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令和３年５月２１日
広島市

質問は、原文のまま掲載していますが、明らかな誤字、脱字及び表記の誤りと判断された箇所について
は、一部修正しています。

旧広島市民球場跡地等整備事業　公募設置等指針等に関して、令和3年4月22日までに寄せられた質問への
回答を公表します。質問をご提出いただき、誠にありがとうございました。

旧広島市民球場跡地整備等事業

公募設置等指針等に関する質問への回答



■ 公募設置等指針に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

1 6 1 (2)
公募対象公園施設を分棟で計画し、各棟の店舗面積が1,000 ㎡以下の
場合、大店立地法の規制はかからないという理解で宜しいでしょう
か。

大規模小売店舗立地法の対象となる「一の建物」の定義は、大規模小売店舗
立地法施行令第一条の定めに従うことになりますが、公募対象公園施設を複
数棟に分けて整備する際の同法の適用の有無については、個別の判断となる
ため、提案プランについて、担当課（広島市経済観光局産業振興部商業振興
課）へ事前にご相談ください。

2 6 1 (2)
建設期間中の仮囲いに景観改善の装飾を施した場合は屋外広告物規制
に該当しますでしょうか。

建設期間中の仮囲いに装飾するものが、屋外広告物法第２条第１項で定義す
る「屋外広告物」に該当する場合、広島市屋外広告物条例及び景観法に基づ
く事前協議に関する取扱い要綱の対象となります。
なお、営利を目的としない広告に係る広告物で、良好な景観形成のため表
示・設置するもの（例：樹木等のイラストを描いた仮囲い）であれば、許可
の適用除外として扱う可能性もありますが、要綱に基づく事前協議及び条例
に基づく届出は必要です。
適用除外の可否等については、装飾内容による個別判断となるため、提案内
容に影響する場合は、担当課（広島市都市整備局都市計画課都市デザイン
係）へ事前に御相談ください。

3 10 1 (6) イ
指定管理業務の開始時期について、令和5年3月（目標）と記載があり
ますが、「（目標）」と記載されているのは、4月以降に遅れる可能
性があるのでしょうか。

公募設置等指針P21「キ 特定公園施設の管理・運営の開始（供用開始）時
期」に示すとおり、特定公園施設については、遅くとも令和5年3月31日まで
に供用開始し、指定管理業務を開始する計画としてください。本市は、指定
管理業務の開始を4月以降に遅らせることは想定していませんが、公募設置等
指針P47「 （2）公募設置等計画の変更」に示すとおり、やむを得ない理由に
より提案内容を変更する必要が生じた場合は、本市の承諾を得た上で、提案
の趣旨を逸脱しない範囲で変更できるものとします。

4 12 2 (1)
公募対象公園施設について、固定資産税、都市計画税、登録免許税等
は課税されるのか。また、課税される場合に税制優遇等があればご教
示頂きたい。

家屋（店舗、倉庫などの建物）に対しては固定資産税及び都市計画税が、ま
た、償却資産（構築物、器具及び備品などの土地・家屋以外の事業の用に供
することができる資産）に対しては固定資産税が課税されます。なお、これ
らについて公募対象公園施設であることを理由とした軽減措置はありませ
ん。
その他税務上の取扱いで不明な点等があれば応募者から税務当局に直接確認
してください。

5 12 2 (1) ア
公募対象公園施設について「スポーツ関連の施設は提案できない」と
あるが、例えば飲食店での付帯物として卓球台やダーツがある、と
いったものは可能か。

主目的をスポーツ関連の施設とする提案はできませんが、ご質問のような、
飲食店など主目的がスポーツ関連でない施設の付帯物として卓球台やダーツ
があるという提案は可能です。
なお、特定公園施設についてもスポーツ関連の施設は提案できないものとし
ます。



■ 公募設置等指針に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

6 12 2 (1) ア
広島城三の丸施設に整備を検討する観光案内機能とは、具体的にどう
いった機能でしょうか。

広島城の見どころや周辺の観光スポット等の情報をワンストップで入手でき
る観光案内所の設置を検討しています。なお、令和３年３月に公表した「広
島城三の丸整備基本計画（素案）」においては、以下の機能を挙げていま
す。
・広島観光のネットワーク拠点として、広島城全体の情報、近隣観光地の情
報等をワンストップで入手できる観光案内所とする。
・JNTO 認定外国人観光案内所の認定区分における「カテゴリー1（常駐でな
くとも何らかの方法で英語対応可能。地域の案内を提供。）」を想定する。
・観光バスの待合機能や、観光ボランティアガイドの待機スペースを確保す
る。
・観光客向けにコインロッカーやレンタサイクル（シェアサイクル）の貸し
出し拠点を設置する。

7 12 2 (1) ア
基本方針との関係において、公募対象公園施設として、サッカースタ
ジアムとの調和が求められていることと、スポーツ関連施設の提案が
できないことの境界線はどのように考えればよいでしょうか。

No.5の回答を参照ください。

8 12 2 (1) ア

基本方針との関係において、公募対象公園施設として、広島市・旧市
民球場跡地の歴史に関連するデザイン・テーマの施設を提案すること
と、歴史ゾーンの観光案内機能の提案ができないことの境界線はどの
ように考えればよいでしょうか。

公募対象公園施設として広島市・旧市民球場跡地の歴史に関連するデザイ
ン・テーマの施設を提案することは可能です。なお、広島城三の丸施設に整
備を検討する観光案内機能については、No.6の回答を参照ください。

9 13 2 (1) イ

「建築物における駐車施設の付置等に関する条例」の特例について、
シャレオ等、周辺既存駐車場の活用の実現性については、特定の応募
者のみが提案し得るものであるという観点から、本提案の評価項目に
一切含まれないという理解でよろしいでしょうか？

本公募における提案の評価基準は、別添資料17評価の基準「2 （1） ア 評価
基準」に示すとおりです。

10 13 2 (1) イ

公募対象公園施設について、建築面積及び建築物である場合の公募対
象公園施設と一体的に占有できる屋外部分の面積について規定があり
ますが、公募対象公園施設の一部が、駐車場等の建築物ではない場合
においては、その設置面積について、制限はないものと考えてよろし
いでしょうか。又は、延べ面積4,000平米の内数となるとの理解で
しょうか。

公募対象公園施設で建築物以外のものについては「公募対象公園施設と一体
的に占用できる屋外部分」とし、設置できる面積は500㎡以下とします。

11 13 2 (1) イ

【仮設バス乗降場等】「公募対象公園施設は、広島バスセンターの仮
設バス乗降場等の設置が想定される範囲に整備した場合、（中略）乗
降場等の設置に合わせて撤去する必要があります」とありますが、撤
去する必要があるのは公募対象公園施設に限定されますでしょうか。
例えば外野ライトスタンドや土塁など、事業者側が設置したものでは
ないものについては撤去義務はない、という理解でよろしいでしょう
か。仮に撤去義務が生じる場合、撤去費用は誰の負担となりますで
しょうか。

外野ライト側スタンドは、公募設置等指針P20「オ　本市による特定公園施設
の設計・整備に係る費用の負担」に示すとおり、特定公園施設の整備に合わ
せて撤去してください。なお、第37回全国都市緑化ひろしまフェアで使用し
た会場を囲む土盛り等、現時点で球場跡地内に残っている施設は、乗降場等
設置に際して、認定計画提出者で撤去する必要はありません。



■ 公募設置等指針に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

12 13 2 (1) イ
地下埋設物の上部には公募対象公園施設を整備することができないと
あるが、デッキ等で埋設物に影響を与えない範囲での提案は可能で
しょうか。

原則として、地下埋設物の上空占用は可能ですが、提案に際しては既存地下
埋設物管理者と協議の上、維持管理の支障とならない構造としてください。
また、公募対象公園施設の整備可能区域であっても、球場跡地周辺の園路内
の地下埋設物の直上部（地面上）及び南北軸に沿ったメインプロムナード
（園路）上には、公募対象公園施設を整備することはできません（球場跡地
周辺の園路の上空占用は可能）。
なお、球場跡地を南北に貫く雨水排水管の直上部（地面上）及び上空に公募
対象公園施設を整備することは原則として可能ですが、この場合、従来の機
能を損なったり、維持管理の支障とならないよう、雨水排水管を移設する又
は上空占用物との十分な空間を設けるなど既存地下埋設物管理者との必要な
確認協議を行った上で提案してください。

13 14 2 (1) イ

建築物に関する駐車場施設の附置等に関する条例の適用について、対
象面積の詳細や、条例の対象外となる可能性について、説明会におい
ては、担当課となる道路交通局自転車都市づくり推進課に対して、自
由に直接確認してよいとのご説明でしたが、公募期間中の打合せの申
し入れ、対応について、公平に取り扱いいただけることをご確認お願
いいたします。
また、本項目同様に、他の関係各課に対してヒアリング等させていた
だくことについても、問題ないことを確認させてください。

関係機関へ必要な協議確認を行った上で公募設置等計画等関係書類を作成し
てください。
協議確認に当たって、特定の者を優位に取り扱うことはありません。

14 14 2 (1) イ
駐車場の附置義務との関係で、複数棟に分けて整備する場合に対象外
となる具体的な要件はありますでしょうか。

原則、建築確認申請における敷地ごとに、建築物の対象面積（1500㎡）を判
断することとなります。

15 14 2 (1) エ
公募対象公園施設の管理・運営の開始時期が令和5年3月より遅れる提
案は、失格となるのでしょうか。

公募対象公園施設の管理・運営の開始（営業開始）時期は、特定公園施設の
供用開始に合わせ、令和5年3月を目標としてください。具体的には、令和5年
3月に公募対象公園施設の一部が管理・運営開始（営業開始）していれば良い
ものとします。

16 14 2 (1) オ

「工事期間中の設置許可にも使用料がかかります」と記載があります
が、施設の内容によって必要な工事期間が異なる可能性があります。
この場合、施設毎に複数回に分けて設置許可を受けるという認識で宜
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

17 14 2 (1) オ

公募対象公園施設の設置許可に係る使用料について、固定資産税評価
額の見直しによって最低額が提案額を上回った場合は、最低額を使用
料と記載がありますが、本事業用地を含む一帯の土地の利用価値の上
昇によって著しく地価が上昇し、最低額が提案額を大きく上回った場
合は事業者の事業収支に著しい影響を及ぼすことが懸念されるため、
使用料の増減に一定の上限（提案額から●％以内など）を設けていた
だくことは可能でしょうか。

原案のとおりとします。

18 14 2 (1) オ
公募対象公園施設の工事期間中使用料（提案額の2分の1）は建設予定
の公募対象公園施設の建物面積にかかる認識で宜しいでしょうか。

公募対象公園施設の使用料（工事期間中を含む）は、公募対象公園施設の建
築面積及び公募対象公園施設と一体的に占用できる屋外部分の面積に対して
かかります。



■ 公募設置等指針に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

19 15 2 (1) カ

現地事務所として使用する範囲（2階建てとする場合を含む）につい
ては、設置許可に係る使用料を全額免除と記載があります。例えば2
階建ての建物で、1階を現地事務所、2階を貸しテナントとした場合、
本建物の設置許可使用料は全額免除という理解で宜しいでしょうか。

現地事務所のうち、指定管理業務に従事する職員が常駐する管理事務所機能
を兼ね、施設案内や遺失物対応などを行う場所については、１階に設けてい
ただく必要があります。１階を現地事務所とした上で、２階を商業利用する
場合も考えられますが、この場合においても、現地事務所機能を兼ねて指定
管理業務に従事する職員が常駐する建物区画の建築面積（投影面積）部分に
ついては、設置に係る使用料は全額免除となります。
また、現地事務所の機能の一部として、イベントの打ち合わせ等を行うス
ペースや倉庫スペースなど、施設案内や遺失物対応以外の指定管理業務を行
う上で有益な機能を１階又は２階に設ける提案も可能です。
なお、イベントの打ち合わせ等を行うスペースや倉庫スペースなど、指定管
理業務を行う上で有益な機能を２階に設けた場合において、１階を商業利用
する場合は設置許可に係る使用料の免除の対象となりませんので、ご注意く
ださい。

20 15 2 (1) カ
現地事務所として使用する範囲については、「設置許可に係る使用料
を全額免除」と記載がありますが、当該範囲の工事期間中も免除と理
解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。なお、No.19の回答もご確認ください。

21 15 2 (1) カ
現地事務所の規模、職員の常駐するサービス提供時間は、応募（申
請）者の提案によるという理解でよろしいでしょうか？

規模については、ご理解のとおりです。ただし、公募対象公園施設の施設案
内や遺失物対応などを行うために十分な面積としてください。
職員の常駐する時間については、別添資料1要求水準書P32「イ 業務責任者・
業務副責任者の配置及び現地への常駐について」に示すとおりです。

22 15 2 (1) カ
現地事務所の設置という内容が記載されているが、例えば特定公園施
設内に可動式の机・椅子等を収納する倉庫を作った場合、そこは現地
事務所と同じ扱いになるのか。

特定公園施設として、イベントに必要な可動式の机・椅子等の備品を収納す
る倉庫を整備する提案は可能です。この場合、整備費は、特定公園施設の設
計・整備に係る費用として、公募設置等指針P20「オ 本市による特定公園施
設の設計・整備に係る費用の負担」に示す本市が負担する費用の上限額に含
み、管理・運営費は、指定管理料として、公募設置等指針P26「イ 指定管理
料及びその上限額」に示す本市が支払う指定管理料の上限額に含むものとし
ます。
なお、No.19の回答にあるとおり、公募設置等指針P15「カ 公募対象公園施設
への現地事務所の設置」に示す現地事務所の機能の一部として、公募対象公
園施設内に倉庫スペースを設ける提案も可能です。

23 15 2 (1) カ

指定管理業務に従事する職員が常駐する管理事務所は設置許可に関わ
る使用料を全額免除するとあるが、特定公園に設置する可動式机・椅
子等を収納する倉庫についても全額免除の対象になりますでしょう
か。

No.19，22の回答を参照ください。

24 15 2 (1) ク

要求水準書(案)においては、事業期間終了予定日の2年前を目処とし
て必要な協議を行うものとされていますが、公募対象公園施設の撤去
（原状回復）についての意思決定については、どの時期になされるこ
とが想定されていますでしょうか。

別添資料1要求水準書P15「エ 公募対象公園施設の撤去（原状回復）」に示す
とおり、設置許可期間の終了日の概ね2年前から協議を開始しますが、意思決
定の時期は未定です。ただし、撤去に通常必要とされる工期に配慮した上
で、意思決定を行う予定としていますので、撤去することを前提に公募設置
等計画を提案してください。

25 15 2 (1) ク
提案時の事業計画においては、認定計画提出者が事業を継続する前提
で、提案させていただくことでよろしかったでしょうか。

令和24年（2042年）3月末に事業を終了する前提で公募設置等計画を提案して
ください。



■ 公募設置等指針に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

26 15 2 (1) ク (ｱ)
本号に示す場合、公募対象公園施設は無償で次期事業者に引き渡すこ
ととなるのでしょうか。

仮に、本市が、本事業の完了後も公募対象公園施設を活用する事業を新たに
行うこととした場合、別添資料1要求水準書P15「エ 公募対象公園施設の撤去
（原状回復）」に示す設置許可期間の終了日の概ね2年前から行う本市と認定
計画提出者の協議において、次期事業者への資産に関する権利の譲渡方法を
協議することを考えています。

27 16 2 (2) ア
DXに資する提案を期待するとありますが、評価基準上のどの区分で評
価されることになりますでしょうか。

具体的な提案内容により適用される評価項目は異なることになりますが、一
般的に言えば、別添資料17 評価の基準「2 （1） ア 評価基準」に示す評価
項目④特定公園施設の『ウ 機能性』及び⑤指定管理業務の『イ 維持管理、
利用者サービス』、『ウ イベント及びにぎわいの創出』で評価されることに
なると考えています。

28
「指定緊急避難場所とすることを想定」とあるが、具体的な指示が記
載されていない。留意点や、参照すべき上位計画など、何か具体的な
想定があれば教えていただきたい。

指定緊急避難場所として、具体的な施設整備が義務付けられることはありま
せん。
ただし、指定緊急避難場所になることを踏まえ、イベント時にも活用可能な
マンホールトイレを整備するなどの提案は大いに歓迎します。こうした提案
が採用された場合には、整備に必要な関係課等との協議に際し、当部は事業
所管部署として積極的に協力させていただきます。
なお、マンホールトイレの下部構造（管路等）に加えて、イベント時に活用
可能な上部構造（仮設トイレ）の整備についても提案いただける場合は、
『一定規模のイベント開催時の利用にも耐え得る基数』としている便所の基
数の内数に、マンホールトイレを含めても構いません。

29 17 2 (2) ウ
屋根の下等に求められる一定のセキュリティ対策を施した無料公衆無
線LANサービスについて、「一定」の具体的水準はありますでしょう
か。

特に必要水準はありませんが、何らかの形で通信の暗号化に対応したものを
整備してください。

30 18 2 (2) ウ 武道館の竣工図を提供して欲しい。

広島県立体育館第三競技場（武道場）の設計図面・構造計算書を、令和3年6
月25日(金)（公募設置等計画の受付期限と同日）まで当部において閲覧可能
です。閲覧を希望される方は、広島市都市整備局都市機能調整部紙屋町・八
丁堀地区活性化担当までお越しください。

31 18 2 (2) ウ
【管理車両の通行路】本通行路を一般車両の通行路として活用する内
容の提案をすることは可能でしょうか。

イベント広場への一般車の進入は想定していません。このため、管理車両の
通行路をイベント広場を利用する一般車両の通行路として常時活用する提案
は原則として出来ません。
ただし、キャンプイベントを開催する際に、イベント参加者が車両で資材を
持ち込む必要があるなど、イベント実施上、一般車両の通行が必要となる場
合は、他の公園利用者の安全に留意した上で本通行路を活用する提案は可能
です。

32 18 2 (2) ウ
武道場とハノーバー庭園との間に搬入車両の車路を確保するにあた
り、大型車が進入するための隅切りを設けてよいか。また、武道場の
建物配置図等の図面を提供頂きたい。

前段については、ご理解のとおりですが、公募設置等指針P16「イ 特定公園
施設の範囲」に記載のとおり、大幅な改変ができないことを踏まえた提案と
してください。なお、別添資料24既存施設の位置図に示すとおり、ハノー
バー庭園周辺には記念碑等が多数設置されており、移設の提案を行うことは
可能ですが、関係者合意が得られない場合など、移設等ができないこともあ
りますので、ご留意ください。
後段については、No.30の回答を参照ください。



■ 公募設置等指針に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

33 18 2 (2) ウ
対象区域外に設置することが合理的な工作物等（例えば搬入車両を管
理するゲート）については、対象区域外に設置する前提で提案可能
か。

事業区域外への工作物等の設置提案は認められません。ただし、設置等予定
者の決定後、本市が必要と判断すれば、設置等予定者との協議を経て合意し
た内容を基に工作物等の一部を事業区域外に設置することはあり得ます。

34 19 2 (2) ウ

「整備された特定公園施設について、（中略）市が譲渡を受けない場
合がある。」とあるが、高額な維持管理費とは、日々の維持管理に要
する費用かそれとも更新時における費用か。また、「整備された」と
あるが、計画案の合意時点ではどのような判断となるのか。

前段について、『維持修繕費』は、譲渡後の日々の維持管理に要する費用や
更新時における費用等、施設の性能及び機能を実用上支障のない状態に保つ
ための費用すべてを指します。
後段について、譲渡の可否については、令和3年9月頃を予定する「公募設置
等計画の認定」と「特定公園施設に関する建設･譲渡契約」の締結をもって確
定します。

35 19 2 (2) ウ
広島市が高額な維持修繕費を要するなどの理由で特定公園施設の譲渡
を受けないと判断する時期は、具体的にいつでしょうか。

No.34の後段の回答を参照ください。

36 19 2 (2) ウ

【外野ライトスタンド】「特定公園施設の整備に合わせて撤去」と記
載されていますが、撤去時期については「特定公園施設を整備する時
期」ということで、事業者側が任意に決定できる、という理解でよろ
しいでしょうか。あるいは、完全に撤去せず、その一部を盛り土とし
て使用することは妨げないという理解でよろしいでしょうか。

外野ライトスタンドについては、特定公園施設の供用開始時期までに撤去を
完了してください。また、外野ライト側スタンドについては、安全性の観点
及び将来的な仮設バス乗降場の設置を踏まえ、完全に撤去してください。



■ 公募設置等指針に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

37 20 2 (2) エ

「エ　イベント時の広告物の見え方への配慮」について、「イベント
広場の外からできるだけ見えなくなるようにすること」という記載が
あるが、イベント自体の告知的な内容の広告物についても、外になる
べく見えないようにすることを求めているのか。

広告物には、屋外広告物法第２条第１項で定義する「屋外広告物」と、それ
以外のもの（例えば、商業施設などで敷地外から判別できず、来店者に対し
て表示されていることが明らかなもの（以下「屋内広告物」という。））が
あります。本事業では、引き続きイベント開催時の広告物を屋内広告物とし
て取り扱えるよう、樹木や公募対象公園施設の配置などにより、イベント開
催時の広告物をイベント広場の外からできるだけ見えなくなるようにするこ
とで、イベント広場の外の公衆に向けて表示しないよう配慮した計画を求め
るものです。
次に、屋内広告物と屋外広告物の取扱いの違いについてご説明します。
屋内広告物の場合、広島市屋外広告物条例（以下「条例」という。）及び景
観法に基づく事前協議に関する取扱い要綱（以下「要綱」という。）の対象
外となるため、事前協議及び許可又は届出は不要です。また、当該イベント
等に関係のない商業広告、いわゆる第三者広告物を表示することも問題あり
ません。
一方、屋外広告物の場合、イベント自体の告知的な内容の広告物をイベント
広場の外から見えるよう表示することは可能ですが、平和記念公園、平和大
通り及び河川から見えないようにする等の基準が適用されます。また、要綱
に基づく事前協議及び条例に基づく許可又は届出が必要となります。
なお、屋外広告物のうち第三者広告物について、本事業区域は条例第４条第
１項第９号により禁止地域に指定されており、現状では表示・設置すること
ができません。このため、公募設置等指針P22「ア 利便増進施設の整備」に
示すとおり、「地域における催しの情報提供のための看板及び広告塔」を設
置するような提案をすること（例えば、提案者に自ら立ち上げていただく
「園内全体のマネジメントを担う協議体」等の活動経費に充てるために広告
塔を設置し、その広告塔でイベントの告知をする提案）は可能ですが、制度
改正等を行う必要があり、現時点で設置できることを確約するものではあり
ません。

38 20 2 (2) エ

【景観関係】
イベント系の看板設置について「公募設置等指針」P20 エについて、
「不特定多数に向けて表示しないよう配慮した計画」とあるが、具体
的にはどのような位置からの視線に配慮が必要でしょうか。
イベント開催期間にはイベントの誘客促進、イベント利用者及び非利
用者の利便性等からも一定の屋外表示が必要と感じているが、暫定的
なイベントの場として利用していた従来とどのような違いがあるかに
ついてご教示ください

暫定的なイベントの場として利用していた際は、万能塀による仮囲い内で、
外から広告物が見えないように表示されていたものは屋内広告物として扱っ
てきており、本事業でも従来と同じ取り扱いとすることを想定しています。
詳しくは、No.37の回答を参照してください。

39 20 2 (2) オ
「本市が活用を想定している国庫補助金」と記載がありますが、国庫
補助金交付の有無は、貴市が負担する整備費用の額に影響を与えない
との認識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。



■ 公募設置等指針に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

40 20 2 (2) オ
特定公園施設は、くまなく整備する必要がないとのことですが、貴市
による同施設の設計・整備に係る費用の上限額は、総額で定めたもの
であり、整備面積とは関連しないという理解でよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

41 20 2 (2) オ

「オ　本市による特定公園施設の設計・整備に係る費用の負担」の説
明の中で、現存のトイレとテントはリース品のため市で撤去予定とい
う説明であるが、本事業の工事期間が令和４年度に予定されており、
場合によっては工事が錯綜する可能性があると考える。撤去の予定時
期は具体的にいつ頃か具体的に教えてほしい。

現存のトイレ、テントについては、令和４年度当初に撤去する予定としてい
ますが、具体的な時期は未定です。公募設置等計画の認定後、別途調整を図
ることになります。
また、事業区域内において令和4年4月1日～7日までの間、他の関係者が利用
する可能性があり、当該期間内は工事に着手できない可能性がありますの
で、ご留意ください。この場合、認定計画提出者の占用許可の始期は、他の
関係者の利用期間終了後からとなります。

42 21 2 (2) オ
市と合意した特定公園施設の整備に要する費用について、整備段階に
おいて整備内容の変更が必要となった場合は、他の整備内容の変更に
代えても良いか。多種への振替が可能か。

公募設置等指針P47「 （2）公募設置等計画の変更」に示すとおり、認定を受
けた公募設置等計画は、本市が求める場合を除き、原則として変更できませ
ん。やむを得ない理由により提案内容を変更する必要が生じた場合は、本市
の承諾を得た上で、提案の趣旨を逸脱しない範囲で変更できるものとします
が、その場合、特定公園施設に関する建設・譲渡契約も変更契約することに
なります。

43 21 2 (2) オ
特定公園施設の整備費は「その内訳について本市が数量や単価等を精
査します」と記載がありますが、予め単価設定がなされる事項とその
単価をご提示ください。

本市ＨＰの「積算基準（建設工事）
（https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/koukyoujigyou/180004.html）」
を参考にしてください。

44 21 2 (2) オ
「特定公園施設の設計・整備に要する費用」の上限は無いという理解
でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

45 21 2 (2) カ
工事期間中も出来る限り市民の利用に供するようにとの記載がある
が、開放した際のリスク負担はどのように想定しているか。

工事期間中は占用許可の区域となるため、占用者となる認定計画提出者のリ
スク負担になります。

46 22 2 (2) ク (ｲ)
「ぴーすくる」の移設費は、認定計画提出者負担ではなく、運営事業
者負担という認識で宜しいでしょうか。

広島市シェアサイクル「ぴーすくる」を事業区域内に移設する場合の費用
は、市又は運営事業者負担となります。

47 22 2 (2) ク (ｲ)

本号に限らず、事業者選定がされたのちに、所管部局等との協議の結
果、事業者が提案した計画どおりに遂行できない場合には、そのこと
をもって提案書義務違反となるのでしょうか。
仮に提案書義務違反とならない場合、遂行できなくなったことによる
損害等についてどのような負担関係になるかご教示ください。

本市との協議を経て決定したものについては、提案に対する違反にはなりま
せんが、ご質問のような事態にならないよう、予め関係機関へ必要な協議確
認を行った上で公募設置等計画等関係書類を作成し、応募してください。
損害等にかかる負担関係については、公募設置等指針P43「（1）リスク分
担」に従うものとします。

48 22 2 (2) ク (ｲ)
広島市シェアサイクル「ぴーすくる」のポートの移設を提案した場
合、移設は、「ぴーすくる」の運営事業者が移設するとありますが、
移設にかかる費用については市のご負担との理解でよいでしょうか。

No.46の回答を参照ください。

49 22 2 (3) ア (ｱ) 整備する駐輪場の「種類」とは、無料や有料を指すのでしょうか。 形状やシステム、料金体系等を想定しています。

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/koukyoujigyou/180004.html


■ 公募設置等指針に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

50 22 2 (3) ア (ｱ)

【駐輪場】「県立体育館武道場上部の広場に（中略）駐輪場を別途整
備予定」とのことですが、現在、バスセンターへのスロープ下に設置
されている「広島バスセンター西A自転車等駐車場」及び「広島バス
センター西B自転車等駐車場」は引き続き存続しますでしょうか。存
続しない場合、本事業区域東側にアクセス可能な道路等を整備する予
定がありますでしょうか。

「広島バスセンター西A自転車等駐車場」及び「広島バスセンター西B自転車
等駐車場」について、現時点で撤去する予定はありません。

51 22 2 (3) ア (ｲ)
看板及び広告塔の運用においては、P20記載のイベント時の広告物の
見え方への配慮はしなくてよいと理解して宜しいでしょうか。

No.37の回答のとおり、屋内広告物として看板及び広告塔を設置する場合は配
慮は不要ですが、屋外広告物の場合、本事業区域は条例第４条第１項第９号
により禁止地域に指定されており、現状では第三者広告物を表示・設置する
ことができません。
このため、公募設置等指針P22の「ア 利便増進施設の整備」に示す「地域に
おける催しの情報提供のための看板及び広告塔」において第三者広告物を掲
出する場合は、制度改正等を行う必要があり、現時点でそうした運用ができ
ることを確約するものではありません。
また、本事業区域は、広島市景観計画に定める原爆ドーム及び平和記念公園
周辺地区（B地区、C地区）にあり、祈りと安らぎの空間として、雰囲気やた
たずまいを阻害することのないよう、平和記念公園から見える場所に屋外広
告物を設置しない配慮をお願いします。

52 22 2 (3) ア (ｲ)

【利便増進施設】
利便増進施設として、看板及び広告塔で、その広告料収入を園内全体
のマネジメントを担う協議体の運営業務に充てることを条件に整備提
案可能となっている点についての質問です。広告料収入の全額を協議
会の運営費用に充てる必要があるか、あるいは広告料収入から看板・
広告塔の運営・管理費用等を控除したもの等の広告料収入の一部でも
よいかご教示ください。

広告料収入から看板・広告塔の維持管理に要する費用を控除したものを充て
ることで差し支えありませんが、整備できることを確約するものではありま
せん。

53 24 3 (3) イ (ｱ)

【指定管理業務】
「音響機器を使用するイベントを誘致する場合、騒音の発生に注意し
てください」と記載がありますが、具体的な目安（○○デシベル等）
はありますか。また、照明等その他、留意することがあればご教示く
ださい。

本市では、「広島県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、音響機器
（警音器、拡声器、蓄音機、音楽、ラジオ、テレビジョン、電鈴その他に類
する機器）から発生する騒音について規制を行っており、何人も、指定地域
内においては、規制基準を超える音響機器音を発してはいけません。
【音響機器音の規制基準（第二種住居地域の場合）】
午前８時～午後７時　５０dB（６５ｄB）
午前５時～午前８時及び午後７時～午後１１時　４５dB（５５ｄB）
午後１１時から午前５時　４５dB（５０ｄB）
※(　)内の数値は、電車軌道のある道路の境界線から２０メートル以内の地
域
※拡声放送を行う場合における音量の基準は、上記に定める音量に５dBを加
えた音量とする。
※測定場所は、音源に直近の受音者の場所
詳しくは、本市ホームページをご参照ください。
また、照明等による光害（ひかりがい）について、環境省において光害対策
ガイドラインが作成されていますので、そちらを参照してください。



■ 公募設置等指針に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

54 24 3 (3) イ (ｱ)
【指定管理業務】宿泊を伴うイベントは開催可能でしょうか（例えば
キャンプ等）

可能です。なお、公募設置等指針P24「（ｱ）イベント関係」に示すとおり、
年間イベント計画は本市と十分に協議した上で決定してください。

55 24 3 (3) イ (ｱ)
【指定管理業務】夜間や早朝等のイベント開催時刻等制限はあります
でしょうか。

ありませんが、近隣の迷惑にならないよう注意してください。

56 24 3 (3) イ (ｱ)
【指定管理業務】イベント広場やオープンスペースなど屋外における
火の使用について留意点をご教示ください

直火の使用は禁止されています。その他、公園内での火気の使用についての
注意事項については、本市HPを確認ください。
「公園・緑地などでのバーベキューにおける火気の使用について」
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/hiroshima-park/221902.html

57 24 3 (3) イ (ｱ)
【指定管理業務】 長期（１か月を超える）にわたるイベント開催は
可能でしょうか。

可能です。なお、公募設置等指針P24「（ｱ）イベント関係」に示すとおり、
年間イベント計画は本市と十分に協議した上で決定してください。

58 24 3 (3) イ (ｱ)
【指定管理業務】開催するイベントの種類に制限はありますでしょう
か（例、動物を用いたイベント等）

ありません。

59 24 3 (3) イ (ｱ)

【指定管理業務】
プロジェクションマッピングなどの光を利用した演出を考えています
が、景観上留意する項目はありますでしょうか。公募対象公園施設で
の演出においても留意事項等あればご教示願います。

本事業区域は点滅又は輝度が変化する屋外広告物は設置できない場所である
ため、プロジェクションマッピングを公衆（不特定多数）に向けて表示する
など、演出が屋外広告物法第２条第１項で定義する「屋外広告物」に該当す
る場合、認められません。
ただし、演出内容や表示場所によっては、「屋外広告物」に該当しない場合
もありますので、提案内容に影響する場合は、担当課（広島市都市整備局都
市計画課都市デザイン係）へ事前に御相談ください。
なお、広島市屋外広告物条例及び景観法に基づく事前協議に関する取扱い要
綱の適用を受けないような演出を行う場合においても、近隣への迷惑となら
ないよう注意してください。

60 24 3 (3) ウ

【指定管理業務】
指定管理業務、イベントの開催日数、人数の基準値の算定について。
イベントを公募対象公園施設（もしく特定公園施設と公募対象公園施
設とをまたいで）で開催した場合、指針P24に記載の日数（60日以
上）や人数（1,000人以上）にカウントされますでしょうか。

イベント広場と公募対象公園施設を跨いで開催するイベントについては、公
募設置等指針P24「ウ 利用促進の取組」に示すイベントの開催日数に含みま
すが、公募対象公園施設内のみで開催するイベントはイベント開催日数に含
みません。

61 24 3 (3) エ

指定管理者が応募法人または応募グループが設立する会社の場合で、
自主事業イベントを同一者が実施する場合、自己に対して利用料金を
納付する手続までは必要なく、会計上区分経理をすれば足りるという
理解でよろしいでしょうか。

指定管理者が自らイベントを主催する場合の利用料金については、指定管理
者において、利用料金収入額の適正な把握・管理が行えるのであれば、会計
上の区分経理によることも可能です。

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/hiroshima-park/221902.html


■ 公募設置等指針に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

62 25 3 (4) ア
利用料金は提案後に、広島市と協議の上、運用対応することが可能で
しょうか。

利用料金は、様式13-9 「(3)利用料金収入の設定根拠　ア旧広島市民球場跡
地イベント広場の利用料金の提案」の提案額について、市長の承認を受けた
上で決定します。設定条件（平日・休日や季節、時間帯、開催日・準備日な
ど）に応じて異なる利用料金を採用する場合は、設定する利用料金がわかる
よう記載してください。設定条件に応じて異なる利用料金を提案する場合
は、追加資料５の記載例を参考にしてください。
なお、提案していただく公募設置等計画（利用料金を含む）に記載された内
容は、公募設置等指針P47「（2） 公募設置等計画の変更」に示すとおり、原
則として変更できません。ただし、やむを得ない理由により提案内容を変更
する必要が生じた場合は、本市の承諾を得たうえで、提案の主旨を逸脱しな
い範囲で変更できるものとします。

63 25 3 (4) ア 20年間の期間の中で、料金改定は可能でしょうか。 No.62の回答を参照ください。

64 25 3 (4) ア
公園の利用料金について、イベントの公益性や申込時期等に応じた割
引が必要と考えるが、割引制度を設ける旨を公募設置等計画の書面に
記載しなくても、運用の中で割引は可能との認識でよいか。

別添資料1要求水準書P32「（4） 利用料金の設定等」に示すとおり、減免基
準、返還基準については市長の承認を得る必要があります。

65 25 3 (4) ア
イベント広場の利用料金については市長の承認を受けて上限額の利用
料金を定めるものであり、その範囲内であれば随時減額等の対応は出
来るという認識で宜しいでしょうか。

No.62の回答を参照ください。

66 25 3 (4) イ 直近の公園の維持管理費用の実績値があれば、ご教示お願いします。

現在の指定管理者による中央公園の維持管理費用の実績については追加資料
２をご覧ください。なお、本実績は、『誰もが訪れてみたいと感じる広島の
「顔」となる都心の新たなにぎわい拠点を創出』することを目的とした本事
業における維持管理の水準を検討する上での参考にはならないものと考えて
いますので、管理・運営に係る費用は、認定計画提出者において本公募設置
等指針の内容を踏まえ、適切な費用を算出してください。

67 25 3 (4) イ (ｱ)

令和5年3月分の指定管理料（清掃・植栽メンテナンス等含む）が支払
われない代わりとして利用料金は指定管理者の収入となりますが、3
月にスムーズにイベントなどを行えるよう、3月より前にイベント広
告などの取組を実施することは差支えないでしょうか。

差支えありません。ただし、指定管理業務と同程度の管理を要しますので、
イベント計画に当たっては事前に本市と十分に協議した上で決定します。

68 26 3 (4) イ (ｲ)
指定管理料の上限が設けられておりますが、維持管理における人件費
高騰などがあった場合も、P45国内物価指数の変動に含まれています
でしょうか。

本事業における指定管理料の改定において考慮する物価変動は、日本銀行が
公表する「消費税を除く国内企業物価指数」（総平均の年度平均）を用いて
おり、総合的な事業内容を鑑みて設定しています。

69 28 3 (5)
武道館上部広場への駐輪場の整備について、自転車のみか、原付、自
動二輪も含まれるか。また、歩行者含めた駐輪場への出入口につい
て、明記された図面など提供いただきたい。

県立体育館武道場上部の広場に整備予定の駐輪場（無料又は有料）の仕様等
については、現在検討中ですが、自転車のみを想定しています。
また、出入口について、大幅な改変を行う予定はありません。

70 28 3 (5)
上記駐輪場の整備後の運営は、本件の指定管理業務に含まれるという
認識でよいか。駐輪場運営費は、指定管理料に含まれており、有料の
場合の収益は指定管理者の収益という認識でよいか。

武道場上部広場は本事業区域外であり、整備予定の駐輪場（無料又は有料）
の管理・運営は指定管理業務に含まれません。そのため、当該駐輪場におけ
る料金収入も指定管理者に帰属しません。

71 28 3 (5)
県立体育館武道場上部の広場に駐輪場を整備する主体および管理者は
誰でしょうか。

県立体育館武道場上部の広場に整備予定の駐輪場（無料又は有料）の整備主
体及び管理者については、現在検討中です。



■ 公募設置等指針に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

72 28 3 (6)

仮設バスセンターについて。別添資料14では当該施設の外郭線が示さ
れていますので、当該施設の施設計画は既に一定検討がなされている
可能性があると考えております。仮に一定検討がなされている場合、
当該検討内容を知悉している関連当事者との公平を図る観点から、仮
設バスセンターに関する施設、車道レイアウト、利用者導線等の情報
を公表して頂けますでしょうか。また、公平を図る観点から、当該情
報の開示が遅延した期間だけ提案書の提出期限を延期して頂くことを
ご検討頂けますでしょうか。

仮設バス乗降場に係る検討資料は、追加資料１-1のとおりです。また、仮設
バス乗降場を当該エリアに設置することや検討状況のとおり設置すること
は、現時点で決定しているものではありません。
このため、情報を知りうる立場の企業又は個人が本公募に参加したとして
も、これらの企業又は個人と本市は旧広島市民球場跡地の利用に関して何ら
具体的に合意しているものはなく、よって、他の応募者との公正性を欠くこ
とにはならないことと考えられることから、提案書の提出期限は原案の通り
とします。
（追加資料１-1については、本市ホームページに掲載していません。応募(申
請)を検討する民間事業者にメールで個別に送付しますので、追加資料1-1の
送付を希望される方は、追加資料1-2受領申請及び秘密保持誓約書を添付した
上で、当課のメールアドレスに連絡してください。
※件名は「旧広島市民球場跡地整備等事業　追加資料1-1」と記載してくださ
い。
アドレス：toshi-k@city.hiroshima.lg.jp
提出先：広島市都市整備局　都市機能調整部　紙屋町・八丁堀地区活性化担
当
受付期間：令和3年6月25日（金）　17：15まで

なお、追加資料1-1については、応募（申請）に係る検討以外の目的で使用す
ることを禁止します。また、この目的の範囲内であっても、本市の承諾を得
ることなく第三者に対して、これを使用させ、又は内容を提示することを禁
止します。）

73 28 3 (6)

仮設バスセンターについて。公園利用者の動線計画は公園内の施設配
置を決めるにあたって非常に重要な要素となりますので、動線計画に
多大な影響を与える仮設バスセンター及び文化芸術施設の施設計画に
ついての情報を知りうる立場の企業あるいは個人が本公募に参加する
ことに関しては、公平な公募を実現する観点から一定の制限を設けて
頂けないでしょうか。

仮設バス乗降場については、No.72をご参照ください。
文化芸術施設については、「中央公園の今後の活用に係る基本方針」におけ
る中・長期的な取組として球場跡地東側に文化芸術施設の設置を検討するこ
ととしておりますが、現時点で計画が確定しているものではありません。
このため、ご質問のような仮設バスセンター及び文化芸術施設の施設計画に
ついての情報を知りうる立場の企業あるいは個人が本公募に参加することに
関して、公平な公募を実現する観点から支障があるとは言えないため、一定
の制限を設けることはしません。

mailto:toshi-k@city.hiroshima.lg.jp


■ 公募設置等指針に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

74 28 3 (6)

本公募は都市公園法及びPark-PFIガイドラインに基づき実施されてい
ると理解しています。都市公園法は公募による事業者認定を前提と
し、選定にあたっては、選定される者が不正又は不誠実な行為をする
おそれがない（同法第5条の4第3号）ことについて有識者の意見を聴
くという形式により、公募の手続きの公正性を担保しています（ガイ
ドライン48頁）。
ここで、本公募においては、バスセンターの建て替えに伴う仮設バス
乗降場が事業対象エリアに設置される可能性が高く、当該設置に伴っ
て、事業者が設置した施設を撤去することが求められます。しかし、
当該仮設乗降場の設置場所は現時点で明確ではなく、また、どの程度
の範囲になるかも予見できません。したがって、当該仮設乗降場の設
置場所がわからない事業者にとっては、保守的に計画を策定せざるを
得ません。その一方で、バスセンターの運営者にとっては、仮設乗降
場の設置場所は自らの所掌範囲内であり、仮にバスセンターの運営者
が本公募に参加できるとすると、他の応募者とは異なって、この運営
者の所属する応募グループは提案にあたって保守的な計画を策定する
必要がありません。このような情報の非対称性、本事業の重要な不確
定事項における支配可能性の有無について何らの処置も講じないまま
本公募を実施することは、都市公園法及びガイドラインが求める「公
募の手続きの公正性」に疑義を生じるものと考えます。
上記をふまえると、本公募において、応募グループに「株式会社広島
バスセンター」が含まれている場合には、当該グループは「手続きの
公正性」を害するとして、本指針42頁の失格要件である「その他不正
行為があった場合」に該当して失格になるという理解でよろしいで
しょうか。
また、「株式会社広島バスセンター」の議決権を3％以上保有する株
主は、会計帳簿閲覧請求権、株主総会招集請求権を行使することがで
き（会社法433条、会社法297条）、当該仮設乗降場の設置に関する情
報を取得することが可能となりますので、当該株主が応募グループに
含まれる場合にも同様、当該応募グループは「その他不正行為があっ
た場合」の規定の趣旨を適用し、失格になるという理解でよろしいで
しょうか。

仮設バス乗降場については、No.72の回答を参照ください。
なお、応募（申請者）の参加資格の確認については、提出された公募設置等
計画等に基づき、審査することになります。



■ 公募設置等指針に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

75 28 3 (6)

本公募は都市計画法及びPark-PFIガイドラインに従って、公平な公募
及び公募手続きの公正性が求められると理解しています。
本公募の審査における「旧広島市民球場跡地整備等事業者選定審議
会」の委員には、市関係部局の長が3名委員となっており、当該委員
は、人事異動があった場合に後任者が委員となることをふまえると、
「個人」として委員になっているのではなく「市部局責任者」として
委員になっているものと理解しています。このような取り扱いにかん
がみると、市は本公募の手続主催者であると同時に、審議会のメン
バーでもあると評価せざるを得ません。そして、8名の審議委員のう
ち3名を市の職員が占め、審議会の委員長は通常は会議の議事進行を
することからすると、投票権を持つ7名のほとんど半数を市が占める
こととなります。かかる審査体制を前提とすると、仮に市の出資がさ
れた法人が本公募に応募した場合には、選ぶ側と選ばれる側が同一と
なり、公平な選定に疑義が生じます。このような観点から、例えば広
島空港コンセッションにおいては、公募主催者であり、かつ審査委員
の一人でもある「国」の出資する法人は参加資格要件を持ちません
（広島空港特定運営事業等募集要項18頁）。
あるいは、北海道内7空港コンセッションのように、公共が出資する
法人はその出資持分をすべて解消してから公募参画しています。本指
針の趣旨及び先行するPPPの事例をふまえれば、選ぶ側と選ばれる側
が同一のまま審査を行うことはできず、審議会のメンバーである市が
出資する法人は「欠格事項」の（ケ）又は失格事由の「その他不適正
な行為」として参画できないとしなければ、都市計画法やガイドライ
ンが求める「公正な手続き」に違反すると思料します。そして公募ア
ドバイザーのパシフィックコンサルタンツが応募者になれないだけで
なく、その資本的関連性がある法人も同様になれないことにかんがみ
れば、市が出資する法人と資本的関連性がある法人（例えばその大株
主）もまた、同様に参加要件を満たさないと考えることが整合的です
ので、そのような法人が応募グループに含まれる場合も「欠格事項」
の（ケ）又は失格事由の「その他不適正な行為」にあたると思料しま
す。よって、市が出資する法人及び当該法人の資本的関連性のある法
人は、本公募における参加資格要件を満たさないと理解してよろしい
でしょうか。

公募設置等指針P31「イ 欠格事項」に示すとおり、欠格事項として、応募
（申請）法人又は応募（申請）グループの代表法人及び構成法人等が、本市
職員を含む旧市民球場跡地整備等事業者選定審議会委員が経営又は運営に直
接関与している法人に該当する場合は、選定の対象外とすることとしていま
す。
この場合、「経営に直接関与している法人」とは、同審議委員が当該法人の
議決権の数の割合の百分の五十を超えて所有しているなど、会社法施行規則
第３条の２第３項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場
合」における法人を示し、「運営に直接関与している法人」とは、同審議会
委員が、代表権を有している法人又は役員等となっている法人を指します。
このため、市が出資する法人という理由では欠格事項に該当しません。
また、旧市民球場跡地整備等事業者選定審議会においては応募（申請）者名
及び応募（申請）グループにおける代表法人及び構成法人等の名称を特定で
きる表現を不可とする副本において公募設置等計画の審査を行うことから、
本市が出資する法人及び当該法人の資本的関連性のある法人について欠格事
項に該当する理解に当たらないものとしています。

76 28 3 (6)
仮設バス乗降場及び文化芸術施設の設置の時期は未定という理解でよ
ろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

77 28 3 (6)
仮設バス乗降場の設置方法については、本提案の評価項目には一切含
まれないという理解でよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。



■ 公募設置等指針に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

78 28 3 (6)

仮設バス乗降場を設置する場合、その用地となる部分の指定管理範囲
からの除外決定から、撤去、引渡しまでの期間はどの程度を想定され
ていますか。
また、仮設バス乗降場が事業期間中に役目を終えた場合、再度指定管
理業務範囲となることはありますでしょうか。

仮設バス乗降場の設置等の期間及び時期は未定です。また、仮説バス乗降場
の撤去後、当該用地を指定管理業務の範囲に再び組み入れることについても
未定です。

79 29 4
「園内全体のマネジメント」について、指定管理の終了時点をもって
協議体の構成員ではなくなり、負担金の拠出も終了するとの認識でよ
いか。

ご理解のとおりです。

80 29 4

園内全体のマネジメントを担う協議体の運営について、サッカースタ
ジアムの設計・建設事業者やサンフレッチェ広島との連携の実現性に
ついては、特定の応募者のみが提案し得るものであるという観点か
ら、本提案の評価目に一切含まれないという理解でよろしいでしょう
か？

附帯要件（中央公園全体の魅力向上に向けた取組）の評価の視点について
は、別添資料17評価の基準P3「2 （1） ア評価基準」⑥に示すとおりです。

81 29 4
協議体の立ち上げや構成員として支出すべき費用は、指定管理者の負
担とありますが、収支計画において、これらの費用を提案する指定管
理料の算定要素に含めることの是非についてご教示ください

協議体の立ち上げ及び運営に係る業務については、指定管理業務ではなく、
その附帯要件としていることから、協議体の立ち上げやその構成員として支
出すべき費用を、指定管理料の構成要素に含めることはできません。

82 29 4

「３ 指定管理業務」に関する附帯要件で、「園内の各施設と連携
し、自らの負担で園内全体のマネジメントを担う協議体の中心的な役
割を担う」旨の記載がありますが、中心的な役割は各施設と協議の結
果、別の施設が担うことも可能でしょうか。

園内全体のマネジメントを担う協議体の中心的な役割は、本事業の認定計画
提出者が担ってください。

83 29 5
認定計画提出者である法人等がイベント広場の命名権取得者となるこ
とは可能でしょうか。

可能です。命名権取得者の募集は、公募により実施しますが、その公募にお
いて、認定計画者の公募への参加を妨げるものではありません。

84 29 5
イベント広場の命名権の取得対価は、広島市が全額受領されるので
しょうか。

命名権の取得対価は本市が全額受領します。

85 29 5
認定計画提出者とイベント広場の命名権取得者が連携した取組みを行
う場合は、認定計画提出者も取得対価の一部を受領できるのでしょう
か。

No.84の回答を参照ください。
なお、認定計画提出者とイベント広場の命名権取得者が連携した取組みを行
うことによって、命名権料の価値の向上等が期待できる場合の当該取組に係
る経費負担の取扱いについては、未定です。

86 29 5
イベント広場の命名権が設定がされた場合には、事業者はイベント広
場の呼称を明示する案内板を整備することになりますが、命名権の設
定に伴って、当該整備以外に事業者の義務となる行為はありますか。

認定計画提出者において、イベント広場の呼称を明示する案内板を整備する
こととしており、現時点で当該整備以外の内容を実施することは想定してい
ません。
なお、命名権取得者の募集は本市が行いますが、認定計画提出者を選定した
後、命名権取得者の募集に当たり、認定計画提出者が命名権取得者と連携し
て広場の魅力を向上させるとともに、命名権料の価値の向上を図ることが期
待できる場合には、認定計画提出者と連携した取組について検討することと
しており、詳細は認定計画提出者との協議等により決定する予定です。



■ 公募設置等指針に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

87 29 5

イベント広場以外の公募対象公園施設や特定公園施設あるいは、公園
自体に対して命名権を設定することは可能であり、その場合の収入
は、運営事業者が受け取ることができるものとの理解でよろしかった
でしょうか。

公募対象公園施設については、ご理解のとおりです。
特定公園施設や公園自体に命名権を設定する場合は、本市において命名権取
得者の募集を実施するため、取得対価は本市が受領します。

88 30 6 (1) ア (ｲ)
各業務の責任者を選出する法人等は代表法人又は構成法人等とすると
記載がありますが、「構成法人等」の「等」にはどのような企業が含
まれるでしょうか。

構成法人等とは、構成法人又は法人格を持たない構成員を指します。

89 30 6 (1) ア (ｲ)
「各業務の責任者を選出する法人等は、必ず応募（申請）グループを
構成する代表法人又は構成法人等としてください。」とありますが、
「構成法人等」には協力法人も含まれますでしょうか。

構成法人等とは、構成法人又は法人格を持たない構成員を指すものであり、
別添資料19 旧広島市民球場跡地整備当事業　Park-PFIに関する基本協定書
（案）（別紙1）及び別添資料21 旧広島市民球場跡地整備当事業　覚書
（案）に定義する協力法人は含めません。

90 30 6 (1) ア (ｳ)

「新たに設置する法人から業務を直接受託又は請け負う法人等は、必
ず応募（申請）グループを構成する代表法人又は構成法人等としてく
ださい。」とありますが、「構成法人等」には協力法人も含まれます
でしょうか。

No.89の回答を参照ください。

91 30 6 (1) ア (ｷ)

各々で設計・工事監理、特定公園施設の整備、指定管理業務につい
て、「応募（申請）グループで応募（申請）する場合、代表法人及び
構成法人等の中」でそれぞれの条件を満たす法人が必要ですが、「構
成法人等」には協力法人も含まれますでしょうか。

No.89の回答を参照ください。

92 30 6 (1) ア (ｸ) 都市公園と類似した施設の具体的な事例をご教示ください。
都市公園と類似した施設とは、良好な都市環境の提供や都市の防災性の向上
等に寄与するために設置された、利用者を限定せず、不特定多数の人が利用
することのできる屋外空間で0.25ha以上の面積を有する施設とします。

93 30 6 (1) ア (ｹ)

都市公園法上の都市公園には該当しないものの、同法第2条2項の公園
施設に該当する施設に関する指定管理等業務実績は、本件の求める資
格要件である、「都市公園又は都市公園と類似した施設の管理・運営
実績」に該当するものと考えられるとの認識でよろしいでしょうか。

都市公園又は都市公園と類似した施設の定義は、No.92の回答を参照くださ
い。

94 31 6 (1) イ (ｹ)

選定審議会委員については、高い公平性独立性が求められるため、本
項の規定が設けられているものと考えますが、委員が職員や顧問契約
等により関与している法人について、本件の欠格事由から排除されて
いる理由についてご教示ください。

本記載は、旧広島市民球場跡地整備等事業者選定審議会（以下、選定審議会
という。）の委員に関し、その公平性独立性に影響を与えるような強い支配
関係を有する場合に欠格事項を限定する趣旨で規定しているものです。選定
審議会の委員は守秘義務を有していることもあり、ご質問のような場合のみ
をもって、欠格事項には該当しないと考えています。
ただし、顧問契約等の有無に関わらず、最終優秀候補者等の選定前に、審議
に関して自己に有利になることを目的として、選定審議会の委員への接触等
の働きかけを行った場合は失格とします。

95 31 6 (1) イ (ｹ)

選定審議会委員の約半数が所属する貴市が出資している組織、法人に
ついても、その趣旨から、欠格事由に該当するものとの理解でよろし
かったでしょうか。そうでない場合、その理由についてご教示くださ
い。

No.75の回答をご参照ください。



■ 公募設置等指針に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

96 31 6 (1) イ (ｺ)

本事業に関するアドバイザリー業務を受託しているパシフィックコン
サルタンツ株式会社及び同社と本アドバイザリー業務において提携関
係にある者並びにこれらの者と資本面若しくは人事面において関係が
ある法人について、全てを明らかにしていただけますでしょうか。

パシフィックコンサルタンツ株式会社と「本アドバイザリー業務において提
携関係にある者」とは、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事
業を指します。
また、「これらの者と資本面若しくは人事面において関係がある法人」と
は、株式会社エスサービス、株式会社オンワードホールディングス、株式会
社グリーン・パシフィック、株式会社三英技研、株式会社テクノ東北、株式
会社ドラマモード、株式会社トリオン、株式会社パシフィックコンサルタン
ツインターナショナル、株式会社ピー・アイ・ティー、株式会社民間資金等
活用事業推進機構、株式会社ワーク・ライフバランス、株式会社PCER、株式
会社PE-TeRaS、京南倉庫株式会社、京南物流株式会社、スバル興業株式会
社、太平洋（大連）工程技術有限公司、テクマトリックス株式会社、東京エ
レクトロン株式会社、パシコン技術管理株式会社、パシコンビルディング株
式会社、パシフィックパワー株式会社、パシフィックリプロサービス株式会
社、ブルー・ブリッジ・パートナーズ株式会社、むつざわスマートウェルネ
スタウン株式会社、レッドフォックス株式会社、ClipLine株式会社、i-Probe
Inc.、PCKK International Asia Pte. Ltd. を指します。

97 30 6 (1) ケ
指定管理業務の実績については応募法人内協力法人が有することで参
加資格の適合条件となる認識で宜しいでしょうか。

No.89の回答を参照ください。

98 32 6 (2)
「障害者雇用状況報告書の作成時点（6月1日）」と記載があります
が、別添資料18の様式9「障害者雇用状況報告書」と同様に令和2年6
月1日と捉えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

99 32 6 (2)

「指定管理の指定を受けた後は、業務実施報告等により障害者の雇用
状況を報告」と記載がありますが、指定管理業務を行わない構成法人
もしくは協力法人は報告を行わなくて良いとの認識で宜しいでしょう
か。

代表法人及び構成法人等で構成するグループを指定管理者として指定する場
合は、原則として全ての法人の報告が必要となりますが、構成法人のうち指
定管理業務に関与していないことが明らかな法人からの報告は不要です。

100 34 7 (2) エ (ｱ)
使用様式「公募設置等計画等関係書類一覧」とは次頁「（ウ）提出書
類一覧」を指すとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

101 35 7 (2) エ (ｳ)
ｂ応募（申請）者に関する書類のうち、協力法人が提出しなければな
らない書類はありますでしょうか。

ありません。

102 38 7 (2) エ (ｳ)
設計・工事監理実績を証する書類、建設工事の施工実績を証する書類
及び管理・運営の実績を証する書類とは、それぞれ具体的にどのよう
な内容が記載されているものを指すのかご教示ください。

実績業務を実施したことが公的に確認できる書類を提出してください。例と
しては、土木設計はテクリス、建築設計はパブディス、施工はコリンズ等を
想定しています。

103 38 7 (2) エ (ｳ)
d「公募設置等指針に記載した主な条件等に関するチェックリスト
（様式14）」の提出は1部でよろしいでしょうか。

正本１部、副本１部としてください。

104 39 7 (2) エ (ｳ)
ｅ「要求水準に関する確認書（様式15）」の提出は1部でよろしいで
しょうか。

正本１部、副本１部としてください。

105 40 7 (5) ア (ｲ)
選定審議会におけるプレゼンテーションは、公開されるのでしょう
か。

非公開とします。



■ 公募設置等指針に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

106 40 7 (5) ア (ｲ)
選定審議会におけるプレゼンテーションが公開される場合、それに
よって他の提案者のプレゼンテーションが変更され、公平性が保たれ
なくなる恐れはないでしょうか。

No.105の回答を参照ください。

107 40 7 (5) ア (ｲ)
選定審議会におけるプレゼンテーションが公開される場合、メディア
は入るのでしょうか。

No.105の回答を参照ください。

108 40 7 (5) ア (ｲ)
プレゼンテーションの実施要領の詳細は、第一次審査を通過した応募
者に対してのみ事務局から連絡があると理解して宜しいでしょうか。

プレゼンテーションは令和3年8月3日（火）を予定しています。実施日の概ね
１週間前に、実際にプレゼンテーションを行っていただく応募者のみに実施
要領（開催場所、時間等）を案内する予定です。
現時点でプレゼンテーションの実施については以下のとおり想定していま
す。
【参加できる応募関係者の人数】
　応募（申請）法人又は応募（申請）グループごとに５名程度。
【実施時間】
　40分程度（プレゼンテーション20分、質疑20分）

なお、プレゼンテーションは公募設置等計画等に記載された内容に基づいて
行うものとし、当該内容を理解しやすくするための図式化等は可能ですが、
イメージパースをプレゼンテーション用に新たに作成することは認めませ
ん。
このため、イメージパースをプレゼンテーションで利用しようとする場合に
は、必ず公募設置等計画等に掲載するようにしてください。（掲載するイ
メージパースの大きさは問いません）

109 40 7 (5) ア (ｲ)

【プレゼンテーション】
第二次審査にて実施予定のプレゼンテーションについて、形式は決
まっていますでしょうか。例えば、紙ベースでのプレゼンテーション
でなければならない等の制限はありますでしょうか。

No.105及びNo.108の回答を参照ください。
なお、プレゼンテーションはプロジェクターを使用する形式を想定していま
すが、プレゼンテーション実施者への事務局からの連絡内容に従ってくださ
い。

110 41 7 (5) オ

選定審議会の委員に加え、本事業に関するアドバイザリー業務を受託
しているパシフィックコンサルタンツ株式会社及び同社と本アドバイ
ザリー業務において提携関係にある者並びにこれらの者と資本面若し
くは人事面において関係がある法人に対する接触等についても、当然
失格となるものとの理解でよろしかったでしょうか。

最終優秀候補者等の選定前に、審議に関して自己に有利になることを目的と
して、選定審議会の委員への接触等の働きかけを行った場合は欠格としてい
ますが、パシフィックコンサルタンツ株式会社及び同社と本アドバイザリー
業務において提携関係にある者は守秘義務を有しており、選定審議会の委員
でもないことから、ご質問のような接触があった場合のみをもって失格とは
ならないものと考えています。

111 41 7 (8)
仮契約・仮協定の雛形は、別添資料21「覚書（案）」との理解で宜し
いでしょうか。違う場合は、雛形をご提示ください。

仮協定の雛形は別添資料19 Park-PFI事業に関する基本協定書（案）及び別添
資料20 指定管理業務に関する基本協定書（案）、仮契約の雛形は別添資料22
特定公園施設の建設・譲渡契約書(案）のとおりです。

112 42 7 (10)

Park-PFIに関する基本協定書（別添資料19）、指定管理業務に関する
基本協定書（別添資料20）、特定施設に関する建設・譲渡契約（別添
資料22）はいずれも仮契約となっており、一定の事由が生じたことを
停止条件として本契約となることが予定されているようです。確認で
すが、本契約は停止条件が生じさえすれば効力が生じ、仮契約とは別
に押印手続は不要との理解でよろしいでしょうか。

これらの仮契約は、議会における関係議案の議決が得られた場合に本契約に
なる旨を取り決めた本契約の予約としての性質を有する契約であり、予定ど
おり議決が得られた場合には、何ら手続きすることなく本契約が成立するこ
とから、仮契約とは別に押印手続きは不要です。



■ 公募設置等指針に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

113 43 8 (1)

「リスク項目：環境」
市の事由により生じる損害及び増加費用以外のリスク負担が「認定計
画提出者」となっておりますが、事業者が善管注意義務を果たしても
避けられない事情により万一環境問題が発生した場合には、その解決
にあたり、市のご協力を得ることができるものとして市も「従分担
▲」としていただきたいと存じます。

原案のとおりとします。

114 43 8 (1)

法制度、税制度、許認可の新設・変更について、「事業に類型的に又
は特別に影響を及ぼす法制度、税制度、許認可の新設・変更に起因す
る損害及び増加費用」とありますが、建築基準法や消防法等は含まな
いとの理解でよろしいでしょうか。具体的な想定があればお示しくだ
さい。

建築基準法及び消防法は「事業に類型的に又は特別に影響を及ぼす法制度、
税制度、許認可」に含みます。

115 44 8 (1)

「リスク項目：用地」
リスク項目に関する注記「※4」にて、埋蔵文化財にかかる試掘調査
の結果、発掘調査を行う場合、発掘調査に要する費用は、公募対象公
園施設については認定計画提出者の負担となっておりますが、埋蔵文
化財の重要性と保護の観点から、発掘調査を行うことになった場合に
おいて、発掘調査の実施は市が行うとともに、費用についても市の負
担としていただきたいと存じます。

原案のとおりとします。

116 44 8 (1)

「リスク項目：用地」
リスク項目に関する注記「※4」にて、発掘調査を実施することと
なった場合は、発掘調査期間中の公募対象公園施設にかかる使用料を
免除いただくとともに、工期の延長をご了承いただきたいと存じま
す。

発掘調査を実施することとなった場合は、発掘期間中の公募対象公園施設の
使用料を免除します。また、工期の延長についても協議します。

117 44 8 (1)

説明会でコロナで緊急事態宣言が延長された場合にはリスク分担表に
従って処理するというご説明があったように思います。緊急事態宣言
は「不可抗力」に該当するかと思いますので、リスク分担表に従い、
特定公園施設のリスクは広島市が主分担し、認定計画提出者は従分担
することになるという理解でよろしいでしょうか。もし、そうである
場合「主分担」「従分担」の具体的内容として想定されている内容を
ご教示ください。

新型コロナウィルスの蔓延による緊急事態宣言が発令された場合、生じた事
象に応じて個別具体的に判断します。
不可抗力によるものとされた場合は、協定書の該当条項に従います。

118 46 8 (1)
消費税を除く国内企業物価指数について、5年度間の物価指数の変動
率の平均値が3%を超えて変動した場合は翌年度以降の指定管理料の改
定を行うとありますが、人件費の高騰などは含まれますでしょうか。

No.68の回答を参照ください。



■ 公募設置等指針に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

119 47 8 (2)

「認定を受けた公募設置等計画は、市が求める場合を除き、原則とし
て変更できない」とありますが、市の求めに応じて計画変更を余儀な
くされる場合、当該変更について事業者の責めに帰すべき事由がない
ときは、変更に伴う増加費用の負担関係について市に負担いだくこと
は可能でしょうか。
仮に上記場合における市の負担が難しい場合には、現在想定される
「市が求める場合」の具体例についてご教示いただけないでしょう
か。

公募設置等指針P43「（1）リスク分担」に従うものとします。

120 －
公園内に自動販売機の設置は可能か。設置可能である場合、公園使用
料の定めがあればご教示頂きたい。

都市公園法施行規則第3の3条第5項の便益施設として、自動販売機を提案し設
置することは可能です。
その設置場所及び面積の要件は、公募設置等指針P13「イ 公募対象公園施設
の場所及び規模」に示すとおりとします。また、使用料については、同指針
P14「オ 公募対象公園施設の設置に係る使用料の額の最低額」に示す認定計
画提出者からの提案額とします。



■ 別添資料1 要求水準書に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

121 3
区域周辺の歩行者・自動車の交通量調査データがありましたら、ご教示お
願いします。

平成27年度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査などを参考にして
ください。

122 4 1 4

「以下の責任者は、応募法人又はグループで応募する場合の代表法人及び
構成法人から選出」と記載がありますが、公募設置等指針P30（6章（1）
ア(ｲ)）に記載の通り「構成法人『等』」という認識で宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。
別添資料1要求水準書P4「4 責任者の配置」に記載している「構成法人」
は「構成法人等」とご理解ください。

123 4 1 4
「本書に規定する以下の責任者は、グループで応募する場合の代表法人及
び構成法人から選出すること」とありますが「構成法人」には協力法人も
含まれる理解でよろしいでしょうか。

別添資料1要求水準書P4「4 責任者の配置」に記載している「構成法人」
は「構成法人等」とご理解ください。
この構成法人等とは、構成法人又は法人格を持たない構成員を指すもので
あり、別添資料19 旧広島市民球場跡地整備当事業　Park-PFIに関する基
本協定書（案）（別紙１）及び別添資料21 旧市民球場跡地整備当事業
覚書（案）に定義する協力法人は含めません。

124 5 1 6
要求水準の変更事由について、コロナウィルスのような大規模かつ長期間
（例えば6か月以上）の疫病の蔓延も変更事由に該当しますでしょうか。

例示頂いている状況において、別添資料1 要求水準書P5「6 要求水準の変
更」に示す事由に該当すれば、本市と認定計画提出者の協議の上、要求水
準を変更する場合があります。

125 7 2 2 (2)
記念碑等の移設を提案した場合、関係者との交渉については、市で実施さ
れるとの理解でよいでしょうか？また、移設にかかる費用についても市の
負担との理解でよろしいでしょうか。

前段について、原則として記念碑等は現状のまま存置することとしていま
すので、移設等を提案する場合は、認定計画提出者が自ら関係者等との交
渉を行ってください。なお、交渉に当たっては、事前に本市に交渉の相手
方及び移設予定先をお知らせください。
後段について、公募対象公園施設を設置するために移設を行う場合につい
ては、認定計画提出者が移設に係る費用を負担してください。また、特定
公園施設の建設のために移設を行う場合については、当該費用は本市が負
担する設計・整備に係る費用に含みます。

126 7 2 2 (2) 記念碑等の保存維持費用について維持管理仕様はありますでしょうか。 ありません。

127 8 2 2 (3) イ
既存インフラの管理者等協議窓口を教えて欲しい。なお、民間のインフラ
施設に対する接続についても市と協議するのか。

本市が所有する地下埋設物の協議窓口は以下のとおりです。
【雨水排水関係】
「ひろしま地図ナビ」の下水道情報に掲載される下水施設（協議窓口：広
島市中区役所維持管理課）
※ただし、基町ポンプ場から本川（旧太田川）への排水路に係る協議窓口
は広島市下水道局管路部維持課
「ひろしま地図ナビ」の下水道情報に掲載されていないその他の施設（協
議窓口：広島市都市整備局緑化推進部緑政課）

【給水関係】
協議窓口：広島市水道局東部管理事務所

【電力関係】
協議窓口：広島市都市整備局緑化推進部緑政課

なお、民間のインフラ施設に対する接続については、応募者において適切
に対応してください。



■ 別添資料1 要求水準書に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

128 12 4 1 (2)
災害時の避難場所への配慮について、帰宅困難者受け入れ人数等、貴市で
必要とする水準があれば、ご教示お願いします。

本事業で整備する園路、広場等の特定公園施設については、地震と大火に
対応する指定緊急避難場所として指定を想定しています。
当該施設は、基町小学校区にあり、南海トラフ地震で想定される同小学校
区全体の避難所への想定避難者数は約600名となっているほか、一定の帰
宅困難者が生じるものと考えています。
こうした中、同小学校区では他に３施設を地震に対応する指定緊急避難場
所に指定しており、それらを含めた全ての施設へ避難者が一時的に避難す
ると考えていることから、本事業で整備する特定公園施設においてご質問
のような水準は設けていません。
なお、避難場所の収容人員の算定は、地震については明確に定めておりま
せんが、大火の場合、有効面積1㎡当たり1人で計算することとしています
ので、最大収容人数の目安としてください。

また、一時避難者のうち、自宅の倒壊などにより生活の場を失った避難者
については、基町小学校を指定避難所として開設し、そちらへ移っていた
だくことを想定しています。
なお、事業者からの提案があった場合を除き、現時点では、同時に整備さ
れる公募対象公園施設は、帰宅困難者一時滞在施設としての指定は想定し
ていません。

129 12 4 1 (2)

緊急時においては、貴市において、指定緊急避難場所としての運営を実施
されるとの理解ですが、その場合において、逸失利益や追加費用に関し
て、記載がありません。指定緊急避難場所として運営される期間において
は、指定管理者としての施設の維持管理に関する責務は免除されるとの認
識でよいでしょうか。

当該事業で整備する特定公園施設については、地震と大火に対応する指定
緊急避難場所として指定を想定しています。
地震や大火の指定緊急避難場所として使用が想定されるのは、南海トラフ
地震などの大きな地震が発生した場合であり、こうした場合の公園などの
広場への一時避難については、市民自らの行動による避難となり、市職員
を配置しての開設運営を想定しておりませんが、一時避難者のうち、自宅
の倒壊などにより生活の場を失った避難者については、基町小学校を指定
避難所として開設し、そちらへ移っていただくことを想定しています。

不可抗力によって発生した費用等の負担については、別添資料20 旧広島
市民球場跡地整備整備事業指定管理業務に関する基本仮協定書（案）第40
条第４項の「事業者において合理的に予測不可能な不可抗力や周辺環境の
悪化等に起因する需要変動により大幅に利用料金収入が減少した場合の取
り扱い」に含まれるものとし、具体的な内容は市と事業者で別途協議する
こととしています。
また、指定管理者としての不可抗力による業務実施の免除については、別
添資料20 旧広島市民球場跡地整備整備事業指定管理業務に関する基本仮
協定書（案）第41条第１項に示すとおり、第40条第２項に定める協議の結
果、不可抗力により本業務の全部又は一部の実施ができなくなったと認め
られるときは、事業者は不可抗力により影響を受ける限度において本業務
の履行を行わないことができるものとしています。



■ 別添資料1 要求水準書に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

130 13 4 1 (4) イ
雨水流出抑制量の算定範囲は、事業区域範囲もしくは公募対象公園施設の
整備範囲区域のどちらでしょうか。

事業区域を算定範囲とします。

131 15 4 2 (2) ウ
建物は特定公園施設（便所、屋根等）と別棟とありますが、公募対象公園
施設内に便所を別に設置することを妨げるものではないとの理解でよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

132 15 4 2 (2) エ
設置許可の終了時における公募対象公園施設の撤去の際は、取付管や引込
管も撤去する必要があるのか。残置は不可か。

公募対象公園施設は、認定計画提出者の責任及び費用負担により、取付管
や引込管を含めて撤去し、更地にすることを前提として計画してくださ
い。なお、設置許可期間の終了日までに、次期事業者が権利を引き継ぐ、
若しくは認定計画提出者が事業を継続する等の理由により事前に本市が同
意した場合は残置が可能です。

133 15 4 2 (3) イ
公募対象公園施設の営業日及び営業時間は、認定計画提出者の提案通りに
設定できると理解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

134 18 4 3 (2) ア

メインプロムナード【園路）緊急車両の通行について
緊急車両の通行は相当数が見込めるものでもないこと。また、通常の搬入
動線である武道館屋上もT２０で考慮すべきとされていること、さらに、
T25の設計荷重を考慮すべき様な主要構造物の設置も考えられないにも拘
らず要求される理由や背景が知りたい。グレーティングやマンホール等を
T25とするのか

メインプロムナードは、基本的に歩行者の利用しか想定していませんが、
緊急時等においては、大型車両が通行することも想定されることから、断
面構成は、道路構造令の設計自動車荷重に規定されるT-25相当の車両が通
行できるものとしています。このため、グレーチングやマンホール蓋につ
いても、車両通行による破損がないよう、T-25に対応したものを選定して
ください。また、舗装構成は各種基準（舗装設計指針等）に基づき、大型
車の通行量に沿った適切な構成としていただく必要がありますが、ご指摘
のとおり、メインプロムナードに頻繁に大型車両が進入することは想定し
ていませんので、幹線道路のような断面構成は不要です。
なお、武道場上部の管理車両の通行路もメインプロムナード同様、T-25相
当の車両の通行が想定されますが、広島県の所有する武道場の設計図書等
の資料上で確認できる武道場上部の設計荷重はT-20であり、公募設置等指
針P18に示すとおり、設計・整備に当たっては、改めて構造計算書等を確
認するとともに、その後の劣化状況等の把握に努め、管理車両の通行路が
T-25の活荷重に対応するかどうかを確認する必要があります。

135 18 4 3 (2) ア

メインプロムナード(園路)南端は、平和記念公園を訪れる来訪者の入口と
してふさわしい空間を演出するとありますが、シンボル性も含め、園路の
作り方や使用する素材等は事業者が自由に提案できるとの理解で良いで
しょうか。

ご理解の通りです。

136 21 4 3 (4) ウ
（ｱ）-Ｃ 現地作業を伴う調査を実施する際は、施工監理担当者を配置し
てはいけないのでしょうか。

特定公園施設の施工監理担当者を配置しても構いません。

137 22 4 3 (4) ウ
近隣の商店主や住民の対象範囲はどこまでを想定すればよいか。市として
最低限として想定する範囲はあるか。

認定計画提出者が計画する事業内容によるため、本市が想定している対象
範囲はありません。認定計画提出者の責任により、適切に対応してくださ
い。

138 22 4 3 (4) ウ
（ｲ）-Ａ 「着工に先立ち、近隣の商店主や住民に工事内容を周知し理解
を得るように努める」と記載がありますが、対象・範囲をご教示くださ
い。

No.137の回答を参照ください。



■ 別添資料1 要求水準書に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

139 26 4 3 (5) イ

「特定公園施設の工事監理業務については、整備業務を行う者以外が行う
ものとする」とありますが、設計と整備を同法人が担当する場合、設計担
当者であれば工事監理責任者及び施工監理責任者を兼務できる理解でよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
なお、特定公園施設の設計業務・整備業務・工事監理業務を同一法人が担
当する場合においても、整備業務を行う者（施工責任者及び施工担当者）
は、工事監理業務（工事監理責任者、工事監理担当者、施工監理責任者、
施工監理担当者）と兼務することはできません。

140 27 4 3 (5) イ
（ｳ）について、工事監理担当者や施工監理担当者の配置は、必須ではな
いと理解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

141 31 5 1 (3) ア

管理運営業務の配置人数について「配置人員は４名を標準とする」とある
が、32ページでは「業務責任者又は業務副責任者を１名以上常駐させるこ
と」と記載されている。何名の配置が標準なのか。４名の中で業務を回せ
ばよいという趣旨なのか。また、この４名に業務責任者を含めてよいの
か。

管理運営業務の配置人員は４名を標準としていますが、これは、イベント
の企画誘致に積極的に取り組んでいただけるよう、通常の公園管理に係る
人員配置と比べて配置人員を大幅に強化しているものです。この中に業務
責任者又は副責任者を含めていただいて構いません。また、現地に常駐す
る業務責任者又は業務副責任者を1名以上としているのは、休憩時等に交
代要員が必要となると考え、こういった表現としています。

142 33 5 1 (6) イ
利用者ニーズのための調査など業務の実施頻度などの目安はありますで
しょうか。

施設は通年で供用しており、利用者ニーズも常に把握することが望ましい
ため、通年で行うことを基本としますが、やむを得ず期間を定めてアン
ケートを実施する場合は、実施時期により回答結果に大きな差が出る可能
性があることを考慮しながら、有効な実施時期等について本市と調整の上
設定します。

143 33 5 1 (6) ウ
自己評価の項目、書式等については、指定管理者が指定管理業務開始前に
定めるという理解でよろしいでしょうか。

自己評価の項目、書式等については、事業計画書に記載し、毎年度、指定
管理業務開始の30日前までに提出し、本市の承諾を得てください。

144 33 5 1 (6) ウ 自己評価の実施目安の実施頻度などの目安はありますでしょうか。 自己評価は、四半期ごとに実施し、報告してください。

145 33 5 1 (7) ア
指定期間中のモニタリング及び実績評価の実施頻度などの目安はありませ
うでしょうか。

モニタリングについては、原則として実地調査と抜き打ち調査をそれぞれ
年２回以上実施することとしています。また、実績評価は、指定管理者か
ら提出いただく業務実施報告書又は事業報告書に基づき、本市が毎年度の
業務実施状況の実績を評価することとしています。

146 34 5 2

基本的にこれまで行っている施設の維持管理のサービスレベルは同等にす
べきと考えている。ついては、現在の維持管理の内容と要している経費を
知りたい。樹木の維持管理、トイレ清掃、噴水のメンテナンス、園路の清
掃、警備、緊急時への対応、光熱水費等

現在の指定管理者による中央公園の維持管理費用の実績及び内容について
は追加資料２（中央公園の維持管理・修繕に係る委託費（令和元年度））
及び追加資料３（中央公園管理業務仕様書）をご覧ください。なお、本実
績及び仕様書は、『誰もが訪れてみたいと感じる広島の「顔」となる都心
の新たなにぎわい拠点を創出』することを目的とした本事業における維持
管理の水準を検討する上での参考にはならないものと考えていますので、
認定計画提出者において民間事業者のノウハウを最大限に活かし、利用者
の満足度向上を図るとともに、事業目的に照らし適切な水準の管理・運営
費用を確保するようにしてください。

147 34 5 2 (3) ア
「巡回による警備により、」とありますが、巡回の頻度（回/日）や巡回
時間などの目安はありますでしょうか。

目安はありません。必要な頻度や時間を認定計画提出者が提案し、実施し
てください。



■ 別添資料1 要求水準書に関する質問への回答

No 頁 該当箇所 質問内容 回答

148 35 5 2 (4) イ
指定管理者が修繕することがより効率であると認められるものとあります
が、具体的にどのような状況が想定されますでしょうか。

修繕の内容が、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第5号から第7
号に規定する特命随意契約に適合すると認められる場合は、100万円以上
の費用を要する場合であっても、本市が費用を負担した上で指定管理者に
修繕を実施していただきます。
例：
・その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき
・緊急の必要により競争入札に付することができないとき
・時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みの
あるとき

149 36 5 2 (6)
現在の指定管理者が有している備品は、引継ぐことになるのか。それとも
新たに調達することになるのか。

備品については、本事業の指定管理者（認定計画提出者）が新たに調達し
てください。

150 36 5 3 (1) ウ
年間のイベント計画によらず、突発的なイベント申請の受け入れは広島市
の事前承諾を得れば可能でしょうか。

本市の事前承諾を得れば可能ですが、他のイベントへの影響等を考慮し、
承諾しない場合があることに留意してください。

151 37 5 3 (1) ウ
「イベントに伴う広告物の占用許可申請の受付、本市への送付などを行う
こと。」とあるが、占用許可申請の手続き開始となる受付を行うのか。
（受付印を押すのか。）

占用希望者から占用許可に係る申請書を受け取り、市へ送付してくださ
い。なお、申請書には、指定管理者が書類受取日を把握するための独自の
日付入り印を押印していただいても構いません。（押印しない場合は、別
途書類受取日を記録してください。）

152 38 5 3 (5) ア
避難者を受け入れるための災害備蓄品の用意の必要はありますでしょう
か。

指定緊急避難場所は、原則、災害備蓄品を備える必要はありません。
提案する指定管理料の範囲内で一定数の備蓄品を用意する計画は歓迎しま
す。

153 38 5 3 (5) イ
災害発生時等に市から避難場所として使用する旨の指示を受けた場合、避
難者を受け入れ等にかかる経費については、別途費用が支払われるとの理
解でよいでしょうか。

No.129の回答を参照ください。

154 38 5 3 (5) イ
災害発生時等で避難場所として使用することにより、イベント等が中止と
なった場合、その利用料金収入の補填はありますでしょうか。

No.129の回答を参照ください。

155 38 5 3 (5) イ 避難者の受け入れ人数の目安はありますでしょうか。 No.128の回答を参照ください。

156 39 5 4

今回のプロジェクトでは大規模イベントから日常イベントまでの幅広い内
容のものが求められている。これを実現するためには、自主事業による平
日のイベントの実施が不可欠であると考えている。従って、その開催に係
る経費についても指定管理業務の中で一体的に実施することが必要である
ので、「自主事業の会計は指定管理業務とは独立させること。」の変更を
求めたい。

原案のとおりとします。

157 39 5 5 (2)

自然災害など不可抗力損害に対する保険について、保険金額は任意の判断
であるものの、不可抗力の種類によっては、適切な保険商品がない、ある
いは非常に保険料が高額になるものがあるところ、保険加入せずに自らの
収益の中でリスクを吸収することもあると思いますが、あらゆる不可効力
に対する保険加入が義務との理解でよろしいでしょうか。

指定管理者（認定計画提出者）において、発生確率や影響の大きさ等を勘
案し、適切な範囲で保険等に加入してください。

158 39 5 5 (2) 「保険等」の「等」とは何を想定されてますでしょうか。 共済、補償等、本事業のリスクに対応できる制度全てを含みます。



■ 公募設置等指針に関する別添資料2～34に対する質問への回答

No 資料名 頁 該当箇所 質問内容 回答

159
別添資料6 公募対象公園施
設の整備可能範囲

1
公募対象公園施設は、高さ制限を遵守した上であれば、南北軸上に
設定することは可能と理解してもよろしいでしょうか。

南北軸上に公募対象公園施設を設けることはできません。

160
別添資料10 特定公園施設と
して整備する園路のイメー
ジ

1
「想定している管理車両動線」が西側となっているが、東側にも道
路があるので、緊急時等への対応としてOUTだけの動線とすること
は可能か。

東側への動線は、バスセンターへの進入道路を歩行者が横切る事例
が多数確認され、事故の発生が懸念されたため、安全を確保する観
点で、バリケードを設置して封鎖していることから、原案のとおり
とします。

161
別添資料11 外野ライト側ス
タンドの座面を活用した憩
いの場の整備イメージ

1

【外野ライトスタンド】「特定公園施設の整備に合わせて撤去」と
記載されていますが、撤去時期については「特定公園施設を整備す
る時期」ということで、事業者側が任意に決定できる、という理解
でよろしいでしょうか。あるいは、完全に撤去せず、その一部を盛
り土として使用することは妨げないという理解でよろしいでしょう
か。

外野ライトスタンドについては、特定公園施設の供用開始時期まで
に撤去を完了してください。また、外野ライト側スタンドについて
は、安全性の観点及び将来的な仮設バス乗降場の設置を踏まえ、完
全に撤去してください。

162
別添資料12 利用料金の計算
方法（計算例）

2
イベント利用料金の計算例（１）の場合、①②の計算は必須でしょ
うか。

利用料金の条件設定は、認定計画提出者の提案によります。別添資
料12 利用料金の計算方法（計算例）は本市の算出イメージであ
り、必ずしもこの例による必要はありません。計算根拠がわかるよ
う、公募設置等計画に記載してください。

163
別添資料16 中央公園全体の
魅力向上に向けた取組のイ
メージ（参考）

1
（仮称）中央公園エリアマネジメント協議会は本Park-PFI事業期間
終了後も存続するのでしょうか。

本事業終了に伴い、認定計画提出者の協議会への参加は不要となり
ますが、協議会自体の存続については、今後のあり方を含め、事業
終了までに別途検討します。

164
別添資料16 中央公園全体の
魅力向上に向けた取組のイ
メージ（参考）

1
（仮称）中央公園エリアマネジメント協議会が本Park-PFI事業期間
終了後も存続する場合、本Park-PFI事業期間終了後の協議会運営は
誰が担うのでしょうか。

No.163の回答を参照ください。

165
別添資料16 中央公園全体の
魅力向上に向けた取組のイ
メージ（参考）

1
【エリアマネジメント】
別添資料16に記載の「正会員の会費及び賛助会員の協賛金」はどの
項目に入力すればよろしいでしょうか。

「正会員の会費及び賛助会員の協賛金」を含め、「中央公園エリア
マネジメント協議会（仮称）」（認定計画提出者が設立する団体）
が受領する収入及び支払う費用を様式に記載する必要はありませ
ん。
様式13-8は、団体の名称を「中央公園エリアマネジメント協議会」
とした上で、認定計画提出者としての収入及び費用を入力いただく
ことを想定しています。
具体的には、同様式における「中央公園エリアマネジメント協議会
活動資金」としては、協議会の立ち上げ及び運営において認定計画
提出者が担う事務局業務に対して協議会から支払われる対価を想定
しています。
また、「中央公園エリアマネジメント協議会負担金」としては、認
定計画提出者が正会員として協議会に支払う会費を、「中央公園エ
リアマネジメント協議会事務局経費」としては、上記の認定計画提
出者が事務局業務を実施するための人件費や経費等を想定していま
す。

166
別添資料16 中央公園全体の
魅力向上に向けた取組のイ
メージ（参考）

1

【エリアマネジメント】
協議会の運営に係る事業費の各事業者の負担割合の条件はあります
か（旧広島市民球場跡地イベント広場の運営事業者には過半を超え
る負担を期待する等）。その他、義務等がありますか。

負担割合に関する条件はありませんが、別添資料16「1(4) 想定さ
れる年間事業費」に示すとおり、年間事業費の半分程度の負担は期
待しています。
本事業の認定計画提出者の義務としては、協議体を自ら立ち上げ、
中心的な役割を担い、中央公園全体の魅力向上に向け取り組んでい
ただく必要があります。



■ 公募設置等指針に関する別添資料2～34に対する質問への回答

No 資料名 頁 該当箇所 質問内容 回答

167
別添資料16 中央公園全体の
魅力向上に向けた取組のイ
メージ（参考）

1 1 (1)
1(1)に「都市再生推進法人制度の活用を想定」とあるが、広島市に
それを指定する制度はあるのか？ないのであれば、いつ頃制度化す
る予定か。

現時点において、都市再生推進法人を指定する制度は準備出来てお
りません、また、制度化の時期も未定です。なお、別添資料16 中
央公園全体の魅力向上に向けた取組のイメージ（参考）に示す内容
は本市の想定するイメージであり、その内容等については認定計画
提出者の提案に委ねます。よって、都市再生推進法人制度の活用を
義務づけるものではありません。

168
別添資料16 中央公園全体の
魅力向上に向けた取組のイ
メージ（参考）

1 1 (4)

【エリアマネジメント】
中央公園全体の魅力向上に向けた取組に向け設立する協議会につい
て。1(4)に「専任職員の人件費」と専任職員の雇用を前提としてい
ると理解できる記載がありますが、協議会の専任職員を雇用する必
要がありますでしょうか。協議会を構成する事業者の従事者が定期
的に会議を行うだけでは不十分でしょうか。

認定計画提出者の提案に委ねます。

169
別添資料16 中央公園全体の
魅力向上に向けた取組のイ
メージ（参考）

1 1 (4)
【エリアマネジメント】 想定される年間事業費12百万円の根拠を
ご教示ください。

別添資料16 中央公園全体の魅力向上に向けた取組のイメージ（参
考）における全ての正会員が加入した時点での立ち上げ期の年間事
業費を以下のとおり算出していますが、あくまで本市の想定するイ
メージであり、認定計画提出者の考える費用を想定してください。

170 別添資料17 評価の基準
近隣への説明は工事着工前に実施するという認識で良いでしょう
か。範囲の定義はありますでしょうか。

認定計画者が計画する事業内容によるため、本市が想定している近
隣範囲、時期はありません。認定計画提出者の責任により、適切に
対応してください。

171
別添資料18 様式集 様式3
応募書（兼）指定申請書

グループで応募する場合、協力法人の提出書類（一式）の提出は不
要という認識で宜しいでしょうか。

別添資料19 旧広島市民球場跡地整備当事業　Park-PFIに関する基
本協定書（案）（別紙１）及び別添資料21 旧市民球場跡地整備当
事業　覚書（案）に定義する協力法人の書類提出は不要です。

172

別添資料18 様式集 様式5
グループで応募する場合の
代表法人及び構成等名簿兼
委任状

新会社設立ではなく、共同事業体での事業推進を予定しております
が、様式5は「当グループ又は代表法人及び構成法人等で設立する
新会社が負担する債務の履行に関し」と記載されている通り、新会
社設立が前提となっています。当該様式の共同事業体版をご提示く
ださい。

別添資料18 様式集（様式5）は新会社設立のみを前提にしているも
のではありませんので、共同事業体などグループでの応募について
も、当様式を使用してください。



■ 公募設置等指針に関する別添資料2～34に対する質問への回答

No 資料名 頁 該当箇所 質問内容 回答

173

別添資料18 様式集 様式5
グループで応募する場合の
代表法人及び構成等名簿兼
委任状

別添資料18（様式5）の1頁目には「なお、各構成法人等は、…代表
法人及び構成法人等で設立する新会社が負担する債務の履行に関
し、連帯して責任を負います。」との記載があります。
覚書案（別添資料21）でも触れられているとおり協力法人は事業者
に出資をする主体ではなく、また、連帯債務は性質上可分であるこ
とが求められます。そのような観点からは、「協力法人」が別添資
料18（様式５）の上記文章に基づいて他の構成法人等と連帯して責
任を負うこととなる債務の対象は、同第10条第2項に定める違約金
の支払いに限定されると理解してよろしいでしょうか。もし上記理
解で齟齬がある場合には、「協力法人」が連帯して責任を負うこと
となる新会社の債務の対象を具体的にご教示ください。その際は、
当該債務が「協力法人」に対して可分的に帰属しうるものであるこ
と、かつ、「出資をしない」という協力法人の性質を考慮してもな
お「協力法人」において支配可能な内容であるということ、につい
てご説明いただければ幸いです。

別添資料18 様式集（様式5）における構成法人等とは、構成法人又
は法人格を持たない構成員を指すものであり、別添資料19 旧広島
市民球場跡地整備当事業　Park-PFIに関する基本協定書（案）（別
紙１）及び別添資料21「旧市民球場跡地整備当事業　覚書（案）」
に定義する協力法人は含めません。

174

別添資料18 様式集 様式5
グループで応募する場合の
代表法人及び構成等名簿兼
委任状

「構成法人等」が代表企業に一切の権限を委任し、連帯して責任を
負う事となっていますが、ここで言う「構成法人等」には協力法人
は含まれていないと理解して宜しいでしょうか。

No.173の回答を参照ください。

175

別添資料18 様式集 様式5
グループで応募する場合の
代表法人及び構成等名簿兼
委任状

提出書類（様式5)に添付する「団体結成に関する協定書」に関し
て、SPCに出資せず、SPCから業務を受託するだけの構成法人等も契
約当事者に含まれている必要がありますでしょうか。

No.173の回答を参照ください。

176
別添資料18 様式集 様式6
広島市が推進すべき施策に
関する報告書

2
３．男女共同参画・子育て支援の推進の項目（１）については、く
るみん認証』を取得しており策定義務を免除されているがどのよう
に記載すればよいでしょうか。

「ア　策定義務があり策定している。」に該当しているものとし、
一般事業主行動計画の写しの代わりにくるみん認証が確認できるも
のを添付してください。

177
別添資料18 様式集 様式13-
4 Park-PFI事業 ④特定公園
施設

5
「既存の樹木や植栽を伐採又は移設する場合はその樹種、場所を記
載すること」と記載がありますが、既存樹や植栽の種類や規格が分
かる資料をご提示ください。

追加資料４をご覧ください。なお、本資料は、平成19年の調査結果
のため、現状と異なる可能性があります。

178

別添資料18 様式集 様式13-
7 全体計画 ②実施体制及び
資金計画　イ 資金計画、経
営力（公募対象公園施設と
利便増進施設に関する資金
計画及び収支計画）

8

【提案様式の記載方法】
「広告収入（損益計算表⇒営業収入（税抜き）⇒利便増進施設の営
業収入）」は、何を想定していますでしょうか。園内全体のマネジ
メントを担う協議会の運営に収入を充てる広告料と思料しますが、
その場合、一旦様式13-7の収入に計上し、様式13-8の「利便増進施
設の広告料収入」に同額を入力する、という理解でよろしいでしょ
うか。

広告収入については、ご理解のとおりです。



■ 公募設置等指針に関する別添資料2～34に対する質問への回答

No 資料名 頁 該当箇所 質問内容 回答

179

別添資料18 様式集 様式13-
7 全体計画 ②実施体制及び
資金計画　イ 資金計画、経
営力（公募対象公園施設と
利便増進施設に関する資金
計画及び収支計画）

8

【提案様式の記載方法】
様式13-7と様式13-8について、提出に際して一体の様式として提出
させていただくことは可能でしょうか（例：13-7と13-8を全体の金
額の入った同じ内容のものとする）。ご質問の趣旨としては、本事
業においては、公募対象公園施設と指定管理業務で一体的に収支を
計算するものであり、一体的な運営自体Park-PFIの趣旨の一つであ
ると理解しております。また、出資金や配当等についての按分につ
いては、一体の事業として実施する以上不可分であると考えており
ます。
一体の様式での提出が認められない場合、資金計画及び指標EIRRに
ついては、合算したものとし、両様式で同じ内容とさせていただく
ことは可能でしょうか。こちらについても不可とされる場合、提案
者間での按分上での差異が、評価に影響することで不公正な公募と
なる可能性も考えられるため、借入金・出資金・配当・内部留保に
ついての合理的な按分基準や算定方法についてご教示ください。
又、EIRRについては、出資額に応じて変動する点も含めて、按分で
の算定は困難であるものと思料いたします。

様式13-7と様式13-8については、民間事業者による独立採算での事
業と、本市が負担する業務を分けることを目的としているため、様
式は一体とせず分けて提出してください。
様式13-7と様式13-8で重複する費用については、合理的な範囲で按
分した金額を入力してください。なお、按分の考え方については、
応募者の提案に委ねます。按分の考え方（計算式など）についても
可能な限りお示しください。按分で影響する算定項目のみで本様式
に記載された内容を評価することはありません。出資額についても
同様に、可能な限り合理的な範囲で按分した金額を入力してくださ
い。

180

別添資料18 様式集 様式13-
7 全体計画 ②実施体制及び
資金計画　イ 資金計画、経
営力（公募対象公園施設と
利便増進施設に関する資金
計画及び収支計画）

8 ※10
共同事業体での事業推進を予定しているため、本事業に係る「法人
税等」は、共同事業体の損益は直接各構成員に帰属するものとして
扱われるため記載できませんが、この理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

181

別添資料18 様式集 様式13-
8 全体計画 ②実施体制及び
資金計画　イ 資金計画、経
営力（特定公園施設と指定
管理業務に関する資金計画
及び収支計画）

9
【エリアマネジメント】
別添資料16に記載の「正会員の会費及び賛助会員の協賛金」はどの
項目に入力すればよろしいでしょうか。

No.165の回答を参照ください。



■ 公募設置等指針に関する別添資料2～34に対する質問への回答

No 資料名 頁 該当箇所 質問内容 回答

182

別添資料18 様式集 様式13-
8 全体計画 ②実施体制及び
資金計画　イ 資金計画、経
営力（特定公園施設と指定
管理業務に関する資金計画
及び収支計画）

9

【提案様式の記載方法】
様式13-7と様式13-8について、提出に際して一体の様式として提出
させていただくことは可能でしょうか（例：13-7と13-8を全体の金
額の入った同じ内容のものとする）。ご質問の趣旨としては、本事
業においては、公募対象公園施設と指定管理業務で一体的に収支を
計算するものであり、一体的な運営自体Park-PFIの趣旨の一つであ
ると理解しております。また、出資金や配当等についての按分につ
いては、一体の事業として実施する以上不可分であると考えており
ます。
一体の様式での提出が認められない場合、資金計画及び指標EIRRに
ついては、合算したものとし、両様式で同じ内容とさせていただく
ことは可能でしょうか。こちらについても不可とされる場合、提案
者間での按分上での差異が、評価に影響することで不公正な公募と
なる可能性も考えられるため、借入金・出資金・配当・内部留保に
ついての合理的な按分基準や算定方法についてご教示ください。
又、EIRRについては、出資額に応じて変動する点も含めて、按分で
の算定は困難であるものと思料いたします。

No179の回答を参照ください。

183

別添資料18 様式集 様式13-
8 全体計画 ②実施体制及び
資金計画　イ 資金計画、経
営力（特定公園施設と指定
管理業務に関する資金計画
及び収支計画）

9

【エリアマネジメント】
「中央公園エリアマネジメント協議会活動資金」はどのような資金
を想定されているでしょうか。活動資金を一旦認定計画提出者が受
領する、という理解でよろしいでしょうか。

No.165の回答を参照ください。

184

別添資料18 様式集 様式13-
8 全体計画 ②実施体制及び
資金計画　イ 資金計画、経
営力（特定公園施設と指定
管理業務に関する資金計画
及び収支計画）

9
【エリアマネジメント】
「中央公園エリアマネジメント協議会事務局経費」は、協議会では
なく認定計画提出者が負担するという理解でしょうか。

No.165の回答を参照ください。

185

別添資料18 様式集 様式13-
8 全体計画 ②実施体制及び
資金計画　イ 資金計画、経
営力（特定公園施設と指定
管理業務に関する資金計画
及び収支計画）

9

【エリアマネジメント】
「中央公園エリアマネジメント協議会負担金」、「中央公園エリア
マネジメント協議会事務局経費」は何を想定されていますでしょう
か。「負担金」と「協議会」の会費は異なりますか。

No.165の回答を参照ください。

186

別添資料18 様式集 様式13-
8 全体計画 ②実施体制及び
資金計画　イ 資金計画、経
営力（特定公園施設と指定
管理業務に関する資金計画
及び収支計画）

9 ※10
共同事業体での事業推進を予定しているため、本事業に係る「法人
税等」は、共同事業体の損益は直接各構成員に帰属するものとして
扱われるため記載できませんが、この理解で宜しいでしょうか。

No.180の回答を参照ください

187
別添資料19 Park-PFIに関す
る基本協定書（案）

法人格を持たない企業共同体（ジョイントベンチャー（JV））の場
合、広島市との協定書等の締結は各社が連名で押印する形式で宜し
いでしょうか。

そのような形式も想定しています。



■ 公募設置等指針に関する別添資料2～34に対する質問への回答

No 資料名 頁 該当箇所 質問内容 回答

188
別添資料19 Park-PFIに関す
る基本協定書（案）

1
冒頭の但書に「設置等予定者が設置するSPCを想定」と記載があり
ますが、SPCを設置せず、共同事業体での事業推進を予定している
ため、当該様式の共同事業体版をご提示ください。

共同事業体による場合は、以下のとおりです。
追加資料６ Park-PFIに関する基本協定書（案）
追加資料７指定管理業務に関する基本協定書（案）
追加資料８覚書（案）
追加資料９特定公園施設に関する建設・譲渡契約書（案）

189
別添資料19 Park-PFIに関す
る基本協定書（案）

3

【基本協定書18条2項】
基本協定書第18条第2項において、市の責めに帰すべき事由に起因
して事業者に増加費用又は損害が発生した場合には、市が合理的な
増加費用又は損害を負担することとしております。
当該条文の趣旨をふまえると、基本協定書第8条第2項において、市
による「請求、勧告、通知・・・」を理由として市は何らの責任を
負わないとある部分については、これらの「請求、勧告、通
知・・・」に市の帰責事由があるときは、市は「請求、勧告、通
知・・・」によって事業者に生じた増加費用又は損害を合理的な範
囲で負担いただけるという理解でよろしいでしょうか。
もし、上記理解と異なる場合、市に帰責事由が認められる「請求、
勧告、通知・・・」がされたときは、事業者は別途民法等に定める
内容で市に対して費用負担又は損害賠償請求を行うことは妨げられ
ないということでよろしいでしょうか。

Park-PFIに関する基本協定書（案）第8条第2項は、本協定に別段の
定めがある場合を除きます。
よって、本市に帰責事由がある場合は、本協定書の各規定に従い、
本市が合理的な増加費用又は損害を負担することがあります。

190
別添資料19 Park-PFIに関す
る基本協定書（案）

3

【基本協定書8条4項】
（まず、第8条には3項が脱落しておりますので、第4項として本質
問で指摘する内容は、正確には第8条第3項に相当することを前提と
します）
本項において、市が事業者等に対して本協定に基づく増加費用又は
損害を負担する場合には「逸失利益」を含まないとありますが、こ
れは民法及び最高裁判例の示すところの「相当因果関係」に従って
損害範囲を確定するということでよろしいでしょうか。

増加費用又は損害は相当因果関係がある範囲に限りますが、逸失利
益は含みません。
なお、Park-PFIに関する基本協定書（案）第8条「第4項」は仮協定
締結時に「第3項」に修正します。

191
別添資料19 Park-PFIに関す
る基本協定書（案）

4 1 12条

【基本協定書12条】
一定期間内（例えば運営開始後2年など）に公募設置等指針などの
公募書類に記載されていること以外の内容に関する土地の契約不適
合責任を貴市に通知した場合には、一定の補償をして頂けないで
しょうか。

原案のとおりとします。

192
別添資料19 Park-PFIに関す
る基本協定書（案）

4 1 12条 2

「事業用地における土壌汚染・地中障害物・埋蔵文化財等のリスク
は、公募設置等指針等に別途明記されている場合を除き、すべて事
業者負担とする」と記載がありますが、明記されていないものにつ
いては、市の負担としていただきたいと存じます。

原案のとおりとします。

193
別添資料19 Park-PFIに関す
る基本協定書（案）

4 1 13条 5

騒音、振動、悪臭、粉塵、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水
質汚染その他の本件業務が近隣に及ぼす悪影響にかかる近隣対策の
結果、事業者に生じた増加費用及び損害（近隣対策によって事業日
程が変更されたことによる増加費用及び損害も含む。）は事業者が
負担することとなっておりますが、整備業務における工事の施工等
に伴い事業者が善良な管理者の注意義務を果たしても避けることが
できない事象に対する近隣対策費用等については市の負担としてい
ただきたいと存じます。

原案のとおりとします。



■ 公募設置等指針に関する別添資料2～34に対する質問への回答

No 資料名 頁 該当箇所 質問内容 回答

194
別添資料19 Park-PFIに関す
る基本協定書（案）

5 1 15条 1

整備業務における工事の施工等に伴い通常避けることができない
騒音、振動、悪臭、粉塵、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水
質汚染等により第三者に生じた損害のうち、事業者が善良な管理者
の注意義務を果たしていたものについては、市の負担としていただ
きたいと存じます。

原案のとおりとします。

195
別添資料19 Park-PFIに関す
る基本協定書（案）

6 2 20条 2
事業者は、統括管理責任者を原則として公募対象公園施設又は特定
公園施設内で勤務させるとあるが、緊急時にすぐ対応できる場所で
あれば上記場所以外でも勤務可能でしょうか。

総括管理責任者は原則として公募対象公園施設又は特定公園施設内
で勤務することとしますが、旧広島市民球場跡地から概ね２ｋｍ以
内で勤務する場合は、この限りではないものとします。ただし、別
紙1要求水準書の32ページに記載のとおり、指定管理業務の業務責
任者又は副業務責任者を１名以上常駐させる必要がありますので、
総括管理責任者がこれらの責任者を兼ねる場合は、公募対象公園施
設内に設置する管理事務所で業務を行うことが必要です。

196
別添資料19 Park-PFIに関す
る基本協定書（案）

9 3 29条 3
公募対象公園施設の設置許可に係る使用料の支払い期限は、いつで
しょうか？

許可期間が複数年度に跨る場合は、年度ごとの使用料を納付すると
となり、納付期限は当該年度の始期までとなります。

197
別添資料19 Park-PFIに関す
る基本協定書（案）

10 3 33条 3
ここに記載されているサービス購入料とは、どのような料金のこと
を指し示しているのでしょうか。（第62条3項も同様）

仮協定締結時に、第33条第3項及び第62条第3項の「又はサービス購
入料」は削除します。

198
別添資料19 Park-PFIに関す
る基本協定書（案）

14 4 50条

【基本協定書50条】
緊急事態の発生において、本条の趣旨から、発生する損害、損失及
び増加費用については、貴市において負担される可能性があるとの
理解でよろしかったでしょうか。

本項は、緊急時の対応について規定するものです。
緊急事態の発生によって、損害、損失及び増加費用が発生した場合
は、本協定書における該当条項に従います。

199
別添資料19 Park-PFIに関す
る基本協定書（案）

14 4 51条

Park-PFIに関する基本協定書（案）第48条に基づき、市に事前の承
諾を得たうえで、公募対象公園施設の全部又は一部を譲渡している
場合においては、原状回復について、ご協議いただけるものと理解
して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
なお、公募設置等計画においては、原状回復を前提としてご提案く
ださい。

200
別添資料19 Park-PFIに関す
る基本協定書（案）

28 10 86条

【基本協定書86条】
第86条において「法令等」の変更によって生じた増加費用又は損害
の負担について規定しておりますが、別紙６は「法令」の制定及び
改正を対象とした負担割合のみ規定されています。
このように「法令等」から「法令」のみを別紙６の対象としたの
は、法令が事業者に与える影響を考慮したものと拝察します。
そこで、定義22の「法令等」すなわち「法律、政令、規則、命令、
条例、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の確定判
決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める
一切の規定、判断若しくはその他の措置を総称する。」のうちいず
れが「法令」に該当するのかご教示ください。

仮協定締結時に、別紙6文中の「法令」を「法令等」と修正しま
す。

201
別添資料20 指定管理業務に
関する基本協定書（案）

8 7 39条 2
市が加入する火災保険の対象である管理施設は公募対象公園施設
（飲食店売店等）も対象になりますでしょうか。

本市が加入する火災保険の対象となる「管理施設」は、特定公園施
設のみとなります。

202 別添資料21 覚書（案）
事業者選定が令和3年8月上旬、仮協定・仮契約の締結が同年8月中
旬頃となると、スケジュールが非常にタイトなので、当該様式の共
同事業体版をご提示ください。

No.188の回答を参照ください。



■ 公募設置等指針に関する別添資料2～34に対する質問への回答

No 資料名 頁 該当箇所 質問内容 回答

203 別添資料21 覚書（案）

別添資料18（様式5）の1頁目には「なお、各構成法人等は、…代表
法人及び構成法人等で設立する新会社が負担する債務の履行に関
し、連帯して責任を負います。」との記載があります。
覚書案（別添資料21）でも触れられているとおり協力法人は事業者
に出資をする主体ではなく、また、連帯債務は性質上可分であるこ
とが求められます。そのような観点からは、「協力法人」が別添資
料18（様式５）の上記文章に基づいて他の構成法人等と連帯して責
任を負うこととなる債務の対象は、同第10条第2項に定める違約金
の支払いに限定されると理解してよろしいでしょうか。もし上記理
解で齟齬がある場合には、「協力法人」が連帯して責任を負うこと
となる新会社の債務の対象を具体的にご教示ください。その際は、
当該債務が「協力法人」に対して可分的に帰属しうるものであるこ
と、かつ、「出資をしない」という協力法人の性質を考慮してもな
お「協力法人」において支配可能な内容であるということ、につい
てご説明いただければ幸いです。

No.173の回答を参照ください。

204 別添資料21 覚書（案） 1
覚書の締結時期は、仮協定・仮契約の締結時期である令和3年8月中
旬頃を想定されていますでしょうか。

8月上旬頃を予定している設置等予定者の選定後、速やかに締結す
ることを想定しています。

205 別添資料21 覚書（案） 1
覚書締結のタイミングは、設置予定者の選定後速やかにということ
になりますでしょうか。

No.204の回答を参照ください。

206 別添資料21 覚書（案） 3 5条 2 1

【覚書5条2項1号】
覚書案第5条第2項1号では、誓約事項として「代表法人の議決権保
有割合が株主中単独で最大となることを維持すること」とされてい
ますが、かかる内容は、SPCを設立しない場合にはどのような内容
となりますでしょうか。

SPCを設立しない場合、本号は削除します。
なお、共同事業体による場合の覚書（案）は追加資料８のとおりで
す。

207 別添資料21 覚書（案） 3 5条 2 1

【覚書5条2項1号】
覚書案第5条第2項1号では、誓約事項として「代表法人の議決権保
有割合が株主中単独で最大となることを維持すること」とされてい
ますが、代表法人の子会社も構成法人として参加する場合、代表法
人が直接保有する議決権の他、当該子法人を介して保有する議決権
も併せた議決権の保有割合が株主中最大であれば上記誓約事項を遵
守したことになりますでしょうか。

代表法人の議決権保有割合は、子会社を介して保有する議決権を含
まずに算出してください。

208 別添資料21 覚書（案） 5 8条 1

事業者と受託者等との間で締結する委託・請負にかかる契約の内容
について、公募設置等指針等及び公募設置等計画に従ったものであ
れば、契約に適用する約款等の契約条件は事業者と受託者等の裁量
で決定しても差し支えないという理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

209 別添資料21 覚書（案） 9
別紙
1

【覚書別紙1　出資予定表】
SPCを設立して事業を実施しようとする場合、代表法人及び構成法
人以外の者がSPCの株主となることも想定されているようですが(別
紙1参照）、この代表法人及び構成法人以外の株主は特段求められ
る資格はないと理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

210
別添資料22 特定公園施設に
関する建設・譲渡契約
（案）

1 2条
特定公園施設の譲渡の対価とは、例えば貴市が負担する費用が11億
円の場合、11億円となるのでしょうか。それとも、民間資金の還元
額も含めた金額になるのでしょうか。

譲渡の対価には、民間資金の還元額は含みません。



■ 公募設置等指針に関する別添資料2～34に対する質問への回答

No 資料名 頁 該当箇所 質問内容 回答

211
別添資料22 特定公園施設に
関する建設・譲渡契約
（案）

1 2条
特定公園施設の譲渡の対価に、民間資金の還元額が含まれない場
合、民間資金の還元額の会計上の扱いはどのようになるのでしょう
か。

特定公園施設の譲渡の対価は、公募設置等指針P20「オ 本市による
特定公園施設の設計・整備に係る費用の負担」に従って定めます。
なお、民間資金の会計上の扱いは法令等に従ってください。

212
別添資料30 本要求水準書に
定める人員配置及び各種会
議の出席者

利便増進施設の設計及び施工責任者と設計及び施工担当者は、それ
ぞれ、公募対象公園施設のそれと兼務できると理解して宜しいで
しょうか。

ご理解のとおりです。


