｢競 争 の 導 入 によ る 公 共サー ビスの 改革 に関す る法 律 ｣に 基づ く｢Ｈ ３０ －３ ４国
営 飛鳥 ・ 平城宮 跡 歴 史 公園運 営維持 管理業 務民間 競争入 札｣に 係る契 約者の決定 に
つ いて
｢競 争 の導 入 によ る公 共 サー ビ スの 改革 に 関す る 法律 (平 成 18年法 律第 51号 )｣に基 づく 民
間 競 争入 札 を行 った ｢Ｈ ３ ０－ ３ ４国 営飛 鳥 ・平 城 宮跡 歴 史公 園運 営 維持 管 理業 務｣につ い
て は、 下記の とお り契約 者を 決定し まし た。
１ ．契 約の相 手方 の名称 及び 住所
Ｈ３０－３４国営飛鳥・平城宮跡歴史公園運営維持管理業務
飛鳥・平城宮跡歴史公園サポート共同体

代表 者
構成 員

一般財 団法 人公園 財団
一般財 団法 人明日 香村 地域振 興公 社
公 益財団 法人 古都飛 鳥保 存財団

２ ．契 約金額
１ ，６５ ９， ５００ ，０ ００円 （税 抜）
(注 )業務 履行 期間(平 成31年2月 1日～ 平成35年1月 31日 ）４年 0ヶ月 分の 総価
３ ．実 施期間
平 成３１ 年２ 月１日 ～平 成３５ 年１ 月３１ 日
４ ．業 務内容
契約者が行う業務は、本業務全体のマネジメント及び企画立案業務、施設・設備維
持 管理業 務、 植物管 理業 務、収 益施 設等管 理運営 業務 の４業 務で ある。
５ ．業 務の実 施に 当たり 達成 すべき 質に 関する 事項
本 事 項に 関し て は、 ｢Ｈ３ ０－ ３ ４国 営 飛鳥 ・平 城 宮跡 歴 史公 園運 営 維持 管 理業 務 民
間 競 争 入 札 実 施 要 項 ｣（ 以 下 、「 本 実 施 要 項 」 と い う 。） に お け る 以 下 の 記 載 の と お り
で ある。

1.3. サ ー ビ ス の 質 の 設 定

本業務 の実 施にあ たり 、達成 すべ き包括 的な質 （本 実施要 項1.3.1参 照）及 び
個 別業務 の質 （本実 施要 項1.3.2参照 ）は以 下の とおり とす る。
1.3.1 包 括 的 な 質 の 設 定
本業務 に関 する包 括的 な質は 本実 施要項 表4の とお りとす る。

平成30年度～平成34年度】
基本的な方針
主要事項
達成すべき質
本 業 務 を 通 し 公 園 利 用 者 数 の ・飛鳥区域の年間の公園利用者数（キトラ古墳周辺地区以外の
て 、 公 園 の 基 本 確保（※１）
4地区は平成25年度～平成28年度の実績平均値以上、キトラ
テーマ「日本人
古墳周辺地区は計画利用者数以上【年間91.2万人（キトラ古
の 心 の ふ る さ
墳周辺地区以外の4地区 平成25年度～平成28年度の実績平均
と」・「“ 奈良時 代
値：年間88.0万人、キトラ古墳周辺地区 計画利用者数（他
を今に感じる”
地区との重複を除く）：年間3.2万人）】）
空間を創出」を
・平城宮跡区域の年間の公園利用者数（計画利用者数以上【計
多くの公園利用
画利用者数：年間140万人】）
者が実感できる
ような公園利用
※なお、飛鳥区域の四半期ごとの実績平均値は、以下のとおり
を可能とする
（参考）。
（飛鳥区域（キトラ古墳周辺地区以外の4地区とキトラ古墳
周辺地区の合計））
第1四半期32.2万人、第2四半期21.6万人、第3四半期21.6
万人、第4四半期12.3万人
□ 各年度の年間目標数は、別紙－10に規定する。
利 用 者 満 足 度 の ・飛鳥区域の年間の公園の運営に関する「非常に満足」「やや
※ ２-１
確保
満足」の回答比率
（平成25年度～平成28年度実績平均
値以上【平成25年度～平成28年度実績平均値：年間96％】）
・飛鳥区域の年間の歴史や文化に関する情報のわかりやすさに
関する「非常に満足」「やや満足」の回答比率 ※ ２-２ （平成25
年度～平成28年度実績平均値以上【平成25年度～平成28年度
実績平均値：年間89％】）
・平城宮跡区域の年間の公園の運営に関する「非常に満足」
「やや満足」の回答比率 ※ ２-3（平成25年度第2四半期～平成
26年度第1四半期実績値以上【平成25年第2四半期～平成26年
度第1四半期平均値：年間93％】）
※ なお、四半期ごとの実績平均値は、以下のとおり（参考）。
（飛鳥区域）
＜公園の運営＞
第1四半期96％、第2四半期96％、第3四半期96％、第4
四半期96％
＜歴史や文化に関する情報のわかりやすさ＞
第1四半期88％、第2四半期89％、第3四半期89％、第4
四半期89％
（平城宮跡区域）
＜公園の運営＞
第1四半期95％、第2四半期93％、第3四半期91％、第4
四半期96％
□ 各年度の年間目標数は、別紙－10に規定する。

多様な利用
・飛鳥区域の歴史学習などの利用プログラムの開催回数（キト
プログラムの提
ラ古墳周辺地区以外の4地区は平成25年度～平成28年度の実
供
績平均値以上、キトラ古墳周辺地区は平成28年10月～平成29
年9月の1年間の実績値以上【年間69回（キトラ古墳周辺地区
以外の4地区は平成25年度～平成28年度の実績平均値：年間3
8回、キトラ古墳周辺地区は平成28年10月～平成29年9月の1
年間の実績：年間31回）】
・平城宮跡区域の歴史学習などの利用プログラムの開催回数
（年間104回以上）

情報受発信

□ 各年度の年間目標数は、別紙－10に規定する。
＜マスコミによる報道＞
※ ４
・飛鳥区域の報道件数
（平成25年度～平成28年度の
実績
均値と同程度以上【平成25年度～平成28年度の実績平均
値
年間286件】）
・平城宮跡区域の報道件数 ※４（年間286件以上）
＜SNSによる情報発信＞
・飛鳥区域の発信件数（週1件以上）
・平城宮跡区域の発信件数（週1件以上）
□ 各年度の年間目標数は、別紙－10に規定する。

※１ ：公園 利用 者数の 集計 方法は 別紙 －10によ る。
※２ －１： 年間 の「公 園の 利用に 関す るア ンケー ト調 査（飛 鳥区 域）」(別紙 －11)の Ｑ-12-１「 国営飛
歴史 公園を 利用 してみ ての 満足度 」にお ける 全回答 者数 に対す る「 非常に 満足」「ある 程度満 足
と回 答した 人の 割合。
※２ －２： 年間 の「公 園の 利用に 関す るア ンケー ト調 査（飛 鳥区 域）」(別紙 －11)の Ｑ-12-２「 国営飛
歴史 公園を 利用 してみ ての 満足度 」の「 ③歴 史や文 化に 関する 情報 のわか りや すさ」 にお ける全
回答 者数に 対す る「非 常に 満足」「あ る程 度満足 」と 回答し た人 の割合 。
※２ －３： 年間 の「公 園の 利用に 関す るア ンケー ト調 査（平 城宮 跡区域）」 (別紙 －11)のＱ -13「 平城
跡の 満足度 」に おける 全回 答者数 に対す る「 非常に 満足」「 ある 程度満 足」 と回答 した 人の割 合
※３ ：歴史 学習 などの 利用 プログ ラム とは 、飛鳥 地方 の文化 的遺 産の保 存と活 用に 資する 参加 ・学習
体験 ・交流 型の イベン ト及 び利用 プログ ラム を指す 。な お、事 例に ついて は、 別紙15に 示す とお
り。
※４ ：マス コミ 報道件 数の 目標と は、 以下 のそれ ぞれ の件数 と合 計件数 。
委託 費によ る有 料広告 等に ついて はカウ ント できな いが 、委託 費に よらな い自 主事業 等に よる有
料広 告等は カウ ントで きる ものと する。
・テ レビ（ NHK・民放）・ラジ オ（AM、 FM）の放 送件 数で 、１番 組に つき１ カウ ントと する 。
・財 団法人 日本 新聞協 会加 盟の新 聞・販 売や 配布エ リア が明日 香村 を超え る範 囲の雑 誌・ 情報誌
へ の紙面 掲載 件数（ 電子版 含む ）で、 新聞 につい ては １紙／ 回に つき１ カウ ント とし、 雑誌 ・
報 誌につ いて は、１ 冊／回 につ き１カ ウン トとす る。 但しホ ーム ページ 等イ ンタ ーネッ ト記 事
載 は除く 。
・事 件、事 故等 の報道 件数 は除く 。
・平成 25年度～ 平成 28年度の 実績 平均値 につ いては 、特 異な実 績であ る平 成28年9月 のキ トラ古 墳
辺地 区新 規開園 に関 する報 道実績 は除 いた上 で設 定した 数値 である 。

.3.2 個 別 業 務 の 質 の 設 定
次 に示す 個別 業務の 質を 確保す るこ と。な お、 個別業 務の 質の最 低水 準は、 別紙
5「 共通仕 様書 」及び 別紙 －6～9（「 個別仕 様書（ 企画 立案）」等 ）に よる。
た だし、 個別 業務の 質の 最低水 準は 、企画 書（ 本実施 要項 4.2.3参照） にお いて改
善提 案を行 うこ とがで きる 。
個 別業務 の質 の最低 水準 と異な る提 案を行 う場 合は理 由を 示すこ と。
ま た、設 計数 量が変 更と なる提 案を する場 合は 、当該 工種 と変更 数量 、変更 が可
な理 由を示 すこ と。

1) 本 業務全 体の マネジ メン ト及び 企画 立案業 務
1)マ ネジメ ント
多 岐にわ たる 業務に つい て適切 な目 標を定 め、 総合的 な調 整のも と相 互連携 を保
つつ 、実施 の方 法が決 定さ れ、さ らに 、これ らの 業務を 総括 し、適 切な 進捗管 理が
われ ている こと 。
ま た、本 業務 が円滑 に行 われる ため の諸業 務を 実施す るこ と。（詳細 は、別 紙－ 6
「個 別仕様 書（ 企画立 案）」を 参照の こと。）
2) 企 画運営 管理
公 園利用 者の 満足度 が高 いレベ ルで 保たれ てい ること を目 的とし 、多 種多様 な公
利用 者のニ ーズ を適切 に把 握した うえ で、指 定さ れた業 務内 容を実 施し 、公園 利用
への 適切な 指導 ・サー ビス 、利用 促進 のため の行 催事、 公園 ボラン ティ アとの 良好
連携 に向け た支 援・調 整を 行うと とも に、常 時適 切な広 報、 情報発 信を 行い認 知度
向上 するこ と。（詳 細は、 別紙 －6「個 別仕 様書（ 企画 立案）」を 参照 のこと。）
2) 施 設・設 備維 持管理 業務
1) 維持修 繕・ 保守点 検
建物、 園路 広場、 電気 設備、 汚水 ・排水 施設等 の性 能が常 時適 切な状 態で 保た
て いると とも に、公 園利 用者の 安全 が確保 され ている こと を目的 とし 、指定 され
業 務内容 を実 施し、 建物 、園路 広場 、遊具 等の 機能及 び劣 化の状 態を 調査す ると
も に、異 常又 は劣化 があ る場合 は、 必要に 応じ 対応措 置が 判断・ 実行 されて いる
と。（ 詳細は 、別 紙－7「 個別 仕様書 （施 設・設 備）」を 参照の こと。）
2) 清掃
快適な 公園 環境が 保た れてい るこ とを目 的とし 、指 定され た業 務内容 を実 施し
施 設内外 の汚 れを除 去し 、又は 汚れ を予防 する こと。（詳 細は 、別紙 －7「 個別仕
書 （施設 ・設 備）」を参 照の こと。）
3) 植 物管理 業務
本 公園の 意義 や役割 、機 能を踏 まえ た演出 を目 的とし 、公 園全体 の利 用状況 、景
季節 、及び 生物 の生育 環境 等に応 じ、 自生植 物や 園芸植 物等 の特性 にあ った年 間管
計画 を作成 し、 植物が 常に 良好な 状態 にある こと。（ 詳細は 、別 紙－8「 個別 仕様書
（植 物）」を参 照の こと。）
4) 収 益施設 等設 置管理 運営 業務
公 園利用 者へ のサー ビス 向上を 目的 とし、 公園 管理の 包括 的・統 一的 な管理 のも
公園 運営維 持管 理業務 との 連携調 整を 図りな がら 、公園 利用 者の利 便性 が高ま り、
全・ 快適か つ清 潔な環 境が 保たれ てい ること 。ま た、自 主事 業を行 う場 合は、 公園
利便 性や魅 力を より一 層高 めるよ う適 切に行 うこ と。（詳細 は、 別紙－ 9「設 置管理
営規 定書」 を参 照のこ と。）

６．

事 業 者が 、対 象 公共 サ ービ ス を実 施す る に当 た り、 国の 行 政機 関 等の 長等 に 対し て
報告 す べき 事項 、 秘密 を 適正 に 取り 扱う た めに 必 要な 措置 そ の他 の 対象 公共 サ ービ ス
の適 正 かつ 確実 な 実施 の 確保 の ため に契 約 によ り 事業 者が 講 ずべ き 措置 に関 す る事 項
本 事項に 関し ては、 本実 施要項 にお ける以 下の 記載の とお りであ る。

8.1. 報 告に ついて
8.1.1業務 計画書 の協 議と承 諾
別紙 －5「共 通仕 様書」 によ る。
8.1.2 業 務責任 者及 び業務 の関 係者
別紙 －5「共 通仕 様書」 によ る。
8.1.3 業 務報告 書
別紙 －5「共 通仕 様書」 によ る。
8.1.4 検 査・監 督体 制
事 業者 からの 報告 を受け るに あたり 、調査 職員 の検査 ・監 督体制 は次 の
とお りと する。
(1) 調 査職員
① 総括調 査員
国営飛 鳥歴 史公園 事務 所長
② 主任調 査員
国営飛 鳥歴 史公園 事務 所調査 設計課 長（ 代表）
国営飛 鳥歴 史公園 事務 所工務 第一課 長
国営飛 鳥歴 史公園 事務 所工務 第二課 長
国営飛 鳥歴 史公園 事務 所総務 課長
国営飛 鳥歴 史公園 事務 所建設 監督官
③ 調査員
国営飛 鳥歴 史公園 事務 所調査 設計課 係長
国営飛 鳥歴 史公園 事務 所工務 一課工 務係 長
国営飛 鳥歴 史公園 事務 所工務 二課計 画係 長
(2) 検 査・監 督体 制
a) 事 業者は 、各 年度ご との 業務を 完了 したと きは 、遅延 なく 、当
該 年度の 完了 報告書 、清 算報告 書及び 委託 費経費 内訳 報告書 、
残 存物件 報告 書（以 下「 完了報 告書等 」と いう） に成 果物を 添え
て 、近畿 地方 整備局 に提 出する こと。
b) 近 畿地方 整備 局は、 事業 者から の成 果物、 完了 報告書 等を 受理
し たとき は、 その日 から 10日以 内に支 出負 担行為 担当 官近畿 地
方 整備局 長が 指定し た職 員によ り検査 を行 うもの とす る。
8.2. 調査 への協 力
a) 調査 職員は 、事 業者に よる 業務の 適正 かつ確 実な 実施を 確保 する
必要 がある と認 める時 は、 事業者 に対し 、当 該管理 業務 の状況 に

関し 必要な 報告 を求め 、又 は事業 者の事 務所 等に立 ち入 り、業 務
の実 施状況 又は 帳簿、 書類 その他 の物件 を検 査し、 若し くは関 係
者に 質問す るこ とがで きる 。
b) 立ち 入り検 査を する調 査職 員は、 検査 等を行 う際 には、 当該 検査
等が 法第26条第 1項に基 づく もので ある ことを 事業 者に明 示す ると
とも に、そ の身 分を示 す証 明書を 携帯し 、関 係者に 提示 するも の
とす る。
8.3. 指示 につい て
近畿 地方整 備局 長は、 事業 者によ る業務 の適 切かつ 確実 な実施 を確
保 する ために 必要 がある と認 めると きは、 法第 27条第 １項 に基づ き、
事 業者 に対し 、必 要な措 置を とるべ きこと を指 示でき るも のとす る。
8.4. 秘密 の保持
事業 者は、 本業 務に関 して 調査職 員が開 示し た情報 等（ 公知の 事実
等 を除 く）及 び業 務遂行 過程 で作成 した提 出物 等に関 する 情報を 漏洩
し ては ならな いも のとし 、そ のため の必要 な措 置を講 ずる こと。 事業
者 （そ の者が 法人 である 場合 にあっ ては、 その 役員） 若し くはそ の職
員 その 他本業 務に 従事し てい た者は 業務上 知り 得た秘 密を 洩らし 、又
は 盗用 しては なら ない。 これ らの者 が秘密 を洩 らし、 又は 盗用し た場
合 には 、法第 54条 により 罰則 の適用 がある 。
8.5. 個人 情報の 取り 扱い
別紙 －5「共 通仕 様書」 第６ 章によ る。
8.6. 契約 に基づ き落 札業者 が講 ずべき 措置
8.6.1 業務の 開始 及び中 止
a) 事 業者は 、締 結され た本 契約に 定め られた 業務 開始日 に、 確実
に 本業務 を開 始しな けれ ばなら ない。
b) 事 業者は 、や むを得 ない 事由に より 、本業 務を 中止し よう とす
る ときは 、予 め近畿 地方 整備局 の承諾 を受 けなけ れば ならな い。
8.6.2 公正な 取り 扱い
a) 事 業者は 、本 業務の 実施 にあた って 、公園 利用 者を合 理的 な理
由 なく区 別し てはな らな い。
b) 事 業者は 、公 園利用 者の 取り扱 いに ついて 、自 らが行 う他 の事
業 におけ る利 用の有 無等 により 区別し ては ならな い。
8.6.3 金品等 の授 受の禁 止
事業 者は、 本業 務にお いて 、金品 等を受 け取 ること 又は 与える こと
を して はなら ない 。ただ し、 収益施 設等設 置管 理運営 業務 として 行う

場 合な ど、近 畿地 方整備 局か ら許可 等を受 けた 業務を 行う 上で必 要な
場 合を 除く。
8.6.4 法令の 遵守
事業 者は、 本業 務を実 施す るにあ たり適 用を 受ける 関係 法令等 を遵
守 しな ければ なら ない。
8.6.5 安全衛 生
事業 者は、 本業 務に従 事す る者の 労働安 全衛 生に関 する 労務管 理に
つ いて は、責 任者 を定め 、関 係法令 に従っ て行 わなけ れば ならな い。
8.6.6 記録・ 帳簿 書類等
事業 者は、 実施 年度毎 に本 業務に 関して 作成 した記 録や 会計に 関す
る 帳簿 書類を 、本 業務を 終了 し、又 は中止 した 日の属 する 年度の 翌年
度 から 起算し て5年 間保管 しな ければ なら ない。
なお 、行政 機関 の保有 する 情報の 公開に 関す る法律 の第 4条に 基づ
く 行政 文書の 開示 請求が なさ れた場 合、同 法第 5条に 基づく 不開 示情
報 の確 認を行 った 上で、 第6条 による 部分 開示や 第7条 によ る公益 上の
理 由に よる裁 量的 開示を 確認 し、開 示方法 を明 らかに し、 第9条 に基
づ き事 務処理 上の 困難そ の他 正当な 理由が ある ときを 除き 、開示 請求
の あっ た日か ら30日以内 に情 報を開 示する 必要 がある 。そ のため 、開
示 請求 の対象 が事 業者の 保有 する記 録・帳 簿書 類等の 場合 、事業 者は 、
情 報公 開に速 やか に対応 しな ければ ならな い。
8.6.7 権利の 譲渡
本業 務の成 果及 び本業 務の 実施の 過程に おい て、派 生的 に生じ た著 作
権 、特 許権及 び実 用新案 権等 の無体 財産権 につ いては 、近 畿地方 整備 局
が 承継 するも のと する。 また 、事業 者は、 原則 として 本契 約に基 づい て
生 じた 権利の 全部 または 一部 を第三 者に譲 渡し てはな らな い。
8.6.8 権利義 務の 帰属等
本業 務の実 施が 第三者 の特 許権、 著作権 その 他の権 利に 抵触す ると き
は 、事 業者は 、そ の責任 にお いて、 必要な 措置 を講じ なけ ればな らな い。
8.6.9 一般的 損害
本業 務を行 うに つき生 じた 損害（ 本実施 要項 ９．に 記載 した損 害を 除
く。） につい ては、 事業 者がそ の費 用を負 担す る。た だし 、その 損害 の
う ち、 近畿地 方整 備局の 責に 帰すべ き事由 によ り生じ たも のにつ いて は、
近 畿地 方整備 局が 負担す る。
8.6.10 再委託 また は下請 負の 取り扱 い
a) 事 業者（ 共同 体を含 む。）は 、本業 務の 実施に 当た り、そ の全部
を 一括し て再 委託し ては ならな い。
b) 事 業者は 、本 業務の 実施 に当た り、 その一 部に ついて 再委 託を行

う 場合は 、原 則とし て予 め企画 書にお いて 、再委 託に 関する 事項
（ 再委託 先の 住所・ 名称 、再委 託する 業務 の範囲 、再 委託ま たは
下 請負を 行う ことの 合理 性及び 必要性 、再 委託先 の業 務履行 能力
並 びに報 告徴 収その 他業 務管理 の方法 ）に ついて 記載 しなけ れば
な らない 。
なお 、本業 務に おける 主た る部分 を再委 託す ること はで きない 。本 業
務 にお ける主 たる 部分は 、次 のとお りとす る。
・業 務にお ける 総合的 計画 立案、 業務遂 行管 理、救 急・ 災害時 の統 括
管理 、各業 務手 法の決 定及 び本業 務履行 者と しての 最終 的な意 思決 定
を行 うため の技 術的判 断等
c) 事 業者は 、本 契約締 結後 やむを 得な い事情 によ り再委 託を 行う場
合 には、 再委 託に関 する 事項を 明らか にし たうえ で近 畿地方 整備 局
の 承諾を 受け なけれ ばな らない 。
なお、 再委 託の内 容を 変更し ようと する ときも 同様 とする 。
d) 事 業者は 、上 記b)及 びc)により 再委 託を行 う場 合には 、事 業者が
近 畿地方 整備 局に対 して 負う義 務を適 切に 履行す るた め、再 委託
先 の事業 者に 対し、 本実 施要項 8.4.及 び8.6.に規 定す る事項 その
他 の事項 につ いて必 要な 措置を 講じさ せる ととも に、 再委託 先か
ら 必要な 報告 を徴収 する ことと する。
e) 上 記b)か らd)までに 基づ き、事 業者 が再委 託先 の事業 者に 業務を
実 施させ る場 合は、 すべ て事業 者の責 任に おいて 行う ものと し、 再
委 託先の 事業 者の責 めに 帰すべ き事由 につ いては 、事 業者の 責め に
帰 すべき 事由 とみな して 、事業 者が責 任を 負うも のと する。
8.6.11 契約解 除
近畿 地方整 備局 は、事 業者 が次の いずれ かに 該当す ると きは、 契約 を
解 除す ること がで きる。
a) 法 第22条 第1項第1号 イか らチ又 は同 項第2号に該 当す るとき 。
b) 繰 り返し 法令 違反を 行っ たとき 。
C) 暴 力団員 を業 務を統 括す る者又 は従 業員と して 雇用し てい ること
が 明らか にな ったと き。
d) 暴 力団又 は暴 力団関 係者 との社 会的 に非難 され るべき 関係 を有し
て いるこ とが 明らか にな ったと き。
8.6.12 契約解 除時 の取り 扱い
a) 上 記8.6.11に 該当し 、契 約を解 除し た場合 には 、近畿 地方 整備局
は 事業者 に対 し、当 該解 除の日 までに 当該 サービ スを 契約に 基づ き
実 施した 期間 にかか る委 託費を 支給す る。
b) こ の場合 、事 業者は 、契 約金額 から 上記a)の委 託費を 控除 した金 額

の 100分の 10に 相当す る金 額を違 約金 として 近畿 地方整 備局 の指定
す る期間 に納 付しな けれ ばなら ない。
c) 近 畿地方 整備 局は、 事業 者が前 項の 規定に よる 金額を 近畿 地方整
備 局の指 定す る期日 まで に支払 わない とき は、そ の支 払い期 限の 翌
日 から起 算し て支払 いの あった 日まで の日 数に応 じて 、年100分の 5
の 割合で 計算 した金 額を 延滞金 として 納付 させる こと ができ る。
d) 近 畿地方 整備 局は、 契約 の解除 及び 違約金 の徴 収をし ても なお損
害 賠償の 請求 をする こと ができ る。
8.6.13 契約内 容の 変更
近畿 地方整 備局 は、必 要が ある場 合には 、業 務の内 容を 変更す るこ と
が でき る。こ の場 合にお いて 委託費 又は実 施期 間を変 更す る必要 があ る
と きは 、近畿 地方 整備局 及び 事業者 は協議 し、 書面に より これを 定め る
も のと する。
8.6.14 契約の 解釈
本契 約に関 して 疑義が 生じ た事項 につい ては 、その 都度 、事業 者と 近
畿 地方 整備局 が協 議する もの とする 。
8.6.15 業務計 画書 の提出
事業 者は、 契約 締結日 の14日前ま でに業 務計 画書を 提出 し、そ の内 容
に つい て近畿 地方 整備局 と協 議の上 、承諾 を得 なけれ ばな らない 。
8.6.16 業務計 画書 の変更
業務 計画書 を変 更しよ うと すると きは、 変更 後の業 務計 画書に つい て
近 畿地 方整備 局と 協議を 行い 、近畿 地方整 備局 の承諾 を得 なけれ ばな ら
な い。 この場 合、 委託費 等の 契約内 容の変 更の 必要が ある 場合は 、近 畿
地 方整 備局と 協議 し書面 にて これを 定める もの とする 。
8.6.17 業務の 引き 継ぎへ の対 応
契約 が完了 する 場合、 又は 解除に なる場 合に は、調 査職 員の立 会の 下、
調 査職 員が指 示す る者に 対し 、誠意 を持っ て、 円滑に 業務 の引き 継ぎ を
行 わな ければ なら ない。
引継 ぎにあ たっ ては、 共通 仕様書 42条に 規定 する必 要な 資料の 作成 及
び 提出 を行い 、必 要な説 明等 を行う ものと する 。ただ し、 契約が 引き 続
き 締結 され、 当該 業務を 継続 する場 合はこ の限 りでは ない。（ 業務の 引
継 ぎに 必要な 資料 の詳細 は、 別紙－ 5「共 通仕様 書」 を参照 のこ と。）
8.6.18 業務評 定に ついて
本業 務にお いて は近畿 地方 整備局 が、毎 年度 （平成 31～ 33年度 ）業 務
終 了後 に当該 年度 の業務 評定 （以下、「 単年度 評価」 とい う）を 実施 す
る とと もに、 ３年 目の（ 平成 33年度 ）業務 終了 後に３ 年間 を通し ての 業
務 評定 （以下、「 ３箇年 評価」 とい う）を 実施 する。 なお 、平成 30年 度

分 につ いては 業務 評定を 実施 しない 。評定 につ いては 事業 者に通 知し 、
近 畿地 方整備 局ホ ームペ ージ 等によ り公表 する ものと する。（ 詳細は 、
別 紙－ 30「業 務評 定」を 参照 のこと。）
また 、評定 につ いては 、本 公園の 国営公 園運 営維持 管理 業務の 次回 入
札 時に おける 評価 事項の 一つ とし、 単年度 評価 が２回 以上 「不可 」の 実
績 とな り、か つ３ 箇年評 価が 「不可 」の場 合、 本公園 の次 回入札 時に お
い て、 5.1. 表 ９評 価項目 及び 得点配 分の 加算点 の合 計得点 から 15点を
減 点す る。
なお 、評価 にあ たって は、 運営維 持管理 の責 任によ らな い事由 を考
慮 する 。

７ ． 事業 者 が対 象公 共 サー ビ スを 実 施す るに 当 たり 第 三者 に損 害 を与 え た場 合に お いて 、
そ の損 害 の賠 償に 関 し契 約 によ り 事業 者が 負 うべ き 責任 （国 家 賠償 法 の規 定に よ り国 の
行 政 機 関 等 が 当 該 損 害 の 賠 償 の 責 め に 任 ず る 場 合 に お け る 求 償 に 応 ず る 責 任 を 含 む 。）
に関 する事 項
本 事項に 関し ては、 本実 施要項 にお ける以 下の記 載の とおり であ る。

a) 近 畿地方 整備 局が国 家賠 償法第 １条 第１項 等に 基づき 当該 第三者 に対 する賠 償を
行っ たとき は、 近畿地 方整 備局は 事業 者に対 し、 当該第 三者 に支払 った 損害賠 償額
（当 該損害 の発 生につ いて 近畿地 方整 備局の 責め に帰す べき 理由が 存す る場合 は、
近畿 地方整 備局 が自ら 賠償 の責め に任 ずべき 金額 を超え る部 分に限 る。）につ いて
求償 するこ とが できる 。
b) 事 業者が 民法 第709条等 に基づ き当 該第三 者に対 する 賠償を 行っ た場合 であ って、
当該 損害の 発生 につい て近 畿地方 整備 局の責 めに 帰すべ き理 由が存 する ときは 、事
業者 は近畿 地方 整備局 に対 し、当 該第 三者に 支払 った損 害賠 償額の うち 自ら賠 償の
責め に任ず べき 金額を 超え る部分 につ いて求 償す ること がで きる。

８ ．契 約者に おけ る当該 公共 サービ スの 実施体 制及び 実施 方法の 概要
落札 予 定者 が行 う 業務 は 、本 業 務全 体の マ ネジ メ ント 及び 企 画立 案 業務 、施 設 ・設 備
維持 管理業 務、 植物管 理業 務、収 益施 設等設 置管理 運営 業務の ４業 務であ る。
これ ら の実 施体 制 につ い ては 、 代表 者に 総 括責 任 者、 本業 務 全体 の マネ ジメ ン ト及 び
企 画立 案 業務 の業 務 責任 者 、構 成 員に 施設 ・ 設備 維 持管 理業 務 責任 者 、植 物管 理 業務 責
任 者、 収 益施 設等 設 置管 理 運営 業 務責 任者 を 配置 し 、業 務内 容 に応 じ た適 切な 体 制と し
てい る。
実 施 方 法 に つ い て は 、 飛 鳥 区 域 「 日 本 人 の 心 の ふ る さ と 」、 平 城 宮 跡 区 域 「 奈 良 時 代
を 今に 感 じる 」の 基 本方 針 のも と 歴史 ・文 化 的価 値 が高 い本 公 園を 「 国内 はも と より 世
界 で注 目 され る公 園 にす る こと 」 を基 本姿 勢 とし て これ まで に 築い て きた 「信 頼 」を さ
らに 強固な もの とし、 公園 管理の 創意 工夫や 新たな 時代 の潮流 を捉 えた取 組に も挑戦 し、
地 域と と もに ２つ の 区域 を 日本 の 歴史 と文 化 を表 徴 する 「世 界 水準 の 公園 」に 育 てて い
くと してい る。

９ .問い 合わせ 先
近 畿地方 整備 局建政 部都 市整備 課公 園・古 都係
電話 ０６ －６９ ４２ －１１ ４１

