
神奈川県立保健医療福祉大学（仮称）　施設整備事業提案募集要項　質問回答書（第１回）　平成11年11月5日

１　募集要項
　（１）対象事業の概要
　　　①事業内容

質問事項 回答

整備手法は、ＢＴＯ方式と思われますが、この方
式を採用したのはどのような理由か。

校舎については設置者の自己所有であるこ
とが大学設置認可の前提となっているため
です。

本事業は「割賦販売法」の対象外であると理解し
てよいか。

検討中です。

建物建設中の敷地に対する権原は、民法上の「使
用貸借」か「賃貸借」か、あるいはそれ以外の権
利か。

工事期間中の建設予定地の確保について
は、県と地権者（横須賀市）との間で事業
者に支障の無いよう対処する予定です。

　　②業務の範囲

｢元金相当費用｣－｢設計及びその関連業務にかか
る費用｣とあるが、関連業務については「設計企
業」以外の者でも実施は可能と認識してよいか？
また、事業会社が自らのノウハウを用い、事業性
能の把握のためにチェックする目的で関連業務を
実施することは可能と認識してよいか？

法に定められた範囲内でご指摘のとおりの
取扱いで結構です。

｢元金相当費用」－｢建設及びその関連業務にかか
る費用」とあるが、関連業務については｢建設企
業｣以外の者でも実施は可能と認識してよいか？
また、事業会社が自らのノウハウを用い、事業性
能の把握のためにチェックする目的で関連業務を
実施することは可能と認識してよいか？

法に定められた範囲内でご指摘のとおりの
取扱いで結構です。

建設及びその関連業務に係る費用中に、外構工事
費の記載がないが、元金相当費用に含まれると考
えてよろしいか。

ご指摘のとおりの取扱いで結構です。

工事を伴う備品整備とは何を指すか 諸室関係資料の他、別冊で配付する、備品
リスト（工事を伴う備品）及びＡＶ機器等
リストを参考にご検討ください。なお、様
式23の備考欄を利用して、本備品リストと
異なるものがある場合は、当該備品名とそ
の理由を付記してください。

（6）③エの「工事を伴う備品整備費」と、18
ページ７．事業の実施に関する事項の（6）④そ
の他ウに示される「別途発注する備品」との区分
について説明を御願いします。

「工事を伴う備品」については諸室関係資
料の他、別冊で配付する、備品リスト（工
事を伴う備品）及びＡＶ機器等リストを参
考にご検討ください。それ以外の可動備品
や情報関連の備品等が「別途発注する備
品」となることを考えております。

周辺影響調査費の想定内容（交通・生態系・風
等）について教えて欲しい。

必要に応じて実施してください。なお、工
事開始後に追加費用が発生する場合には、
事業者の負担と考えております。

周辺影響調査費には、周辺影響に対する補償費及
び交渉費にかかる費用は含まれるか。

ご指摘のとおりの取扱いで結構です。

電波障害対策費の対策の範囲はどのようになるの
か。

必要に応じて設定してください。
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質問事項 回答

電波障害対策費は、計画建物形状よりの机上検討
による一般的費用と考えてよいか。

ご指摘のとおりの取扱いで結構ですが、電
波障害が発生した場合の処置に係る費用に
ついては、事業者の負担と考えておりま
す。

電波障害対策の方法ついて、何か方針等はありま
すでしょうか。

電波障害予想範囲を想定し、その防除方法
を計画し、提案してください。

業務の範囲、周辺影響調査の範囲について、１６
ページのリスク種類にある環境アセスとの係わり
があるか。ある場合どのように解釈するのか。ま
た、都市計画とのスケジュールの兼ね合いについ
ても教えてください。

環境アセスについては、公有水面の埋立事
業として、横須賀市で手続き済みです。

当計画は法令上、環境アセスメントの適用対象外
と考えてよいか

環境アセスについては、公有水面の埋立事
業として、横須賀市で手続き済みです。

横須賀市には環境基本条例がありますが、本計画
が適用を受けるかご教示いただきたい

条例の理念をふまえた計画となるようご配
慮ください。

公有水面の埋め立てについて環境アセスメントの
適用を受けていると思うが、これに対して本事業
において考慮しなければならない点をご掲示願い
たい。

新たに環境アセスメントが必要となる事態
は想定しておりませんが、提案内容により
必要に応じてご検討ください。

開発許可の手続き業務が必要とあるが、その理由
はなにか

設計内容により、開発許可が必要な場合も
あるものと考えられます。

横須賀市の開発行為等指導要綱の適用を受けると
思われますが、それに対する市の指導内容、周辺
住民への周知の方法等をお教え下さい

必要に応じてご調査ください。

交通処理について管轄警察署との事前調査が必要
となるかお教え下さい。

必要に応じてご調査ください。

事業者が、竣工引き渡し時に登記することが条件
となりますか、事業者の判断で登記しなくてもよ
いですか。

法に基づいた手続きが必要と考えておりま
す。

建物竣工時にいったん事業会社の名義で建物の所
有権保存登記を行い、その後、移転登記を行うも
のと解してよいか。（登記費用節約のため、直接
県の名義で所有権保存登記をすることはできない
と解してよいか）

法に基づいた手続きが必要と考えておりま
す。

　　③割賦料の支払

「割賦料の支払い」と「瑕疵担保」とは切り離さ
れると認識してよいか。瑕疵があった場合でも、
割賦料の支払が遅延・減額されることはないと認
識してよいか。

瑕疵への対応が適切に行われる限り、割賦
料への影響はありませんが、それが不充分
の場合、支払を遅延・減額する方向で検討
しております。

「割賦料の支払い」と「維持管理料の支払い」と
は切り離された契約と認識してよいか。維持管理
業務が仕様に達しない場合に維持管理料の減額だ
けでなく、割賦料の支払が遅延・減額されること
はないか。

事業の契約としては一体ですが、維持管理
料の支払いの一時停止、減額、維持管理業
者の入れ替え等を考えており、その他につ
いては検討中です。

割賦料支払期間について、 30年間となっている
が、この期間について変更は可能かどうか。(30
年は長すぎるので短縮できるようであればどの位
にできるのか）

本要項に基づいた期間の設定となります。
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質問事項 回答

「県への所有権の移転後に支払い開始」とあるが
建設期間中（着工時より）から支払い開始するこ
とは検討いただけないか。

本要項に基づいた割賦料の支払となりま
す。

割賦料支払日が休日の場合、次に到来する銀行営
業日が支払日であると理解して良いでしょうか。

基本的にはそのように理解していただいて
結構です。詳細については、優秀提案等の
選定後にお示しする契約案（以下「契約
案」という。）でお示しする予定です。

元金相当費用の内訳には、建設期間中の金利支払
いは費用項目として含まれていないが、建築工事
費に建設期間中の金利支払いは含まれると考えて
よいか。

元金相当費用に算入する場合は、２（６）
③サその他事業に伴う経費としてくださ
い。

建設及びその関連業務にかかる費用とあります
が、その関連業務を具体的にご教示ください。

様式集P96の様式29に基づき、各工事費を算
出して下さい。

契約書内容の検証のための弁護士費用は含まれる
か。

応募者のご判断によります。

開発許可、建築確認等の手続に要する経費の但し
書きにある説明会開催費について説明会の範囲と
想定回数をどのように設定すればよいか。

必要に応じて設定してください。

周辺影響調査費については資料「設計・建設条
件」に添付された神奈川県庁環境管理システム実
施要綱の中の環境配慮計画書作成のための調査と
考えてよいか。また、その場合調査項目を指示し
てほしい。

必ずしもご指摘のとおりではないものと考
えておりますので、必要に応じて実施して
ください。

ケ「事業者の登記に関する費用」とは、具体的に
何の登記を想定しているのか。

不動産の登記に関する費用を想定しており
ます。

本事業において、事業会社は建物取得税を支払う
必要があるのか

法に基づいた対応が必要と考えておりま
す。

「消費税について」－本事業における割賦契約は
いわゆる金利別記となりますので、事業会社
（SPCとなることを予定）は建物に関する売上を
引渡時に一括で計上する事になります。従いまし
て、その売上に掛かる消費税は引渡時に発生する
ことになりますので、神奈川県様には引渡時にそ
の消費税をSPC（＝事業会社）あてに当然お支払
いいただくことになりますが、その点につき確認
をさせていただきたく存じます。

消費税は、元金相当額に組み入れてくださ
い。

｢元金相当費用｣－事業会社の経費・利益は｢契約
にかかる費用｣および｢その他事業に伴う費用｣に
計上可能と認識してよいか？」

応募者のご判断によります。

「元金相当費用」－実際の事業時にはSPCが事業
会社に業務委託することになるが、その費用は｢
契約にかかる費用｣および｢その他事業にかかる費
用｣に計上可能と認識してよいか？

応募者のご判断によります。

｢元金相当費用｣－SPCから事業会社にコンストラ
クションマネジメント業務を委託することを検討
中だが、｢工事監理費」および｢設計及びその関連
業務にかかる費用｣として計上可能と認識してよ
いか？

応募者のご判断によります。

建物建設中の敷地使用料は無料と解してよいか 工事期間中の計画地の借地料は発生しませ
ん。ただし、建設予定地以外の土地につい
てはこの限りではありません。
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質問事項 回答

2（6）③工事を伴わない備品関連（什器等）は本
見積の対象外と考えてよろしいですか。

ご指摘のとおりの取扱いで結構です。

　　④維持管理料の支払い

維持管理料の支払は割賦料の支払と同じタイミン
グで同じ銀行口座に支払われると考えてよいか。

原則として、ご質問のとおりと考えており
ます。

維持管理料には、物価変動の要因を反映させると
あるが、どのように反映させるのか。

契約案で提示します。

物価変動等の要因の基準となる指標は何か。見直
しはどのような頻度で行うのか。
例えば、この指標が消費者物価指数等であった場
合、現経済状況下ではマイナスの変動になる可能
性も否定できないと考えられる。この場合はどの
ような取り扱いになるのか。

基準、見直しの頻度は契約案で提示しま
す。なお、マイナスの変動も考慮しうると
想定しています。

維持管理料に反映させる「物価変動等の要因」と
はどの程度の範囲を示すのか。３０年もの長期に
及ぶ維持管理ではＣＰＩ構成要因の変動だけでな
く、技術革新等も想定され、抜本的な変更も必要
になると考えられるが、いかがか。

技術革新等により従前の維持管理料が大き
く影響を受ける場合は、別途協議を行う方
向で検討しています。

　　⑤その他

「債務負担行為を設定し、本事業に必要な額を３
０年間にわたり支払う」ということは、募集要項
Ｐ１９にある基本契約および２種の付属契約は、
建設期間も含め３０数年間の長期契約になると理
解してよいか。

ご質問のとおりと考えております。

債務負担行為の設定は、建物等割賦販売と３０年
間の維持管理業務の両方について設定されるか。
また、債務負担行為の設定に関わる議会議決の時
期はいつなのか。

債務負担行為については割賦料と維持管理
料を一括で設定する予定です。議会の議決
時期は、基本契約の締結までの期間の間に
議決される予定です。

「その他」－16ページ、債務負担行為が承認され
ない時、事業は中止になるのですか。その場合、
費用の補償はあるのでしょうか。

本事業に関する債務負担行為の設定が県議
会において議決されることが、事業推進の
ためには必要と考えております。万一本要
項に基づく事業が中止になった場合の措置
については、検討中です。

債務負担行為として設定された額は、各支出年度
の歳出予算において「義務的経費」として計上さ
れ、例えば財政構造改革による歳出の見直しや、
財政再建団体指定による歳出の見直しの時にも減
額されない性質のものと解してよいか。

債務負担行為は、将来にわたる債務を負担
する行為であり、毎年の歳出予算に所用の
支払額が予算計上されることになります。

債務負担行為が設定される本事業に必要な額と
は、割賦料と維持管理料から構成されるという理
解でよいか。
さらに、割賦料、維持管理料はそれぞれ元金や費
用のような固定部分と金利、物価に応じて変動す
る部分から構成されるが、変動部分についても債
務負担行為が設定されるとの理解でよいか。

ご質問のとおりと考えております。
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質問事項 回答

債務負担行為に関しては、毎年、予算の議決決裁
は必要なのか。その際に事業者の事業内容につい
て討議が行なわれることになるのか。

債務負担行為は、将来にわたる債務を負担
する行為であり、毎年の歳出予算に所用の
支払額が予算計上されることになります。
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質問事項 回答

本件に関する長期債務負担行為が議会承認されな
い場合は、どのような手当が行われますか。

検討中です。

　（２）事業者選定の流れ
　　①優秀・佳作の選定

「提案の中から優秀提案を１、佳作提案を若干数
選定する。」とありますが、提案書の提出者が１
社（又は１グループ）しかなかった場合、その企
業の提案が優秀提案となり優先交渉事業者となり
得るか。それとも、この方式による事業者選定は
中止となるのか。

応募者が１者の場合でも、審査により事業
者を選定します。

　　②事業者の選定

「協議が整わない場合には、佳作提案者と協議を
行う場合もある。」との記述がありますが、協議
の整わない場合とはどのような状況か具体的にお
示し願います。たとえば、協議の過程で事業者側
が提案した資金計画について更なる割賦条件を事
業者側に求めることがあるのか。

たとえば支払方法や契約内容についての合
意が得られない場合を想定しています。そ
の他、状況に応じた協議をさせていただき
たいと考えております。

「事業者の選定」－「協議が整わない場合」と
は、どのような場合が考えられるのでしょうか。
この時点で、12年7月に契約される基本契約は提
示されるのでしょうか。

たとえば支払い方法や契約内容についての
合意が得られない場合を想定しています。
また協議の段階で基本契約の案を提示する
予定です。

優秀提案を行なった応募者との協議が整わない場
合、佳作提案者との協議を行なう場合もあるとさ
れているが、佳作提案者を事業者とした場合のス
ケジュールは想定しているか。

契約のスケジュールは要項記載のとおりで
あり、特に変更する予定はありません。

　（３）応募条件
　　①応募者

Ｐ.4－4（1）、（2）、Ｐ.20－10（7）維持管理
会社について、応募者に入っていないがなぜか。
事業会社は、「神奈川県競争入札参加資格者名
簿」の維持管理にかかる関連種目に登録していな
くてもいいのか。維持管理にかかる協力会社も同
様に登録していなくてもいいのか。特定目的会社
も同様か。

本事業にかかる資格審査については、県立
大学として県の提示する条件を満たした施
設整備を行う者が維持管理についてもその
実施に携わることが合理的と考えているた
め、維持管理にかかる関連種目への登録は
必要としておりません。

主として「維持管理業務」を行なう者を応募者グ
ループに加えることはよろしいか。

応募者の構成員としての資格を満たしてい
なければ、構成員としては扱いません。

一者ですべてを兼ねることはできないのでしょう
か？建物等を譲渡する者/事業会社と建物等を建
設する者/建設企業とが同一の会社でもよいか？
また、建物等を建設する者/建設企業と建物等を
設計する者/設計企業が同一の会社であってもよ
いのか？

ご質問のとおりと考えております。
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質問事項 回答

各構成員の役割では事業者は事業会社、設計企
業、建設企業となっているが「建物等の販売及び
維持管理に関する基本契約」、「維持管理業務に
関する付属契約」の締結に関しては事業会社が行
う事となっている。しかし、当事業は割賦販売で
あるため割賦販売法に基づく会社でなければ割賦
契約ができないため事業会社は必然的に割賦販売
業者になってしまうように思われるが、維持管理
に関しても割賦販売業者が契約を行うということ
はさらに維持管理を行う運営会社に外注する形に
なるが、３０年に亘る事業期間において維持管理
を行う運営会社が事業者の構成員に含まれていな
いのは責任という側面からも不具合が生じる可能
性がある。そのため、要綱に記載されている事業
会社、設計会社、建設会社に加え、運営会社を含
めることは可能か

応募者の構成員としての資格を満たしてい
なければ、構成員としては扱いません。

「応募」－「同等の役割を担う能力を有するも
の」とは、具体的にどのような者をさすのでしょ
うか。

建物等を譲渡する者、建物等を設計する者
及び建物等を建設する者の全ての資格を満
足し、担うことのできる者を指します。

「２者又は３者のグループ」の意味は建物譲渡、
設計、建設のすべてを１者がやってはいけないと
いう意味に解してよいか。この場合の「者」とは
事業会社あるいは代表事業会社（複数の場合）と
なる１企業、建設企業あるいは建設幹事企業（複
数の場合）となる１企業等と解したが、これでよ
いか

全ての業務を１者が行うことは可能です。
また、この場合の「者」とは、あくまで役
割を示すものです。

応募者が単独(1者)で｢事業会社」｢設計企業｣｢建
設企業｣を兼ねることは可能かどうか。同等の役
割を担う能力を有するものがどのような応募者を
指すかについて可能であれば御教示ください。

全ての業務を１者が行うことは可能です。
また、この場合の「者」とは、あくまで役
割を示すものです。

「これと同等の役割を担う能力を有する者」とは
応募者の構成員が株主となる特定目的会社のこと
を示しているのか。ほかに具体的に想定があるの
か

建物等を譲渡する者、建物等を設計する者
及び建物等を建設する者の全ての資格を満
足し、担うことのできる者を指します。

提案書提出までに構成員の追加は可能ですか。 応募者の構成員の変更はやむを得ない事情
が生じた場合を除いて不可とします。

出資者は事業者の構成員でなければならないか。 出資者が事業者の構成員である必要は必ず
しもありません。

辞退者が他の応募者の構成員になることは可能
か。

応募者の構成員の変更はやむを得ない事情
が生じた場合を除いて不可とします。

（1）④に「応募を含むそれ以降の提案に係る諸
手続き」とありますが、これは参加表明提出以降
と理解してよろしいですか。

ご質問のとおりと考えております。

　　②応募者の資格

割賦販売業者以外の企業が「建物等を譲渡する
者」となってもよろしいでしょうか。

「建物等を譲渡する者」に関する応募者の
資格を満たしていれば可能です。
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神奈川県立保健医療福祉大学（仮称）　施設整備事業提案募集要項　質問回答書（第１回）　平成11年11月5日

質問事項 回答

神奈川県競争入札参加資格の経営指標が「Ｂ」ラ
ンクの場合でも、今回の入札においては、経営指
標を審査対象とせず、審査減点の対象とならない
ということでよいか

資格確認においてはご質問のとおりと考え
ております。

構成員すべてが「神奈川県競争入札参加資格者名
簿」の関連種目に登録していることが必要、と解
してよいか

ご質問のとおりと考えております。

応募者の構成員になろうとするものは、神奈川県
競争入札参加資格認定が必要と記載されています
が、一級建築士事務所の登録を行っている建設会
社が、設計事務所と設計ＪＶを組んで応募する場
合（設計幹事企業ではない）も、上記神奈川県競
争入札参加資格認定が必要でしょうか。

必要となります。

応募者の構成員の資格要件として、「設計企業」
においては一般的に直接入札に参加することがな
いため「神奈川県競争入札参加資格名簿」に登録
していない場合が多いが、今回の入札において当
該入札名簿に登録する必要があるかどうか

登録する必要があります。

　　③応募資格の制限

どの時点で県の指名停止期間であった場合、応募
資格がないとされるか。例として以下の①～③の
場合について指示してほしい。
① 12/7の資格確認日に指名停止期間でなければ
よいか。
②12/5まで指名停止期間であった場合、12/6に応
募資格を満たしているとして、参加表明すること
ができるのか。
③12/7の資格確認日以降に指名停止処分を受けた
場合、応募資格を失うことになるのか。

ご質問のとおりです。

本募集要項で定められている本事業について事務
局と協力者以外の本事業に係わった者についての
定義を可能であれば御教示いただきたい。

本事業の審査に関わる者を想定していま
す。

　　④応募に関する留意事項

「やむを得ない事情が生じた場合は県と協議を行
う」にあるやむを得ない事情とはどのようなこと
を想定しているか

例えば、応募中に構成員が指名停止等の理
由により応募者の構成員の資格を失った場
合などを想定しています。

応募者の構成員の変更は認めないと記述されてい
るが、複数の企業が事業会社等を構成している場
合、県との諸手続きを行うことになっている代表
事業会社が県の指名停止などやむを得ない理由に
より変更を余儀なくされた場合は他の構成員によ
り代表者の変更は可能か

ご質問のとおりと考えております。

事業者に選定された後、選定事業者の構成員た
る、事業会社、設計企業、建設企業のそれぞれに
つき、メンバーを追加することは可能か

基本協定の相手方としての追加は想定して
おりません。
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神奈川県立保健医療福祉大学（仮称）　施設整備事業提案募集要項　質問回答書（第１回）　平成11年11月5日

質問事項 回答

提出した提案が優秀提案書となった場合、資金計
画表の出資及び借入れの計画の変更は可能か。ま
た、可能な場合、いつの時点で可能となるか。

原則として変更は不可ですが、協議による
変更はあり得ます。
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神奈川県立保健医療福祉大学（仮称）　施設整備事業提案募集要項　質問回答書（第１回）　平成11年11月5日

質問事項 回答

実施設計段階での県との協議結果による設計図書
の変更は、本規定の対象外としてよろしいか。

ご質問のとおりです。

　　⑤応募手続

提案書の資金計画書に融資先を明記するように
なっていますが、この融資先は他の応募者への融
資先、ないし応募者と重複してもよろしいので
しょうか。

ご質問のとおりと考えております。

参加表明若しくは提案書提出者の公表はあるか。
あるとすればいつ頃か。

実施スケジュールに即し必要に応じた公表
をすることを考えております。

本文からは、応募者の資格があれば必ず提案要請
書の通知が来ると読みとれるが、それでよいか。

参加表明を行った応募者に対して資格が確
認できれば提案要請をいたします。

要求図書（提出書類）以外の提案資料を追加して
もよいですか？

本要項の中で提出することになっているも
の以外の資料は、審査の対象外です。

融資等に関しては、その裏付けとなる書類等の添
付の必要はあるでしょうか。

提案時には、本要項で指定のある資料以外
の提出の必要はないものと考えておりま
す。

「グループ構成表」－グループ名をつけてよいの
でしょうか。例えば、「〇〇グループ」というグ
ループ名でグループ構成表を提出してよいでしょ
うか。（ただし、事業会社、設計企業、建設企業
の名称ではない名称）

記載していただいても結構ですが、本要項
に示す要項の記載事項については必ず記載
して下さい。

環境配慮計画書の様式２７の現況生態系・交通計
画等に関する資料等は、提示してもらえるのか。

県から提示する予定はありません。必要に
応じて調査してください。

提出書類中、上記決算書類を最近４期分提出する
とあるが、平成１０年に合併しているが、合併以
前のものも提出するのか。

合併以前のものについては、合併前の会社
両社についてのものをご提出下さい。

周辺道路の交通量調査資料、また、交通混雑、渋
滞緩和方策等の計画資料等があればご掲示願いた
い

県から提示する予定はありません。必要に
応じて調査してください。

様式２７の環境配慮計画書の環境把握について
は、各社の調査によると考えてよいか。また、調
査内容の表現、まとめ方について、様式で制限さ
れるものはあるか。

必要に応じて調査してください。様式に
従って記載していただければ結構です。

応募者への回答は個別に行われるのでしょうか、
それとも公表されるのでしょうか。

要項にお示しした場所において、配布いた
します。

第１回目及び第２回目の質疑受付、回答の日程が
記されていますが、第２回目の質疑受付１１月１
０日以降は一切質疑は不可でしょうか。

不可といたします。
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神奈川県立保健医療福祉大学（仮称）　施設整備事業提案募集要項　質問回答書（第１回）　平成11年11月5日

質問事項 回答

「カ参加を辞退する場合｣－提案辞退書の送付な
くして提案を辞退したときには何らかのペナル
ティーがあるのか？

特にペナルティーは考えておりませんが、
提案辞退届の速やかな提出をお願いいたし
ます。
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神奈川県立保健医療福祉大学（仮称）　施設整備事業提案募集要項　質問回答書（第１回）　平成11年11月5日

質問事項 回答

他の応募者の質問に対する回答書についても本募
集要項と同等の効力をもつを解してよいか。ま
た、その場合は、他の応募者に対する回答も開示
するのか

ご質問のとおりです。

　（４）審査及び審査結果の通知
　　①審査

審査委員会のメンバーの公表はあるか。あるとす
ればいつ頃か。

審査委員については、公表予定ですが時期
は未定です。

「審査」－「事業･資金」、「技術」及び「維持
管理」において何が最も重視されるのか？

要項で示したとおり「事業・資金」、「技
術」及び「維持管理」を総合的に審査しま
す。

審査基準は事前に公表されないのか。仕様を満た
していさえすれば、最も総事業費が低い提案が評
価されるのか。建設費の上限値以下に収まってい
れば、より優れた提案が評価されるのか。

要項で示したとおり「事業・資金」、「技
術」及び「維持管理」を総合的に審査しま
す。

文中「より優れた提案」とありますがもう少し具
体的にどのような項目を重視するかご提示いただ
けますか。

機能、性能が県の提示条件等より優れてい
るものを想定しています。

ヒアリングを行う場合は、いつごろどのような内
容のプレゼンテーションが予想されるか。（参加
人数、ビデオの使用の有無など）

ヒアリングの実施については検討中です。

　　②審査結果の通知及び公表

「審査結果の通知および公表」－審査過程は透明
性、説明義務の観点から審査結果公表後には公表
されるべきであると思うが公表されるのか?

審査結果は公表しますが、公表の方法、範
囲等については検討中です。

「審査結果の通知及び公表」－審査結果を講評と
してまとめて発表するとあるが、個別のグループ
のスプレッド、スキーム等の提案内容は全て公表
されるのか?

審査結果は公表しますが、公表の方法、範
囲等については検討中です。

事業者選定後、各社の提案書は落選者の分も含め
てすべて公表されるのか

審査結果は公表しますが、公表の方法、範
囲等については検討中です。

提案には、企業秘密も含まれている場合があり、
公表に関し事前に応募者に了解をとってもらえる
か。

審査結果は公表しますが、公表の方法、範
囲等については検討中です。
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質問事項 回答

審査結果を講評としてまとめ公表する。とある
が、優秀提案、佳作提案の内容についてはすべて
公表するのか。特に事業・資金提案書の（ａ）費
用等積算表（ｂ）資金計画表（ｃ）提案スプレッ
ド（ｄ）長期収支計画表（ｅ）３０年間償還表、
維持管理提案書の（ａ）維持管理内容説明書
（ｂ）維持管理料見積書（ｃ）長期修繕計画書は
公表されるのか。

審査結果は公表しますが、公表の方法、範
囲等については検討中です。

　（５）提示条件
　　①事業・資金

６（１）①建物完成と、備品等の搬入･据付の時
期についての計画等があれば御指示下さい。

基本的には、本要項に記載のとおり建物引
渡を平成15年１月末日までとしており、そ
の後、開学までに必要な備品等（本要項の
業務範囲の工事を伴う備品を除く）の搬
入・据え付けを行う予定です。

５年毎の元利均等払いを想定する場合の金利の算
出方法は、募集要項１１ページ「６提示条件(1)
事業・資金②割賦料の支払  ウ割賦金利」で定め
られている割賦金利を適用するとの理解でよい
か。また、元利均等払い開始前の発生利息の算出
方法を教えてもらいたい。

金利の算出方法については、募集要項１１
ページ記載の割賦金利を適用して下さい。
元利均等払い開始前の発生利息の算出方法
については、募集要項２ページ「(6)割賦料
の支払い」における「③元金相当費用」総
額に対する平成15年2月1日より同年３月末
日までの割賦金利を365日の日割り計算に
よって算出して下さい。

基準金利の計算開始時点は平成１５年４月１日と
なっているが、平成１５年１月末日引き渡しから
同年３月末日までの期間の基準金利適用日はいつ
の時点の金利を適用するのか

事業者決定後の基準金利の適用日等につい
ては、契約案の中で考え方をお示しする予
定です。

スプレッドは、期間毎に異なるスプレッドを提示
することも可能という理解でよいか。（ステップ
アップ方式等）

スプレッドについては全期間同一という前
提でご提示ください。本要項の提示条件に
従った提案をした上で別途いただくことは
かまいませんが、審査の対象は提示条件に
従った提案です。

基準金利の、①決定時期、②決定根拠、③決定者
を教えて下さい。

提案時には、本要項等の記載に従って提案
書を作成してください。事業者決定後の基
準金利の適用日等については、契約書案の
中で考え方をお示しする予定です。

基準金利である、６ヶ月LIBORベース金利スワッ
プレートは、利息後払いベースという理解でよい
か。

基本的にはそのように理解してもらって結
構です。詳細については契約時に定めま
す。

基準金利のスワップ期間は、５年一括ではなく、
実際のキャッシュフローに対応する期間として欲
しい。

提案時には、本要項等の記載に従って提案
書を作成してください。なお、スワップ
レートはあくまでも支払金利を決定する上
での基準金利として理解して下さい。

基準金利は5年物のスワップレート/６ヶ月LIBOR
ベースのうち６分の１をアモチ付/残価なし、残
額を一括物/残価付とする基準金利を加重平均す
る方法で良いのか。また募集要項２２ページ記載
の償還表の基準金利にもこの計算方法を適用する
ものと考えて良いか。

算出対象となる金額全額について一律の基
準金利を適用してください。償還表の基準
金利についても同様です。
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質問事項 回答

30年間で建物譲渡代金を割賦で支払うことになっ
ており、かつ５年毎に支払金額が金利要因により
変動する形態は、税・会計上の割賦基準に適合し
ているか。

税・会計上は、基本的には延払基準に適合
するものと考えられますが、実際の取扱い
については、個別要因等もあるかと思われ
ますので、各事業会社専属の会計士等にご
確認下さい。

金利固定は５年間とありますが、長期ローンによ
り安定化させることも県にとってはメリットにな
ることもあるかと思います。５年固定以外の提案
も可能ですか。

金利固定期間は５年間という前提でご提示
ください。なお、審査の対象は提示条件に
従った提案ですが、固定期間５年以上の場
合の提案を別途いただくことは可能です。

６ヶ月ＬＩＢＯＲベース５年物(円-円)金利ス
ワップレートを特定するのはどのような方法か。

午前10時に共同通信社より発表されるTOKYO
SWAP REFERENCE RATE（TSR）の中値としま
す。

割賦の基準金利は誰の提示するスワップレート
か。客観的指標があるか。それともこれも提案に
含めるのか。

午前10時に共同通信社より発表されるTOKYO
SWAP REFERENCE RATE（TSR）の中値としま
す。

基準金利の変動に伴い、県よりの割賦金も改定し
てもらえるのか。（５年ごとに割賦金も見直しし
てくれるのか）

募集要項に記載のとおりです。

スプレッドは５年毎の見直しが可能ですか。 原則としてご質問のような見直しは考えて
おりません。

スワップレートに対する提案スプレッドの記入欄
は1つとなっているが、当該スプレッドは30年間
一定である必要があるのか。例えば、建設期間と
維持･管理期間で差をつけることは可能か。
募集要項11Ｐ「６提示条件(1)事業･資金⑤協議事
項」で述べられている県と事業会社による協議の
対象として将来的に変更する可能性があるという
理解でよいか。

本要項の中で記載することになっているも
の以外の記載は、審査の対象外です。協議
の対象については契約案でお示しする予定
です。

債権譲渡に対する県の承認は、支払先の限定条件
を除き無条件に行われ、かつ複数回の譲渡も可能
か。

募集要項の記載のとおりです。無条件では
ありません。また、複数回の譲渡も「県の
承認を得た上で…」の条項を適用すること
とし、禁止はしておりません。

債権への担保設定に対する、県の承認は無条件に
行われるのか。

募集要項の記載のとおりです。無条件では
ありません。

事業会社から割賦債権を譲り受けた者が（県の承
認を得て）さらに他の者に当該債権を譲渡するこ
とは可能か

募集要項の記載のとおりです。無条件では
ありません。また、複数回の譲渡も「県の
承認を得た上で…」の条項を適用すること
とし、禁止はしておりません。

事業会社が割賦販売契約のみを第三者に譲渡した
場合、当該第三者に対して、「一方、県は事業者
に経営破綻の懸念が生じたとき…」の条項は適用
されないか。

現在のところ割賦販売契約のみの債権譲渡
は想定しておりません。

割賦債権を分割して譲渡することは可能か。 現在のところ割賦販売契約のみの債権譲渡
は想定しておりません。

事業会社の契約上の地位を譲渡し、又はこれに担
保を設定することは可能であると考えてよいか。

募集要項の記載のとおりです。無条件では
ありません。
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質問事項 回答

債権の譲渡又は担保設定に関し、「基本協定」も
しくは「建物等の販売及び維持管理に関する基本
協定」締結時に県から事業会社に対し包括的な承
認は特段の事情がない限り、付与されると考えて
よいか。

募集要項の記載のとおり、債権譲渡、担保
設定に際し、県の承認が必要です。

債権への担保設定については、質権、譲渡担保
（債権譲渡）、代理受領、振込指定いずれの方法
も可能と解してよいか。

検討中です。

「県の指定するものへの債権が譲渡」された場
合、事業会社にはどの様な補償措置がなされるの
か。また「経営破綻の懸念」はどのような状況を
指すのか。

補償措置の具体的内容については、契約締
結時に定めることとします。「経営破綻の
懸念」については県へのサービス提供が困
難となる状況に陥った場合を指します。

「債権の取り扱い」－債権の担保設定可能として
いるが、「譲渡担保」のことと認識してよいか？

ご指摘のとおりの取扱いで結構ですが、方
法等については検討中です。

「建物等の販売及び維持管理に関する基本契約」
及び「建物等割賦販売に関する付属契約」から切
り離して、割賦債権に担保の設定が可能か。

現在のところ、割賦及び維持管理について
の担保設定は、一体のものとして行って下
さい。

ア割賦債権を県の承認を得た上で譲渡することが
できるとあるが、県が承認する譲渡先の資格要件
は何か。又、譲渡先を複数とすることは可能か。

県が承認しない譲渡先として、反社会的な
団体等が考えられますが、詳細については
契約案の中で考え方をお示しする予定で
す。

債権の譲渡や譲渡担保設定における譲渡先の条件
を提示してほしい。

県が承認しない譲渡先として、反社会的な
団体等が考えられますが、詳細については
契約案の中で考え方をお示しする予定で
す。

「所有権の移転後は、県の承認を得た上で債権を
譲渡することができる。」とありますが、承認を
得る条件のガイドラインを示して欲しい。例え
ば、譲渡先が「神奈川県入札参加資格者名簿」の
関連項目に登録していれば無条件に承認されるの
か。

県が承認しない譲渡先として、反社会的な
団体等が考えられますが、詳細については
契約案の中で考え方をお示しする予定で
す。

割賦債権譲渡が「県の承認」で可能となっていま
すが承認の基準は何ですか。排除される可能性が
あるのはどういうケースですか。非居住者は排除
されますか。

県が承認しない譲渡先として、反社会的な
団体等が考えられますが、詳細については
契約案の中で考え方をお示しする予定で
す。

「県の指定するもの」とは具体的に何を指すのか 契約案の中で考え方をお示しする予定で
す。

県は、割賦債権の証券化のための、債権譲渡を認
める可能性があるか。

証券化を制限するものではありません。た
だし、譲渡の際の条件については、募集要
項の記載のとおりです。

①事業者に経営破綻の懸念が生じた時に債権譲渡
の権利を留保するとしているが、既に譲渡した債
権は不問ということでよいか。②瑕疵担保責任は
債権譲受者ではなく、事業者にのみ遡及すること
でよいか。③債権譲渡にあたっては、県の異議な
き承諾が得られるのか（相殺債権債務等への対
応）。④管理費用債権（将来債権を含む）も譲渡
することが可能か。

①債権譲渡は割賦部分と維持管理部分を一
体として行うことを前提としており、経営
破綻の懸念が生じた場合の県の指定する者
への債権譲渡の権利は、当初事業者から譲
り受けた債権譲渡先にもおよびます。②検
討中です。③検討中です。④①の回答のと
おり、債権譲渡に当たっては割賦債権と一
体として扱って下さい。

割賦債権は県債とクロスデフォルトの関係にある
のか。

クロスデフォルトの関係ではありません。
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神奈川県立保健医療福祉大学（仮称）　施設整備事業提案募集要項　質問回答書（第１回）　平成11年11月5日

質問事項 回答

譲渡先が一ヶ所に限定されているが、事業契約の
割賦部分を債権流動化の特定目的会社（SPC）に
譲渡し、SPCが不特定多数から資金調達する、と
いう手法は認められると考えて良いか。

現在のところ、割賦及び維持管理について
は基本的には一体のものと考えており、割
賦部分だけの譲渡については想定しており
ません。

事業者の「経営破綻の懸念｣時、県が債権譲渡を
強制することができるようになっているが、「経
営破綻の懸念」の客観的定義は何か。また、この
時維持管理はどうなるか。

「経営破綻の懸念」については県へのサー
ビス提供が困難となる状況に陥った場合を
指します。また、そのような場合には維持
管理業務についても債権譲渡先へ変更する
こととなります。

建物及び資材等に担保権を設定してはならないと
あるが、建物工事期間中の借地の権利はどう保全
されるのか。

工事期間中の建設予定地の確保について
は、県と地権者（横須賀市）との間で事業
者に支障の無いよう対処する予定です。

契約期間(30年)の内で事業者が有する債権（又は
契約上の地位）について、10年ごとにプットオプ
ション又はコールオプションを行使できるスキー
ムにすることが可能か。

30年間の長期契約を前提としています。本
要項の提示条件に従った提案をした上で別
途いただくことはかまいませんが、審査の
対象は提示条件に従った提案です。

｢⑤協議事項」－協議事項とは具体的に何を示し
ますか。また10年毎以外には協議をしない意味で
すか。

契約案の中で考え方をお示しする予定で
す。

「協議事項」－10年毎の協議において、協議がま
とまらないときはどうするのか？

原則として協議前と同一の内容が継続する
ものと考えておりますが、詳細については
契約案の中で考え方をお示しする予定で
す。

「協議事項」－協議事項として「10年毎または経
済状況等の変化に応じ、協議可能とあるが、経済
情勢･金融情勢によってはスプレッドを変更可能
と認識してよいか？

契約案の中で考え方をお示しする予定で
す。

「協議」の対象には割賦期間や基準金利が含まれ
ると解してよいか。例えば割賦期間中に基準金利
が廃止された場合はその時点で「協議」すると解
してよいか

契約案の中で考え方をお示しする予定で
す。

県と事業会社による協議事項が行われる場合とし
て、「経済状況等の変化」とあるが、具体的には
どの様な場合を想定されているのか。協議が行な
われるのは、県もしくは事業会社の双方の事由に
基づいて行なわれるのか。また、協議をして合意
されなかった場合は、どのようになるのか。事業
会社が債権譲渡を行なった場合、県が債権譲受先
と協議することもありえるのか。

契約書案の中で考え方をお示しする予定で
す。原則として協議前と同一の内容が継続
するものと考えておりますが、詳細につい
ては契約案の中で考え方をお示しする予定
です。

「１０年毎または経済状況等の変化に応じ、県と
事業会社による協議を行うことができる」とあり
ますが、この経済状況等とは日本経済のそれを指
すのか、それとも県の財政事業を言うのか、お答
えください。

契約案の中で考え方をお示しする予定で
す。

６（１）⑤で規定されている協議は「事業会社」
の権利か。例えば１０年目以降のスプレッドを県
と協議し、合意に達しない場合は県が割賦の残存
価格をバルーンで支払い、事業会社を、割賦部分
だけ、排除するというような契約は可能か。

「事業会社」及び県双方より協議を提案で
きるという趣旨です。契約案の中で考え方
をお示しする予定です。また、現在のとこ
ろ割賦及び維持管理については基本的には
一体のものであり、割賦部分だけの排除と
いう形は考えておりません。
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質問事項 回答

協議の内容には、スプレッドの見直し、事業会社
の交替なども含まれていると考えて良いのか。ま
た、協議は県･事業会社のいずれかからも申し入
れることができ、相手方はこれに応じる義務が生
じるものと理解してよいのか。

契約案の中で考え方をお示しする予定で
す。

　　②技術

６（２）①エ設計Ｇ．Ｌ．はＴ．Ｐ．３ｍとなっ
ていますが、大学施設の設計Ｇ．Ｌ．をこの高さ
に定めて敷地造成を行うと理解してもよろしいで
しょうか。

Ｇ．Ｌ．はＴ．Ｐ．３ｍを予定しておりま
す。

対象地の容積率３００％はできるだけ消化したほ
うが望ましいのか

延べ床面積の条件は提示しています。

当計画地周辺の業務施設地区、複合住宅地区、共
同住宅地区等の具体的な施設整備構想・計画があ
ればご教示願いたい

設計・建設条件に示す海辺ニュータウン地
区地区計画（抜粋）の他、必要に応じて資
料を収集してください。

「防災に配慮…」について、周辺住民等への備蓄
倉庫等は考慮する必要があるか。

想定しておりません。

情報システム等技術の高度化、複雑化に柔軟に対
応できる設計に関して、１８ページ④その他ウの
県が別途発注する第三者の行う設計・施工及び備
品の搬入（情報システムを含む）作業とのかかわ
りにより、設計理念が著しく変わる可能性があり
ますが、ＬＡＮや高度情報化の容量に関する方針
等を教えて欲しい。

検討中です。

６（２）②(ウ)頂いた資料以外で海辺ニュータウ
ンの計画に関する資料(例/樹種の選定など）があ
れば御提示下さい。

必要に応じて資料を収集してください。

大学施設に地域防災拠点機能を備えることを考え
ているか

想定しておりません。

大学施設及び施設周辺地区に対する地元住民等か
らの要望事項があればお示し下さい

現時点で要望は受けておりません。

「当該地の地区計画や海辺ニュータウンの計画構
成」については、「資料　設計・建設条件」に示
される範囲について配慮すればよろしいか。

お示しした資料は県で収集できたもののみ
です。必要に応じて資料を収集してくださ
い。

「人材育成研究センター」等の大学附置機関や大
学院の将来増設予定地を計画地内で確保する必要
がありますか。その場合、どの程度の規模想定で
しょうか。

大学附置機関については別地に建設予定で
す。大学院については未定です。

県立施設として計画施設に地域防災拠点としての
機能を付与することを考慮するか否か教えて下さ
い。機能付与を行う場合、本設計・維持管理計画
に計上するか否か教えて下さい。計上すべき場合
は、拠点圏域の範囲、圏域の計画人口・世帯数、
周辺地域の地域防災計画に関する情報を教えて下
さい。

想定しておりません。

講堂を含め、学外開放に供する施設と開放時間に
ついての方針を教えて下さい。

施設については要項記載のとおりです。主
に学会、公開講座を想定しておりますの
で、時間は特定できません。
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質問事項 回答

計画要件、ウ施設要件、「原則として地下階を設
けないこと」と有りますが、この背景とあるの
は、地下水位が高いことと理解して宜しいでしょ
うか。

それも一つの要因ですが、極力工期を短縮
すること、残土処分の量を減らすこと等が
挙げられます。

６－（２）ー③－アの外来者への公開利用は講堂
のみと考えて宜しいでしょうか。また、料金徴収
を前提と考えてよろしいでしょうか。

募集要項に記載の通りです。入場料金の徴
収は前提としていません。

配置・外構計画について、事前に交通処理計画
上、県警・道路管理者等と協議を行っている場
合、制限事項等の示唆があれば教えてください
（右左折の禁止・一方通行・渋滞のおそれから迂
回路の整備等）。また、同様に、駐車場台数につ
いても附置義務駐車場以外に警察等からの指導事
項があるのなら教えてください。

未協議です。

「床面積に応じて横須賀市の建築物駐車施設条例
に定める台数」に従うと、建物総面積上限＝４
０，０００㎡の場合でも、１３４台であり、教職
員・外来者と学生用の合計としては不足すると考
えられます。この場合、学生用の駐車場は敷地内
に設ける必要はないと解釈してよいでしょうか？
学生用駐車場を内包、あるいは新たに設ける必要
がある場合、教職員用・学生用それぞれの台数を
教えて下さい。

使用者別の台数は未想定です。敷地内での
駐車台数についてはあくまで建築物駐車施
設条例に定める台数の確保を最低条件とし
ます。

駐車場の利用者想定（来客、教職員、学生等）の
資料があればご掲示願いたい。

想定しておりません。

「免震構造について地振動レベル」が表で記述さ
れていますが、通常上部構造、基礎構造のレベル
２、耐震余裕度は下記のレベルで設計する例が多
い状況です。要綱通りのレベルでよいかご回答願
います。

要項どおりとします。

入力地震動に特別な指定はありますか？ 有りません。

実験実習部門を含む建物以外の建物に免震構造を
採用し、「官公庁施設の総合耐震計画規準」の重
要度割増係数を１．０にして設計してもよいです
か。その場合、免震構造のクライテリアは設計者
が設定してよろしいですか。

表記基準の重要度係数が１．２５と設定し
た内容以上の能力が得られる設計で、コス
ト的にも遜色のない内容であれば、支障あ
りません。

ランニングコスト、ＬＣＣの面で合理的な施設・
設備構成を検討し、また光熱水費を含む維持管理
費を試算するために下記の情報ないし方針を開示
して欲しい。大学運営に関する事項、大学年間行
事予定（学期構成・試験期間・休暇期間など）、
時間割時限設定（授業曜日・時限時刻）、図書
館、情報系諸室、食堂など厚生施設の開館・営業
時間、カリキュラムに関する事項、学科・学年・
学期別標準時間割（時限別学内滞在人口の目
安）、隣地実習に出る学生の発生頻度（学期・
月・曜日・時限別人数）、卒業研究を課す学科
（研究目的の学生滞在時間の目安）、各実験室・
実習室の使用時期と時間数

類似大学を参考にご検討ください。

（地振動レベル）　ﾚﾍﾞﾙ１　ﾚﾍﾞﾙ２　地震余裕度

上部構造　　　　　　　Ａ　　　　Ｂ 　　　  　Ｃ

基礎構造　　　　      Ａ　　　　Ａ　　　　 　Ｂ
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質問事項 回答

施設規模、イニシャルコスト、ランニングコスト
の合理化のために、下記のような実験・実習室に
ついては、要求仕様とカリキュラム上の調整の可
否から統合・共用化の工夫の余地があると思われ
る。共用化の可否、実験室・実習室毎の使用予定
時期と時間数についての情報を開示していただき
たい。調理・給食系実験室、行動観察系実習・演
習室、生理学系実験・実習室

諸室関係資料を参考にご検討ください。

設計対象人員１２００名の、各学部別の男女比及
び学生・教職員・事務職員の内訳について想定が
あれば提示して欲しい。

学生は８８０名以外にも若干の編入学者等
を想定しています。学部全体の男女比につ
いては３：７を想定していますが、学科別
の男女比については想定していません。

要項・資料等から、学内人口総計＝１２００人
（設計対象人口）、学生の収容定員＝８８０人
（入学定員×４学年）、専任教員数（最大）＝９
０人（諸室資料の研究室数）、と読みとれるが、
諸室の構成・配置計画及び維持管理費算出のため
に、属性別の人口（員数）の想定を教えて下さ
い。特に、学生の編入学定員・編入学年、学科別
の専任教員数・技官数、部門別職員数（組織構
成・執務グループ別員数）

学生は８８０名以外にも若干の編入学者等
を想定しています。

「建設費の上限額を１８０億円とする。」と記述
されていますが、評価の対象外となる下限価格の
設定はあるか。

設定しておりません。

オ 建設費の上限額１８０億円とありますが、こ
のうちエの工事に伴う備品整備費とは、具体的に
何をさしますか？

諸室関係資料の他、別冊で配付する、備品
リスト（工事を伴う備品）及びＡＶ機器等
リストを参考にご検討ください。なお、様
式23の備考欄を利用して、本備品リストと
異なるものがある場合は、当該備品名とそ
の理由を付記してください。

設備要件について、情報工事関係のシステムに関
する、県または市の上位計画があればご掲示いた
だきたい

県には「行政情報化プログラム」がありま
す。市には「横須賀情報フロンティアプラ
ン」があります。

６（２）③「地球環境問題に十分配慮し」と書か
れていますが、神奈川県の示す「環境配慮型公共
施設設計指針（１９９４．３）に基づく設計を御
考えですか。御指示ください。

「環境配慮型公共施設設計指針」は設計条
件としていませんが地球環境問題に十分配
慮した計画としてください。

建設費の上限額「１８０億円」には消費税が含ま
れると解してよいか

ご質問のとおりです。

建設費上限額１８０億円の根拠はなんですか。 参考資料にお示しした条件に基づいて建設
した場合を概算で想定した額です。

　　③維持管理

修繕については随意契約で行うのか。 基本契約・付属契約書の中で、別途契約の
規定を設けておいて、それを根拠に契約す
ることになります。
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質問事項 回答

維持管理に関して、設備保守管理は別途業務とは
全て分離した計画にするのか。その場合東電等公
益事業体からの引き込み関係も別にできる約束事
ができているのか。

保健・医療・福祉関連機器及び情報関連機
器は整備・維持管理の対象外としておりま
す。しかし、設計・施工段階ではこれらの
機器が正常に機能するようにしてくださ
い。別の引き込みは考慮しておりません
し、東電等との協議も行っておりません。

清掃業務・保安警備業務の範囲は、別途業務範囲
も含めたものと考えてよいか。

ご質問のとおりです。

維持管理の業務内容に関して、清掃・警備等が列
挙されておりますが、その他、大学運営において
民間事業者においても可能と思われる提案（食
堂・図書館等の運営業務）は可能でしょうか。こ
の点については、コンソーシアムにも影響いたし
ますし、施設計画にも関係くると思われますの
で、ご回答の程お願い致します。

本要項の提示条件に従った提案をした上で
別途いただくことはかまいませんが、提示
した以外の業務については、審査の対象外
です。

食堂の運営は将来本事業会社に委託する予定で
しょうか。

本要項の提示条件に従った提案をした上で
別途いただくことはかまいませんが、提示
した以外の業務については、審査の対象外
です。

「機能維持のための修繕」と「修繕」の違いは何
か。
建設大臣官房官庁営繕部監修の建設改修設計指針
によると、修繕は「劣化した部位・部材あるいは
機器の性能・機能を原状（初期の水準）あるいは
実用上支障のない状態にまでに回復させること。
ただし、保守の範囲に含まれる定期的な小部品の
取り替えなどは除く。広義には改修を含める。」
と定義されている。さらに、①臨時的修繕として
建築の一部分の全面的更新、いわゆる大規模修
繕、②経常的修繕として建物の部分的補修、いわ
ゆる部分修繕、に区分けされている。「機能維持
のための修繕」は②経常的修繕、「修繕」は①臨
時的修繕及び②経常的修繕と理解してよいか。

「機能維持のための修繕」と「修繕」は同
義語として使用しており、意味の違いはあ
りません。修繕（機能維持のための修繕）
の定義は、お見込みのとおりです。なお、
全ての修繕（機能維持のための修繕）は提
案された長期修繕計画に基づく「維持管理
業務に関する付属契約」の一部として別途
契約します。

「業務内容」－修繕について別途締結される契約
は、県と事業会社の間で締結されると考えてよろ
しいでしょうか。

ご質問のとおりです。

機能維持のための修繕の具体的な範囲は。 修繕の定義は「劣化した部位・部材又は機
器の性能・機能を現状（初期の水準）又は
実用上支障のない状態まで回復させるこ
と。ただし、保守の範囲に含まれる定期的
な小部品の取り替え等は除く」であり、一
切の修繕を含みます。

「修繕については、提案にもとづき別途契約する
こととする」とあるが、これは、維持管理開始
後、修繕の必要が生じた時点でその都度契約する
という意味か。ここでいう修繕とは、長期修繕計
画書に記載する修繕と理解してよいか。

ご質問のとおりです。

「業務の委託」－第三者とは、複数も可能と理解
してよろしいでしょうか。また、「県に報告」と
は、承認許可ではないと理解してよろしいでしょ
うか。

複数でも可能です。許可ではありません。
詳細は、契約案のなかでお示しします。
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質問事項 回答

「業務の委託」－業務の委託先については事業会
社側で信頼にたる委託先と認識すれば特段の制約
はないと認識してよいか？

原則としてご質問のとおりです。詳細は、
契約案のなかでお示しします。

「あらかじめ県に報告の上、第３者に委託するこ
とができる」とあるが、報告は、応募の段階で報
告するのか、基本契約の付属契約締結時にするの
か、維持管理開始を開始する一定期間前にするの
か。

報告は応募の段階では必要ありません。報
告の時期は契約案でお示しします。

「業務の一部又は全部を、あらかじめ県に報告の
上、第三者に委託することができる」とあります
が、第三者とは、構成員以外と考えてよろしいで
しょうか。

ご質問のとおりです。

維持管理業務を第三者に委託する場合、第三者で
ある維持管理会社は県への登録は必要か。

検討中です。

県は、どのように「提供される維持管理業務の
サービスを確認するため、定期的なモニタリン
グ」を行うのか。その判断基準はどのようなもの
か。また、その際の維持管理料の取扱いについて
応募者が自発的に提案を盛込まなければならない
のか。

契約案で提示します。

　　④特定目的会社等の活用

事業者決定後にＳＰＣを設立して当該ＳＰＣが事
業者となることは可能か。

ご質問のとおりと考えております。

実際の事業会社を新たに設立する特別目的会社
（ＳＰＣ）としたい場合、いつまでにＳＰＣを設
立する必要があるか。時期とその具体的な理由
（提出書類上の問題、契約締結者の名義の問題
等）を教えて下さい。

特定目的会社の設立時期は基本協定の締結
以降であれば可能とします。条件設定の有
無及びその内容については検討中です。

実際の事業会社を新たに設立する特別目的会社
（ＳＰＣ）としたい場合、ＳＰＣに出資する会社
はすべて事業会社として参加表明する必要がある
か。

必ずしも必要ではありませんが、出資者の
条件等については、検討中です。

｢特別目的会社等の活用｣－基本契約を締結する
SPCの主な出資者は事業会社とする予定である
が、応募者以外の者も出資することは可能と認識
してよいか？

応募者以外の出資も可能と考えますが、出
資者の条件等については検討中です。

ＳＰＣに関する条件（資本金額、参加表明した事
業会社の出資割合等）はあるか。

条件設定の有無およびその内容について、
検討中です。

特定目的会社等とは、「特定目的会社による特定
資産の流動化に関する法律（ｓｐｃ法）」に基づ
いて設立されたものに限定されるのか。あるいは
商法上の株式会社、有限会社でもよいのか

特に限定しておりません。

事業期間中にＳＰＣの決算の開示義務はあるの
か。

求める可能性もあります。

事業期間中におけるＳＰＣの株主構成の変更・会
社の売却は可能か。

株主構成の変更については、禁止はしませ
んが、無条件ではありません。条件につい
ては検討中です。また、会社の売却につい
ては、ＳＰＣから更に債権譲渡を行うとい
う意味であれば、６(1)③の規定を適用し、
県の承認を得て可能となります。
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質問事項 回答

「特定目的会社（SPC)の位置づけについて」－特
定目的会社（SPC)を設立し、要項の中で言われる
「事業会社」として位置づける場合、１９ページ
の８の「契約に関する事項」については、基本協
定は神奈川県様が「事業会社（＝応募時の事業会
社）」「建設企業」「設計企業」それぞれと（或
いは連名で）締結する。建物等の販売及び維持管
理に関する基本契約、建物等割賦販売に関する付
属契約及び維持管理業務に関する付属契約は神奈
川県様と「事業会社（＝SPC)」とが締結する。と
の理解でよろしいでしょうか。

基本的にはご質問のとおりです。

｢特別目的会社等の活用｣－SPCの設立がスケ
ジュール的に間に合わない場合には、基本契約を
提案時の事業会社が締結し、その後、基本契約を
SPCに引き継ぐことが可能と認識してよいか？

ご質問のとおりと考えております。

事業主体は海外のＳＰＣや海外のＳＰＣの日本支
社・営業所、海外のＳＰＣの出資する日本国内の
ＳＰＣでも可能か。

検討中です。

「特定目的会社等を設立することの可能とする」
とあり、参加表明時の必要書類であるグループ構
成表の様式の脚注４に、「特定目的会社の設立に
より事業を予定している場合は、その旨を備考欄
に…」との記述があるが、この参加表明時に「特
定目的会社設立予定なし」と書いておいて、事業
者に選定された後、特的目的会社方式を採用する
ことに変更することは可能か。逆に特定目的会社
設立予定を書いておいて、選定された後、採用を
取りやめることは可能か

提案提出以降の変更は原則としてないもの
として考えております。

特定目的会社等とあるが、「等」とは具体的に何
か。

ＳＰＣ法に基づくＳＰＣに限定しないとい
う意味で使用したものです。

事業全体について、神奈川県－SPC－金融機関と
いうスキームは可能か。SPCの登録時期はどの時
点か。

前者については県がＳＰＣと契約し、ＳＰ
Ｃが金融機関から資金を調達するという意
味であれば、可能です。後者は基本協定以
降であれば、時期の特定はしておりませ
ん。
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質問事項 回答

特定目的会社等を設立することも可能とあるが、
特定目的会社等を設立しない場合は、維持管理業
務における契約は県と事業会社（建物等を譲渡す
る者）で行うとして解釈してよいか。

ご質問のとおりです。

　　⑤県と事業者との責任分担

建物引渡し後の維持管理・修繕・設備更新等（長
期修繕計画に基づくものも含む）については県側
の負担と認識してよいか。また、民間側は瑕疵担
保についてのみ責任を負うと認識してよいか。

維持管理業務については、「維持管理業務
に関する付属契約」に基づき事業者が提供
するサービスに対して、県はその対価を支
払います。事業者は建築物に対する瑕疵担
保責任のみならず、継続的に提供される
サービスに対しても責任を負っていただき
ます。

維持管理費用の市場価格の変動によるリスクを県
が負担するということは、一般的な物価上昇のみ
でなく、維持管理費用に関する人件費等も含むと
理解してよいか。

一般的な範囲での人件費等の上昇であれば
含まれます。

リスクについて記載された項目以外は応募者が提
示し、その内容については提案書の受付前に協議
させて頂けると判断してもよいか。

提案は募集要項の分担を示した表を基に行
い、表に定められていないものについての
提案は受けつけます。ただし、提案による
新たなリスクについての考え方が、提案全
体のどこに、どのような形で反映されてい
るのか明確にして下さい。また提案受付前
の協議は受け付けません。

県による支払い遅延や中途解約の場合、損害金の
考え方及び水準を教えて下さい。

契約案の中でお示しする予定です。

｢県と事業者との責任分担｣－何らかの理由によ
り、支払遅延・不能となった場合には県は損害金
を支払うと認識してよいのか？また、国も同じ見
解と認識してよいのか？

ご質問の事例の場合の対応については、契
約案でお示しする予定です。また国の見解
については確認しておりません。

｢県と事業者との責任分担」－県が財政再建団体
になった場合でも本件の割賦払いが滞ることはな
いと認識してよいか？また、国も同じ見解と認識
してよいのか？

現段階では想定しておりません。

｢県と事業者との責任分担｣－県が財政再建団体と
なった場合に割賦払いは県が継続して支払うの
か?または国が債務負担を引継ぎ支払うのか?また
国も同じ見解と認識してよいのか？

県が支払いを行うものと考えております。

｢県と事業者との責任分担｣－県がデフォルトを起
こし、割賦払いを停止することはないと認識して
よいのか？法律的にもないと認識してよいのか？
また、国も同じ見解と認識してよいのか？

現段階では想定しておりません。

｢県と事業者との責任分担｣－毎年の割賦払いにつ
いて議会の承認が必要と思われるが、議会承認が
必ず得られると認識してよいのか？

原則としてそのように考えております。
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質問事項 回答

｢県と事業者との責任分担｣－債務負担行為に基づ
く割賦払いは、県の通常の歳出(職員給与、福祉
経費、大学運営費等）よりも優先して支払われる
と認識してよいのか？また、国も同じ見解と認識
してよいのか？

債務負担行為は、将来にわたる債務を負担
する行為であり、毎年の歳出予算に所要経
費が予算計上されることになります。予算
に計上された歳出項目の中では、それぞれ
の支払の根拠に基づき支払が行われること
になります。

｢県と事業者との責任分担｣－債務負担行為に基づ
く割賦払いの優先順位は県の内部規定で規定され
ているのか？規定されている場合には、その規定
文書を受領可能と認識してよいのか？

債務負担行為は、将来にわたる債務を負担
する行為であり、毎年の歳出予算に所要経
費が予算計上されることになります。内部
規定として支払の優先順位を定めることは
ありません。

１６ページに記載されているリスク分担並びに現
段階で分担が決定されていないものについては、
別途協議となっておりますが、具体的にいつ協議
する予定でしょうか。

契約案でお示しします。

「事業の継続が困難となった場合」の定義及びそ
の時の措置について確認したい。

募集要項に記載のとおり、基本協定及び契
約書において定めます。

学生による損傷、落書き等のリスクもこれに含ま
れ、県がリスクをとると考えてよいか。

事故・火災による施設の損傷には含まれま
せん。学生による損傷、落書きは当然予想
されるものとして、長期修繕計画に費用計
上してください。

「リスク分担表」－「維持管理費の上昇」は物価
変動及び計画変更以外のリスクは事業者負担とさ
れているが、不可抗力による管理費の上昇リスク
は県負担と考えてよろしいでしょうか。

基本的には不可抗力については、県のリス
クと考えております。

リスクについて「仕様不適合による施設・設備‥
への障害」にある「仕様」は配布資料の”仕様
書：（７）維持管理仕様書”と理解してよいか。

「仕様」は維持管理業務に関する付属契約
の仕様を指します。

「不当な譲渡担保の実行」とは具体的に何を指す
のか。

募集要項６(1)③に記載の条件を守らず、県
の承認を得ずに行った場合、また支払先が
１ヵ所に特定されない場合を指します。

県と事業者の責任分担表において、各段階でのリ
スク分担が示されていますが、所有権移転後、割
賦契約期間中のリスク分担が不明確と思われま
す。たとえば、不可抗力（天災等）による建物の
損壊、建物内での人身事故の責任の負担等、ご提
示ください。

所有権は県に移転しておりますので、建物
の瑕疵によるもの等を除き、基本的にご質
問の事例については、県の負担と考えてお
ります。

県がどのような状態に陥った場合に「支払の遅
延、不能」が起こりうるのか

現段階では想定しておりません。

「支払の遅延、不能によるもの」リスクは県が負
担するということだが、どのような形で負担され
るのか、あるいはリスクヘッジされるのか、具体
的な意味をご掲示いただきたい

契約案でお示しする予定です。

隠れた瑕疵の担保責任は民法、宅建業法等の法令
に基づくものと理解してよいか。

検討中です。

隠れた瑕疵の担保責任の担保期間は何年か。 検討中です。

「施設の設計・建設における履行保証保険」は必
ず付保しなければならないか。

損害賠償請求等にどう対応するかは応募者
のご判断ですが、付保することが望ましい
と考えております。
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質問事項 回答

建物引渡し後の建物の維持管理責任は県となるは
ずだが、維持管理期間のリスクを保証する保険と
は、瑕疵担保に関するものと認識してよいか。

引渡しにより、建物の所有権は県に移転し
ますが、県が求める維持管理状態を保つ責
任は事業者が分担します。従って、維持管
理期間のリスクを保証する保険とは瑕疵担
保に関するものと限定するものでなく、事
業期間中のリスクへの対応を想定し、保険
等による適切な体制整備を検討して下さ
い。

事業者が善管注意義務を果たしても避けられない
不可抗力、住民問題、第三者賠償等のリスクにつ
いては、県がリスクを負うべきではないか。

建設業法に基づき中央建設業審議会により
作成されている建設工事標準請負契約約款
第29条の規定による地方公共団体の負担の
考え方を本件においても準用することと
し、募集要項１６頁の不可抗力の負担者を
県○事業者△と訂正します。その他のリス
ク分担については要項記載のとおりの分担
が適切と考えています。

「（事業の中止、延期）議会の不承認」－議会の
不承認とは、どのようなことが考えられるのです
か。例えば、債務負担行為の否決等が該当するの
ですか。この場合、リスクの負担者は県となって
いますが、どのような対応が考えられますか。

議会の不承認については、債務負担行為の
否決や契約の否決等が考えられます。対応
については検討中です。

「（事業の中止、延期）施設建設に必要な許可な
どの遅延によるもの」－具体的にはどのようなこ
とが考えられるのですか。建築確認等が該当する
のでしょうか。このとき、民間のリスクの取り方
とは、どのような対応が必要なのでしょうか。

該当事例としてはご質問のとおりです。リ
スク負担の方法については、契約案で提示
します。

法令の変更リスクの「当該事業以外の全ての事業
者に影響を…」の意味を分かりやすく説明してほ
しい。

「ＰＦＩ事業あるいは学校施設建設・運営
に関わる特定の法令でなく、当該事業に関
わらず事業を行う全ての事業者に影響を及
ぼす法令の変更」という意味です。

一覧表に環境アセスがありますが、この適用につ
いては、「県環境管理システム実施要綱」の調査
検討を行うことで適合すると考えてよいか。

環境アセスについては公有水面の埋め立て
事業として横須賀市で手続き済みです。

計画・設計段階の環境アセス・公聴会等による計
画変更のリスク内容で、事業者の提案内容に関す
る事項が想定できない、審査側のリスク負担もあ
るのではないでしょうか。また、この環境アセス
という言葉は要綱の他の部分には見あたりません
が、この言葉をリスク負担の中で出された主旨を
教えて欲しい。

原則として提案内容に関する事項について
は、事業者のリスク負担と考えます。ま
た、環境アセス及び公聴会等による計画変
更リスクは計画段階における一般的事例と
して記載しております。なお、本事例につ
いては環境アセスについては公有水面の埋
め立て事業として横須賀市で手続き済みで
す。

リスクの種類として、環境アセス・公聴会等によ
る計画変更が記されていますが、本件も環境アセ
スの対象となるか。

環境アセスについては公有水面の埋め立て
事業として横須賀市で手続き済みです。

「リスク分担表」－本事業に関する住民説明、環
境アセスの必要性等、現状についてご開示下さ
い。

現時点において建設予定地周辺の住民への
説明会は実施しておりません。環境アセス
の手続きについては、公有水面埋め立て事
業の事業主体である横須賀市が実施済で
す。

計画・設計段階及び建設段階における急激なイン
フレ・デフレの物価リスクは、県、事業者両者が
均等に負うことを意味しているのか。

ご質問のとおりと考えております。
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質問事項 回答

工事遅延により引き渡しが遅延した場合、事業会
社に課せられるペナルティ金額の算出根拠を教え
て欲しい。

算出根拠については検討中ですが、平成１
５年４月の開学は必ず遵守していただくべ
き事項であることを申し添えます。

リスクの内容のうち建設段階及びリース期間中で
の天災による不可抗力等（特に地震）のケースで
県、事業者双方の責に帰すべからざる事由による
コストオーバーラン期間の延長については原則と
して県の負担として考えてよいか。

建設段階については、建設業法に基づき中
央建設業審議会により作成されている建設
工事標準請負契約約款第29条の規定による
地方公共団体の負担の考え方を本件におい
ても準用することとし、募集要項１６頁の
不可抗力の負担者を、県○、事業者△、と
訂正します。維持管理期間中の不可抗力に
ついては基本的には県の負担と考えており
ます。
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質問事項 回答

計画・設計及び建設段階における天災等による設
計変更・中止・延期」に伴う負担は、県が負うべ
きと考えるがどうか。

建設業法に基づき中央建設業審議会により
作成されている建設工事標準請負契約約款
第29条の規定による地方公共団体の負担の
考え方を本件においても準用することと
し、募集要項１６頁の不可抗力の負担者
を、県○、事業者△、と訂正します。

計画・設計段階及び建設段階の不可抗力リスクの
県と事業者の分担は、経済合理性に基づき保険付
保ができるリスクは事業者負担、その他は県負担
と考えてよいか。

建設業法に基づき中央建設業審議会により
作成されている建設工事標準請負契約約款
第29条の規定による地方公共団体の負担の
考え方を本件においても準用することと
し、募集要項１６頁の不可抗力の負担者
を、県○、事業者△、と訂正します。

「（事業の中止、延期）大学認可遅延によるも
の」－用地は借地とのことですが、大学設置基準
は問題ないのでしょうか。

県において横須賀市の協力を得ながら対処
いたします。

同上用地の確保のうち建設に要する資材置き場の
確保は事業者の負担になっていますが県の協力が
得られるものと考えてよいか。

必要に応じて協力はいたしますが、事業者
の責任において確保してください。

責任分担表の中で、「県の指示による工事費の増
大」という項目について、これは大学側の指示を
含むと理解してよいか

建設段階では大学はまだ組織されておりま
せん。

　（６）事業の実施に関する事項
　　①各構成員の役割

「各構成員の役割」－「設計企業」と「建設企
業」は、「基本協定」を除いて県との直接的な契
約当事者ではないが、これらの企業が県に対して
直接負う債務はあるのでしょうか。

契約上直接県に対して負う債務はありませ
んが、要項記載のとおり、必要に応じて県
との調整を行うとともに、確認を受けて頂
く事項やご協力頂く事項があります。

「事業者」と「事業会社」の責任について、7
（2）①で「事業会社は事業遂行の責を負う」と
され、7（4）①で「事業は事業者の責において遂
行される」とある。いずれが正しいのか。

本事業は、事業会社、設計企業及び建設企
業により構成される事業者により実施され
ますが、その法的責任は県との契約の当事
者である事業会社に負っていただくことに
なります。

　　②事業者間の契約

事業者間の契約は、通常民・民の契約形態でよろ
しいのでしょうか。もしくは、県の発注・契約形
式（入札方式、書式、特記事項等）に則って行う
のでしょうか。また、事業者がさらに下請けを契
約する場合も同様の契約形態となるのでしょう
か。

通常の民・民の契約形態の契約を行って下
さい。

　　③事業期間中の事業者と県の関わり

事業会社は、当事業に関する会計を本業の会計と
分別して管理する必要があるか。

開示を求める場合があり、それに対応でき
るようにしてください。

事業期間中、事業に係る収支決算や事業会社の経
営状態等を報告・開示する義務はあるか。

開示を求める場合もあります。詳細につい
ては契約締結時に提示します。
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質問事項 回答

①ここで想定する県と金融機関が協議する一定の
重要事項は何か。②契約で定められる割賦料の支
払方法、支払担保等において想定される、割賦支
払いが困難になった場合の金融機関の対応方法と
の差異は何か。③事業の継続が困難になった場合
の措置において想定される、金融機関の対応方法
との差異は何か。

資金調達の必要性や、事業の継続性を確保
するため、資金を提供する金融機関と県が
協議することもありうるものと考えていま
す。

「県が事業会社に資金を提供する金融機関と協議
することも有り得る」とあるが、これはどのよう
な事態を想定しているのか、また協議内容は具体
的に何か。

資金調達の必要性や、事業の継続性を確保
するため、資金を提供する金融機関と県が
協議することもありうるものと考えていま
す。

金融機関との協議は、どの時点で行われるか。 必要に応じて協議を行います。

プロジェクト・ファイナンスが組成される場合、
県と金融機関の間の直接協定(Direct Agreement)
は締結されるか。これにより金融機関の介入権
(step in right)は確保されると考えてよいか。

資金調達の必要性や、事業の継続性を確保
するため、資金を提供する金融機関と県が
協議することもありうるものと考えていま
す。

　　④設計・施工に関する事項

県が別途発注する第三者の行う設計・施工工事の
内容を具体的に示して欲しい。

現段階では、情報関連の工事等を想定して
おります。

　　⑤維持管理に関する事項

契約で定められた仕様に達しない場合は、維持管
理費の減額等を行うとあるが、減額等についてど
のようなルールが設定されるのか。

契約案で提示します。

維持管理契約に定められた仕様に達しない場合、
減額だけでなく契約解除も想定しているか。また
契約解除の場合、割賦料支払への影響はあるの
か。

維持管理料の支払いの一時停止、減額、維
持管理業者の入れ替え等を考えており、そ
の他については検討しております。

　（７）契約に関する事項
　　①契約の手順

建設費及び施設譲渡金額はいつ確定するのか？最
終決定は、設計作業完了時と考えてよいか？ある
いは、建設完了後、引き渡し時となるのか？

原則として基本契約締結時に確定します
が、実施設計終了後に最終決定となる場合
もあります。

県、事業者間による契約内容の打ち合わせスケ
ジュールはどのように予定しているか。

要項記載のとおりであり、優秀提案等の選
定後速やかに協議を行う予定です。具体的
な手順については検討中です。原案は県で
作成し、協議します。

「契約の手順」－特定目的会社を設立した場合、
基本契約以降は、「事業者」を「特定目的会社」
と読み替えてよろしいでしょうか。

事業遂行のための特定目的会社の設立であ
れば、読み替えが可能です。
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質問事項 回答

契約の手順について、8（1）において「事業者と
県は基本協定及び建物の販売及び維持管理に関す
る基本契約を締結し、その後事業会社と県が各付
属契約を締結する」とあるが、8（2）③で、「基
本契約の対象者は県と事業会社」となっている。
いずれが正しいのか。仮に基本契約は県と事業会
社が締結する場合、設計企業と建設企業は直接の
契約当事者でないので、県に対して直接責めを負
うことはないと理解してよいのか。

基本協定は県と事業者間で、基本契約は県
と事業会社間で締結します。

「選定された事業者と県は、協議により基本協定
を締結し、神奈川県議会の承認を得た上で、建物
等の…・に関する基本契約を締結する。」とある
が、これは基本協定について県議会の承認を得る
と理解してよいか

基本契約の締結に当たって県議会の承認を
要します。

｢基本協定」「建物等の販売及び維持管理に関す
る基本契約」及び｢建物等割賦販売に関する付属
契約」｢維持管理業務に関する付属契約」は今後
どのような手順で作成されるのか。例えば、応募
者が提案書提出にあたって、草稿を県に提出する
のか、県が草稿を作成し応募者がコメントをつけ
ることで作成されるのか可能であれば具体的な手
順を提示いただきたい。

要項記載のとおりであり、優秀提案等の選
定後速やかに協議を行う予定です。具体的
な手順については検討中です。原案は県で
作成し、協議します。

電波障害対応、塩害対応は資料に記載されている
が、日影、風害、交通量の増加、大気汚染、土壌
汚染、騒音、振動、地盤沈下、廃棄物、景観、安
全等について、どの程度までの調査検討及び対策
をとらねばならないか

必要に応じて実施してください。

　　②契約等の概要

「契約に関する事項」－基本契約締結後、付属契
約の協議が予定期日までにまとまらないときはど
うするのか？

状況に応じた協議をさせていただきたいと
考えております。

割賦債権、建設、設計毎に担当企業がそれぞれ直
接県に対してサービスを提供し、責任を負うこと
を基本協定の中で、責任分担することが可能か。
その場合、責任分担外の企業が免責されるのか。

ご質問のような協定は想定しておりませ
ん。

契約の手順について、（2）①ウ基本協定締結
後、事業者は速やかに設計業務に着手するとある
が、（1）の基本協定締結後の議会承認が得られ
なかった場合、事業者の負担した設計費、その他
経費の支払いは、どの様に担保されるのか。

施設整備のスケジュール上、事業の推進の
ためには、速やかに設計事務に着手するこ
とが必要であると想定したものです。

事業会社が積み上げた価格について、値交渉はさ
れるのか。（・元金相当費用の中身、・維持管理
費の中身　等）当選した場合は、提案内容が了解
された上でのことと考えるのですが、やはり価格
交渉があるのか否か教えて下さい。

合理的理由に基づく変更もあり得ます。
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質問事項 回答

30年間に亘る割賦販売契約および維持管理契約の
有効性について、基本契約で県の「表明及び誓
約」（Representations＆Warranties）がなされ
ると理解してよいか。

適切な対応をしたいと考えております。

「建物等の販売及び維持管理に関する基本契約」
が民法上の「売買契約」であるのか「請負契約」
であるのか確認したい。

検討中です。

県と契約した「事業会社又は代表事業会社」が建
物所有権移転後に代わることは可能か、（たとえ
ば１企業から特定目的会社に、あるいは複数の事
業会社の中での代表事業会社の交代など）

適法な手続きによるものであれば可能で
す。

「建物等割賦販売に関する付属契約」－基本契約
に定めた契約金額は、建物等割賦販売に関する付
属契約までの詳細検討の過程で、変更が可能であ
ると考えてよろしいでしょうか。

原則として基本契約で確定した金額を上限
としますが、合理的理由に基づく変更もあ
り得ます。

P．16割賦販売については、支払方法、支払担保
等を定めるとあるが、県が財政再建団体となった
場合、予算に対する議会の不承認等における取扱
いについても明示されるか。リスク負担表にある
支払の遅延･不能によるものとは具体的にどの様
な状態を想定しているのか。

契約案でお示しします。なお、支払の遅
延・不能については現段階では想定してお
りません。

30年の契約期間中、県による任意解除権は認めら
れないと理解していよいか。

何らの原因なく任意に解除することはあり
ません。

維持管理業務内容は原則30年間変わらないのか、
5年ごとに見直すのか。また、維持管理料は上昇
率、インフレ率とも30年間にわたり定めるのか、
5年ごとに契約時に定めたルールで見直すのか。

原則変わりません。また、維持管理料は年
何％ｕｐと上昇率を固定し設定するのでは
なく、基準となる指標を設定し、それに連
動する方向を検討しています。

基本協定、基本契約、付属契約に関する資料（協
定書、契約書のひな型等）があればご教示いただ
きたい

契約案等の開示は優秀提案の選定後を予定
しております。これらの契約内容は協議の
上締結することとなります。

各種契約書の内容はどの時点で開示されるのか。
また、その内容についてネゴの余地はあるか。

契約案等の開示は優秀提案の選定後を予定
しております。これらの契約内容は協議の
上締結することとなります。

事業契約書原案の作成者は県ですか。弁護士事務
所はどこですか（同一事務所雇用の排除のため聴
取）。

法務関係の実務については協力者を通じて
検討する予定です。

　（８）その他

設備関連の負担金算出に当たり、各官庁打合せを
弊社にて行なってよいか。

必要であれば行っても差し支えありませ
ん。

設計・建設および申請手続等に関する確認協議を
関係官庁を行うことについては支障ないか。

必要であれば行っても差し支えありませ
ん。

「その他（１）」－提案図書等の提出後も、本募
集要項の各条件を基本として優秀提案に「選定後
の県との協議･交渉により最終的な条件が合意さ
れた内容」が付加されて契約書に反映されると考
えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりと考えております。
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質問事項 回答

「その他」－支払いは、県の通常の方法によるも
のとし、この要項に定めのないものは県財務規則
によるものとするとあるが、県の通常の支払い、
および、県財務規則とはどのようなものか？公表
されるものと認識してよいのか？

「財務規則」については、県政情報室でご
覧頂くことができます。また、販売もして
おります。なお、基本協定及び基本契約に
おいて支払い方法等を定めることとしてお
ります。

本事業はＰＦＩ事業の認定を受けるのか。受ける
場合はそのスケジュールを教えて下さい。

要項記載のとおりです。

ＰＦＩ事業の記述で、「税制上の措置や並びに財
政上及び金融上の支援が適用される場合には、県
と事業者間で協議を行う」とあるが、来年２月の
提案書提出期限の前を想定しているのか、後を想
定しているのか。

選定された事業者との協議を考えておりま
す。

ＰＦＩ法に適用で金融上の支援が適用される場合
があるとありますが、提案書提出前にも想定され
るのでしょうか。

現時点では把握しておりません。

ＰＦＩ法の適用を受けるとすれば、どの時期に適
用されるかどうか分かるのか。

現時点では把握しておりません。

県の公共事業においては県債と一般的財源の抱き
合わせにて資金計画を立てることが一般的である
と思われるが、今回の事業において全額借入とな
るため、当然ながらコストが高くつく。この点を
踏まえて、今回の事業（上限１８０億円）におけ
るＶＦＭの考え方をどのように考えているのか。

ＶＦＭは建設費に金利を掛け、総額を比較
するものではなく、県が直接実施した場合
の人件費や維持管理費等も考慮した３０年
間の総額と民間のそれを現在価値に置き換
えて比較するものです。そのため、一概に
県の公共事業の方が安くなるとは言えませ
ん。

本事業がPFI法に基づくPFI事業となった場合、日
本政策投資銀行等の無利子融資の対象となる見込
みはあるか。

無利子融資の対象となるよう努力してまい
ります。

ＰＦＩ法に基づく、法制上及び税制上の措置並び
に財政上及び金融上の支援が適用される可能性に
ついて、具体的にどのような可能性を想定してい
るのか。

日本政策投資銀行の融資対象となることな
どが想定されます。

本来ＰＦＩ方式は民間資金、ノウハウ等の活用に
より官が行うものに比べてコスト削減、サービス
向上等をはかるものである。今回の場合、民間が
提案する指標の一つとして要項の標準仕様に際す
るコスト（官が行った場合のコスト）はいくら
か。

ＶＦＭの試算等については、国の基本方針
が発表された後、公表予定です。

ＰＦＩ法適用の可能性が記載されているが、ＰＳ
Ｃの検討はだれが、どのように行うのか。

県が過去のデータ等を参考に計算します。

ＰＳＣ検討の結果、従来型公共事業として建学し
た方が、ライフサイクルコストが低い、という結
論が出る可能性はあるか。

ＰＳＣ等については計算中ですが、ＰＦＩ
で実施することにより市場の競争原理が導
入されるため、ＰＦＩ実施の方が費用が安
くなるのではないかと考えています。

業務の範囲、開発許可、建築確認等の手続き業務
及び関連業務において、大学設置認可等、文部省
及び厚生省に対する諸手続は県が行うと但し書き
がありますが、文部省等に対する手続きに付随し
て発生する業務がある場合、別途発注業務と考え
てよいのか、協力の範囲と解釈するのか、教えて
ください。

要項記載のとおり、協力の範囲と考えてお
ります。
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質問事項 回答

諸手続への協力に係る費用の負担は事業者の負担
になるのでしょうか。

ご質問のとおりと考えております。

今回応募して落選した場合でも建設の協力会社と
なる事は可能か。

可能です。

「その他」－「事業者は、県が定める日までに建
設及び維持管理にかかる協力会社を県に報告す
る」とあるが、県が定める日とは契約後、建設工
事、維持管理の各々の開始の前と考えてよいか？
協力会社とは具体的に何を指すのか。具体的に列
挙してもらえると有難い。

優秀提案等決定後の適当な日を、別途指定
します。協力会社とは、下請負を行う会社
や、資材購入先など、構成員と契約関係を
結ぶ事業関連会社と考えております。

建設及び維持管理にかかる協力会社は、事業者が
自由に選定してよいか

原則として自由です。
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質問事項 回答

県に報告する協力会社には、他の応募グループの
構成員を登用することは可能か。

可能です。

　（９）提出書類・作成要領
　　①提案時の提出

様式の縦使い、横使いを整理してよいか。例えば
全てを縦使いとしてよいか。

要項の中の記載に従って作成してくださ
い。

提出書類は指定の書式で提出するが、今後、電子
情報化を推進する上で、特に定められたフｵー
マット（使用ソフト、使用フｵント、サイズ等）
があれば指示願いたい。また、図面情報について
使用ＣＡＤソフト等指定があれば指示願いたい

提案要請時に提供したいと考えておりま
す。なおCADソフト等での指定は考えており
ません。

各様式の主旨を盛り込んだ別のデザインの書式で
提出してよいでしょうか。

本要項の中で提出することになっているも
の以外の資料は、審査の対象外です。

　　②作成要領

設計図右下に図面名称と共に図面番号・縮尺を記
入してもよろしいか

結構です。

維持管理料は、長期収支計画表上はインフレ率
１％として算定するが、「維持管理業務に関する
付属契約」では、適用される物価指数が規定さ
れ、実際のインフレ率に基づき支払金額が調整さ
れると考えてよいか。

ご質問のとおりです。

長期収支計画におけるインフレ率１％は固定か。
また、見直しの余地はあるのか。

インフレ率を１％と固定し、提案条件を統
一したものであり、実際の運営段階におい
ては、その時々の物価の変動を考慮したも
のになります。

初年度の見積金額を平成１５年度の金額とし、と
あるのは平成１５年度価格で積算するという意味
に理解してよいか

応募者において適切と思われる金額を記入
して下さい。

資金調達企業が今後設立するSPCの場合の企業名
及び過去の主な借入実績についての記入方法。
（様式８）

特定目的会社(SPC）を想定される場合の資
料記入については以下によることとしま
す。①事業費の調達については、「資金調
達企業」を「SPCへの出資予定企業」として
各企業の出資額を記入して下さい。各企業
毎の外部借入欄は記入不要です。②外部借
入については「資金調達企業」を「SPC」と
して調達予定を記入してください。③過去
の主な借入実績については、「資金調達企
業」を「SPCへの出資予定会社」として、各
出資企業毎の実績を記入して下さい。ま
た、有価証券報告書等の決算書類について
も、SPCへの出資予定企業についてのものを
提出して下さい。

「資金計画表（1）」－外部借入等に記入する金
融機関に関しては、他のグループで記入されてい
るものと重複していてもかまわないと認識してよ
いか？（様式８）

ご指摘のとおりの取扱で結構です。
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質問事項 回答

「30年間償還表」－「平成11年12月8日現在の5年
物（円－円）金利スワップの売値及び買値の平均
値を30年間一定と仮定して」とありますが、金利
スワップレートは時々刻々変化するものと理解し
ております。レートは応募者側が特定条件を指定
するのでしょうか。または基準･指標となるもの
を県の方からお示しいただけると考えてよろしい
でしょうか。（様式１１）

午前10時に共同通信社より発表されるTOKYO
SWAP REFERENCE RATE（TSR）の中値としま
す。また、募集要項１１ページ「６提示条
件(1)事業・資金 ウ割賦金利 (イ)基準金
利」にあるスワップレートについても同様
のものとします。

様－１２の実績表について件数制限がないと考え
て宜しいでしょうか。（様式１２）

所定の期間内であれば、件数制限はありま
せん。

過去３年間の主要業務の実績、及び同種類似業務
の実績は、当概施設の完成年月を指すのか、また
は設計業務完了年月を指すのか、ご指示下さい。
（様式１２）

設計の完了から施設の完了までを含みま
す。

様式１２について、同種、類似業務実績につい
て、同種は「保健医療関係の教育施設」類似は、
「同種を除く、教育施設」としてよいか（様式１
２）

応募者のご判断です。

設計・建設企業の実績状況として、過去３カ年の
同種類似業務（新設大学の建設・設計実績）の記
入が義務づけられているが、新設大学の設立が少
ない状況の中で、「過去３年間の実績」に限定し
ないで記載できるか。また、実績がない場合に
は、審査減点対象となるのか（様式１２）

本要項の中で記載することになっているも
の以外の記載は、審査の対象外です。

②エ（ウ）ｄ技術提案書の（ａ）及び（ｂ）は色
刷りとしてもよろしいでしょうか。また、用紙の
大きさ以外の、枚数その他の指定があれば御指示
下さい。

提出図面のうち、透視図のみ着色としま
す。また募集要項２１ページから提出書
類・作成要領が示されています。

Ａ１版配置図はＡ２版として縮小しますが縮尺は
ノンスケールとしてよいでしょうか？

縮小版はノンスケールで結構ですが、概ね
１０００分の１程度にして下さい。

様式（Ａ４縦使い）をＡ３横使いで作成してもよ
いでしょうか？

指定様式によります。

Ａ２サイズの図面は別冊とするのですか、それと
も技術提案書のなかに折り込むのでしょうか？

別冊として下さい。

技術提案書における（ア）～（ク）までの図書
は、カラー刷りとする事は可能ですか。

（ア）～（ク）については、カラー刷りは
認めません。

ｄ技術提案書　ｂに透視図とありますが、ＣＧ
（コンピュータグラフィック）や模型写真でもよ
ろしいでしょうか？

カラーのコンピューターグラフィックは結
構ですが、模型写真は認められません。

模型の提出は可能でしょうか？
模型は一切受け付けません。

ｄ技術提案書　ｄに設計説明書ありますが、説明
文以外に文章を補完するための簡単な模式図図
面、写真、絵をいれてよろしいでしょうか？

規定枚数以内であれば構いません。

技術提案書における設計図面中に、説明用の文章
を記載する事は可能ですか。

配置図に記載する概要を除いて、室名等一
般的に書き込む文字以外は、設計説明書に
記載して下さい。
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質問事項 回答

「（ク）日影図　　上記（キ）と同一図面とす
る」とあるのは（キ）と（ク）を重ねて一枚の図
面に表現するという意味ですか或いは、ベースに
する図面が同じ物という意味ですか

一枚の図面に、別配置で日影図と電波障害
図を描いて下さい。（縮尺はそれぞれ適宜
設定して下さい。）

③技術提案書　ア設計図面　（イ）平面図から
（ク）日影図については、図面のサイズは、Ａ２
版と考えてよいのでしょうか、また、Ａ１版の配
置図は、スチレンボードに張り付けたもののみと
考えて宜しいでしょうか。

ご質問のとおりです。

③技術提案書　ウ設計・建設企業の状況　（エ）
総括責任者・主任技術者表　様式－１５について
「全ての設計企業について作成する。」とありま
すが、全ての設計企業について、それぞれ、総括
責任者・主任技術者を配置すると解釈すべきで
しょうか。それとも、総括責任者については、各
設計企業毎に選定し○○担当主任技術者は各設計
企業の業務分担毎に記載するものと考えて宜しい
のでしょうか。（様式15）

主任技術者は意匠、構造、電気、衛生、空
調、昇降機、積算等毎にそれぞれ記載して
下さい。企業が複数になる場合は、総括責
任者を企業毎に記載して下さい。

③技術提案書　ウ設計・建設企業の状況　（エ）
総括責任者・主任技術者表　様式－１５について
枚数の制限、記載人数の制限について自由と考え
て宜しいでしょうか。（様式15）

ご質問のとおりです。

様式－１７の説明書について原稿用紙枠が、無い
ものを作成しても宜しいでしょうか。また、説明
図の文字は規定数字以外と考えて宜しいでしょう
か。（様式１７）

今回配布した様式に準じて作成して下さ
い。説明図の文字は規定数以外ですが、簡
潔にしてください。

様式－２２の面積表は棟名ごとに作成と考えて宜
しいでしょうか。（様式２２）

様式－２２の表は棟別になっています。１
枚で収まるようにしてください。

特殊ガス設備（酸素、空気、吸引、窒素、水素、
アセチレン）の使用量をご指示願いたい。（様式
２５）

類似施設等を参考にして大学にふさわしい
機能を有するものをご検討ください。

除害施設の一般事項で、感染系排水は専用処理と
ありますが、どの室の、どの機器から排水がある
か（様式２５）

類似施設等を参考にして大学にふさわしい
機能を有するものをご検討ください。

※その他除害物質については廃棄物として別途県
が委託処理を計画するとあるが、ＬＣＣ計算から
除外してよいか（様式２５）

必要に応じて除外してください。

構造計画書は複数枚にわたってもよいですか？
（様式２６）

構造計画概要書のなかで、特殊な構造形式
や主張すべき構造形式は２枚以内としてく
ださい。

エ設計説明書　様式１７～様式２１の点線による
桝目および枠外の数字については、無視し、白紙
状態でレイアウト、記載して宜しいでしょうか、
また、スケッチ等の説明に使用する文字は、１０
００字の中に含めず本文のみについて１０００字
以内と考えて宜しいでしょうか。（様式１７～２
１）

様式については、配布した様式集に準じて
下さい。スケッチ等の説明書きは１０００
字には含みませんが、簡潔に記して下さ
い。
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質問事項 回答

「なお、いずれも初年度の１年間分の費用を計上
する。」とあるが、初年度にアフターサービス期
間が設定され、その期間無料で管理される機器が
あるが、その費用計上をどうするか。また、費用
を減額した場合、２年度以降その費用を増額でき
るのか。（様式３１）

維持管理業務に要する費用については、修
繕を除き、様式31(10/10)を用いて、各個別
業務の初年度とその上昇率をもって計算す
ることとしております。機器による特殊事
情はその特殊性がわかるように記載してく
ださい。

維持管理内容説明書の分量、様式については自由
であると認識してよいか。（様式３０）

ご質問のとおりです。

２　整備計画

「（4）専門的な実践研究」－地域の病院や福祉
施設等とのネットワークとありますが、具体的な
研修受け入れ病院などが決まっておりましたらお
教えください。

現在、検討中です。

「人材育成研究センターについては、平成１１年
度以降、研修計画の策定、カリキュラムの編成等
を計画的に進める」とされているが、受け入れ人
員規模等で現状判明していることがあれば明らか
にされたい。

現在、検討中です。なお、当センターは別
地に建設予定です。

３　設計・建設条件

海と敷地の関係　±０の場所はどこを想定してい
るか、ご指示ください。

敷地高さについては、Ｔ．Ｐ表示です。

洪水時の水位の想定及び過去の高潮に関する資料
があればご掲示いただきたい

把握しておりません。なお高潮の記録はあ
りません。

計画地への通勤、通学ルートはどのように想定し
ているか。バス停・タクシー乗り場等の計画はあ
るか。

京急横須賀中央駅、京急安浦駅からのアプ
ローチを主に想定しています。構内のバス
停、タクシー乗り場の計画は想定していま
せん。

周辺道路にバス停の計画はあるか 現時点では把握しておりません。

下水道計画における排水流域面積に関する資料を
ご掲示いただきたい

必要に応じて資料を収集してください。

インフラ整備状況で上水道管と都市ガス管の引き
込みについては特記されていますが、インフラ整
備の設計区分と、すでに施工済みかまたは場合に
より変更可能かをお教えください。

上下水道、ガス等は周辺公道内に整備済み
です、それらインフラへの接続を本整備事
業で行います。接続場所等は適宜計画して
ください。

地盤高さはＴ．Ｐ表示と考えてよろしいでしょう
か。

ご質問のとおりです。

敷地図作成のための座標一覧表があれば、ご提示
ください。

座標一覧表は別紙をご参照下さい。

埋め立て事業による埋土施工後、沖積層の圧密沈
下対策が施されていると思われますので、具体的
にどのような対策が施されたかご提示ください。

把握しておりません。

埋土の施工期間及び、埋土施工時及び施工後から
現在に至るまでの沖積層圧密沈下観測データ及び
埋土自体の圧密沈下観測データをご提示くださ
い。

把握しておりません。

液状化等の詳細を含めて、地質調査報告書全文を
配布していただくことは可能でしょうか。

配布は出来ませんが、閲覧は可能です。
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質問事項 回答

土質試験結果（一軸圧縮試験、三軸圧縮試験、透
水試験、等）を閲覧できますか？

閲覧できます。

埋め立て地であるため、周辺インフラ埋設時に
は、沈下防止対策が講じられているものと考えら
れますが、具体的にどのような対策がとられてい
るのかご提示ください。

把握しておりません。

（１）以下に埋め立て造成は平成時代との記述が
ありますが、具体的にはいつ頃実施されたのか。

竣功は平成４年１０月です。

→「テトラポットの可能性があるものが敷地内に
広がりをもって分布する」とありますが、テトラ
ポット護岸等の障害物の配置がわかる図面、計画
書等がございましたら御提示ください。

別紙をご参照下さい。

地質調査報告書の資料で、地層推定断面ハ－
ハ’・ニ－ニ’の断面線の資料があれば、ご提示
していただけないでしょうか。

別紙をご参照下さい。

例としてあげられている関係法令の、問い合わせ
については、個別に調査及び本計画を提示しても
よいか。

必要であれば行っても差し支えありませ
ん。
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質問事項 回答

各法令の等の尊守（例）の中で、ハートビル法と
ありますが、認定建築物を前提にするのでしょう
か、また、認定取得に係わる申請等諸手続は事業
者側になるのでしょうか、教えてください。

認定建築物を前提とします。申請手続きは
確認申請を含め事業者が行います。

準拠する指針等で、例えば「学校建築構造設計指
針・同解説」等の構造設計に関して指定があれば
お教えください。

諸規定に準拠してください。

開発行為の許可取得が不要と考えてよいか 設計内容により、開発許可が必要な場合も
あるものと考えられます。

「工事に伴う濁水の流出防止を検討する」との記
載に関係して、計画地を含めた周辺の地盤高が分
かるデータを教えてください。

測量図を参考とし、現場調査をしてくださ
い。

検討のために、周辺で地下水を利用した施設、住
居があるかお教えください。

把握しておりません。必要があれば調査し
てください。

県有施設緑化基準によれば、芝等で表面が覆われ
る場合には、緑被地の面積としてカウントして良
いと記載があるが、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場の外野及びｸﾞﾗﾝﾄﾞ
部の芝地も緑被地としてカウントしてよいか

ご質問のとおりです。

４　仕様書
　（１）配置計画

緑被率３０％以上、空地率４０％以上確保となっ
ているが、緑被地は空地としてカウントしてよい
か

空地は、建築面積の対象となる敷地以外の
オープンスペースです。詳しくは、街づく
りデザイン計画（横須賀市）を参照して下
さい。

敷地内に付属建物（倉庫、ガードマンボックス）
等は必要か。必要な場合の規模と仕様をご掲示い
ただきたい

今回提示した参考資料では想定しておりま
せんが、提案内容により必要と考えられる
場合はご提案願います。

　（２）施設計画

学生相談、就職指導を司る事務部門（担当職員執
務室）は、事務室（３００㎡）に含まれるのか学
生相談室・資料室に含まれるのか？また、事務室
を、学生・教員を対象としたカウンター業務部
門、学生相談、就職指導等の個別業務部門、総
務・経理・入試等の入室管理部門等に分けて別個
に配置することは可とするか教えて下さい。可と
する場合に各部門ごとあるいは事務組織の部署別
の概ねの職員数を教えて下さい。

部門ごとの別個配置は可能です。その他に
ついては類似施設等を参考にしてご検討く
ださい。

「食堂は委託業者への委託運営－食堂の運営は外
部委託と考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

「食事以外の利用目的」－食事以外の具体的な利
用目的はどの様なものが考えられるでしょうか。
（イベント会場や、集会所等の多目的利用につい
て）

現時点では仕様書記載の内容しか想定して
いませんが、本来の機能を損なわない範囲
で多目的に利用できることが望ましいと考
えています。

「⑤  微生物実験室」－バイオハザードの封じ込
めレベルは、Ｐ２程度と考えて宜しいでしょう
か。

類似施設等を参考にして大学にふさわしい
機能を有するものをご検討ください。

微生物実験室の取扱安全基準設備及び運営基準
は、レベル２と考えてよろしいでしょうか。

類似施設等を参考にして大学にふさわしい
機能を有するものをご検討ください。
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質問事項 回答

「⑥  微生物無菌実験室」－清浄度はｃｌａｓｓ
10.000程度とし、実際の作業はクリーンベンチを
使用すると考えて宜しいでしょうか。

ご質問のとおりと考えております。

特殊空調室の内恒温恒湿、低温室の温度条件をご
指示ください。

恒温恒湿室は、温度範囲　20～30℃、湿度
範囲　50～70％、温度精度±1℃、湿度精度
±5％とします。
低温室は、温度範囲　4℃、温度精度±1℃
とします。

「④ 低温室の設定温度」－低温室の設定温度
は、どの程度か御指示下さい。（プレハブ冷蔵庫
の設置と考えて宜しいでしょうか）

低温室は、温度範囲　4℃、温度精度±1℃
とします。

飼育動物は、コンベンショナル動物と考えてよろ
しいか。（ＳＰＦ動物は飼育しないと考えてよろ
しいか）

諸室関係資料１３頁及び同見開き左側「諸
室における設備の留意点」を参照して下さ
い。

無菌室(浮遊菌、落下菌)の条件を御指示くださ
い。

諸室関係資料及び類似施設等を参考にして
大学にふさわしい機能を有するものをご検
討ください。

「微生物実験無菌室には、前室を設けること」と
あるが、前室の仕様を御指示ください。

類似施設等を参考にして大学にふさわしい
機能を有するものをご検討ください。

「精密機械室は別基礎とする」とあるが、この機
械基礎にはどのような機械の設置を想定している
か。

お配りする備品例（工事を伴わない備品）
を参考に御検討下さい。

「１７  菌検査で陰性の人のみが利用できるトイ
レを併設する」－上記のトイレ排水は減菌装置を
介し、処理後、下水道放流すると考えて宜しいで
しょうか。

類似施設等を参考にして大学にふさわしい
機能を有するものをご検討ください。

運動生理学研究室のシールドルームは、どの程度
のシールド特性をお考えでしょうか。(磁界、電
界の周波数帯と特性)

シールド特性としては、電界の周波数帯２
００ＭＧＨｚで５０ｄＢの減衰量を確保す
ることを目安に、類似施設等を参考にして
大学にふさわしい機能を有するものをご検
討ください。

基礎医学実習室、運動生理学研究室に含まれる
シールドルームについての仕様を具体的に指示し
てほしい。

シールド特性としては、電界の周波数帯２
００ＭＧＨｚで５０ｄＢの減衰量を確保す
ることを目安に、類似施設等を参考にして
大学にふさわしい機能を有するものをご検
討ください。

講演中心に国際会議、演奏会への利用も考えてい
るが以下の点で詳細仕様をお願いします。
１．５００名席は固定席でよいか
２．５００名収容であれば階段状床が良いので
は？
３．床仕様がフローリングとなっているが別仕様
でもよいか？
４．残響時間は可変しようとするか。

１．固定席とします。
２．階段状床とします。
３．機能性、仕様グレード等が同等以上を
確保できれば別仕様でも構いません。
４．残響時間の可変は考えていません。

ＡＶコーナーにおいて視聴に供するビデオやＣＤ
などのソフトの貸し出し・返却・及びリファレン
スは事務室に含まれると考えてよいか。

事務が円滑に行えることを考慮して下さ
い。

「体育館の仕様について」－災害時の救急一時避
難場所として使用するようになっていますが、災
害対策用備品の備蓄及び非常用電源の確保等はど
の様に考えているか御指示下さい。

災害対策用備品専用の倉庫などは想定して
おりません。非常用電源についてはパター
ン点滅を前提として対象とします。
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｢体育館は災害時の一時避難場所として機能す
る」とあるが、体育館アリーナの仕様では、災害
時に必要な整備(電話・インターホン等）が欠如
していると思われる。災害時対応として必要な整
備があれば御指示ください。

必要と思われる設備・備品は様式２３の備
考欄に記載してください。

→ＥＶの仕様について
Ｐ１４では、「常用については全て車椅子仕様と
し」とありますが
Ｐ３７では「全て車椅子仕様とし」となっていま
す。どちらの記述が正しいかご指示ください。

Ｐ37の「全て車椅子仕様とし」を正として
下さい。

敷地境界には、フｴンス、門等が必要か。必要の
場合の規模と仕様をご掲示いただきたい

フェンス、門等は必要ではないかと考えて
おります。規模、仕様については本大学に
適切と考えられるものを提案し、配置図に
記入してください。

Ｐ15において「グランドはソフトボール場1面、
テニスコート2面を確保できる配置面積」とある
が、Ｐ16の仕上がり仕様では、ソフトボール場・
テニスコート・グランドの3種に分かれている。
ソフトボール場・テニスコート以外にグランドは
必要か。必要ならその面積は？

グランドは、ソフトボール場、テニスコー
ト部分も包含したものとして想定していま
す。仕上げにいうところの「グランド」は
「ソフトボール場、テニスコート以外の部
分」とご理解ください。

交流プラザの仕上げはインターロッキングと指定
されているが、レンガ、石、木等による仕上げを
提案することは可能か

可能です。

　（３）設備仕様書

空調衛生電気設備方式が仕様書に記載（規定）さ
れていますが、他の方式での提案は認められない
のでしょうか。

仕様書に記載した方式で計画してくださ
い。

ユーティリティー機器への接続は本工事に含みま
すか。

含みます。

「海塩粒子の影響で実験計測機器などに支障のな
いよう」とありますがこの実験計測機器とはどの
ようなものを想定しているのかご指示ください。

お配りする備品リスト等の中の実験計測器
具を参考にしてください。

個別空調システムの選定に当たり新代替物質（R
４０７）の使用は、よろしいでしょうか。

使用可とします。

上記の解釈は、フロン等の冷媒を使用した、ヒー
トポンプエアコンや電動ターボ冷凍機・チラー等
及び代替フロンを使用する機器は原則として、使
用せずガス焚冷温水機に決定していると解釈され
るでしょうか。

ご質問のとおりです。

「風水害、高潮、落雷、断水停電、大火などの災
害を考慮」とありますが、計画地ではどのような
程度の規模の高潮が想定されるか。また、計画地
周辺の海岸にはどのような防潮設備があるか。

必要に応じて調査してください。

受変電設備において、変圧器容量及び機器容量に
対する需要率をご指示ください。

標準的な保健医療福祉系大学の需要率を想
定してください。

受変電設備において、高周波対策は不要と考えて
よろしいでしょうか。

高周波対策を考慮した受変電設備計画をし
てください。
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質問事項 回答

5．自家発設備(５)について、「～動物実験室･動
物実験準備室･動物舎･恒温恒湿室･低温室･無菌
室･各実験室及び準備室に設置されているイン
キュベータ等」に自家発電源を送電可能と有りま
すが、電源種別負荷容量はどの程度見込めば宜し
いでしょうか。

各室床面積から標準的な負荷を想定して下
さい。

防犯設備の機械警備設備とは、機械警備システム
用の空配管設備と考えてよろしいでしょうか。

配管・配線及びセンサーは本整備事業に含
むものとします。

冷温主熱源機器は直焚吸収式冷温水機とのことで
すが、管理上は各建物のエネルギーセンターを一
箇所に纏めて一括管理する考えでよろしいです
か。

ご質問のとおりです。

”オゾン　層の破壊防止、地球温暖化防止の為、
原則としてフロンガスを使用するシステムは採用
しない”と有りますが、個別空調（ルームエアコ
ン）の使用も不可ですか。また、冷蔵冷凍設備に
ついてもフロンの使用は不可ということですか。

個別空調、冷凍冷蔵設備へ使用は可としま
す。

空調設計温湿度条件の中で、その他の特殊条件
は、配布資料「諸室資料」を参考にすることとあ
るが、記載がないので、指示願いたい

諸室関係資料本ページの見開きの「諸室に
おける設備の留意点」を参考にしてくださ
い。

特殊排気の内、腐食性ガスの廃棄は、ドラフト
チャンバー系統のみと考えてよろしいでしょう
か。又特殊排気で大気解放前にスクラバー等で処
理が必要でしたらその系統と処理能力(対象とな
る溶媒･使用量）をご指示ください。

ドラフトチャンバー系統と考えてくださ
い。スクラバーについてはドラフトチャン
バー最低2台に1台の割合で設置するものと
します。処理対象ガスの特定はできません
が、スクラバーの形式は充填式洗浄塔と想
定し、水または薬液で処理するものとして
ください。

建築基準法では、「学校」の場合、排煙設備が免
除されるが、建築基準法令第１２６条の２及び昭
和４７年建告第３３号による排煙設備を自主設置
すると考えて宜しいでしょうか。

ご質問のとおりです。

医療ガス設備工事の仕様は「機械設備工事共通仕
様書」平成３年度版（厚生省保健医療局）と有り
ますが、最新は１９９８年（平成１０年度版）に
なり、各種の仕様が変更されて居りますが、中で
も吸引用配管の仕様が、銅管から鋼管（JIS　G
３４５２）に変わって居ります。本計画は、平成
３年度版による設計を行うと考えて宜しいでしょ
うか。

平成１０年度版による設計を行ってくださ
い。

危険物及び毒物の取扱場所及び貯蔵庫がありまし
たら位置と薬品名と取扱量をご掲示いただきたい

実験実習室、精密機器室等で特殊ガスや薬
品の使用を想定しています。取扱量等につ
いては類似施設を参考にご検討ください。

特殊ガスの供給箇所とユースポイント数及びガス
警報箇所を御指示ください。(諸室資料に記載さ
れていない）

特殊ガスの供給箇所、ポイント数について
は諸室関係資料及び今回提示した備品リス
トの記載を参考にご検討ください。特殊ガ
ス警報箇所については適宜設置してくださ
い。

実験用排水、厨房排水、動物飼育並びに感染系排
水以外の県が委託処理するその他の除外物質とは
なにを指しているのでしょうか。

下水道法上放流が不適当な、実験等に使用
した薬品、１次洗浄水などで回収して処理
委託する物を想定しています。
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質問事項 回答

”実習室厨房を含む厨房排水については油脂分離
吸着式とする”とあるが、他の方式でもいいです
か。

油脂分離吸着式としてください。

実験用排水除害設備の一次側、二次側の水質及び
処理水量を御指示ください。

資料中の実験設備の内容や類似施設等を参
考にしてご検討ください。

　（４）維持管理仕様書

維持管理仕様書の中に、リネン類の供給に対して
の記述が無いが、今回の事業の範囲外と考えてよ
いか。

範囲外です。
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質問事項 回答

（１）夏期、冬季、春期の長期休みについて、期
間、その間の大学活動規則（使用が許される施設
→空調負荷関連）（２）空調期間の制限は？（冷
暖房の開始日、終了日）（３）活動時間帯は以下
の想定でよいか？（学生・一般　８：００～１
７：００、研究室８：００～２２：００、また、
中央制御か個別か？）

類似大学を参考にご検討ください。

５　参考　諸室関係資料

設置する機器の制限により、天井高さ、荷重条件
に制約のある部屋はあるか。また、マシンハッチ
の必要な部屋はあるか。

諸室関係資料及び備品リスト等を参考にご
検討ください。

各部門ごとの諸室の同時使用率はどの位ですか。 時間割については現在検討中です。

各室の収容人員をお教えください。 諸室関係資料の面積等を参考にご検討下さ
い。

諸室関係資料２ページの最初の○「諸室の面積に
ついては、柱等の突出がある場合には突出部から
の内のりを基準とする」とありますが、様式２３
の設計面積と仕上げ表の広さの関係は、どのよう
にお考えですか。

諸室関係資料２ページの記載は、各職種養
成基準の充足を考える上での留意点であ
り、様式２３の設計面積、仕上げ表の広さ
等は実面積を記入するものです。

給湯設備の特：に特記事項がない。どのような仕
様かご掲示いただきたい

見開きページの「諸室における設備の留意
点」を参考にしてください。

実験排水は、酸、アルカリ排水を一系統とし、そ
の他の実験特殊排水系統は無いと考えてよろしい
ですか。

仕様書Ｐ42(5)設備仕様書Ⅲ機械設備14．除
害設備を参照してください。

諸室関係資料の中で、空調の欄における「特」は
何か。

見開きページの「諸室における設備の留意
点」を参考にしてください。

空調対応として、２４時間系統、及び残業対応が
必要な諸室をご指示願いたい。

個別空調が必要な諸室については、諸室関
係資料を参考にご検討ください。

建物の各室の面積について、提示面積の５％前後
の増減は許容範囲と考えてよいか

四年制保健医療福祉大学としてふさわしい
機能を有するものであれば、面積の増減に
制限はありませんが、特に減を行う場合
は、設置すべき設備・備品を勘案して減が
可能であることを検証した上で行ってくだ
さい。

諸室の面積の増減はどの程度許されるのか、ご掲
示ください

四年制保健医療福祉大学としてふさわしい
機能を有するものであれば、面積の増減に
制限はありませんが、特に減を行う場合
は、設置すべき設備・備品を勘案して減が
可能であることを検証した上で行ってくだ
さい。

指定される諸室面積のうち、指定数値と計画面積
との差の許容は、上限１０％、下限５％と考えて
よろしいですか。

四年制保健医療福祉大学としてふさわしい
機能を有するものであれば、面積の増減に
制限はありませんが、特に減を行う場合
は、設置すべき設備・備品を勘案して減が
可能であることを検証した上で行ってくだ
さい。

各諸室面積を算定するにあって、基本となる各学
部において想定されているカリキュラムがあれば
ご提示ください。

整備計画に基づき、各職種養成基準等を満
たすカリキュラムを想定しています。
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質問事項 回答

視聴覚設備の必要な諸室ごとの設備仕様及び工事
区分をご掲示いただきたい

別添の備品リスト及びＡＶ機器等リストを
一例として示しますので、参考にご検討く
ださい。なお、想定品目が当該資料と異な
る場合は、様式２３「諸室チェックリス
ト」の備考欄に、加えたもの、除いたもの
を区分して記入してください。
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質問事項 回答

諸室関係資料の一覧表のうち、機器電源及び特殊
電源の内容をご掲示いただきたい

機器電源及び特殊電源の欄は抹消されたも
のとして無視してください。

管理栄養系の生理学実験準備室に設置の低温庫の
大きさ、温湿度条件をご指示願いたい。

低温室は、温度範囲　4℃、温度精度±1℃
とします。

一時ゴミ置き場について、施設内には、動物舎、
生理学実験、微生物実験、理化学実験等もあり、
それらの廃棄物については特殊な施設が必要と考
えられるため、その仕様をご掲示いただきたい

それぞれの部屋の廃棄物処理については、
県で処理することを想定しており、動物実
験用排水など資料記載のもの及びその他必
要不可欠なものを除き、今回の提案の範囲
外とします。

低温室の温度条件をご教示願いたい。この場合の
ユニットとは、プレハブ冷蔵冷凍庫でよいか

低温室は、温度範囲　4℃、温度精度±1℃
とします。

無菌室ユニットとは、アイソレーターのことを示
すのか

そのようには限定するものではありませ
ん。

無菌室の定義をご教示願いたい 諸室関係資料１３、１４ページ及び同見開
き左側「諸室における設備の留意点」を参
照して下さい。

管理栄養系の微生物実験無菌室は陰陽圧可変とあ
りますが、どのような使用を考えているか

室外気流入遮断、室内気流出遮断の双方に
対応できる機能を想定しています。

微生物実験無菌室は陰圧時、バイオハザード、ケ
ミカルハザードのいずれかの使用となるのか

バイオハザードを想定しています。

管理栄養実験室Ａにおける実験台８に対して水洗
８というのは、給水×８、給湯×８と考えてよい
か

ご質問のとおりでも結構です。

恒温恒湿室の温度、湿度条件についてご教示願い
たい。その場合のユニットは、プレハブ式のこと
でよいか

恒温恒湿室は、温度範囲　20～30℃、湿度
範囲　50～70％、温度精度±1℃、湿度精度
±5％とします。

６　別冊　様式集

「グループ構成表」－コンソーシアムを組成した
企業を、グループ構成表に別途表示（記入）して
よいのでしょうか。

記載していただいても結構ですが、本要項
の中で記載することになっているものは、
必ず記載して下さい。

様式７の注２、３に様式２８とありますが、様式
２９の間違いではないでしょうか。

様式集８ページの「様式28」は、「様式
29」に訂正します。

外部借入等の額(100百万円)と、銀行ごとの借入
金の合計(100万円＋50百万円)が一致しないのは
なぜか。

○×銀行借入額は５０百万円と訂正しま
す。

器具設置工事区分で「什器備品共」とあるが、食
器は「工事を伴う備品設備費」に含まれるか

別冊で配付する、備品リスト（工事を伴う
備品）を参考にご検討ください。

Ｐ９３～９５の様式は２８ではないでしょうか。 様式集93～95ページの「様式22」の記載
は、「様式28」に訂正します。
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質問事項 回答

様式集Ｐ９３の様式２２は、同集Ｐ３１の様式２
２と重複していますが、差し支えないものと判断
して宜しいでしょうか。又、Ｐ９３の様式２８の
５枚つづりの内の１と２がありませんが、これも
差し支えないと判断して宜しいでしょうか。

様式集93～95ページの「様式22」の記載
は、「様式28」に訂正します。

注）様式２３の記載について
　　様式２３の主な設備欄の記載が、諸室関係資料と異なる場合は、その部分と理由を備考欄
　に記載してください。なお、備考欄が足らない場合は、適宜別紙をつけて記載してくださ
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