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公 告 

 （仮称）草津市立プール整備・運営事業に係る契約について、総合評価一般競争入札を

行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６および第１６７

条の１０の２第６項の規定により次のとおり公告する。 

  令和２年１０月２日 

草津市長 橋 川  渉 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 事業名 （仮称）草津市立プール整備・運営事業 

(2) 事業場所 滋賀県草津市西大路町外地先 

(3) 事業期間 事業契約締結の日から令和２１年３月３１日まで 

 (4) 事業内容 入札説明書に示すとおりとする。 

(5) 予定価格 本事業の予定価格は、次のとおりとする。 

１３，６５１，５５０，０００円（消費税および地方消費税の額を含まない。） 

(6) 最低制限価格 設定しない。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

(1) 入札参加者の構成等 

本事業の入札参加者は、本施設の設計業務に当たる者（以下「設計に当たる者」という。）、

本施設の工事監理業務に当たる者（以下「工事監理に当たる者」という。）、本施設の建設

業務に当たる者（以下「建設に当たる者」という。）、本施設の運営業務に当たる者（以下

「運営に当たる者」という。）、本施設の維持管理業務に当たる者（以下「維持管理に当た

る者」という。）を含むこと。なお、同一の者が複数の業務に当たることを妨げない。ただ

し、建設に当たる者と工事監理に当たる者については、同一の者、または資本面もしくは

人事面で関係のある者が兼ねてはならない。なお、「資本面において関係のある者」とは、

当該企業の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、またはその出資の総額

の１００分の５０を超える出資をしている者をいい、「人事面において関係のある者」とは、

当該企業の代表権を有する役員を兼ねている場合をいう。 

入札参加者のうち、仮契約の締結前までに、会社法（平成１７年法律第８６号）に定め

る株式会社として本事業を実施するに当たり設立する特別目的会社（Special Purpose 

Company：以下「ＳＰＣ」という。）に出資を予定し、ＳＰＣから直接業務を受託または請

け負うことを予定している者を｢構成員｣とし、ＳＰＣに出資をせず、ＳＰＣから直接業務

を受託または請け負うことを予定している者を｢協力企業｣、ＳＰＣに出資を予定するがＳ

ＰＣから直接業務を受託しないまたは請け負わない企業を「その他企業」として位置付け、

参加表明書等提出時に構成員、協力企業またはその他企業のいずれの立場であるかを明ら

かにすること。 

入札参加者は、参加表明書等提出時に構成員の中から代表企業を定め、必ず代表企業が
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入札参加手続きを行うこと。 

(2) 入札参加者の参加資格要件（共通） 

参加グループの構成員、協力企業およびその他企業は、いずれも次の要件を満たすこと。 

（ｱ） 参加表明書等の提出締切日から提案書の提出締切日までの期間において、草津市

建設工事等の指名停止等に関する基準（平成１４年６月１日制定）第２条および第

３条または、草津市物品等の指名停止等に関する基準（平成１０年４月１日制定）

第２条に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

（ｲ） 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法

律第１１７号。以下「ＰＦＩ法」という。）第９条に該当する者でないこと。 

（ｳ） 地方自治法施行令第１６７条の４に該当する者でないこと。 

（ｴ） 会社法に基づく特別清算開始の申立てがなされている者でないこと。 

（ｵ） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れている者（再生手続開始の決定を受けたものを除く。）でないこと。 

（ｶ） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなさ

れている者（更生手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

（ｷ） 手形交換所における取引停止処分を受けている等、経営状況が著しく不健全な者

でないこと。 

（ｸ） 法人税、法人事業税、消費税、地方消費税および草津市税を滞納していない者で

あること。 

（ｹ） 草津市が発注する建設工事等についての契約に係る一般競争入札および指名競争

入札に参加する者に必要な資格等に関する要綱（平成１３年草津市告示第１８９

号）第２条第２項に該当する者でないこと。 

（ｺ） 市が本事業について、アドバイザリー業務を委託している次の者と資本面もしく

は人事面で関係のある者が参加していないこと。 

パシフィックコンサルタンツ株式会社、パシフィックコンサルタンツ株式会社が

本アドバイザリー業務の一部を委託しているアンダーソン・毛利・友常法律事務所 

（ｻ） 本事業に係る他の参加グループの構成員、協力企業またはその他企業として参加

していないこと。 

（ｼ） （仮称）草津市立プール整備・運営ＰＦＩ事業者等選定委員会（以下「選定委員

会」という。）の委員が属する企業またはその企業と資本面もしくは人事面で関係

のある者でないこと。 

（ｽ） 市が出資する団体またはその団体と資本面もしくは人事面で関係のある者でない

こと。 

(3) 入札参加者の参加資格要件（業務別） 

設計、工事監理、建設、運営および維持管理の各業務に当たる者は、上記(2)の要件の他

にそれぞれ次の要件についても満たすこと。 
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ア 設計に当たる者 

（ｱ） 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定に基づく一級建築

士事務所の登録を行っていること。 

（ｲ） 「令和２年度（２０２０年度）の市が発注するコンサルタント業務等に関する競

争入札参加資格者名簿」に登録されている者であること。または、令和元年度に実

施した（仮称）草津市立プール整備・運営事業入札参加資格確認を受けた者もしく

は、令和２年度に実施する（仮称）草津市立プール整備・運営事業入札参加資格確

認を受けた者であること。 

（ｳ） 平成１７年４月１日以降に完成引渡しが完了したもので、次に掲げるいずれかの

実績を有していること。なお、共同企業体の構成員としての実績を含むものとする。

また、本実績は、設計に当たる者が複数の場合は、そのうちの１者が有すればよい

ものとする。 

a ２５ｍ以上の屋内公認プール施設の実施設計実績 

b 延床面積５，０００㎡以上の屋内スポーツ施設（体育館等アリーナ部分を有する 

もの。）の実施設計実績 

イ 工事監理に当たる者 

工事監理に当たる者は、アの設計に当たる者と同様の要件を満たすこと。 

ウ 建設に当たる者 

（ｱ） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１５条に規定する特定建設業の許可を

有していること。 

（ｲ） 「令和２・３年度（２０２０・２０２１年度）の市が発注する建設工事に関する

競争入札参加資格者名簿」に登録されている者であること。または、令和元年度に

実施した（仮称）草津市立プール整備・運営事業入札参加資格確認を受けた者もし

くは、令和２年度に実施する（仮称）草津市立プール整備・運営事業入札参加資格

確認を受けた者であること。 

（ｳ） 参加表明書等の提出締切日において、建設業法の規定に基づく建築一式工事に係

る経営事項審査結果における総合評定値が１，５００点以上である者を必ず含むこ

と。なお、この要件は、建設に当たる者が複数の場合は、そのうちの１者が満たせ

ばよいこととする。 

（ｴ） 平成１７年４月１日以降に元請として完成引渡しが完了したもので、次に掲げる

いずれかの施工実績を有していること。なお、この実績は、建設に当たる者が複数

の場合は、そのうちの１者が有すればよいものとする。また、共同企業体の構成員

としての実績は、出資比率が２０パーセント以上のものに限る。 

a ２５ｍ以上の屋内公認プール施設の建築工事の施工実績 

b 延床面積５，０００㎡以上の屋内スポーツ施設（体育館等アリーナ部分を有する 

もの。）の建築工事の施工実績 
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エ 運営に当たる者 

平成１７年４月１日以降に２５ｍ以上の屋内公認プール施設について１年以上の運

営実績を有していること。なお、この実績は、運営に当たる者が複数の場合は、その

うちの１者が有すればよいこととする。 

オ 維持管理に当たる者 

（ｱ） 「令和２年度（２０２０年度）の市が発注するビルメンテナンス、保安警備等に

関する競争入札参加資格者名簿」に登録されている者であること。または、令和元

年度に実施した（仮称）草津市立プール整備・運営事業入札参加資格確認を受けた

者もしくは、令和２年度に実施する（仮称）草津市立プール整備・運営事業入札参

加資格確認を受けた者であること。 

（ｲ） 平成１７年４月１日以降に２５ｍ以上の屋内公認プール施設について１年以上の

維持管理実績を有していること。なお、この実績は、維持管理に当たる者が複数の

場合は、そのうちの１者が有すればよいこととする。 

(4) 参加資格の確認等 

（ｱ） 参加資格確認基準日は、参加表明書等の提出締切日とする。 

（ｲ） 資格確認通知を受けた入札参加者の構成員、協力企業およびその他企業のいずれ

かが、参加資格確認基準日から提案書の提出締切日の前日までの間に、「２-(2)あ

るいは(3)のいずれか」に定める参加資格要件を欠くような事態が生じた場合には、

当該入札参加者は失格となる。ただし、代表企業以外の構成員、協力企業またはそ

の他企業が参加資格要件を欠くに至った場合は、次の場合に限り、入札に参加でき

る。 

a 入札参加者が、参加資格要件を欠いた構成員、協力企業またはその他企業に代わ

って、参加資格要件を満たす構成員、協力企業またはその他企業を補充し、「様式

2-8構成員等変更承諾願」を提出した上で、市が参加資格等を確認し、これを認め

たとき。なお、補充する構成員、協力企業またはその他企業の参加資格確認基準

日は、当初の構成員、協力企業またはその他企業が参加資格要件を欠いた日とす

る。 

b 構成員、協力企業またはその他企業が複数である入札参加者の場合で、参加資格

要件を欠いた構成員、協力企業またはその他企業を除く構成員、協力企業および

その他企業ですべての参加資格等を満たすことを市が認めたとき。 

（ｳ） 提案書の提出締切日から落札者決定日までの間に、入札参加者の構成員、協力企

業またはその他企業のいずれかが、「２-(2)あるいは(3)のいずれか」に定める参加

資格要件を欠くような事態が生じた場合には、市は当該入札参加者を落札者決定の

ための審査対象から除外する。ただし、代表企業以外の構成員、協力企業またはそ

の他企業が参加資格要件を欠くに至った場合は、次の場合に限り、当該入札参加者
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の参加資格を引き続き有効なものとして取り扱う。 

a 当該入札参加者が、参加資格要件を欠いた構成員、協力企業またはその他企業に

代わって、参加資格要件を満たす構成員、協力企業またはその他企業を補充し、「様

式 2-8 構成員等変更承諾願」を提出した上で、市が参加資格の確認および設立予

定のＳＰＣの事業能力を勘案し、事業契約締結後の事業運営に支障をきたさない

と判断したとき。なお、補充する構成員、協力企業またはその他企業の参加資格

確認基準日は、従前の構成員、協力企業またはその他企業が参加資格要件を欠い

た日とする。 

b 構成員、協力企業またはその他企業が複数である入札参加者の場合で、参加資格

要件を欠いた構成員、協力企業またはその他企業を除く構成員、協力企業および

その他企業ですべての参加資格等を満たし、かつ、設立予定のＳＰＣの事業能力

を勘案し、事業契約締結後の事業運営に支障をきたさないと市が判断したとき。 

（ｴ） 落札者決定日の翌日から基本協定締結までの間、落札者の構成員、協力企業また

はその他企業のいずれかが、「２-(2)あるいは(3)のいずれか」に定める参加資格要

件を欠くような事態が生じた場合には、市は落札者と基本協定を締結しない場合が

ある。この場合において、市は落札者に対して一切の費用負担を行わないものとす

る。ただし、代表企業以外の構成員、協力企業またはその他企業が参加資格要件を

欠くに至った場合は、次の場合に限り、落札者の参加資格を引き続き有効なものと

して取り扱う。 

a 落札者が、参加資格要件を欠いた構成員、協力企業またはその他企業に代わって、

参加資格要件を満たす構成員、協力企業またはその他企業を補充し、市が参加資

格等を確認および設立予定のＳＰＣの事業能力を勘案し、事業契約後の事業運営

に支障をきたさないと判断したとき。なお、この場合の補充する構成員、協力企

業またはその他企業の参加資格確認基準日は、従前の構成員、協力企業またはそ

の他企業が参加資格を欠いた日とする。 

b 構成員、協力企業またはその他企業が複数である落札者の場合で、参加資格要件

を欠いた構成員、協力企業またはその他企業を除く構成員、協力企業およびその

他企業ですべての参加資格等を満たし、かつ、設立予定のＳＰＣの事業能力を勘

案し、事業契約締結後の事業運営に支障をきたさないと市が判断したとき。 

（ｵ） 基本協定締結日の翌日から事業契約に係る議会の議決日までの間に、落札者の構

成員、協力企業またはその他企業のいずれかが、「２-(2)あるいは(3)のいずれか」

に定める参加資格要件を欠くような事態が生じた場合には、市は落札者と事業契約

を締結しない場合がある。この場合において、市は落札者に対して一切の費用負担

を行わないものとする。ただし、代表企業以外の構成員、協力企業またはその他企

業が参加資格要件を欠くに至った場合は、次の場合に限り、落札者の参加資格を引

き続き有効なものとして取り扱う。 
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a 落札者が、参加資格要件を欠いた構成員、協力企業またはその他企業に代わって、

参加資格要件を満たす構成員、協力企業またはその他企業を補充し、市が参加資

格等を確認および設立予定のＳＰＣの事業能力を勘案し、事業契約後の事業運営

に支障をきたさないと判断したとき。なお、この場合の補充する構成員、協力企

業またはその他企業の参加資格確認基準日は、従前の構成員、協力企業またはそ

の他企業が参加資格を欠いた日とする。 

b 構成員、協力企業またはその他企業が複数である落札者の場合で、参加資格要件

を欠いた構成員、協力企業またはその他企業を除く構成員、協力企業およびその

他企業ですべての参加資格等を満たし、かつ、設立予定のＳＰＣの事業能力を勘

案し、事業契約締結後の事業運営に支障をきたさないと市が判断したとき。 

３ 入札手続に関する事項 

(1) 契約条項を閲覧する場所等 

草津市建設部プール整備事業推進室 

住所：〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目１３番３０号（市庁舎７階） 

電話：077-561-6807  FAX：077-561-2489 

電子メール：pool@city.kusatsu.lg.jp 

 (2) 入札説明書等の交付期間および交付方法 

  ア 交付期間 令和２年１０月２日（金）から令和２年１２月２４日（木）まで 

 イ 交付方法 草津市ホームページの本事業ポータルサイトからダウンロードすること。 

URL：http://www.city.kusatsu.shiga.jp 

トップページ → 文化・スポーツ → スポーツ → スポーツ施設 →（仮称）草津市立

プール整備・運営事業（ＰＦＩ関連事業） 

 (3) 参加表明書等の提出 

参加希望者は、参加表明書および資格確認に必要な書類を提出し、この入札に参加す

る者に必要な資格の有無について確認を受けること。 

なお、参加表明書等を期限までに提出しなかった者または入札参加資格がないと認め

た者は、この入札に参加することができない。 

  ア 受付期間   令和２年１０月２２日（木）から同月２７日（火）午後４時まで 

持参の場合は、各日午前８時３０分から午後４時まで 

ただし、正午から午後１時までの時間帯、土曜日および日曜日を除く。 

イ 提出方法   持参または郵送により提出すること。 

郵送の場合は、配達記録が残る方法によることとし、受付期間内に必着

とすること。 

 (4) 入札参加資格確認結果の通知 

入札参加資格確認の結果は、令和２年１１月２日（月）に代表企業に対して通知を発

送する。 
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 (5) 入札提出書類（提案書・入札書）の受付 

ア 受付期間 令和２年１２月２３日（水）から同月２４日（木）午後４時まで 

持参の場合は、事前に電話連絡の上、持参時間を調整すること。 

イ 提出方法 持参または郵送により提出すること。 

郵送の場合は、配達記録が残る方法によることとし、令和２年１２月 

２４日（木）までに必着とすること。 

ウ 提出先  ３(1)に示す部局 

(6) 入札書の記載方法 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税および地方消費税に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り

捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税および地方消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額

から消費税および地方消費税に相当する額を控除した金額を入札書に記載すること。 

(7) 開札の日時および場所 

ア 日時 令和２年１２月２８日（月）午後２時 

イ 場所 滋賀県草津市草津三丁目１３番３０号  

草津市役所 ６０１会議室（市庁舎６階） 

なお、当該開札においては予定価格を超えていないことを確認し、入札価格

の公表は行わない。 

４ 落札者の決定方法 

(1) 審査事項 

 審査事項は、「落札者決定基準」に示すとおりとする。 

(2) 落札者の決定 

 審査は、資格確認審査と提案審査の二段階に分けて実施する。選定委員会は、提案内容

の評価点および価格の評価点の合計点を総合評価点とし、総合評価点の最も高い提案を最

優秀提案者として選定する。市は、選定委員会の選定結果をもとに落札者を決定する。詳

細については、「落札者決定基準」を参照すること。 

(3) 審査結果および評価の公表 

 落札者決定後、速やかに入札参加者に文書で通知し、あわせて市ホームページで公表す

る。 

５ 議会の議決 

この入札による契約は、ＰＦＩ法第１２条の規定による草津市議会の議決を要する契約で

あるため、議決を得るまでは仮契約とし、議決を得た後に本契約に移行するものとする。 

６ その他 

(1) 前金払、部分払等 

入札説明書による。（別紙１「サービス購入料の構成および支払方法」を参照すること。） 
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(2) 入札保証金および契約保証金 

  ア 入札保証金 免除 ただし、落札者が契約を締結しないときは、入札金額の１００

分の５に相当する金額を違約金として徴収する。 

イ 契約保証金 納付すること。ただし、詳細については入札説明書を参照すること。 

(3) 入札説明書等の承諾 

入札参加者は、入札書類の提出をもって、入札説明書等の内容を承諾したものとみなす。 

(4) 費用負担 

入札に伴う費用については、すべて入札参加者の負担とする。 

（5） 使用言語、通貨単位等 

入札において使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年法律第５１号）に定め

るもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

（6） 入札書類の取り扱い 

ア 著作権 

事業提案書の著作権は入札参加者に帰属するものとする。ただし、市は、本事業の公

表時および市が必要と判断した場合には、落札者の提案書の一部または全部を無償で使

用できることとする。また、落札者以外の入札参加者の提案については、入札参加者の

承諾なく本事業の入札結果の公表以外の目的には使用しない。なお、提出を受けた書類

は返却しない。 

イ 特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づき

保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、運営方法

および維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として事業者が負うこととす

る。 

（7） 資料の取扱い 

市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じる。また、こ

の検討の範囲内であっても、市の了承を得ることなく、第三者に対してこれを使用させ

たり、または内容を提示することを禁じる。 

（8） 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

（ｱ） 入札参加の資格のない者のした入札 

（ｲ） 委任状を提出しない代理人のした入札 

（ｳ） 入札書記載の金額を加除訂正した入札 

（ｴ） 入札保証金または保証金に代わる担保を納付または提供しない者または不足する

者のした入札 

（ｵ） 入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札 

（ｶ） 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 
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（ｷ） 同一入札について、他人の代理を兼ねた、または２通以上の入札書を提出した者

の入札 

（ｸ） 談合その他不正の行為があったと認められる入札 

（ｹ） その他入札に関する条件に違反した入札 

（9） 入札の取りやめ等 

入札参加者が連合し、または不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行

することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、または

入札の執行を延期し、もしくは取りやめることができる。  

（10） 現場説明の有無 無 

（11） その他、詳細は、入札説明書に示すとおりとする。 


