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１

本書の位置付け

本入札説明書は、出雲市（以下「市」という。）が、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。）に基づき、令和２年 10 月 30 日に特定事業として選定した出雲市新体育
館整備運営事業（以下「本事業」という。）を実施する民間事業者（以下「事業者」
という。）を選定する総合評価一般競争入札（以下「本件入札」という。）を実施
するにあたり、本事業及び本件入札に係る条件を提示するものである。
なお、次の文書は、本書と一体のもの（以下「入札説明書等」という。）である。
したがって、入札書類の作成に当たっては入札説明書等を精読の上、遺漏の無いよ
うに努めること。
・要求水準書
・落札者決定基準
・様式集
・基本協定書（案） （※後日市公式ホームページにおいて公表します）
・事業契約書（案） （※後日市公式ホームページにおいて公表します）
・事業用借地権設定契約（案） （※後日市公式ホームページにおいて公表しま
す）
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２

事業の概要

（１）事業内容に関する事項
ア 事業名称
出雲市新体育館整備運営事業
イ 事業に供される公共施設の種類
体育館
ウ 公共施設等の管理者等の名称
出雲市長 長岡秀人
エ 事業目的
市には、市立体育館が 14 館あり、年間延べ約 30 万人の市民が各競技団体の
大会などのスポーツ活動や健康増進の場として利用している。
しかし、２市５町が合併し 17 万人都市となったことで、人口規模に見合った
市民スポーツ活動の中心拠点がなく、各競技の市大会等を開催するのに課題が
あり、また多様化する市民ニーズへの対応も求められている。
一方、市内の体育施設は老朽化が進行しており、とりわけ建設から約 50 年以
上が経過し、耐震性、安全性等に問題がある３体育館（出雲体育館、平田体育
館及び斐川第２体育館）については、出雲市公共施設のあり方指針（平成 27 年
３月策定）に基づき、廃止に向けた取組を進めている（出雲体育館は、令和２
年３月末をもって廃止）。なお、「市内３体育館の利用実績」を別紙１に示す。
市ではこうした点を考慮し、この先何十年という長期的な視点に立ち、市民
のスポーツ活動の場を確保するとともに、17 万人都市にふさわしい市民のスポ
ーツ活動拠点となる新体育館（以下「本施設」という。）の整備に取り組むこ
ととし、新体育館建設基本計画（以下「基本計画」という。）を令和元年９月に
策定した。
本事業は、基本計画に掲げる本施設のあり方や整備方針に基づきながら、施
設整備・維持管理・運営においてより質の高い公共サービスを提供することや、
昨今の経済状況を勘案して財政負担を軽減することを目的とし、ＰＦＩ法に基
づく民間活力を導入した事業として実施する。
オ 基本コンセプト
本施設は、市民が気軽にスポーツ、体力づくりができ、市大会等が開催でき
る市の拠点体育館として整備する。
本施設の整備に当たっては、出雲市スポーツ推進計画（平成 28 年５月策定）
の基本理念である「『夢を育み、人を結び、まちが輝く』スポーツ文化都市・出
雲の創造」やその他の関連計画等を踏まえ、次の７つを基本コンセプトとする。
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・「スポーツをする」体育館
・「スポーツをみる」体育館
・「スポーツをささえる」体育館
・「市民が集う」体育館
・「人や環境にやさしい」体育館
・「景観に配慮した」体育館
・「多用途使用に配慮した」体育館
カ 事業方式
本事業はＰＦＩ法に基づき実施するものとし、事業方式は事業者が本施設の設
計業務及び建設業務を行った後、市に所有権を移転し、事業期間中において運営
業務及び維持管理業務を実施するＢＴＯ方式（Build Transfer Operate）とする。
キ 施設の位置づけ
本施設は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条第１項に基づく「公
の施設」として設置する。
ク 事業期間
本事業の事業期間は、特定事業契約（以下「事業契約」という。）の締結日の翌
日から令和 21 年３月 31 日までとする。その内訳は次のとおりである。
設計・建設期間

令和３年７月～令和６年４月 30 日（２年 10 ヶ月）

開業準備期間

令和５年９月１日～令和６年４月 30 日（８ヶ月）
※開業準備業務に含まれる開館式典等は、施設の引渡し
及び所有権移転後に実施すること。

維持管理・運営期間

令和６年５月１日～令和 21 年３月 31 日（14 年 11 ヶ月）

なお、設計・建設期間の短縮が可能な場合、維持管理・運営期間の始期にあたる
供用開始日を早期化する提案を認める。当該提案に伴って、設計・建設期間及び開
業準備期間を適切に提案すること。ただし、早期供用開始を提案する場合であって
も、維持管理・運営期間の終期は変更しない。
ケ 事業範囲
事業者が行う本事業の業務範囲は、次のとおりである。なお、業務範囲の詳細
については、要求水準書で明らかにする。
（ア）統括管理業務
ａ 統括管理全体に関する業務
ｂ 個別業務に対する管理業務
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（イ）設計業務
ａ 調査業務
ｂ 基本・実施設計業務
ｃ その他関連業務
（ウ）建設業務
ａ 建設工事業務
ｂ 備品等調達設置業務
ｃ 施設引渡業務
（エ）工事監理業務
（オ）開業準備業務
ａ 開業準備業務
ｂ 供用開始前の広報活動及び予約受付業務
ｃ 開館式典及び内覧会等の実施業務
ｄ 開業準備期間中の本施設の維持管理業務
（カ）維持管理業務
ａ 建築物保守管理業務
ｂ 建築設備保守管理業務
ｃ 備品等保守管理業務
ｄ 外構等保守管理業務
ｅ 衛生管理業務
ｆ 警備業務
ｇ 修繕・更新業務
（キ）運営業務
ａ 受付業務
ｂ 使用料の収受及び還付業務
ｃ 運営管理業務
ｄ アリーナエリア運営業務
ｅ 共用エリア運営業務
ｆ 提案事業
（ク）附帯事業
コ 公共施設の概要
（ア）施設概要
施設名称

出雲市新体育館

延べ面積

9,000㎡程度 （ただし、9,500㎡を超えてはならない）
９時00分から22時00分までは開館するものとし、延長については、事業
者の提案による
通年とする （ただし、休館日を設ける場合は、事業者の提案による）

利用時間
開館日
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（イ）施設構成
施設構成
メインアリーナ

サブアリーナ
多目的室
ランニングコース
更衣室・ロッカー・
シャワー室
本 器具庫・倉庫
施
設 キッズルーム、

授乳室
会議室

諸室名・内容
・50ｍ×40ｍ（2,000㎡）程度
・バレーボール２面、バスケットボール２面、バドミントン10面
・バレーボールコート及び競技範囲上は、天井高12.5ｍ以上
・観客席1,000席以上の固定席
・40ｍ×30ｍ（1,200㎡）程度
・バレーボール１面、バスケットボール１面
・バレーボールコート及び競技範囲上は、天井高12.5ｍ以上
・エアロビクス、ダンス、ヨガ、軽運動など多様なスポーツニー
ズに対応
・日ごろの健康増進や大会時のウォームアップ等に利用
・メインアリーナ、サブアリーナ、多目的室等の位置を踏まえ
た場所に設置
・メインアリーナやサブアリーナ等に、バレーボールやバスケ
ットボール、バドミントン等に使用される備品等を収納
・乳幼児の遊び場となるキッズルームと授乳室を設置
・大会役員室、スポーツ指導者やスポーツボランティアの各
種研修や一般に利用できる会議等に利用

休憩室・物販コーナ
・物販コーナーを併設した休憩スペースを設置
ー
エントランスホール・ ・スポーツに関する資料展示等情報発信機能を有するオー
ロビー
プンなスペースを設置
・事務室、放送室、医務室等管理関係諸室、防災備蓄倉
その他
庫、選挙物品保管庫、バリアフリー対応多機能トイレ、エレ
ベーター等を設置
駐車場
・一般用400台以上、バス等の大型用10台以上
駐輪場
附帯事業

・130台以上
・事業者の提案による

サ 事業者の収入
本事業における事業者の収入は、次のとおりである。詳細については「６ 提
案に関する条件」を参照すること。
（ア）設計業務、建設業務等に係る対価
市は、統括管理業務（設計・建設期間に発生する業務）、設計業務、建設業
務、工事監理業務及び開業準備業務（以下「設計・建設業務」という。」）に係
る対価について、地方債及び学校施設環境改善交付金（文部科学省）の活用分
並びに消費税及び地方消費税の相当分を一括で事業者に支払う。これらを除
いた設計・建設業務に係る対価については、本施設の市への所有権移転後、事
業契約においてあらかじめ定める額を割賦方式により事業者に支払う。
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（イ）維持管理業務及び運営業務等に係る対価
市は、統括管理業務（維持管理・運営期間に発生する業務）、維持管理業務
及び運営業務（以下「維持管理・運営業務」という。」）に係る対価について、
事業契約においてあらかじめ定める額を維持管理・運営期間にわたり事業者
に支払う。
（ウ）その他の収入
事業者が提案し、自ら行う提案事業及び附帯事業に係る収入は、原則とし
て事業者の収入とする。
シ 事業スケジュール（予定）
本事業のスケジュール（予定）は、次のとおりである。
基本協定の締結

令和３年４月

特定事業仮契約の締結
事業契約に係る議会議決
（本契約の締結）

令和３年５月

設計・建設期間

令和３年７月～令和６年４月 30 日

開業準備期間

令和５年９月１日～令和６年４月 30 日

引渡し及び所有権移転

令和６年４月 30 日まで

供用開始

令和６年５月１日

維持管理・運営期間

令和６年５月１日～令和 21 年３月 31 日

事業終了

令和 21 年３月 31 日

令和３年６月

※早期供用開始の提案により、設計・建設期間、開業準備期間、維持管理・運
営期間が変更となる場合がある。
ス 本事業の実施に必要と想定される根拠法令等
本事業を実施するに当たって、事業者は関連する各種法令（施行令及び施行
規則等を含む。）、条例、規則、要綱等を遵守すること。また、各種基準・指針
等についても本事業の要求水準に照らし、準備すること。
セ 事業期間終了後の措置
事業者は、事業期間終了時に本施設を市の定める要求水準を満足する状態で、
市に引き継ぐものとする。
事業者が附帯事業として設置した施設及びその敷地については、事業期間の
終了時までに除却（地中埋設物も含む。）し、更地の状態で市に返還すること。
ただし、附帯事業の継続について事業者から申出があり、市が認めた場合はこ
の限りではない。
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３

入札参加に関する条件等

（１）参加者の備えるべき参加資格要件
ア 入札参加者の構成等
（ア）参加者の構成
ａ 入札参加者は、本施設の設計に当たる者（以下「設計企業」という。）、工
事監理に当たる者（以下「工事監理企業」という。）、建設に当たる者（以
下「建設企業」という。）、維持管理に当たる者（以下「維持管理企業」と
いう。）、運営に当たる者（以下「運営企業」という。）を含む複数の企業
で構成されるグループとすること。設計企業、建設企業、維持管理企業及
び運営企業は、１企業とすることも複数の企業の共同とすることも可能
とする。また、その他の業務を実施する企業（以下「その他企業」とい
う。）として、必要に応じて資金調達・事業マネジメントを行う企業等を
含めることもできる。特に附帯事業について、本事業を実施する特別目
的会社（以下「ＳＰＣ」という。）以外の企業が定期借地権設定により直
接実施する場合は、附帯事業実施企業の役割にて入札参加者のグループ
に含めること。
ｂ 入札参加者は、ＳＰＣに出資する企業でＳＰＣから直接業務を請け負う
者（以下「構成員」という。）とＳＰＣに出資しない企業でＳＰＣから直
接業務を請け負う者（以下「協力企業」という。構成員と協力企業を総称
して以下「構成企業」という。）で構成すること。入札参加者は、構成員
のみとすることも可能とする。
ｃ 構成員及び協力企業は、ＳＰＣから請け負った業務の一部について、第
三者に委託、又は下請人を使用することができる。その場合、当該委託又
は請負に係る契約の締結後、速やかに市に通知すること。
（イ）構成員・協力企業・代表企業の選定
入札参加者は、資格審査申請時に構成員又は協力企業のいずれの立場であ
るかを明らかにすること。また、構成員の中から代表企業を定め、代表企業が
資格審査の申請及び入札手続を行うこと。
（ウ）複数業務の禁止
同一者が複数の業務に当たることを妨げない。ただし、建設業務と工事監
理業務を同一の者又は資本面若しくは人事面で関係のある者（※）が兼ねて
はならない。
（※）
「資本面において関係のある者」とは、総株主の議決権の 100 分の 50
を超える議決権を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える
出資を行っている者をいい、
「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している役員を兼ねている者をいう。以下同じ。
（エ）複数提案の禁止
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入札参加者の構成員、協力企業及びこれらの企業と資本面若しくは人事面
において関係のある者は、他の入札参加者の構成員及び協力企業になること
ができない。
イ 各業務を行う者の参加資格要件
（ア）入札参加者の参加資格要件（共通）
入札参加者の構成企業は、次の入札参加資格要件を満たすこと。
ａ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第２項の規定
に該当しない者であること。
ｂ 市の指名停止措置を受けていないこと。
ｃ 地方自治法の規定により、市又は他の地方公共団体から指定管理の取消
し又は期間を定めて業務の全部若しくは一部を停止されていないこと。
ただし、指定管理の取消しをされている場合、その取消しの日から起算
して２年を経過している場合を除く。
ｄ

会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は会社更生法（昭和 27 年法律
第 172 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていないこと。ただ
し、更生計画の認可決定を得、かつ、更生計画の認可決定を取消されてい
ない場合を除く。
ｅ 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
なされていないこと。ただし、再生計画の認可決定を得、かつ、再生計画
の認可決定を取消されていない場合を除く。
ｆ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）
ｇ
ｈ
ｉ
ｊ

第 32 条第１項各号に掲げる者でないこと。
直近１年間の国税又は地方税を滞納していないこと。
ＰＦＩ法第９条に示される欠格事由に該当しないこと。
委員会の委員が属する企業又はその企業と資本面又は人事面において関
係のある者が参加していないこと。
市が本事業について、ＰＦＩ等導入可能性調査業務及びアドバイザリー
業務を委託した以下の者と資本面又は人事面において関係のある者が参
加していないこと。
・株式会社長大
・パシフィックコンサルタンツ株式会社
・日比谷パーク法律事務所

（イ）入札参加者の参加資格要件（業務別）
設計、工事監理、建設、維持管理及び運営の各業務に当たる者は、上記（ア）
の要件の他にそれぞれ次の資格要件を満たすこと。
ａ 設計企業
設計企業は構成員又は協力企業とし、
（ａ）～（ｃ）の要件を満たすこと。
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本業務を複数の者で行う場合は、少なくとも１者は次の要件を全て満たし、
他の者は（ａ）（ｂ）の要件を満たすこと。
（ａ）建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条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。
（ｂ）平成 31・32 年度出雲市測量、建設コンサルタント業務等競争入札有資
格者名簿に登載されている者であること。ただし、当該名簿に登載され
ていない者において、新たに登載を希望する者は、以下のとおり申請す
ることができる。なお、今回の名簿登載については、本事業に限る特例
措置として行うものである。
①申請期間：令和２年 11 月６日（金）～令和２年 11 月 13 日（金）
②申請方法：市公式ホームページに掲載する「平成 31・32 年度建設工
事、測量・建設コンサルタント業務等入札参加審査申請【随時申請】に
ついて」を確認すること。
（ｃ）平成 12 年４月１日以降に完了したもので、延べ面積 4,500 ㎡以上かつ
主たる体育室の競技床面積 1,000 ㎡の屋内体育施設（体育館等のアリ
ーナ部分を有するもの）の実施設計の元請実績を有していること。
ｂ 工事監理企業
工事監理企業は構成員又は協力企業とし、
（ａ）～（ｃ）の要件を満たす
こと。本業務を複数の者で行う場合は、少なくとも１者は次の要件を全て満
たし、他の者は（ａ）（ｂ）の要件を満たすこと。
（ａ）建築士法第 23 条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。
（ｂ）平成 31・32 年度出雲市測量、建設コンサルタント業務等競争入札有資
格者名簿に登載されている者であること。ただし、当該名簿に登載され
ていない者において、新たに登載を希望する者は、以下のとおり申請す
ることができる。なお、今回の名簿登載については、本事業に限る特例
措置として行うものである。
①申請期間：令和２年 11 月６日（金）～令和２年 11 月 13 日（金）
②申請方法：市公式ホームページに掲載する「平成 31・32 年度建設工
事、測量・建設コンサルタント業務等入札参加審査申請【随時申請】に
ついて」を確認すること。
（ｃ）平成 12 年４月１日以降に完了したもので、延べ面積 4,500 ㎡以上かつ
主たる体育室の競技床面積 1,000 ㎡の屋内体育施設（体育館等のアリ
ーナ部分を有するもの）の工事監理の元請実績を有していること。
ｃ 建設企業
建設企業は、市内に本店（建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に規定す
る主たる営業所）を有する者を１者以上含むこと。また、建設企業は構成員
とし、
（ａ）～（ｅ）の要件を満たすこと。本業務を複数の者で行う場合は、
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少なくとも１者は次の要件を全て満たす構成員とし、他の者は少なくとも
（ａ）（ｂ）の要件を満たす構成員又は協力企業とすること。
（ａ）建設業法第３条第１項の規定による特定建設業の許可を受けていること。
（ｂ）平成 31・32 年度出雲市建設工事競争入札有資格者名簿に登載されてい
る者であること。ただし、当該名簿に登載されていない者において、新
たに登載を希望する者は、以下のとおり申請することができる。なお、
今回の名簿登載については、本事業に限る特例措置として行うもので
ある。
①申請期間：令和２年 11 月６日（金）～令和２年 11 月 13 日（金）
②申請方法：市公式ホームページに掲載する「平成 31・32 年度建設工
事、測量・建設コンサルタント業務等入札参加審査申請【随時申請】に
ついて」を確認すること。
（ｃ）建設業法第３条第１項の規定による建築一式工事につき特定建設業の
許可を受けており、かつ、建設業法第 27 条の 23 第１項に定める経営
事項審査において、直近かつ有効な建築一式の総合評定値が 900 点以
上であること。
（ｄ）平成 12 年４月１日以降に完了したもので、延べ面積 4,500 ㎡以上かつ
主たる体育室の競技床面積 1,000 ㎡の屋内体育施設（体育館等のアリ
ーナ部分を有するもの）の施工の元請実績を有していること。
（ｅ）本件工事に係る建設業法第 26 条第２項に規定する監理技術者（直接的
かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。なお、恒常的な雇用関係とは入
札を行った日において雇用期間が３ヶ月以上経過していることをい
う。）を専任で配置することができること。また、配置技術者の変更は
原則として認めない。
ｄ 維持管理企業
維持管理企業は構成員又は協力企業とし、（ａ）の要件を満たすこと。
本業務を複数の者で行う場合は、少なくとも１者は（ａ）の要件を満たすこ
と。
（ａ）平成 22 年４月１日以降に屋内体育施設（体育館等のアリーナ部分を有
するものに限らず、トレーニングジムやフィットネススタジオ等も含む）
に係る２年以上の維持管理実績を有すること。
ｅ 運営企業
運営企業は構成員とし、
（ａ）の要件を満たすこと。本業務を複数の者で
行う場合は、少なくとも１者は（ａ）の要件を満たす構成員とし、他の者は
協力企業とすることも可能とする。
（ａ）平成 22 年４月１日以降に屋内体育施設（体育館等のアリーナ部分を有
するものに限らず、トレーニングジムやフィットネススタジオ等も含む）
に係る２年以上の運営実績を有すること。
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ウ 参加資格の確認基準日
参加資格確認基準日は、資格審査受付日とする。
エ 参加資格の喪失
（ア）参加資格確認基準日の翌日から提案書類の提出日までの間、入札参加者の
構成員又は協力企業のいずれかが入札参加資格を欠くに至った場合、当該
入札参加者は入札に参加できない。ただし、代表企業以外の構成員又は協
力企業が入札参加資格を欠くに至った場合は、当該入札参加者は、入札参
加資格を欠いた構成員又は協力企業に代わって、入札参加資格を有する構
成員又は協力企業を補充し、入札参加資格等を確認の上、市が認めた場合
は、入札に参加できるものとする。
（イ）提案書類の提出日の翌日から落札者決定日までの間、入札参加者の構成員
又は協力企業が入札参加資格要件を欠くに至った場合、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
構成員又は協力企業が入札参加資格を欠くに至った場合で、当該入札参加
者が、入札参加資格を欠いた構成員又は協力企業に代わって、入札参加資
格を有する構成員又は協力企業を補充し、市が入札参加資格の確認及び設
立予定のＳＰＣの事業能力を勘案し、契約締結後の事業運営に支障をきた
さないと判断した場合は、当該入札参加者の入札参加資格を引き続き有効
なものとして取り扱うことができるものとする。なお、この場合の補充す
る構成員又は協力企業の入札参加資格確認基準日は、当初の構成員又は協
力企業が入札参加資格を欠いた日とする。
（ウ）落札者決定日の翌日から基本協定締結日までの間、落札者の構成員又は協
力企業が入札参加資格要件を欠くに至った場合、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
用負担を負わないものとする。ただし、代表企業以外の構成員又は協力企
業が入札参加資格を欠くに至った場合で、当該落札者が、参加資格を欠い
た構成員又は協力企業に代わって、入札参加資格を有する構成員又は協力
企業を補充し、市が入札参加資格の確認及び設立予定のＳＰＣの事業能力
を勘案し、契約締結後の事業運営に支障をきたさないと判断した場合は、
当該落札者と事業契約を締結する。なお、この場合の補充する構成員又は
協力企業の入札参加資格確認基準日は、当初の構成員又は協力企業が入札
参加資格を欠いた日とする。
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４

入札の手続等

（１）事業者の募集及び選定方法
本事業における事業者の募集及び選定については、地方自治法施行令第 167
条の 10 の２に基づく総合評価一般競争入札により行うものとする。
（２）事業者の募集及び選定の手順及びスケジュール
募集及び選定に当たっては、次の手順及びスケジュールで行うことを予定し
ている。ただし、新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、スケジュールを
変更する可能性がある。
入札公告（入札説明書等の公表）

令和２年 10 月 30 日（金）

入札説明書等に関する説明会

令和２年 11 月５日（木）

書面式による入札説明書等に関する質問受付

令和２年 11 月 11 日（水）～13 日（金）

書面式による入札説明書等に関する質問回答

令和２年 12 月８日（火）まで

参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付

令和２年 12 月 14 日（月）

参加資格審査結果の通知

令和２年 12 月 21 日（月）

対面式による入札説明書等に関する質問受付
対面式による入札説明書等に関する質問回答
（対面回答）
対面式による入札説明書等に関する質問回答
（ノウハウ保護を要さない質問への回答公表）
入札及び提案書類の受付

令和２年１2 月 21 日（月）～23 日（水）

落札者の決定及び公表

令和３年３月下旬

基本協定の締結

令和３年４月上旬

特定事業仮契約の締結

令和３年５月中旬

事業契約に係る議会の議決（本契約の締結）

令和３年６月中旬

令和３年１月中旬
令和３年１月 22 日（金）まで
令和３年２月 15 日（月）

（３）入札手続
ア 入札公告（入札説明書等の公表）
令和２年 10 月 30 日（金）に入札公告し、入札説明書等を交付する。また、
市公式ホームページにおいて、同日から入札説明書等を公表する。
イ 入札説明書等に関する説明会
入札説明書等に対する説明会を次のとおり開催する。なお、説明会において、
入札説明書等の配布は行わないので、参加者各自で用意すること。
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日時

令和２年 11 月５日（木）13 時 30 分～15 時 00 分

場所

鳶巣コミュニティセンター 鳶巣アリーナ
（出雲市東林木町 890-4 番地）

受付期限

令和２年 11 月２日（月）15 時 00 分まで

受付方法

電子メールによる送信にて受付ける。
電子メールの件名には、「入札説明書等に関する説明会」
と記載し、記入済みの下記様式のファイル（Microsoft
Word 形式）を添付の上、市に送信して提出すること。

様式

様式 1-1

出雲市市民文化部 文化スポーツ課 スポーツ特別事業室
sports-tokubetsu@city.izumo.shimane.jp
なお、電子メール送信後、土曜・日曜・祝日を除く 24 時間以内に当該電子メ
ール到着の確認に関する返信がない場合は、速やかに送付先に連絡すること。
送付先

ウ 書面式による入札説明書等に関する質問受付及び回答
入札説明書等に関する質問の受付及び回答を次の手順により行う。
（ア）質問の方法
受付期限

令和２年 11 月 11 日（水）～13 日（金）17 時 00 分

受付方法

電子メールによる送信にて受付ける。
電子メールの件名には、「入札説明書等に関する質問」と
記載し、記入済みの下記様式のファイル（Microsoft Word
形式）を添付の上、市に送信して提出すること。

様式

様式 1-2

出雲市市民文化部 文化スポーツ課 スポーツ特別事業室
sports-tokubetsu@city.izumo.shimane.jp
なお、電子メール送信後、土曜・日曜・祝日を除く 24 時間以内に当該電子メ
ール到着の確認に関する返信がない場合は、速やかに送付先に連絡すること。
また、上記に示す受付期間に未着の場合は、質問がなかったものとみなす。
送付先

（イ）質問への回答公表
回答公表日

令和２年 12 月８日（火）まで

公表方法

市公式ホームページにて公表
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エ 参加表明書及び参加資格審査申請書類の受付
入札参加者は、下記に示す書類を市へ提出すること。
令和２年 12 月 14 日（月）
受付日時
９時 00 分～12 時 00 分、13 時 00 分～17 時 00 分
出雲市市民文化部 文化スポーツ課 スポーツ特別事業室
場所
（出雲市今市町 70 番地）
受付方法
様式
提出先

持参
様式 2-1～2-11
（正 1 部、写し１部）
出雲市市民文化部 文化スポーツ課 スポーツ特別事業室
sports-tokubetsu@city.izumo.shimane.jp

オ 参加資格審査結果の通知
参加資格審査の結果については、令和２年 12 月 21 日（月）までに入札参加者
の代表企業に対し、書面にて通知する。この際、入札参加者番号等を併せて通知
するため、入札書類の作成に用いること。
カ 参加資格がないと認められた者に対する理由の説明
参加資格審査結果の通知により、参加資格がないと認められた入札参加者の代
表企業は、次の手順により市へ説明を求めることができる。
（ア）説明の受付
令和２年 12 月 22 日（火）から令和２年 12 月 28 日（月）
受付日時
までの９時 00～12 時 00 分、13 時 00 分～17 時 00 分
出雲市市民文化部 文化スポーツ課 スポーツ特別事業室
場所
（出雲市今市町 70 番地）
受付方法

持参

様式

書面（様式自由。ただし、入札参加者の代表企業印を要
する。）

（イ）説明要求に対する回答
回答日

令和３年１月 12 日（火）まで

回答方法

入札参加者の代表企業へ送付

キ 対面式による入札説明書等に関する質問受付及び回答
参加資格があると認められた入札参加者に対し、特に入札参加者のノウハウを
保護することを目的として、対面式による入札説明書等に関する質問の受付及び
回答を次の手順により行う。質問回答の結果は原則として公表しないが、ノウハ
ウ保護を要さない質問については書面にて公表する。
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（ア）質問の方法
受付期限

令和２年 12 月 21 日（月）～23 日（水）17 時 00 分

受付方法

電子メールによる送信にて受付ける。
電子メールの件名には、「入札説明書等に関する質問」と
記載し、記入済みの下記様式のファイル（Microsoft Word
形式）を添付の上、市に送信して提出すること。

様式

様式 1-2

出雲市市民文化部 文化スポーツ課 スポーツ特別事業室
sports-tokubetsu@city.izumo.shimane.jp
なお、電子メール送信後、土曜・日曜・祝日を除く 24 時間以内に当該電子メ
ール到着の確認に関する返信がない場合は、速やかに送付先に連絡すること。
また、上記に示す受付期間に未着の場合は、質問がなかったものとみなす。
送付先

（イ）質問への回答公表
対面による
令和３年１月中旬
回答実施日
参加人数

10 名までとする

その他詳細

具体的な内容について、令和２年 12 月 25 日（金）までに
入札参加者の代表企業に通知する

ノウハウ保護を
要さない質問へ 令和３年１月 22 日（金）まで
の回答公表日
上記の公表方法

市公式ホームページにて公表

ク 入札の辞退
参加資格の確認を認められた入札参加者が、入札を辞退する場合は、次の手
順により辞退することができる。なお、入札を辞退した場合に、今後、市の行
う業務において不利益な取扱いをされることはない。
受付日時
場所

入札及び提案書類の受付期限（令和３年２月 15 日（月）
17 時 00 分）までの 9 時 00 分～12 時 00 分、13 時 00 分～
17 時 00 分
出雲市市民文化部 文化スポーツ課 スポーツ特別事業室
（出雲市今市町 70 番地）

受付方法

持参

様式

様式 2-12
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ケ 入札及び提案書類の受付
参加資格の確認を認められた入札参加者は、下記に示す入札及び提案書類を
様式集の記載要領に従い作成し、市へ提出すること。なお、提案書及び設計図
書については、正本、副本ともに構成員及び協力企業の名称が類推できるよう
な記載を行わないこと。
受付日時
場所

令和３年２月 15 日（月）
9 時 00 分～12 時 00 分、13 時 00 分～17 時 00 分
出雲市市民文化部 文化スポーツ課 スポーツ特別事業室
（出雲市今市町 70 番地）

受付方法

持参

様式

様式 3-1～5-2（１部）
様式 6-1～13-4（正１部、副 20 部）

コ ヒアリングの実施
提案内容の確認のために、入札参加者にプレゼンテーションを求めるとともに、
提案内容に対するヒアリングを令和３年３月に実施する。詳細については、追っ
て通知する。なお、ヒアリングに出席しない場合又はヒアリングに対する回答が
ない場合は、失格とする。
サ 開札
開札は、入札参加者の代表企業の代表者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札参加者の代表企業の代表者又はその代理人が立ち会わない場合は、
入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。
開札日時

詳細は追って通知する

場所

出雲市役所 庁議室
（出雲市今市町 70 番地）

（４）入札参加に関する事項
ア 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。
イ 応募に伴う費用負担
応募に伴う費用は、全て入札参加者の負担とする。
ウ 入札保証金
入札保証金は、免除する。
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エ 予定価格
入札参加者は、下記に示す予定価格の範囲内で提案すること。
５，７７３，２９２，０００円（消費税及び地方消費税を含まない。）
オ 使用言語、単位及び時刻
本事業の応募に関し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。
カ 入札書類の取扱い
（ア）著作権
提案書の著作権は、入札参加者に帰属する。ただし、以下の場合、市は事前
に事業者と協議の上、提案書の全部又は一部を使用できるものとする。
ａ 事業者選定過程等の説明を目的とする場合
ｂ 出雲市情報公開条例（平成 17 年条例第４号）に基づく請求に基づき、同
条例第６条に掲げる非公開情報を除いて、公表する場合
ｃ その他、市が本事業において公表等を必要と認める場合（落札者の提案
書に限る）
（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、商標権その他日本国の法
令に基づいて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、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則とし
て入札参加者が負うものとする。
キ 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、又は内容を提示することを禁じる。
ク 入札の無効
次のいずれかに該当する場合は無効とする。
（ア）入札参加資格のない者が入札した入札。
（イ）入札金額を訂正した入札。
（ウ）入札に際し不正の行為があったとき。
（エ）入札書記載の金額その他必要な事項が不明なとき。
（オ）記名押印のない入札。
（カ）その他入札に関する条件に違反したとき。
ケ 入札延期、中止又は取消
入札の執行は、市の都合で延期又は中止もしくは取消しすることができる。
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この場合において、入札参加者が損失を受けても市は補償の責を負わない。
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５

事業者の選定

（１）審査に関する基本的な考え方
ア 提案内容の審査
提案内容の審査は、学識経験者及び市職員等から構成される出雲市新体育館整
備運営事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において行う。選定委
員会は、次の５名で構成される。なお、本事業の落札者決定までの間に、事業者
選定に関して、入札参加者やそれと同一と判断される団体等が、当該委員に対し
て、自己を有利に又は他の入札参加者を不利にするように働きかけを行った場合
は失格とする。
委員長
：吉長 成恭
職務代理 ：藤河 正英
委員
：安喰 愛
関 耕平
細田 智久

（一社）ちゅうごく PPP・PFI 推進機構理事長
出雲市副市長
（公財）島根県体育協会
島根大学法文学部法経学科教授
島根大学総合理工学部建築デザイン学科教授

イ 審査手順に関する事項
（ア）参加資格審査
市は、参加表明時に提出する参加資格審査申請書類について、入札参加資
格要件の具備を確認し、参加資格審査結果を入札参加者に通知する。
（イ）入札書類審査
あらかじめ設定した「落札者決定基準」にしたがい、選定委員会において総
合評価により入札書類の審査を行い、最優秀提案を選定し、市に提言する。
（ウ）審査事項
審査事項は、入札公告時に公表する「落札者決定基準」に示すとおりとす
る。
（エ）審査結果
市は選定委員会の提言を受けて事業者を決定し、審査結果を公表する。
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６

提案に関する条件

（１）計画地に関する事項
ア 立地条件（本事業の事業用地）
所在地

出雲市西林木町地内

敷地面積

約31,700㎡

用途地域

指定なし

防火指定

指定なし

その他規制等 景観形成地域
西側（市道鳶巣川跡線）：幅員約6.5ｍ
前面道路
南側（市道鳶巣１号線）：幅員5.5ｍ
北側（鳶巣農道）：幅員3.7ｍ
建ぺい率
70パーセント
容積率

200パーセント

イ 設計・建設業務に関する提案の条件
要求水準書に従い、入札書類を作成すること。
ウ 維持管理・運営業務に関する提案の条件
要求水準書に従い、入札書類を作成すること。
エ 事業計画に関する提案の条件
（ア）市の支払額（サービス対価）の構成
本事業において市が事業者に支払うサービス対価の構成は、次のとおりであ
る。
費用項目
各項目の内容

設計・建設
サ 業務の対
ー 価
ビ
ス
対
価
維持管理・
運営業務
の対価

設計・建設業務の対価のうちの一括支払金分で
一括支払金 あり、交付金及び地方債活用分並びに消費税及
び地方消費税の相当分。

割賦料

委託料

施設整備費（消費税及び地方消費税を含む）か
ら、一括支払金を除いた金額を割賦元本として、
提案による割賦金利に基づき維持管理・運営期
間を通じて四半期毎に割賦払いする。消費税及
び地方消費税は加算しない。
維持管理・運営業務の対価として、維持管理・運
営期間を通じて四半期毎に一定額を支払う。支
払期に適用される税率に基づき、消費税及び地
方消費税を加算して支払う。
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（イ）提案時におけるサービス対価の算定方法
ａ 一括支払金
算定条件を以下のとおりとして提案を行うものとする。
なお、実際の支払時期において、交付金や地方債による調達金額が事業者
の提案額と異なることとなる場合は、当該調達金額に、消費税及び地方消費
税の相当分を加えた金額を支払う。差額については、割賦元本に反映する。
○一括支払金
【算定条件】一括支払金＝Ｉ＋Ⅱ＋Ⅲ

Ⅰ.交付金

学校施設環境改善
交付金（税込）

Ⅱ.地方債

公共施設等適正監理 一括支払金の支払対象となる費用の内、
推進事業債（税込） 交付金額を除いた額の 90％

Ⅲ.消費税及び
地方消費税
の相当分

割賦元本に係る消費税及び地方消費税の相当分

243,000 千円
※令和２年度基準により算定

一括支払金の支払対象となる費用
①事業者が提案する設計業務に係る費用
②事業者が提案する建設業務に係る費用（備品等調達設置費用を除く）
③事業者が提案する工事監理業務に係る費用

ｂ 割賦料
割賦料は、事業者が提案する施設整備費及び割賦金利に基づき、維持管理・
運営期間を返済期間とする元利均等償還方式により算定される割賦元金と割
賦利息の合計を各支払回において支払う。
算定条件を次のとおりとして提案を行うものとする。
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項目
施設整備費
割賦元本
割賦金利

基準金利

支払回数

支払金額

内容
事業者が提案する設計・建設業務の対価であり、割賦利息を含
まない。
施設整備費（消費税及び地方消費税を含む）から一括支払金を
除いた金額
基準金利＋スプレッド（事業者の提案による利鞘）
0.346％
ただし、令和２年７月 31 日午前 10 時現在の基準金利（６ヶ月
LIBOR ベース 15 年物（円／円）金利スワップレート(TSR）に
基づく金利
令和６年度第１四半期（４月～６月）を第１回とし、以降四半
期毎に計 60 回にわたって支払う。
※令和５年度からの早期供用開始提案においては、計 61 回以
上となる。
上記割賦元本及び割賦金利から、元利均等償還方式により算定
される割賦元金と割賦利息の合計を各支払回に支払う。ただ
し、初回の四半期は、事業者が提案する施設所有権移転日以降
の日数を割賦料算定期間とする。

ｃ

委託料
維持管理・運営業務に係る対価は、事業者の提案に基づき、令和６年度第１
四半期（４月～６月）を第１回とし、以降四半期毎に計 60 回（令和５年度か
らの早期供用開始提案においては、支払回数は計 61 回以上となる。）にわた
って支払う。各支払回において一定金額とするが、初回の四半期は、事業者が
提案する供用開始日以降の日数分を按分計算により算定して支払う。
（ウ）サービス対価の改定
市は、別紙２に基づきサービス対価を改定する。
（エ）提案事業及び附帯事業による収入
ａ 自動販売機収入
要求水準書に基づき本施設に設置する自動販売機からの収益（当該売上か
ら経費を控除）については、体育館利用者から徴収する使用料と同様に市に
納付すること。自動販売機の設置に当たっては、行政財産の目的外使用許可
を受ける必要があるが、出雲市行政財産使用料条例に規定する使用料は全額
免除とする。なお、附帯事業において、本施設外に設置する自動販売機はこの
限りではない。
ｂ その他の収入
本施設内にて実施する提案事業及び本施設外で実施する附帯事業に係る収
入は事業者の収入とする。提案事業において、本施設の一部を占有使用する
場合、その占有面積に基づく行政財産使用料を市に支払うこと。アリーナエ
22

リア、多目的室又は会議室を使用する場合は、その内容に応じて、市は条例に
基づく専用利用料又は個人利用料を課す。また、附帯事業においては、その使
用面積に基づく行政財産使用料を市に支払うこと。
（オ）保険
本施設の建設に伴い第三者等に損害を及ぼした場合に備え、建設企業は建設
工事保険、第三者賠償保険等に加入することとする。
同様に、本施設の運営に伴い第三者等に損害を及ぼした場合に備え、ＳＰＣ
は、第三者賠償保険等に加入することとする。また、火災保険についても加入
することとする。
オ 附帯事業に関する提案の条件
（ア）事業用定期借地権の設定
附帯事業については、ＳＰＣ自らが実施する場合のほか、事業者の提案に基
づき、市と協議の上、附帯事業実施企業に対して事業用定期借地権を設定して
実施することを認める。
カ リスク管理の方針
（ア）基本的な考え方
本事業における責任分担の基本的な考え方は、市と事業者が適正にリスクを
分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、
本施設の統括管理業務、設計業務、建設業務、工事監理業務、開業準備業務、
維持管理業務及び運営業務の責任は、原則として事業者が負うものとする。た
だし、市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、市が責任を負
うこととする。附帯事業に係る責任及び費用負担は、事業者が負うものとする。
（イ）予想されるリスクと責任分担
予想されるリスク及び市と事業者の責任分担は、事業契約に定めるものとす
る。
（ウ）事業の実施状況のモニタリング
市は、事業者が実施する設計・建設業務及び維持管理・運営業務について、
モニタリングを行う。モニタリングの方法、内容等については、別紙３「モニ
タリングの手順及びサービス対価の減額方法」に示す。
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７

落札者決定後の手続

（１）基本協定の締結
落札者は、落札者決定後速やかに、基本協定書（案）に基づき基本協定を市
と締結しなければならない。
事業者は基本協定に従い、事業仮契約締結までに本事業を実施するＳＰＣを
設立すること。市はＳＰＣと事業契約を締結する。
（２）特別目的会社（ＳＰＣ）の設立
落札者は、本事業を実施するため、基本協定締結後速やかに、会社法に定め
る株式会社としてＳＰＣを市内（本施設も含む）に設立し、ＳＰＣにかかる商
業登記簿謄本を市に提出すること。
また、資本金額は 30 百万円以上を維持管理・運営期間を通じて維持すること
とし、入札参加者の構成員によるＳＰＣへの出資比率が 50 パーセントを超える
とともに、代表企業のＳＰＣへの出資比率は出資者中最大とすること。
全ての出資者は、事業契約が終了するまでＳＰＣの株式を保有するものとし、
市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一
切の処分を行ってはならない。
（３）契約保証金
事業者は、市に対し、施設整備費（設計・建設業務の対価であって、割賦利
息を含まない。消費税及び地方消費税を含む。）の 100 分の 10 以上に相当する
額の契約保証金を納付するものとする。当該契約保証金は、施設の引渡し及び
所有権移転後、請求に基づき還付する。
また、市は、次に掲げる場合等においては、契約保証金の全部又は一部を免
除することができる。
ア 事業者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結
したとき。
イ 市が、事業者から委託を受けた保険会社と工事履行保証保険契約を締結
したとき。
（４）事業契約の締結等
ア 事業契約の締結
市は、事業契約に関する議案を令和３年６月市議会定例会に提出することを
想定している。また、指定管理者の指定に関する議案を令和５年 12 月市議会定
例会に提出することを想定している。
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イ 契約内容
事業契約書において、事業契約を締結する落札者が遂行すべき業務内容、当
該業務に係る対価の算出方法、支払方法、損害賠償等を定める。
ウ 事業契約書の作成
市と落札者は、事業契約書（案）に基づき、事業契約書を作成するものとす
る。事業契約書の作成においては、市と落札者との間で協議を行うものとする。
エ 契約書の作成費用
事業契約書の検討に係る事業者側の弁護士費用、印紙代その他契約書の作成
に要する費用は、事業者の負担とする。
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８

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に関する事項

（１）法制上及び税制上の措置
事業者が本事業を実施するに当たり、法令の改正等により法制上又は税制上
の措置が適用されることとなる場合は、それによることとする。
（２）財政上及び金融上の支援
事業者が本事業を実施するに当たり、財政上及び金融上の支援を受けること
ができる可能性がある場合は、市はこれらの支援を事業者が受けることができ
るよう努めるものとする。
（３）株式会社民間資金等活用事業推進機構の出融資の取扱いについて
本事業は、株式会社民間資金等活用事業推進機構の出融資の対象事業であり、
入札参加者は自らの責任において当該出融資を利用することを前提として提案
（応募）することができる。
なお、本規定は株式会社民間資金等活用事業推進機構の出融資を確約するも
のではなく、同機構の出融資の詳細、条件等については、入札参加者が直接同
社に問い合わせを行うこと。
（連絡先）株式会社民間資金等活用事業推進機構
電話：03-6256-0071（代）
（４）その他の支援に関する事項
市は、事業者が事業実施に必要な許認可等を取得する場合、可能な範囲で必
要な協力を行うものとする。
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９

その他

（１）情報公開及び情報提供
本事業に関する情報は、適宜、市公式ホームページにおいて公表する。
（２）問い合わせ先
出雲市市民文化部 文化スポーツ課 スポーツ特別事業室
〒693-8530 出雲市今市町 70 番地
電話：0853-21-6808
ＦＡＸ：0853-21-6517
E-mail：sports-tokubetsu@city.izumo.shimane.jp
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別紙１ 市内３体育館の利用実績
市内３体育館における平成 29 年度の利用実績は、以下のとおり。
■利用人数
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計

出雲体育館
スポーツ利用
スポーツ利用以外
180人
330人
185人
6,300人
200人
0人
1,135人
0人
70人
0人
790人
0人
1,440人
330人
390人
0人
280人
0人
980人
0人
350人
0人
575人
200人
6,575人
7,160人

平田体育館
スポーツ利用
スポーツ利用以外
1,300人
0人
400人
0人
540人
0人
1,287人
0人
80人
0人
498人
0人
1,530人
0人
360人
0人
850人
0人
1,150人
0人
810人
0人
780人
0人
9,585人
0人

斐川第２体育館
スポーツ利用
スポーツ利用以外
200人
0人
810人
0人
140人
0人
650人
0人
700人
0人
684人
0人
660人
0人
1,182人
0人
790人
0人
300人
0人
150人
0人
80人
0人
6,346人
0人

■施設稼働率（平日・休日）
施設名称
平日
土日祝日

出雲体育館 平田体育館 斐川第2体育館
38%
26%
36%
56%
58%
60%

■施設稼働率（平日・休日

時間帯別） 午前：9～12 時、午後：13～17 時、夜間：18～21 時

出雲体育館
平日
土日祝日

午前
20%
67%

午後
34%
60%

■施設稼働率（平日・休日
出雲体育館
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

夜間
69%
54%

午前
25%
71%

午後
20%
66%

51%

斐川第2体育館
夜間
39%
54%

午前
41%
65%

月別）
平田体育館

平日
土日祝日
33%
49%
42%
89%
37%
46%
31%
61%
34%
32%
42%
48%
45%
62%
37%
42%
45%
52%
42%
63%
35%
65%
37%

平田体育館

斐川第2体育館

平日
土日祝日
25%
54%
23%
40%
25%
76%
32%
70%
18%
25%
28%
53%
32%
68%
26%
60%
25%
67%
24%
60%
28%
69%
27%

50%
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平日
土日祝日
33%
47%
31%
58%
28%
47%
39%
68%
41%
54%
41%
61%
36%
45%
39%
77%
38%
68%
38%
70%
30%
51%
39%

68%

午後
9%
60%

夜間
66%
56%

別紙２ サービス対価の改定方法
（１）改定の基本的な考え方
設計・建設業務に係るサービス対価については、物価変動及び金利変動を踏ま
えて、一定の改定を行う。
維持管理・運営業務に係るサービス対価について、物価変動を踏まえて一定の
改定を行う。
（２）物価変動に伴う改定
ア 設計・建設業務に係る対価の改定（一括支払金及び割賦料）
以下のとおり物価変動に基づいて改定させるものとする。
（ア）市及び事業者は、設計・建設期間内で事業契約締結の日から設計業務の完
了日（設計業務完了届を市に提出し市の完了確認を得た日）を経過した後
に、国内における賃金水準や物価水準の変動により設計・建設業務に係る
対価が不適当となったと認めたときは、相手方に対して改定を請求するこ
とができ、市又は事業者は、相手方から請求があったときは、請求に応じ
なければならない。ただし、残工期（引渡しの日までの期間をいう。以下
同じ。）が２ヶ月未満である場合は、請求することができないものとする。
（イ）改定方法は、変動前残工事費等(本契約に定められた一括支払額及び割賦料
の合計額から割賦利息及び下記（ウ）a の基準日における出来形(工事の着
手や資材の発注等が行われた既済部分をいう。以下同じ。)の額を控除した
額をいう。以下同じ。)と変動後残工事費等との差額のうち変動前残工事費
等の 1,000 分の 15 を超える額(以下、｢改定増減額(以下（ウ）c により算
出した変動前残工事費等に相応する額をいう。以下同じ。)｣という。)につ
いて、割賦料の割賦元本に加除し、これに基づき割賦利息を再算定した割
賦料の改定額を定めるものとする。なお、一括支払金については、消費税
及び地方消費税の相当分のみ改定する。
（ウ）改定手続きは、次に示すとおりとする。
ａ 上記（ア）の規定に基づく請求のあった日を基準日とする。
ｂ 市は、基準日から 14 日以内に出来形を確認し、変動前残工事費等を定め、
事業者に通知する。事業者は、市が行う出来形の確認に際し、必要な協力を
するものとする。
ｃ

改定増減額については、入札日と基準日との間の物価指数に基づき、以
下の計算式により算定する。
Ａ ＝ α × Ｂ － Ｂ × 15/1,000（α＞0 のとき）
＝ α × Ｂ ＋ Ｂ × 15/1,000（α＜0 のとき）
Ａ ：改定増減額（割賦料の増減額）
Ｂ ：変動前残工事費
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α ：改定率
=

基準日の指数
入札日の指数

−1

※αは小数点以下第４位を切り捨てるものとし、αの絶対値が 15/1,000
に満たない場合は、改定を行わない。
ｄ

改定率の算定に用いる指標は、建設物価（一般財団法人建設物価調査会）
：
建設費指数(体育館 Gymnasium ＲＣ－工事原価) とし、入札日及び基準日
の属する月の確報値とする。上記ｃの算定は、基準日に属する月の指数の
確報値が公表された時点で行うものとする。
ｅ 上記（ア）に規定する「国内における賃金水準や物価水準の変動によりサ
ービス対価Ａ及びＢが不適当となったと認めたとき」とは、上記ｄに示す
入札日の指数と当該時点に属する月の指数（この場合の指数は、直近の速
報値とすることを可とする）との比（上記ｃのαに相当する率）の絶対値が
1,000 分の 15 を超えるときをいう。
ｆ 設計・建設期間中に、指数の基準年が改定された場合は、改定後の基準年
に基づく指数により計算を行うものとする。
（エ）上記 a の規定による請求は、本規定によりサービス対価の変更を行った後、
再度行うことができる。この場合、上記（ア）～（ウ）において｢事業契約
締結の日｣及び「入札日」とあるのは、｢直前の本条項の規定に基づくサー
ビス対価変更の基準日｣、「設計業務の完了日（設計業務完了届を市に提出
し市の完了確認を得た日）」とあるのは「12 ヶ月」と、それぞれ読み替える
ものとする。
イ 維持管理・運営業務に係る対価の改定（委託料）
委託料について、以下のとおり物価変動に基づいて改定させるものとする。
改定は毎年度１回とし、翌年度の第１四半期分から反映させる。
初回の改定の計算は、令和６年度に行い、初回の支払（令和６年第１四半期
終了後）から適用する。
（ア）改定の計算式
Ｘ’ × α ＝ Ｙ’
Ｙ’：改定後の委託料（税抜き）
Ｘ’：改定前の委託料（税抜き）
α：改定率
改定率α

＝

改定計算時の前年度の物価指数の年度平均値
前回改定計算時の前年度の物価指数の年度平均値
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※
※
※

当該改定率は少数点以下第４位未満を切り捨てるものとし、αの
絶対値が 15/1,000 に満たない場合は、改定を行わない。
計算の結果、円単位未満が生じた場合には、円単位未満を四捨五
入する。
初回の改定における「前回改定時の前年度」を令和２年度とする。

（イ）物価指数
物価指数は、
「消費税の影響を除く企業向けサービス価格指数（日本銀行）」
の「緒サービス」を用いることを原則とするが、他の指標を用いる場合は事業
者の提案に基づく協議を経て事業契約書に定める。
（３）金利変動に伴う改定
割賦料については、以下のとおり、提案時からの基準金利の変動に基づいて
改定させるものとする。
項目
基準金利

金利確定日

内容
提案時の 0.346％から、金利確定日における午前 10 時現在の
基準金利（６ヶ月 LIBOR ベース 15 年物（円／円）金利スワッ
プレート(TSR）)への変動を反映させて割賦料を改定する。
施設引渡予定日の２銀行営業日前
（銀行営業日でない場合はその前営業日）

※

将来 LIBOR が廃止された場合には、協議のうえ、国等の事例を参照しなが

※

ら代替金利を定める。
基準金利がマイナスとなった場合、ゼロとして改定する。
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別紙３ モニタリングの手順及びサービス対価の減額方法
１

モニタリングの目的
モニタリングについては、ＳＰＣにおける自己監査（セルフモニタリング）及び
自律的改善が十分に機能するように措置すべきことを前提として、次のとおり行う。
また、モニタリングは、サービス対価の減額を目的とするものではなく、市とＳ
ＰＣとの対話を通じて、本施設の状態を良好に保ち、市の拠点体育館として適正な
運営が実現できることを目的に実施するものである。
市及びＳＰＣは、上記目的を達成するため、相互に協力してモニタリングを実施
するものである。その結果、ＳＰＣの業務内容が事業契約書、要求水準書及び提案
書等に示される運営に関する内容を満足していないと市が判断した場合、次のフロ
ーに示す手続により、是正勧告、サービス対価の減額等の措置をとるものとする。

●モニタリングの実施（定期モニタリング／随時モニタリング）
●業務報告書による報告

要求水準書に示された要求水準を
満足していない場合

満足している場合
ペナルティなし

レベルの認定及び是正勧告
是正期間内の改善が確認できない

改善された場合
ペナルティなし

レベルに応じたペナルティポイントの付与

四半期内の累積ペナルティポイントが
10 以上

５ 以上 10 未満

５ 未満
減額等なし

支払停止

20%の減額
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２

サービス対価の減額等の方法

（１）減額等の対象
減額等の対象となる支払は、各四半期において市が支払う委託料とする。
（２）減額等の措置を講じる事態
ＳＰＣの責任により、事業契約書、要求水準書及び提案書等に示される運営
に関する内容を履行していないことにより、次に示す状態に陥った場合又は陥
ることが想定される場合に減額等の措置を講じる。

レベル１

是正しなければ、運営に軽微な影響を及ぼすことが想定される事態

レベル２

是正しなければ、運営に重大な影響を及ぼすことが想定される事態
（是正しなければ、運営を停止する可能性がある事態）

（３）減額等の決定過程
ア レベル１又はレベル２の状態に陥っていることが、業務報告書又はモニ
タリング結果から明らかになった場合、市は、その程度、緊急度等を勘案
し、ＳＰＣに相当な是正期間を提示する。
イ ＳＰＣは、市の提示する是正期間内にレベル１又はレベル２の状態を改
善することにより、ペナルティポイントの付与を免れるが、市の提示す
る是正期間を経過しても改善されない場合、１日につき、レベル１は１
ウ

ポイント、レベル２は２ポイントのペナルティポイントを付与する。
市及びＳＰＣは、ペナルティポイントのカウントに際し、必要に応じて
協議することができる。

（４）サービス対価の減額の金額算定方法
ア ある四半期の累積ペナルティポイントが次に規定する基準に達した場合
は、当該四半期における業務遂行を支払の対象とする支払期日における
サービス対価について、次に規定される減額等の措置が実施されるもの
とする。

イ

累積ペナルティポイント

減額等の措置内容

５未満

減額等の措置なし

５以上 10 未満

20%の減額

10 以上

支払停止

上記アに従い実施される累積ペナルティポイントの加算は、四半期毎に
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なされるものとし、複数の四半期にわたって改善されない同一の改善点
についても、新しい四半期においては、再び０から加算されるものとす
る。
（５）契約の解除
累積ペナルティポイントが 10 以上の場合、支払停止とする。また、翌期のサ
ービス対価の支払期間における累積ペナルティポイントが５以上であれば、契
約を解除することができる。
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