸室によっては「利用
時間帯の前・後」と読み替えると理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

162
(添付5-2)諸室毎の業務
実施時間帯及び立入り
の制限

1 33 時間帯

「休日」とは「閉庁日」と同義と考えてよろしいでしょうか。 「休日」を「閉庁日」に修正します。「閉庁日」の定義については、業務
要求水準書（案）【添付資料1-1】「用語の定義」をご参照下さい。

163
(添付5-2)諸室毎の業務
実施時間帯及び立入り
の制限

1 34 時間帯

「適」について、在室時でも職員の了解を得て業務を行うとありますが、
不在時でも実施可能と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

164
(添付5-2)諸室毎の業務
実施時間帯及び立入り
の制限

1 38 入室許可

入室許可の届出が必要な場合について、届出の具体的な手続きにつ
いては、毎日の届出を行うのではなく、例えば作業月前月までに作業
計画書等による提出・確認を以て許可を得れると考えてよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

165
(添付5-2)諸室毎の業務
実施時間帯及び立入り
の制限

4 時間帯

時間帯が「外」または「不」で、入室許可が「立」の諸室については、事
業者が設定する作業時間帯に応じて、職員様が立ち会われると考えて
よろしいでしょうか。

事前の届出での協議による作業時間帯に応じて職員が立会います。

166
(添付5-6)廃棄物収集及
び害虫防除に係る要求
水準

1

ごみ容器の設置、灰皿の設置について記載がありますが、当該備品の
設置は、添付資料５－１２共用部備品調達に係る要求水準に基づく調
達と理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

167
(添付5-9)廃棄物管理に
係る要求水準

1 5
（1）廃棄物管理にかかる
要求水準

廃棄物の処理に関しては、事業系一般廃棄物のみとし、「産業廃棄
物」、「反故紙、段ボール等資源化可能な紙類」に関しては管理のみと
し処理、処分までは含まれないとの理解で宜しいでしょうか。また、自転
車置場の放置自転車等の放置物等の処理・処分にかかる費用につい
ても国の負担との理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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168
(添付5-9)廃棄物管理に
係る要求水準

1
事業者が行うべき業務に、廃棄物の処理は含まれていない（国にて別
途処分業者を定める）と考えてよろしいでしょうか。

№167の回答をご参照下さい。

169
(添付5-9)廃棄物管理に
係る要求水準

1
排出事業者は、近畿地方整備局様とされる予定でしょうか。 国となります。

170
(添付5-10)警備業務に
係る要求水準

1 12 業務提供体制

「警備強化による金属探知機使用時のボディチェック等、男性の業務
従事者が行うことが適切でない業務については女性の業務従事者を
配置すること」となっております。金属探知機使用時のボディチェック等
が必要となる業務はどの程度発生すると想定されているのでしょうか。

入札公告時に示します。

171
(添付5-10)警備業務に
係る要求水準

1 28
国が実施する警備業務と
の調整

「国が別途実施する警備業務～」となっております。当該業務の内容、
範囲はどのような業務を想定されているのでしょうか。

業務要求水準書（案）【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」の要求水準に記載の①近畿管区警察局が専
ら使用する執務室及びその他の諸室並びにその出入口、②近畿公安
調査局が専ら使用する執務室及びその他の諸室並びにその出入口の
範囲における警備業務を想定しています。

172
(添付5-10)警備業務に
係る要求水準

1 業務提供体制の整備

「警備強化による金属探知機使用時のボディーチェック」とありますが、
警備強化は年間を通してのものではなく、国の指示による不定期の期
間でしょうか。また、年間何日間程度となるか御教示下さい。

№170の回答をご参照下さい。

173
(添付5-10)警備業務に
係る要求水準

1
国が実施する警備業務と
の調整

国が別途実施する警備業務の内容について御教示ください。 №171の回答をご参照下さい。

174
(添付5-10)警備業務に
係る要求水準

3 29 各種警報機器の監視

機械警備による監視を行う場合、センサー類は運用上、メンテナンスを
含むリース契約による設置が適切と考えますが、リースによりセンサー
類を設置することは可能でしょうか。リースの場合、費用は維持管理費
に含まれ、原則として事業期間終了後は機器撤去となります。

前段について、業務要求水準書（案）第４章施設整備第５節２．(1)ｐ「防
犯・入退室管理設備」の要求に基づき整備するセンサを含めた防犯・
入退室管理設備は本施設の引渡しの対象となりますので、リースによる
設置はできません。これに該当しないセンサー類についてはリースによ
る設置、事業期間終了後の撤去が可能です。なお、後段のリースの場
合の費用については運営費として下さい。

175
(添付5-11)庁舎運用業
務に係る要求水準

1 21 共用会議室の予約
共用会議室の利用にあたり、机・イスを利用者の希望に応じてセッティ
ングすることは業務外との理解でよいか。

ご理解のとおりです。

176
(添付5-11)庁舎運用業
務に係る要求水準

1 21 共用会議室の予約

共用会議室の利用規則は国にて作成されるとの理解でよいか。 共用会議室の利用規則は、業務要求水準書（案）第５章.第１節５（５）a
「本施設の管理に必要となる規程等の案」に含まれますので、事業者
で規定等の案を作成し、国に提出して下さい。なお、提出された案を基
に国が検討の上、 終的に決定します。

177
(添付5-11)庁舎運用業
務に係る要求水準

1
共用会議室の予約の受
付

共用会議室の予約、受付の方法については、帳簿、電話、又はシステ
ムの要件に基づき提案による任意と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりですが、国が提案内容を検討し、採択を決定します。

178
(添付5-11)庁舎運用業
務に係る要求水準

1
共用会議室利用時の対
応

08:30～18:15まで利用可能であることとは、当該時間外での使用は原
則認めないということでしょうか。

閉庁日を除く8：30～18：15の時間帯において、共用会議室利用時の
対応がなされることを求めています。共用会議室の利用時間帯の制約
ではないことにご留意下さい。なお、8：30～18：15の時間帯以外の対
応については事業者の提案に委ねます。
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179
(添付5-11)庁舎運用業
務に係る要求水準

1
共用会議室利用時の対
応

会議室利用に伴う設営作業等については、使用される入居官署様に
て御対応いただくものとし、事業者職員による対応は不要と考えてよろ
しいでしょうか。

№175の回答をご参照下さい。

180
(添付5-11)庁舎運用業
務に係る要求水準

2 14
ヘリコプター離発着時の
の支援

「国からの要請による～本施設の設備操作等の支援を行う」となってお
ります。設備操作等はどのような業務を想定されているのでしょうか。

№28の回答をご参照下さい。

181
(添付5-11)庁舎運用業
務に係る要求水準

2 受付・案内
業務提供に関する開庁時間帯について、具体的な業務実施時間（始
業・終業）を御教示下さい。

№129の回答をご参照下さい。

182
(添付5-11)庁舎運用業
務に係る要求水準

2 公衆電話の設置

電気通信事業者と協議を行った結果、公衆電話の設置至らなかった
場合、事業者の負担（調達）によって公衆電話を設置しなければならな
いのでしょうか？

電気通信事業者と協議を行い、公衆電話の設置が可能となるよう努め
て下さい。協議に努めた結果、設置に至らないことを国が認めた場合、
事業者負担での設置は必要ありません。

183
(添付5-12)共用部備品
調達に係る要求水準

1 共用部備品調達
事業者調達対象の備品について、リースによる調達・設置は可能と考
えてよろしいでしょうか。

可能です。なお、No.132及びNo.133の回答に基づき業務を実施して
下さい。

184
(添付5-12)共用部備品
調達に係る要求水準

1 共用部備品調達

机・椅子等について、所要数を「適宜」とされている諸室が複数ござい
ますが、提案によるということでしょうか。 また、国の要望に応じて提案
内容から数量・仕様の変更があった場合は、減額・増額による協議・調
整を行うもの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、業務要求水準書（案）第５章.第３節２（２）bに示す調
達前の協議において決定し、この協議は原則費用の増減が生じないこ
とを前提としています。

185
(添付5-13)ヘリコプター
離発着時の支援につい
て

1 業務内容

離発着時の支援の具体的な業務内容について御教示ください。
具体的な業務として、ヘリポート施設への動線となる屋上扉の施開錠
対応、緊急時（離発着時事故）に備えた消火活動等の一時対応、及び
各種点検を想定していますが、この他に想定されている業務があれば
御教示下さい。

№28の回答をご参照下さい。

186
(添付5-13)ヘリコプター
離発着時の支援につい
て

1 業務内容

支援業務を遂行する際、事業者が指示を受ける国の担当官署、及び
想定される業務手順について御教示ください。

近畿地方整備局を主体に想定しており、落札者決定後、国が指示しま
す。

187
(参考2-1)計画敷地測量
図

16 平面図

図面に記載されているレベルの基準はOPでよいか。 TPです。レベルについては、業務要求水準書（案）【参考資料2-7】「地
盤関連資料」をご参照下さい。

188
(参考2-5)地歴及び土壌
汚染・アスベスト状況

1 1 調査結果全般

【参考資料２－５】「敷地地歴調査及び土壌汚染調査報告書・アスベス
ト調査結果」記載内容について、事業者の責めに帰すべき以外の理由
で変更された場合、変更による損害は国の負担と考えて良いか。

No.57及びNo.58の回答をご参照下さい。

189
(参考2-6)埋蔵文化財の
調査範囲

1 1
調査/解体撤去工事工
程

調査深度が深いことから新築建屋の全周に山留めを行う必要があると
考えられる。西・東工区の調査に先立ち既存建物②の地上部解体及
び新築建屋の山留め工事を行えるよう、調査/解体撤去工事工程（案）
の内容を変更できると理解してよいか。

ご理解のとおりです。

190
(参考4-1)施設ゾーニン
グと大阪府庁新別館接
続位置

1 動線分析

建設予定地北西側（府庁新別館と建設予定地の間の部分）の「歩行者
の溜りや憩いの空間」は、自転車及び原動機付き自転車の進入が可
能と考えてよいか。

緊急時以外は、不可とします。
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大阪第6地方合同庁舎（仮称）整備等事業の実施に関する方針に対する質問と回答

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

191
(参考4-2)国が行った事
前協議の概要

1 1
事前協議・協議内容一
覧

【参考資料４－２】「国が行った事前協議の概要」の記載内容のうち、不
明確な点について事業者から直接協議先への確認を行ってよいか。

よいです。

192
(参考4-5)アンテナリスト
等

1 １基本的性能_（１）

鉄塔の高さを検討するため、パラボラアンテナ取り付け位置のおおよそ
の高さをご教示下さい。

TP+90～120m程度以上です。詳細は近畿地方整備局に対して誓約書
を提出した第一次審査通過者に提示します。なお、誓約書様式及び
誓約条件については、入札公告時に示します。

193
(参考5-1)維持管理･運
営に係る配置者の一覧

1 （１）
「清掃業務従事者を除き、自衛消防組織要員を兼任」とあるが、講習に
かかる費用は事業者負担となるのか。

ご理解のとおりです。

194
(参考5-1)維持管理･運
営に係る配置者の一覧

1 （１）

「清掃業務従事者を除き、自衛消防組織要員を兼任」とあるが、設備管
理員は災害時等において設備の復旧等を優先して行動する必要があ
り、自衛消防組織要員に求められる活動を行えない可能性がある。こ
のような可能性を踏まえた上で、設備管理員も自衛消防組織要員とな
る必要があるのか。

原文のとおりとします。

195
(参考5-6)レイアウト変更
の想定（例示）

1 1
レイアウト変更の想定（例
示）

レイアウト変更の想定（例示）で回数の指定がされておられますが、仕
様や回数の変更も考えれるため、公平性の観点より年あたりの金額を
指定されて各社共通の入札額となるように定めておくことができません
でしょうか。

事業費の支払い及び算定方法（案）第１．２「事業費の内訳」表１の欄
外注記及び第２．３．（２）「維持管理・運営費」をご参照下さい。

196
(資料-2)事業費の算定
及び支払方法（案）

1 14 第２_３_（１）施設整備費

空調や給湯、受変電設備などの一部の設備工事費を、事業者とエネ
ルギーサービス会社との契約により、維持管理運営期間中の割賦支払
いとする方式は可能か。

国は事業者に対して、施設費を本施設使用開始日以降事業期間にわ
たり、各回の支払額が均等になるよう割賦払いで支払います。その前
提で、事業者がエネルギーサービス会社と契約して設備工事を行う場
合の契約内容・支払い方法等は契約当事者の間で取り決めるものであ
り、国が関知するものではありません。

197
(資料-2)事業費の算定
及び支払方法（案）

1 28
第1_1_（2）維持管理・運
営費、その他の費用

空調や給湯、受変電設備などの設備について、設計、設置から運転、
保守などの維持管理までを一括で行うようなサービスを同サービス提
供会社と事業者が契約した場合、設備の設計、設置から運転、保守な
どの維持管理にかかるすべての費用をサービス利用料として支払うこと
となるが、この場合の費用は「運営費」に該当するという認識でよい
か？

設計・施工に係る費用は施設費に含みます。また、運転・保守・維持管
理に係る費用は「維持管理費」に該当します。

198
(資料-2)事業費の算定
及び支払方法（案）

3 32 第１_２消費税率
入札価格に反映する消費税率は８％か。 第二次審査資料及び入札書の提出時の消費税率を適用します。詳細

は入札公告時に示します。

199
(資料-2)事業費の算定
及び支払方法（案）

5 20 第２_３_（１）_①施設費

埋蔵文化財調査費用として「総額393,335,000 円（税抜）を入札価格に
見込むこと。」とあるが、当該エリアを超える範囲の追加調査が必要に
なる等により実際の費用がこれを超えた場合、もしくは減少した場合は
清算すると理解するが、この場合事業契約の変更を行うのでしょうか、
それとも別途精算を行うのかご教示ください。

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
は想定していません。また、埋蔵文化財調査の結果、業務要求水準書
を含む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実と異なっていたことにより、事業費が変動する場
合に関してはNo.230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）整備等事業の実施に関する方針に対する質問と回答

No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

200
(資料-2)事業費の算定
及び支払方法（案）

5 16 第２_３_（１）_①施設費

埋蔵文化財調査費として「総額393,335,000円（税抜）を入札価格に見
込むこと。」とあるが、当該調査費のうち、公益財団法人大阪府文化財
センターへの調査委託費には、調査に伴う人力及び機械掘削工事費
及び掘削土搬出費は含まれているか。

埋蔵文化財調査費は、公益財団法人大阪府文化財センターへの調査
委託費と埋蔵文化財調査に関連する工事費であり、後者に含まれる機
械掘削、調査掘削、残土運搬・処分、購入土による埋戻作業及び土留
に係る工事については、事業者自ら実施することが可能です。

201
(資料-2)事業費の算定
及び支払方法（案）

5 16 第２_３_（１）_①施設費

埋蔵文化財調査費として「総額393,335,000円（税抜）を入札価格に見
込むこと。」とあるが、当該調査費以外に事業者にて計上すべき費用が
あれば示して頂きたい。

No.200の回答をご参照下さい。

202
(資料-2)事業費の算定
及び支払方法（案）

5 16 第２_３_（１）_①施設費

埋蔵文化財調査費として「総額393,335,000円（税抜）を入札価格に見
込むこと。」とあるが、実際に要した費用が増減した場合には、施設費
が増減され、これに伴い変更事業契約を締結することになると理解して
良いか。

No.199の回答をご参照下さい。

203
(資料-2)事業費の算定
及び支払方法（案）

5 28
第２_３_（１）_②割賦手数
料

金利確定日は平成33年3月1日になっているが、本施設等の引渡しは
平成34年3月31日の予定である。一般的には、融資実行は引渡し日以
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
の金利変動リスクを事業費に織り込む必要がある。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営業日前などに変更して頂
けないか。

原文のとおりとします。

204
(資料-2)事業費の算定
及び支払方法（案）

6 23 維持管理・運営費

レイアウト変更対応業務費について、入札時は年間2,993千円（税抜）
を見込むこととのことですが、実際には発生の都度、見積を作成・提出
し対象年度下期の対価にて清算（追加又は減額）されるとの理解でよ
ろしいでしょうか。

レイアウト変更対応業務の必要性が生じた場合、事業者には、国による
変更内容の通知に基づいて業務の実施条件等について国と協議を
行った後、見積を作成・国に提出して頂き、変更契約を締結します。ま
た、対価の支払いについては、実際のレイアウト変更に係る対価の合
計額を年度末に支払うことを想定しています。

205
(資料-2)事業費の算定
及び支払方法（案）

6 23 維持管理・運営費

レイアウト変更対応業務費について、清算する場合、事業契約で定め
る対価の変更が発生しますが、その際の事務手続きとして、事業契約
の変更とされるのでしょうか。または、覚書や確認書等での変更となる
のでしょうか。

No.204の回答をご参照下さい。

206
(資料-2)事業費の算定
及び支払方法（案）

7 15
第４事業費の内訳の算
定

本施設の引渡予定日（平成34年3月31日）が属する年度の4月1日（平
成33年4月1日）までに事業費の内訳を確定するとあるが、平成33年4
月1日以降に要求水準の変更などにより事業費が変更する可能性があ
る。仮に、平成33年4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い
か。

ご理解のとおりです。なお、事業費の内訳の確定時期については、平
成33年3月1日（金利確定日）として入札公告時に修正します。

207
(資料-3)民間収益事業
の実施条件（案）

1 10 第２_実施条件

民間収益施設の面積規模（敷地面積、延床面積など）については、２．
（２）使用許可の場合は本施設との合計面積で国有財産法上の面積
49250.7㎡が上限となり、２．（１）貸付の場合は国有財産法の対象外と
なるとの理解でよいか。

ご理解のとおりです。ただし、使用許可の場合、本施設を整備したうえ
で、「その用途又は目的を妨げない限度」において有効活用できる部
分がある場合に民間収益事業としての使用許可を認めることになる点、
ご留意下さい。

208
(資料-3)民間収益事業
の実施条件（案）

1 12 第２_１_①提供メニュー
本事業の目的及び本施設の用途を勘案した上で、にぎわい創出への
貢献としてアルコール販売を含む飲食を提供することは可能か。

入札公告時に示します。
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No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

209
(資料-3)民間収益事業
の実施条件（案）

1 29 第２_１_⑤
民間収益施設の第三者への譲渡は、事業当初から行えるとの理解で
よいか。

入札公告時に示します。

210
(資料-3)民間収益事業
の実施条件（案）

1 36 第２_１_⑦違約金
「国は事業者に対して一定の違約金を請求することができる。」とある
が、違約金の金額をご教示ください。

入札公告時に示します。

211
(資料-3)民間収益事業
の実施条件（案）

2 23 第２_２_（１）_２）_④

原状回復に要する費用は事業者が算定し、提案に含めるとの理解でよ
いか。

事業提案時に民間収益事業に関する事業収支計画（投資・資金計
画、収支等に関する計算書）を提出してもらうことを予定しており、その
中で貸付期間終了時における現状回復に要する費用も見込むようにし
て下さい。なお、原状回復に要する費用は国が支払う事業費に含める
ものではなく、独立採算方式の中で事業者自らが負担するものです。

212
(資料-3)民間収益事業
の実施条件（案）

2 23 第２_２_（１）_２）_④
原状回復の範囲は事業者が想定し、提案するとの理解でよいか。 No.211の回答をご参照下さい。

213
(資料-3)民間収益事業
の実施条件（案）

2 29
第２_２_（２）使用許可によ
り実施する場合

民間収益事業を本施設の使用許可で行う場合、民間収益事業を行う
区画の施設整備費についても、本施設整備後国に引き渡されるため、
事業費の施設整備費として国から事業者に支払われるとの理解でよい
か。

ご理解のとおりです。

214
(資料-3)民間収益事業
の実施条件（案）

3 7 第２_２_（２）_⑥使用料

福利厚生サービスに係る使用料と民間収益事業に係る使用料は、ほ
ぼ同様の金額であるとの理解でよいか。

No.７の回答をご参照下さい。

215
(資料-3)民間収益事業
の実施条件（案）

3 11 第２_（２）_⑧事業期間

初期投資の減価償却期間は本事業の事業期間よりも長いため、本事
業の事業期間を超えて民間収益事業を実施することも可能と考えてよ
いか。

使用許可による場合、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。使用許可期間及び使用許可の更新に関しては、民間
収益事業の実施条件（案）第２ ２．（２）⑤及び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（実施方針 別添資料1）第3節
第4の規定に従って下さい。

216
(資料-4)リスク分担表
（案）

1 4 資金調達リスク

日本銀行の金融政策等により事業者の資金調達に想定以上の追加費
用が生じた場合、当該追加費用は国負担との理解でよいか。

本事業の実施に必要となる資金調達は事業者の提案に委ねられてお
り、資金調達に係るリスク及び追加費用が生じ場合の負担は全て事業
者が負うことになります。

217
(資料-4)リスク分担表
（案）

1 7
国の関連業務に関するリ
スク

①「国が本施設に関連して別途発注する業務」とは何か。 入札公告時に示します。

218
(資料-4)リスク分担表
（案）

1 7
国の関連業務に関するリ
スク

②国が別途発注した業務に関連して施設に損傷が生じた場合は、修
繕にかかった金額は国が負担するとの理解でよいか。

国の責に帰すべき事由による損傷であって、事業者に全く帰責性がな
い場合はご理解のとおりです。ただし、業務要求水準書（案）第１章．第
２節．４．において、「国が別途工事、業務を実施する場合に本事業と
の調整に協力すること」を求めていますので、リスク分担表（案）No.７の
説明書きの事由に起因し、施設に損傷が生じた場合はこの限りではあ
りません。

219
(資料-4)リスク分担表
（案）

1 9 税制変更リスク

消費税又は地方消費税以外ですべての者に影響する税制の変更又
は新設による増加費用のうち、事業者が予期することのできないものは
国の負担として頂けないか。

リスク分担表（案）No.９のとおりとします。
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No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

220
(資料-4)リスク分担表
（案）

1 12 法令変更リスク

合理的な防止手段を期待できず、本事業の遂行上重大な支障を与え
ると認められる場合以外の法令変更又は新設による増加費用のうち、
事業者が予期することのできないものは国の負担として頂けないか。

リスク分担表（案）No.１２のとおりとします。

221
(資料-4)リスク分担表
（案）

1 13 不可抗力リスク

①不可抗力リスクのうち損害が重大でありかつ事業者が善良な管理者
としての注意をしたものと認められるものについては、国のリスク負担と
して頂けないか。

リスク分担表（案）No.１３のとおりとします。

222
(資料-4)リスク分担表
（案）

1 13 不可抗力リスク

②「ただし、保険等によるてん補がある場合は、増加費用及び損害から
これを控除して上記を適用する」とあるが、保険等によるてん補は増加
費用及び損害から控除しないように変更できないか。

リスク分担表（案）No.１３のとおりとします。

223
(資料-4)リスク分担表
（案）

1 14 不可抗力リスク

①不可抗力リスクについて、その損害が重大でありかつ事業者が善良
な管理者としての注意をしたものと認められるものについては、国のリス
ク負担として頂けないか。

リスク分担表（案）No.１４のとおりとします。

224
(資料-4)リスク分担表
（案）

1 14 不可抗力リスク

②「ただし、保険等によるてん補がある場合は、増加費用及び損害から
これを控除して上記を適用する」とあるが、保険等によるてん補は増加
費用及び損害から控除しないように変更できないか。

リスク分担表（案）No.１４のとおりとします。

225
(資料-4)リスク分担表
（案）

1 14 不可抗力リスク
「不可抗力」の定義及び具体的に想定される事例をご教示願いたい。 入札公告時に示します。

226
(資料-4)リスク分担表
（案）

1 16 要求水準変更等リスク
「法令の変更又は新設、税率の変更、」の部分は誤植ではないか。 誤植ではありません。

227
(資料-4)リスク分担表
（案）

1 17 許認可取得遅延リスク
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関し
ては、国のリスク負担として頂けないか。

リスク分担表（案）No.１７のとおりとします。

228
(資料-4)リスク分担表
（案）

1 18 知的財産権侵害のリスク

国が工事材料、建築設備の機器、施工方法等を指定した場合におい
て、知的財産権等の対象である旨の明示がなくかつ事業者がその存
在を知らなかったときは、国のリスク負担として頂けないか。

工事材料、建築設備の機器、施工方法、維持管理方法等を国が特に
指定した場合、事業者が知的財産権等の対象となっていないか、第三
者の知的財産権等を侵害する恐れがないか等を確認の上、使用して
下さい。その上で、事業者の責なく、第三者の知的財産権等の侵害に
よって生じたリスクは国が負担します。詳細は入札公告時に示します。

229
(資料-4)リスク分担表
（案）

1 19
要求水準の確保に係るリ
スク

事業者の責に帰さない事由により要求水準の達成に疑義が生じた場
合等の補修、改善等のために生じた増加費用については国の負担とし
て頂けないか。

リスク分担表（案）No.１９のとおりとします。

230
(資料-4)リスク分担表
（案）

1 20
土地の瑕疵に関するリス
ク

PFI事業範囲内の埋蔵文化財調査の結果によって、更なる調査等が必
要となった場合、国が増加費用を負担し、工期延長を認めて頂けると
の理解でよいか。

埋蔵文化財調査の結果、業務要求水準書を含む入札説明書等で規
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実と異
なっていたことにより、増加費用が発生する場合、国は合理的な範囲
内の増加費用を負担します。また、本施設の引渡の延期が避けられな
い場合は国と事業者で協議の上、引渡予定日を変更します。

231
(資料-4)リスク分担表
（案）

1 21
国の貸与資料に関するリ
スク

貸与資料に記載の無い地中障害や土壌汚染等を発見した場合は、国
が増加費用を負担し、工期延長を認めて頂けるとの理解でよいか。

No.５７及びNo.６５をご参照下さい。
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232
(資料-4)リスク分担表
（案）

1 22
事業者の調査に関するリ
スク

合理的に想定することができない事由による事業敷地及び既存建物等
の不備等に起因する場合は、国の負担であるという理解でよいか。

事業敷地又は既存建物等を調査した結果、業務要求水準書を含む入
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
れていた事実と異なっていたことにより、増加費用が発生する場合、国
は合理的な範囲内の増加費用を負担します。

233
(資料-4)リスク分担表
（案）

1 23 環境対策リスク

工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、
地下水の断絶等の理由により、事業者が善管注意義務を尽くしてもな
お避けることができない近隣への損害がありえますが、合理的に要求さ
れる範囲を超えて近隣対策を行う際には、国のリスク負担であるという
理解でよいか。

国が事業者に提示した条件に対する近隣住民等の要望活動等に起因
して増加費用が生じる場合、国は合理的な範囲でその費用を負担しま
す。ただし、それ以外の事象はリスク分担表（案）No.２３のとおりとしま
す。

234
(資料-4)リスク分担表
（案）

1 25 環境対策リスク

本事業の実施に関して国の帰責事由以外により生じた近隣住民等の
要望活動・訴訟に起因する増加費用であっても、事業者が善良な管理
者としての注意を払っても避けることができないと認められるものについ
ては、国の負担として頂けないか。

リスク分担表（案）No.２５のとおりとします。

235
(資料-4)リスク分担表
（案）

2 30
臨機の措置へ関するリス
ク

当該リスクは責任の範囲が不明確であるため、国負担のみとして頂け
ないか。

リスク分担表（案）No.３０のとおりとします。

236
(資料-4)リスク分担表
（案）

2 31 第三者への損害リスク

工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、
地下水の断絶等の理由により、工事の施工について第三者に及ぼした
損害であっても、事業者が善良な管理者としての注意を払っても避ける
ことができないと認められるものについては、国のリスク負担として頂け
ないか。

リスク分担表（案）No.３１のとおりとします。

237
(資料-4)リスク分担表
（案）

2 33 第三者への損害リスク

「その他国の帰責事由以外で、工事の施工について第三者に及ぼした
損害」について、事業者が善良な管理者としての注意を払っても避ける
ことができないと認められるものについては、国のリスク負担として頂け
ないか。

リスク分担表（案）No.３３のとおりとします。

238
(資料-4)リスク分担表
（案）

2 36 物価上昇リスク

施設整備期間内で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、建設工事費の変更を国に請求できるとして頂けない
か。

リスク分担表（案）No.３６のとおりとします。

239
(資料-4)リスク分担表
（案）

2 38
臨機の措置へ関するリス
ク

当該リスクは責任の範囲が不明確であるため、国負担のみとして頂け
ないか。

リスク分担表（案）No.３８のとおりとします。

240
(資料-4)リスク分担表
（案）

2 40 第三者への損害リスク

「国の帰責事由以外により、維持管理・運営業務の実施について第三
者に及ぼした損害」について、事業者が善良な管理者としての注意を
払っても避けることができないと認められるものについては、国のリスク
負担として頂けないか。

リスク分担表（案）No.４０のとおりとします。

241
(資料-4)リスク分担表
（案）

2 51 原状回復リスク
契約終了又は解除が事業者の責に帰さない事由による場合は、原状
回復の費用負担を国の負担として頂けないか。

リスク分担表（案）No.５１のとおりとします。

242
(資料-4)リスク分担表
（案）

2 52 改修・更新リスク

契約終了又は解除が事業者の責に帰さない事由による場合は、本施
設、設備機器、什器・備品等の改修又は更新に要する費用負担を国
の負担として頂けないか。

リスク分担表（案）No.５２のとおりとします。
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243
(資料-4)リスク分担表
（案）

2 53 移行期間保全リスク

契約終了及び解除が事業者の責に帰さない事由による場合は、契約
解除通知時から引渡し又は業務引継ぎの完了の時までの本施設の出
来形又は本施設の維持保全に要する費用負担は国の負担として頂け
ないか。

リスク分担表（案）No.５３のとおりとします。

244
(資料-4)リスク分担表
（案）

2 56 契約解除リスク

番号13及び14（不可抗力リスク）と同様に、不可抗力に起因する契約解
除に伴う増加費用・損害について、事業者が善良な管理者としての注
意をしたものと認められるものについては、国の負担として頂けない
か。

不可抗力による契約解除に関して事業者に発生する合理的な増加費
用の負担に関してはリスク分担表（案）No.13及びNo.14の負担に従い
ます。詳細は入札公告時に示します。

245
(資料-4)リスク分担表
（案）

2 57 契約解除リスク

番号１１（法令変更リスク）と同様に、契約解除に伴う増加費用・損害に
ついては国の負担として頂けないか。

法令変更による契約解除に関して事業者に発生する合理的な増加費
用の負担に関してはリスク分担表（案）No.11及びNo.12の負担に従い
ます。詳細は入札公告時に示します。

246
(資料-5)業績等の監視
及び改善要求措置要領
（案）

6 3
第３章_１提案等の未達成
による減額等

国の指示等事業者の責によらない事由により、提案等が達成できない
場合は減額の対象にならないとの理解でよいか。

国の指示等により、事業者の提案等が達成できない又はその提案等を
取り下げる場合、要求水準の変更に該当しますので、リスク分担表
（案）No.15の説明書きのとおりとします。詳細は入札公告時に示しま
す。

247
(資料-5)業績等の監視
及び改善要求措置要領
（案）

7 6
第３章_２_（２）エネルギー
使用料の超過又は減少

罰則点の付与の区分内に「エネルギー使用量（電気及び燃料の使用
量の一次エネルギー換算値の合計）及び水使用量（以下「エネルギー
使用量等」という。）の超過又は減少」とあるが、事業者に罰則点が付与
される場合とは、事業者の帰責事由によりエネルギー使用量が超過又
は減少した場合のみとの理解でよいか。また、職員や第三者による過
剰な使用、職員数の増減、気温の変化等によるエネルギー使用量の
超過又は減少は罰則点の付与対象には含まれないとの理解でよい
か。

前段について、事業者に罰則点が付与されるのは、事業者の帰責事
由によりエネルギー使用量等が超過した場合に限られます。後段につ
いて、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、
事業者にて必要なデータの収集・分析等を適切に行うようにして下さ
い。その上で、事業者に帰すべき事由に該当しないことを国が確認し
た場合においてはご理解のとおりです。詳細は入札公告時に示しま
す。

248
(資料-5)業績等の監視
及び改善要求措置要領
（案）

7 6
第３_２_（２）_表１．支払い
区分及び対象となる事象

点検保守等業務費の対象となる事象に「エネルギー使用量及び水使
用量の超過『又は減少』」とあるが、使用量の減少により罰則点が付与
されることはないとの理解でよいか。

ご理解のとおりです。
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