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令和２年１２月４日
草津市

（仮称）草津市立プール整備・運営事業

意見交換会（対話）の実施結果

（仮称）草津市立プール整備・運営事業に係る意見交換会（対話）の実施結果を公表します。

意見交換会（対話）の参加者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると考え
られるものは掲載していません。



■意見交換会（対話）の実施結果

公表資料名 頁 タイトル

1 実施方針 26
別紙1
リスク分担表（案）

契約締結リスク
（議会の事由により契約が結べ
 ないリスク）

議会の事由により契約が締結できない状況とは、例えば、災害発生等により議会が開催
できない場合や、議会の議決が得られない場合を想定しており、市と市議会は、あくまで
別機関であることから当該リスクを市および事業者双方の負担と規定している。
なお、本事業の事業契約に係る議決までに要した市および事業者の費用等は、各々の
負担とする。
また、議会承認が遅延する場合、落札者の工期短縮リスクおよび工事費の増加リスク等
については、市と事業者で協議し、それぞれが応分の負担をする。

2 入札説明書 3
第2-1-(8)
事業期間

落札者決定後の協議開始

基本協定書（案）第7条にて記載のとおり、事業契約締結前であっても、事業者の費用と
責任において関係部署協議等の準備行為（関係団体との調整を含む。）を行うことは可と
するが、市から指示書を発行することはしない。ただし、必要かつ可能な範囲において、
市は協力を行う。
また、関係部署との協議については、要求水準書に記載のとおり、事業者の提案内容の
適法性等を確認する目的で、事業契約の締結前に、市にて事前に協議を行う予定をして
おり、事業者は、事業者の費用と責任において市に協力するとともに、関係部署からの
指示事項等を設計等に反映すること。

3

入札説明書

入札説明書　別紙1

3

7

第2-1-(8)
事業期間

3 サービス購入料の支払い方法

引渡し

令和6年4月末に本施設が引渡され、同日に請求書を発行された場合、市は5月30日迄
（受領後30日以内の任意の日）にサービス購入料Aの残額を支払う。
また、令和6年4月末の引渡しから令和6年5月末までにおいては、事業者は開業準備業
務を行うこととなるが、開館式典および内覧会、開館記念イベントについては、本施設の
供用開始前に開催予定であることに留意のこと。
なお、詳細は、第1回の要求水準に関する質問回答No.4を確認のこと。

4 入札説明書　別紙1 5
2-(1)
サービス購入料A

サービス購入料Ａの出来高の
範囲

サービス購入料Ａの出来高の範囲については、サービス購入料Aの構成要素全てにつ
いて出来高の対象となる。

5 入札説明書　別紙1 5
2-(1)
サービス購入料A

サービス購入料Ａの出来高算定
方法

サービス購入料Ａの出来高算定方法については、下記のとおりとする。
・建設業務は、出来高算定方法は工事出来高状況と実施設計図書での出来高部分およ
び実施設計内訳書での出来高数量を照合し確認する。
・設計業務は、市の承認を得た設計成果物で確認する。
・SPC関連経費は、会社設立・委託実績等成果物等をもって確認する。

6 入札説明書　別紙1 5
2-(1)
サービス購入料A

サービス購入料Ａの出来高払い
の考え方

サービス購入料Ａの出来高払いの考え方については、例えば令和4年度の出来高が
30％の場合、令和3年度に前払金として出来高25％相当のサービス購入料を支払うこと
から、令和4年度については、出来高30％から令和3年度既支払い額25％を差し引いた
5％相当のサービス購入料を支払うこととなる。

7 入札説明書　別紙1 7
3-(1)
サービス購入料A

サービス購入料Ａの令和3年度の
前払金に係る消費税支払時期

令和3年度の前払金に係る消費税相当額については、各年度の出来高払いに係る消費
税相当額と同様に、前払金支払い時において支払われるものとする。

No.
該当箇所

議題 市の見解



■意見交換会（対話）の実施結果

公表資料名 頁 タイトル
No.

該当箇所
議題 市の見解

8 入札説明書　別紙1 7
3-(1)
サービス購入料A

令和3年度サービス購入料請求に
伴う保証契約書類

保証契約を締結したことを証する書類について、令和3年度におけるサービス購入料Aの
請求に当たっては、保証事業会社と保証契約を締結したことを証する書類を添付するこ
とを求めているが、これは、本市からPFI事業者に対して支払う令和3年度の前払金に関
する保証を求めたものである。

9 入札説明書　別紙2 9
6-(1)
基本的な考え方

モニタリングの考え方
「運営・維持管理業務に係る罰則
点の付与およびサービス購入料
の減額に関する基本的な考え方」

モニタリングにおける罰則点の付与等の考え方については、要求水準等が未達成の状
態に陥ることは、市としては望ましい状態ではなく、その恐れがある時点で、未然に防い
でいく必要があると考えている。
このため、市のモニタリングの結果、事業者の業務の履行等に対して要求水準等が未達
成となる恐れがある場合には、事業者からの説明を求め、当該説明が合理的ではない
等の理由により改善が必要な場合等において、罰則点の付与およびサービス購入料の
減額等の措置を行うものとする。

10 入札説明書　別紙2 13
6-(3)-ア
減額ポイントの計上

モニタリングの考え方
「レベル１の減額ポイントの計上
 方法」

モニタリングにおける是正レベルの考え方について、第1回の入札説明書に関する質問
への回答No20において、是正レベル1の基準から「軽微な」を削除した趣旨としては、是
正レベルの基準において「軽微な支障」と「重大な支障」の中間がないかのような表現と
なっていたことから、曖昧な表現を是正したものであり、是正レベル1の水準を変更したも
のではない。
よって、是正レベル1は、是正指導により十分改善可能な状態であり、当該是正指導に
よってもなお改善が認められない場合は、事業者に改善の意思が見られない状態に相
当すると考えられることから、是正レベル1の減額ポイントの規定は十分に合理性がある
ものと考える。

11 入札説明書　別紙2 13
6-(3)-ア
減額ポイントの計上

モニタリングの考え方
「是正指導の反復方法（フロー）」

モニタリングにおける「是正指導（反復）」については、「前回の事象の発生を市が確認し
た時点の属する四半期の末日から1か年を経過しない間に同一の事象の発生を確認し
た時点」で発生するものである。よって、「是正レベル1の事象において、是正指導を実施
した結果、是正が認められない場合に、再度、反復して是正指導を行う」といったもので
は無いことに留意のこと。
なお、是正レベル1の事象については、是正指導後において是正が認められない場合に
「1点」、是正勧告後において是正が認められない場合にさらに「10点」の減額ポイントを
計上することとなる。一方で、是正レベル2の事象については、是正レベル2の事象である
と市が認定した時点で「10点」、是正勧告後において是正が認められない場合に、さらに
「10点」の減額ポイントを計上することとなる。



■意見交換会（対話）の実施結果

公表資料名 頁 タイトル
No.

該当箇所
議題 市の見解

12 要求水準書 14
第2-1-(1)-イ
インフラ整備状況と整備条件

道路付替工事、農業用水路移設
工事等に係るリスク分担

現時点の予定では、県道付替工事については、令和3年4月から令和4年4月を予定して
おり、迂回路整備後において、県道付替工事に着手することとなる。区域Bについて切下
げを行った上で、令和3年11月～12月頃までに農業用水管の新設と切替を行うことを想
定している。また、新設管の敷設、道路擁壁と造成擁壁の施工は近接しており、一体的
に施工する必要があることから、プール本棟に係る建設工事着手までに完了する必要が
あると考えている。
詳細は、令和3年4月に県道付替工事に係る道路施工事業者が決定する予定であり、そ
れ以降、道路施工事業者も含め、協議を行うこと。
また、本事業に係る契約締結後、建設業務に着手する必要がある場合は、要求水準書
に記載のとおり、関係部署との事前協議後、市の承諾を得た上で着手できるものとする
が、市の承諾に当たっては、着手する工事に係る設計等が完了していることを確認する
こととする。
なお、双方協議の上、市の責めに帰すべき事由によることは、市の責任にて対応する。

13 要求水準書 14
第2-1-(1)-イ
インフラ整備状況と整備条件

県道付替工事に係る発注条件等

県道付替工事とPFI事業については、いずれも令和3年4月での契約を予定しており、県
道付替工事に係る詳細は、それ以降で協議のこと。
なお、区域A・Dの一部を県道付替工事において発生する残土の仮置き等で使用すること
を想定しているが、PFI事業に係る既存工作物の撤去などの軽微なものについては、区
域A・Dに残土が仮置きされた状態においても実施可能であると考えている。

14 要求水準書 14
第2-1-(1)-イ
インフラ整備状況と整備条件

市道付替工事の実施時期

市道付替工事については、現時点で検討している時期について、要求水準書に示したも
のである。
現在市としては、県道付替工事が終わった段階で、プール整備計画地へ工事用の通路
として市道西大路4号線を使うことを想定しており、県道の法面の切下げにおいても
20,000㎥程度の残土が出る予定であることから、市道付替工事については、PFI事業と県
道付替工事に係る残土が一定搬出されてから実施する方がよいと考えている。
このため、市道付替工事の実施時期については、令和5年度以降など、今後のPFI事業
者の提案内容も踏まえ、できる限り影響の少ない時期での施工を検討する。

15 要求水準書 19
第2-2-(1)-ア
配置・外部動線

工事車両の進入路等

工事車両の進入路等については、関係機関と協議を行い、可となった場合には乗入れ
の設置等を行うことはできるが、これに伴い県道付替工事に係る修正設計や工事費の増
額が必要となった場合、増額費用等は事業者において負担のこと。
なお、県道付替工事期間中においては、工事の輻輳が考えられることから、南側道路か
らの工事車両の乗り入れについては、道路施工事業者と調整のこと。

16 要求水準書 19
第2-2-(1)-ア
配置・外部動線

南側路線からの車両乗入口

南側路線からの乗り入れについては、大規模大会の開催時に限った臨時的な進入路等
であっても、要求水準書に記載のとおり、設置不可とする。

17 要求水準書 33
第2-2-(3)-エ-13)
エレベーター

エレベーター

エレベーターについては、定員数15人以上の寝台用エレベーターと同等以上のかご寸法
であれば、乗用あるいは人荷用も可とする。



■意見交換会（対話）の実施結果

公表資料名 頁 タイトル
No.

該当箇所
議題 市の見解

18 要求水準書 46
第3-2-(1)-ア-(ｳ)
事前調査等の実施

家屋調査

家屋調査については、迂回路整備工事・県道付替工事に関しては、住宅地から距離が
離れており杭打ち等もない事から、影響は無いものと考えており、現時点で事前調査を
行う予定はない。
また、市道付替工事に関しても、大きな掘削等は無く、側溝を入れる程度であり、影響は
無いものと考えている。
PFI本体工事については、影響が考えられることから、PFI事業者において事前調査を実
施すること。その後、市道付替工事を実施する際には、市において再度影響がないかを
検討し、必要に応じて事前調査を実施する。
なお、調査範囲については、ＰＦＩ事業者にて影響範囲を示し、地元も含め協議を行うこ
と。

19 要求水準書 56
第3-2-(2)-イ
建設工事（造成、外構整備等を含む。）
(ｲ)留意事項 m

建設発生土の処分費

建設発生土の受入れについて、本市の都合により指定受入れ地での受入れが不可と
なった場合、無償で処分可能な他の受入れ地を市にて検討する。

20 要求水準書 56
第3-2-(2)-イ
建設工事（造成、外構整備等を含む。）
(ｲ)留意事項 m

建設発生土の土質改良

建設発生土については、必要に応じて土質改良の上、搬出していただく必要があるが、
ここで言う土質改良とは、軟弱地盤であった場合の強度確保のためのセメント系固化剤
による改良を想定している。
なお、要求水準書に記載のとおり、粉塵等が周辺環境および周辺住民に悪影響を与える
ことのないよう、十分な対応を行うこと。

21 要求水準書 56
第3-2-(2)-イ
建設工事（造成、外構整備等を含む。）
(ｲ)留意事項 m

建設発生土の土質改良

建設発生土については、必要に応じて土質改良の上、搬出していただく必要があるが、
ここで言う土質改良とは、不溶化等の土壌汚染対策ではなく、土壌汚染についての土壌
調査により汚染が確認された場合は、土地所有者である本市の負担（提案価格とは別に
サービス購入料を追加等）によって浄化または汚染土として処分を行う。

22 要求水準書 56
第3-2-(2)-イ
建設工事（造成、外構整備等を含む。）
(ｲ)留意事項 m

建設発生土の土質改良

土質改良費については、必要額を事業者において算出の上、提案すること。

23 要求水準書 58
第3-2-(3)-エ
開館式典および内覧会等実施業務

開館式典および内覧会等実施
業務

開館式典の企画提案について、今回の提案においては必須としていないが、提案を妨げ
るものでもない。
なお、当該提案の有無による採点への影響はない。
また、提案をする場合、自由提案事業に関する様式9-8等に記載いただいても問題な
い。

24 要求水準書 59
第3-2-(3)-カ
プール公認取得業務

プール公認取得時期

プール公認取得の時期に関しては、要求水準書に記載のとおり、本施設の引渡しから供
用開始までの間に、動線や各種計時機器について、実践的な動作確認等を行う予定で
あり、当該動作確認等にあたっては、大会等の開催も含めて、その内容を今後検討する
ことから、引渡し時点までに公認の取得を行うこと。



■意見交換会（対話）の実施結果

公表資料名 頁 タイトル
No.

該当箇所
議題 市の見解

25 要求水準書 60
第4-1-(5)-イ
開館時間

開館時間

開館時間については、利用者の混乱を招く恐れがあることから、設定から5年間は変更を
認めない。また、市としては、市内の公共施設の状況等を鑑み、必要な開館時間を設定
したところであり、利用機会の確保のため、一日当たり最低11時間の開館(営業)時間を
確保すること。
また、付属施設ごとに開館(営業)時間を拡大して提案することも可能ではあるが、その実
現性が提案書の記載により確認できない場合には評価の対象とはならない。
なお、開館(営業)時間を拡大する場合の要件は、次のとおりと考えている。
・事前に事業用地周辺の住民や学校等の関係者の了解が得られていること。
・周辺道路の交通に関して、通学路や通勤路としての安全性が確保され、交通渋滞が発
生しないよう適切に対応すること。
・開業の6か月以上前までに上記の要件を満たしており、本事業の「事前広報活動」にお
いて、利用者等に対し開館(営業)時間が十分に周知されていること。

26 要求水準書 62
第4-1-(7)
利用料金制の導入

料金設定

条例に規定されている利用料金を、条例の範囲を超えて改定する場合は、市議会での
議決事項となる。
また、減額変更する場合は、市議会の議決は不要であるが、市議会への説明が必要と
なる。
なお、条例の料金設定については、公共施設として適正な利用料金の上限を定めるもの
であり、柔軟な料金設定を目的とした"高めの設定"はできない。

27 要求水準書 66
第4-2-(2)-イ
運営業務責任者・維持管理業務責任者

運営業務責任者・維持管理業務
責任者の配置

運営業務責任者・維持管理業務責任者については、要求水準書に記載のとおり、勤務シ
フト等により業務に従事しない時間帯は、不測の事態や災害時に迅速かつ的確に対応
できるよう、他の業務従事者からあらかじめ業務責任者代理を定めた人員を配置し、本
施設の開館時間中は常に配置できる計画とすること。
※本施設は、国内の主要大会の実施を想定した大規模なプール施設であり、維持管理
業務上、その運転監視等において専門的な知識を要する設備等が多く設置され、利用者
の健康管理や疾病対策として、水質（水質調整のための薬品の添加や保管管理を含む）
や水温・室温の常時管理（監視・調整など）が必要な施設であることから、維持管理業務
に精通した業務従事者が少なくとも一人は常駐する必要があると考えている。市および
関係者等との迅速な協議・調整等を要する場合もある中、やはり、上記のとおり、本施設
の開館時間中は常に配置できる計画を求めるものである。

28 要求水準書 72
第4-3-(5)
にぎわい創出業務

にぎわい創出業務

にぎわい創出業務については、YMITアリーナ等の周辺施設や関係団体等との連携によ
りイベント等を実施し、本施設のみならず周辺地域や中心市街地のにぎわい創出を図る
ことを求めているが、単独でのイベント実施であっても、要求水準書に記載の「にぎわい
創出業務」の趣旨に合致するのであれば、にぎわい創出業務としての提案を可とする。
なお、本市が主催する催事の実行委員会に参加し、当該委員会における業務割り当て
に応じた負担金を支払うだけでは、にぎわい創出業務とは認められない。



■意見交換会（対話）の実施結果

公表資料名 頁 タイトル
No.

該当箇所
議題 市の見解

29 要求水準書 73
第4-3-(6)
スポーツ健康づくり推進業務

スポーツ健康づくり推進業務と
自由提案事業の棲み分け

スポーツ教室等実施業務について、要求水準書に記載の「スポーツ教室等実施業務」の
趣旨に合致した内容の提案については、すべてスポーツ教室等実施業務に区分すること
とする。
なお、にぎわい創出業務およびスポーツ教室等実施業務については、提案を必須として
おり、自由提案事業については、提案を任意としているが、にぎわい創出業務について
は、サービス購入料の対象となる一方で、スポーツ教室等実施業務および自由提案事業
については、独立採算事業として位置付けている。

30 要求水準書 78
第4-3-(12)
自由提案事業

自由提案事業の料金設定

自由提案事業は事業者の独立採算で実施する事業であることから、その料金設定につ
いては、事業者で任意に設定することが可能である。
なお、スポーツ教室等実施業務において、プール施設内の設備等を使用する場合につ
いては、当該業務が自由提案事業と同様に独立採算事業であり、営利目的の側面も有
することから、事業者は施設利用料金を支払うこととする。

31 要求水準書 87
第4-4-(9)
修繕・更新業務

突発的な修繕への対応

長期修繕計画に見込まない突発的な修繕については、計画修繕費用とは別に、事業期
間内で必要となる経常修繕費用として計上すること。
事業期間内における各年度の経常修繕費用の実績が当初の想定より少ない場合であっ
ても、モニタリングにおける減額ポイントの対象とならず、事業期間全体の経常修繕費用
総額の実績が当初の想定より少ない場合においても、同様とする。
また、サービス購入料の支払いについては、事業期間内における各年度の経常修繕費
用の実績によらず、契約額に基づき支払う。

なお、PFI事業においては、「壊れたから修繕する」のではなく、「壊れる前に・壊さないた
めに修繕する」という予防保全の考えに基づくことで、長期的なリスクを事業者が負担す
るものであり、基本的に、計画修繕については、「壊れていなくても計画通り修繕する」こ
とが提案内容の適切な履行となる。
よって、全てを「突発的な修繕」として取り扱うことのないよう、綿密な修繕計画を立案す
ること。

32 要求水準書 87
第4-4-(9)
修繕・更新業務

突発的な修繕への対応

修繕・更新業務については、要求水準書に記載のとおり、本施設が正常に機能するため
に必要な修繕・更新を、規模の大小に関わらず全て実施することを求めていることから、
突発的な修繕（経常修繕）についても当該業務に含まれるものとする。
よって、経常修繕については、サービス購入料E（修繕・更新業務の対価）に含むものと
し、様式7-9に適宜、項目を追加の上、記載すること。
なお、経常修繕を各種保守管理業務の一環として実施する場合は、サービス購入料Ｃに
含めることとする。

33 要求水準書　別紙7 器具・備品リスト【参考】 器具・備品リスト

器具・備品リスト（要求水準書別紙7）の位置付けについては、あくまで参考であるが、
No.1～3については、練習用として提供する予定であるため、同等品以上を調達のこと。
なお、No.1～3以外については、適切な備品を調達されているのかを判断する基準とする
ため、本リストに示す内容と異なる提案をする場合は、合理的な理由を様式10-4の備考
欄に記載すること。



■意見交換会（対話）の実施結果

公表資料名 頁 タイトル
No.

該当箇所
議題 市の見解

34 基本協定書（案） 3 第5条（事業者の株主） 代表企業の交替

参加確認申請時点の代表企業等の構成によって評価する部分もあるため、原則として
代表企業の変更は認めない。また、代表企業の変更を前提とした提案も認めない。
事業期間中の代表企業の変更については、相当な理由があり、基本協定等の規定を遵
守した上で代表企業としての要件が満たされる場合に限り、市の総合的な判断により変
更を承諾する場合がある。

35 事業契約書（案） 17 第51条（利用料金）
利用者数の増減やそれに伴う
利用料金の増減に関するリスク
負担

利用者数の増減およびそれに伴う利用料金の増減に関するリスク負担について、事業
契約書(案)第51条第5項において、「本事業契約の他の規定にかかわらず(中略)すべて
事業者の負担とし(後略)」と表現しているが、第1回の事業契約書(案)に関する質問への
回答No.13をもって、原因が不可抗力の場合は、事業契約書(案)第11章の不可抗力条項
に従うこととしたものである。

36 事業契約書（案） 18 第54条（本施設損傷時の取扱い） 不可抗力の範囲

不可抗力の範囲について、本施設利用者の故意、重過失もしくは過失による損傷等、本
施設利用者以外の第三者による損傷等、または帰責者不明の人為的な損傷等について
は不可抗力には含まれないが、テロ行為等の通常予見可能な範囲外の事象により発生
した損害など、不可抗力に該当するような事象の場合においては、不可抗力として取り
扱うこととなる。
なお、不可抗力として取り扱うかどうかについては、事象状態や事業者からのヒアリング
内容を踏まえ、市で判断を行うこととする。

37 事業契約書（案）
22

26

第68条（本施設引渡し前の事業者の責
めに帰すべき事由による契約解除等）
第72条（本施設引渡し以後の事業者の
責めに帰すべき事由による契約解除等）

引渡し前違約金/引渡し後違約金

違約金を算出する際に、算出する基となるサービス購入料については、いずれも、消費
税込みとする。

38 事業契約書（案） 30 第82条（通知の付与および協議）
不可抗力に起因する利用料金
収入または費用の負担

不可抗力に起因する利用料金収入の減少については、事業契約書(案)第82条第2項の
協議対象とならない。
増加費用もしくは損害の負担または予定していた支出を要しなくなったことによるサービ
ス購入料の減額その他必要となる事項について、本項の協議対象とする。

39 事業契約書（案）　別紙1 48.不可抗力 不可抗力の定義

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）等の感染症について、緊急事態宣言を伴うよう
な事態であり、経済的に事前に費用見積が不可能な場合は、不可抗力に該当することと
するほか、緊急事態宣言が伴わない場合であっても、県知事や市長から外出自粛や休
業を要請したときのように、事実上事業に対する経済的影響が生じることが見込まれる
場合は、不可抗力に該当することとする。


