
神奈川県立花と緑のふれあいセンター（仮称）施設整備・運営等事業
実施方針等に関する質問への回答

・平成１７年１１月４日（金）から同月１５日に受け付けた神奈川県
立花と緑のふれあいセンター（仮称）施設整備・運営等事業実施方針
等に関する質問への回答を公表資料ごとに整理して記述してありま
す。
・回答は、現時点の考え方を示したものであり、意見招請等により変
更する可能性があります。最終的には、入札公告時に確定します。
・対象資料の欄中の記載内容は、それぞれ以下の資料を指していま
す。
実施方針：神奈川県立花と緑のふれあいセンター（仮称）施設整備・
運営等事業実施方針
業務要求水準書（案）：神奈川県立花と緑のふれあいセンター（仮
称）施設整備・運営等事業業務要求水準書（案）
特定事業契約書（素案）：神奈川県立花と緑のふれあいセンター（仮
称）施設整備・運営等事業特定事業契約書（素案）
実施方針等Ｑ＆Ａ：神奈川県立花と緑のふれあいセンター（仮称）施
設整備・運営等事業実施方針等Ｑ＆Ａ
配布資料：１１月１日配布ＣＤ－ＲＯＭ

平成17年12月1日

神奈川県



NO. 対象資料 ページ 質問事項 回答 質問者

1 実施方針 5

特定事業選定結果の公表時に、Ｐ
ＳＣ及びＶＦMは公表されるのでしょ
うか。

公表する予定です。

みらい建設工業株式会社

2 実施方針 5

PSCの御公表をお願いいたします。 特定事業の選定結果公表時に
現在価値換算を行った公共負担
額を公表する予定です。 日本道路株式会社

3 実施方針 6

スケジュールによりますとH18年度
の6月下旬に行われる予定のコ．参
加表明書、資格確認申請書の受付
までに応募グループの体制を決め
ればいいのでしょうか？

確認基準日までに参加資格要
件を含めて、体制ができていな
ければなりません。

株式会社　栗生総合計画事務所

4 実施方針 8

意見書の受付期間は明示されてい
ますが、それらの回答は入札説明
書までわからない状態ですが、どの
ような意見が出たかについては早
めに公開してもらえませんか？

いまのところ、入札説明書に添
付して公表する以外の予定はあ
りません。

株式会社　栗生総合計画事務所

5 実施方針 8

「エ　特定事業の選定結果の公表」
によるとＰＦＩとするかしないかは12
月中旬まではわからないということ
でしょうか？

お考えのとおりです。なお、公表
は１月半ばになる予定です。

株式会社　栗生総合計画事務所

6 実施方針 9

入札公告前に再度施設整備予定地
などの現況確認の機会はありませ
んか？又、できるだけ早い機会に既
設の建物、設備についての図面（特
に基礎や杭など）等の資料は公表
いただけないでしょうか？

事業者の現況確認は意見交換
会の日程にあわせて再度設定し
ます。また、現存建物の図面は
存在するものについては、この
回答公表にあわせて神奈川県
環境農政部農業振興課で閲覧
に供します。

株式会社　栗生総合計画事務所

7 実施方針 9

ＳＰＣ（特別目的会社）の資本金額
等に条件は付くのでしょうか。

資本金額の大きさに条件はあり
ませんが、グループで応募した
場合のグループ代表者は必ずＳ
ＰＣへの出資を行うものとし、グ
ループ代表者を含む応募者でＳ
ＰＣの過半数の出資を行わなけ
ればなりません。

みらい建設工業株式会社

8 実施方針 10

グループ代表者の資格要件として、
「神奈川県競争入札参加資格者名
簿（物件の買入れ、物件の借入れ、
一般業務の請負等）において営業
種目として「建物」に登録されている
者」という記載がありますが、本件
参加表明までの間に当該登録を行
う機会が設けられるのでしょうか、
若しくは現状当該名簿に掲載されて
いる先だけが代表者になり得るとい
うことなのでしょうか。

登録の申請は、かながわ電子入
札共同システムにより随時でき
ます。申請の方法は、神奈川県
のホームページから神奈川電子
自治体共同運営サービスをク
リックしてさらに電子入札、資格
申請システムに進んでください。
営業種目は「物品」の中の「建
物」です。共通する資格要件が
満たされていれば、どなたでも申
請することができます。認定まで
には最短で約１ヶ月（前月の５日
までに申請すると翌月１日に認
定されます）の時間を要しますの
で、日程に余裕を持って申請を
してください。(問い合わせ先、出
納局総務課ＴＥＬ045-210-6721)

ダイヤモンドリース株式会社

9 実施方針 10

グループ代表者の資格要件として、
「神奈川県競争入札参加資格者名
簿（物件の買入れ、物件の借入れ、
一般業務の請負等）において営業
種目として「建物」に登録されている
者」という記載がありますが、当事
業で要求される業務の範囲におい
て、なぜこのような資格登録の営業
種目に限定されるのでしょうか。

本件事業は、総合評価一般競
争入札方式により実施すること
から、応募者又はグループの代
表者が名簿に登録されているこ
とが参加資格要件になります。
この「建物」はＰＦＩ事業用に設け
られた営業種目です。

株式会社　竹中土木

1 / 7 ﾍﾟｰｼﾞ



NO. 対象資料 ページ 質問事項 回答 質問者

10 実施方針 10

「神奈川県競争入札参加資格者名
簿・・・認められる者であること。」と
ありますが、SPC運営企業及びﾌｧｲ
ﾅﾝｽ担当企業が当該事業に構成員
又は代表企業として参画する場合
でも、この要件を満足していなけれ
ばいけないのでしょうか。

本件事業は、総合評価一般競
争入札方式により実施すること
から、応募者又はグループの代
表者が名簿に登録されているこ
とが参加資格要件になります。
登録の申請は、共通する資格要
件が満たされていればかながわ
電子入札共同システムにより随
時どなたでも申請することができ
ます。

サンヨーPFIインベストメント株式会社

11 実施方針 10

営業種目として「建物」････その営
業を継承したと認められる者である
こと。 とありますが、「継承したと認
められる者」を明確かつ具体的にご
教示ください。

合併や営業譲渡などにより事業
が合併後の法人や他の事業者
に承継された場合、その事業を
引き継いだ合併後の法人や他
の事業者が該当します。

日本道路株式会社

12 実施方針 10

「イ 応募者又はグループの代表者
の参加資格要件」において神奈川
県競争入札参加資格者の「建物」
の登録者は閲覧可能でしょうか？

県ホームページ神奈川電子自
治体共同運営サービスから電子
入札、入札情報サービスシステ
ムへ進むと資格者名簿（物品）
が閲覧できます。

株式会社　栗生総合計画事務所

13 実施方針 10

経営事項審査の総合評定値の点
数基準は無いと理解してよろしいで
しょうか。

お考えのとおりです。

サンヨーPFIインベストメント株式会社

14 実施方針 10

建設業務を担当する者が工事監理
業務を兼ねてよいと理解してよろし
いでしょうか？

工事監理者と、建設業務を担当
する者が設置する、現場代理
人、主任技術者又は監理技術
者とは、工事監理の業務の性格
上、別人としてください。

サンヨーPFIインベストメント株式会社

15 実施方針 10

「エ 応募者又はその構成員の個別
の参加資格要件」の「（ウ）体験学習
事業を担当する者」の内、展示設計
について、学習用展示物とあるのは
どういうものですか？学習用とは博
物館、資料館などの展示設計公共
施設等での実績ですか？

体験学習用展示物は、業務要
求水準書（案）p17,18記載のとお
りです。
実績は、お考えのとおりですが、
公共施設には限りません。 株式会社　栗生総合計画事務所

16 実施方針 10

体験学習の運営について･･･
神奈川県の企図する体験学習につ
いて具体例を挙げて、範囲をご明示
ください。

体験学習の内容は、業務要求
水準書（案）p32～35記載のとお
りです。

日本道路株式会社

17 実施方針 11

「（エ）展示事業の植栽を担当する
者」あるいは「（オ）その他」で「集客
施設」の中に博覧会なども含まれま
すか？

博覧会も含んでおります。

株式会社　栗生総合計画事務所

18 実施方針 11

「（オ）その他」でレストラン・売店事
業は施設の運営事業と一体です
か？レストランは事業あるいは運営
を別に委託してはなりませんか？

レストラン・売店事業は、本件施
設の運営業務の一事業を構成
するものです。
業務をＳＰＣ以外に委託すること
は可能ですが、業務の担当企業
を必ず構成員に含めてください。

株式会社　栗生総合計画事務所
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NO. 対象資料 ページ 質問事項 回答 質問者

19 実施方針 11

「オ　確認基準日」の「確認」とは何
を意味しますか？

応募者の参加資格要件を確認
します。

株式会社　栗生総合計画事務所

20 実施方針 11

「（５）審査及び選定に関する事項」
の内「（イ）」の審査の観点と「イ」の
価格その他の要素は点数配分とし
てどうなりますか？

審査及び選定に必要となる落札
者決定基準は入札公告時に示
します。

株式会社　栗生総合計画事務所

21 実施方針 13

「（５）県による事業の実施状況の監
視」の「ア　モニタリング」の内、
「（イ）設計完了時」にその確認を受
けるとありますが「確認」とはどうい
う内容ですか？決められた標準仕
様書はありますか？

業務要求水準書（案）に記載さ
れている要求水準及び事業者
の提案に合致しているかの確認
を行います。
標準仕様書はありませんが、公
共建築工事標準仕様書が参考
にできます。

株式会社　栗生総合計画事務所

22 実施方針 13

「（５）県による事業の実施状況の監
視」の「ア　モニタリング」の内、
「（ウ）工事施工時」工事施工、工事
監理の状況の確認を定期的にとあ
りますが、「定期的」の回数はどう
なっていますか？　又、何をもとに
確認をされるのでしょうか？「（エ）
工事完成時（完工確認）」における
確認も同様ですか？

工事施工、工事監理の状況の
確認は、設計図書に基づき、月
１回程度及び必要に応じて実施
する予定です。
完工確認も設計図書に基づき実
施します。特定事業契約書（素
案）第23条及び第33条以下を御
参照ください。

株式会社　栗生総合計画事務所

23 実施方針 13

「（５）県による事業の実施状況の監
視」の「ア　モニタリング」の内、
「（オ）施設運営開始後」で「定期的」
とは年何回ぐらいですか？

事業者が作成した業務週報、業
務月報及び業務四季報に基づ
き、日常モニタリング及び定期モ
ニタリングを行うとともに、必要
に応じて随時モニタリングを行う
予定です。詳細は実施方針添付
資料６を御参照ください。

株式会社　栗生総合計画事務所

24 実施方針 13

「（５）県による事業の実施状況の監
視」の「ア　モニタリング」の内、
「（カ）モニタリング費」のモニタリン
グは年何回ですか？

事業者が作成した業務週報、業
務月報及び業務四季報に基づ
き、日常モニタリング及び定期モ
ニタリングを行うとともに、必要
に応じて随時モニタリングを行う
予定です。詳細は実施方針添付
資料６を御参照ください。

株式会社　栗生総合計画事務所

25
実施方針
添付資料４

1

共通〉社会リスク〉環境問題リスクの
土壌汚染ですが、要求水準書（案）
5頁に「平成17年度に県が調査した
結果、土壌汚染はない」とあります。
万一、後年土壌汚染が発見され、
原因が明らかに当事業開始以前の
ものであることが判明した場合、県
が全て責任を負うという理解でよろ
しいでしょうか。

お考えのとおりです。

サンヨーPFIインベストメント株式会社

26
実施方針
添付資料４

2

運営管理段階における金利リスク
の考え方の欄に「事業者の提案に
よる」という記載がありますが、これ
は、今後来年初にかけて行われる
県と応募者の意見交換・ヒアリング
等を通して決めていくという理解をし
てよろしいのでしょうか。若しくは、
各応募者が提案書において提案し
ていく（各応募者毎に金利決定方式
が異なる可能性がある）ということを
意図されているのでしょうか。

各応募者に提案書において提
案いただく方法も含め、今後実
施する県と応募者の意見交換・
ヒアリング等を踏まえ、入札公告
時にお示しします。

ダイヤモンドリース株式会社
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NO. 対象資料 ページ 質問事項 回答 質問者

27
実施方針
添付資料５

3

割賦方式で支払われる施設整備費
は81回払い、または80回払いにな
るとのことですが、支払回数につい
ては提案時に各応募者が選択すれ
ばよろしいのでしょうか。

お考えのとおりです。

ダイヤモンドリース株式会社

28
実施方針
添付資料５

3

割賦方式で支払われる施設整備費
は81回払い、または80回払いにな
るとのことですが、81回払いの場合
の最終回の支払予定日は、平成42
年3月末になるのでしょうか、それと
も平成42年4月末になるのでしょう
か。

第四半期の支払いなので平成
42年4月末になります。

ダイヤモンドリース株式会社

29
実施方針
添付資料５

3

「施設の修繕・更新に対する対価
は、……業務実施の確認を行った
後、……支払いを行う。」とあります
が、提案時の修繕及び更新が必要
なくなった場合の費用の取扱はどう
なるのでしょうか。

当該年度に県が支払う予定の
サービスの対価から修繕・更新
費は除かれることになります。

みらい建設工業株式会社

30
実施方針
添付資料５

7

３サービスの対価の金額及び内訳
について
対価の上限は示されるのでしょう
か？
またそれはいつになりますか？

特定事業選定結果の公表時に、
現在価値換算を行った公共負担
額を公表する予定です。入札参
考価格については、現在のとこ
ろ入札公告時に示す予定です。

株式会社　栗生総合計画事務所

31
実施方針
添付資料７

1

県からの支払額を算出する際の控
除対象額のうちサービス事業収入
（レストラン業務及び売店業務から
の収入）については“維持管理・運
営費の一部に充当する額”を控除
対象とする旨記載がありますが、
“維持管理・運営費の一部に充当す
る額”を0とする提案も可能でしょう
か。

お考えのとおりです。

ダイヤモンドリース株式会社

32
実施方針
添付資料７

2

天候の影響など事業者の責めに帰
さないことが明らかな事由により利
用料金等収入額が見込み額を下回
り、県の分岐線を下回った場合には
県からＳＰＣに対し補填がなされる
との記載がありますが、“天候の影
響など事業者の責めに帰さないこと
が明らかな事由”であるか否かをど
のような指標を用いて検証するので
しょうか。

　行楽シーズンの土日祝祭日の
降雨等により入園者が大きく減
少し、その後の事業者の集客努
力によっても回復が困難であっ
たことなどを、事業者が県に客
観的に証明できる場合が対象に
なると考えております。降雨など
の状況とともに回復に向けた取
り組みを含めて指標になると考
えております。

ダイヤモンドリース株式会社

33
実施方針
添付資料７

2

天候の影響など事業者の責めに帰
さないことが明らかな事由により利
用料金等収入額が見込み額を下回
り、県の分岐線を下回った場合には
県からＳＰＣに対し補填がなされる
との記載がありますが、「天候の影
響など事業者の責めに帰さないこと
が明らかな事由」とはどのような基
準で判断するのでしょうか。

　行楽シーズンの土日祝祭日の
降雨等により入園者が大きく減
少し、その後の事業者の集客努
力によっても回復が困難であっ
たことなどを、事業者が県に客
観的に証明できる場合が対象に
なると考えております。降雨など
の状況とともに回復に向けた取
り組みを含めて基準になると考
えております。

株式会社　竹中土木

34
実施方針
添付資料
１０

4

平塚市の事業はスケジュールは変
更ありませんか？

　花と緑のふれあい拠点（仮称）
「農の体験・交流の場」基本計画
では、同事業は情報発信・直売
機能整備等を花と緑のふれあい
センター（仮称）の開業に併せて
行うこととなっております。当初
の計画年度は平成19年度となっ
ておりますが、具体的な実施時
期については施設内容や運営
形態を含めて今後検討する予定
と聞いております。

株式会社　栗生総合計画事務所
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35
実施方針
添付資料
１０

4

県の花と緑のふれあいセンターより
先にオープンしますが何か特に留
意することはありますか？

オープン時期については今後検
討されます。周辺の事業進捗状
況により、ふれあいセンター（仮
称）開園前から連携のために必
要な調整を行っていだだくことに
なります。

株式会社　栗生総合計画事務所

36
実施方針
添付資料
１１

1

関係者協議会を開催する前には第
11条以降に記載のワーキンググ
ループにて下打ち合わせがなされ
るという理解でよろしいでしょうか。
（事業者側の関係者協議会出席者
が取締役クラスになっております
が、それらがいきなり集まっても
ワークしないことが想定されますの
で。）

お考えのとおりです。

ダイヤモンドリース株式会社

37
業務要求水
準書（案）

1

「要求水準とは、……事業者が最低
限満たすべき要件であり」とありま
すが、提案書の中で一項目でも要
求水準を満たすことが出来ない場
合、失格となるのでしょうか。

お考えのとおりです。満たすべき
要求水準の項目も含め、提案書
の作成要領については入札説
明書で示します。

みらい建設工業株式会社

38
業務要求水
準書（案）

1

県内産の種苗の調達に配慮するよ
うありますが、調達先は直接農家か
らに限らず、専門業者経由でも構わ
ないでしょうか？

お考えのとおりです。

サンヨーPFIインベストメント株式会社

39
業務要求水
準書（案）

5

開園時間について、臨時に変更で
きると記載されていますが、夏休み
期間等１ヶ月を超過するような期
間、開園時間を変更することは可能
でしょうか。

利用者の利便性の向上に資す
るものであり、周辺と必要な調整
が図れるなど必要な条件を満た
すことを前提に、可能と考えてい
ます。

みらい建設工業株式会社

40
業務要求水
準書（案）

16

「農産物を販売するスペースは100
㎡未満とする。」と記載されています
が、農産物に苗、種等は含まれな
いと考えてよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

みらい建設工業株式会社

41
業務要求水
準書（案）

26

集客に資する工夫を行う際に、年間
25.6万人以上を確保することとあり
ますが、数値の根拠または、具体的
資料がありましたらご開示ください。

実施方針添付資料12のとおりで
す。なお、添付資料12は説明会
当日に配布したCD-ROMに収納
されています。

株式会社　小学館プロダクション

42
特定事業契
約書（素案）

4

事業者が設計業務を第三者に委託
する場合には事前に県の承諾が必
要との記載がありますが、参加表明
時に明示したグループメンバーに委
託する場合にも事前承諾が必要に
なるのでしょうか。それとも参加表
明時に既に承諾済みであるという
解釈をしてもよろしいのでしょうか。
（建設等他業務についても同様）

ＳＰＣ以外の者に業務を委託す
る場合には、各業務委託につ
き、あらためて県の事前承諾が
必要です。

ダイヤモンドリース株式会社

5 / 7 ﾍﾟｰｼﾞ



NO. 対象資料 ページ 質問事項 回答 質問者

43
特定事業契
約書（素案）

6

リース方式による備品等調達も可
能とのことですが、この方式で調達
した備品等についても事業契約終
了時には県に対して無償譲渡する
ことになるのでしょうか。（そもそも
リース物件はリース会社の所有物
なので、ＳＰＣが勝手に処分（譲渡
等）出来ないものと思われますが。）

事業終了時点で県に所有権の
ない備品等のうち県が選定して
無償譲渡いただくものは、購入し
たものに限ります（業務要求水
準書（案）P25参照）。 ダイヤモンドリース株式会社

44
特定事業契
約書（素案）
第47条

11

第47条　の環境の著しい変化とは
台風や水害、日照り、長雨、噴火な
どの天災のことを含みますか？

環境の著しい変化とは、学習指
導要領の改定により学校等によ
る教育活動での利用が困難と
なったり、地球温暖化の著しい
進展による降雨日等の増加で利
用者が大幅減となる等、県及び
ＰＦＩ事業者双方のコントロール
外で、かつ、提案時に予測不可
能な事項を想定しており、例年
発生する可能性のある台風、風
水害、日照り、長雨などの天災
は含みません。

株式会社　栗生総合計画事務所

45
特定事業契
約書（素案）
第62条

14

維持管理・運営期間中の保険付保
が事業者に義務付けられておりま
すが、事業者ではなく維持管理・運
営業務受託企業が同様の保険を付
保するという形態でもよろしいでしょ
うか。

御質問にあるような方法は採用
できません。事業者が加入してく
ださい。

ダイヤモンドリース株式会社

46
特定事業契
約書（素案）
第62条

14

維持管理・運営中の保険加入義務
は記されていますが、施設整備中
については、事業者判断という理解
でよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

サンヨーPFIインベストメント株式会社

47
特定事業契
約書（素案）
第62条

14

維持管理・運営中の保険内容を検
討するに際し、県に所有権がある施
設および指定備品について、県の
共済もしくは民間保険への加入内
容およびその内容についてお示し
下さい。

建物については、県が火災共済
に加入し、火災共済分担金を支
払う予定です。
備品については、県では保険加
入しませんので、事業者が必要
に応じて加入してください。

サンヨーPFIインベストメント株式会社

48

特定事業契
約書（素案）
第７２条第
２項

17

建中不可抗力により事業契約が解
除となり県が出来形を買取る際、買
取対象となるのは被害後の施設で
あるとのことですが、不可抗力によ
る損壊部分については別紙4の適
用により事業者の損害が補填され
ると理解してよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

ダイヤモンドリース株式会社

49

特定事業契
約書（素案）
第７７条第
４項

19

事業者が契約者となり県が被保険
者となる履行保証保険の適用が可
能であるとの記載がありますが、建
設者が契約者となり事業者を被保
険者とする履行保証保険を締結し、
当該保険金受取請求権に県を質権
者とする質権を設定する方式も採
用可能でしょうか。

御質問にあるような方法は採用
できません。事業者が履行保証
保険に加入してください。

ダイヤモンドリース株式会社

50

特定事業契
約書（素案）
第77条　4
項

19

履行保証保険の保険金額は、第1
項の保証金とは違い、消費税相当
額である100分の5を加算しなくてよ
いと理解してよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

サンヨーPFIインベストメント株式会社
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51
特定事業契
約書（素案）
第８７条

20

事業者は本件事業の実施に伴い作
成又は受領した文書等を事業終了
時点で県に引渡さなければならな
いという記載がありますが、①どの
ような文書等が引渡しの対象になる
のでしょうか。②また、当該文書等
の写しを事業者側に保管しておい
てもよろしいのでしょうか。（事業者
の税務・会計処理において例えば
金額等が記載されている文書等を
会計士・税理士・監査法人等へ提
示するケースが想定されます。ま
た、事業者の税務調査の際にも必
要となります。）

①事業契約書（素案）第87条で
規定する「文書等」とは、ＳＰＣの
役員及び従業員が、本件事業
の業務に関して作成し、又は取
得した文書、図面及び電磁的記
録であって、ＳＰＣが現に管理
し、又はすべきものをいいます
（ただし、新聞、雑誌、書籍その
他不特定多数の者に販売するこ
とを目的として発行されるもの及
び文書または図面の作成の補
助に用いるため一時的に作成し
た電磁的記録は除きます。）。
②当該文書等の写しの保管に
ついては、お考えのとおりです。

ダイヤモンドリース株式会社

52
特定事業契
約書（素案）
別紙４

26

設計・建設期間中における不可抗
力の場合の事業者負担額について
は＊1にて上限額が読み取れます
が（事業者負担が数次にわたる場
合でも最大で本件整備費相当額の
1％まで（事業者に生じた損害、第
三者に生じた損害それぞれで））、
維持管理・運営期間中においても
＊1と同様の適用（事業者負担の上
限額設定）があると解釈してよろし
いでしょうか。

維持管理・運営期間中について
は、各年度の施設等整備の割
賦代金及びこれに係る支払利息
相当額及び保険で補てんされな
い施設の維持管理・運営費相当
額の合計の100分の１までは事
業者負担となります。
なお、別紙４表の維持管理・運
営期間中の事業者に生じた合
理的な増加費用及び損害（第61
条第１項）（＊２）は（＊３）の誤り
でしたので、修正します。

ダイヤモンドリース株式会社

53
実施方針等
Ｑ＆Ａ
Ｑ１９

5

埋蔵文化財について、Ｑ＆Ａで「工
事中埋蔵文化財が発見された場合
は、法令に基づき対応していただく
ことになります。」とありますが、調
査の追加費用及び工期延伸のリス
クは神奈川県が負うと考えてよろし
いでしょうか。

お考えのとおりです。

みらい建設工業株式会社

54
配布資料
①施設整備
の概要

地質調査について今後的確な箇所
にて圧密試験等の物理試験を行う
となっていますが、これは業務要求
水準書（案）P.5、３.本件土地の現況
についての（４）地質条件に記載さ
れている平成17年度実施の地質調
査に該当するのでしょうか。そうで
あれば、入札公告よりも早期に提示
していただくことが出来ませんでしょ
うか。

配布資料（CD-R）に⑤地質調査
（抜粋）として平成17年度の調査
結果をダイジェストとして添付し
てありますので参考にしてくださ
い。なお、この調査結果を設計
上使用する場合は自らの責任で
判断してください。

株式会社　竹中土木

55

配布資料④
H14現況測
量（現況平
面図）

現地盤の現況高の表示が外周及び
区域内の現況道路に限られていま
す。区域内の現況施設（建物の床
高・外回り高さ、田畑、原野等）の現
況高は、計測されていますか。ま
た、表示された図面があれば、提示
していただけますか。

配布資料（CD-R）④H14現況測
量の中に敷地内の縦断・横断測
量の結果が添付してありますの
で、敷地内の田畑、原野等の土
地の高さはこれにより判断してく
ださい。また現況建物は個別に
測量しておりません。

株式会社　竹中土木
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