
 

京都市山ノ内浄水場跡地（北側用地）活用の事業者公募に係る 

質問に対する回答（平成２６年７月１１日締切分） 

 

（（（（    目目目目    次次次次    ））））    

分 

類 
質 問 内 容 ㌻ 

本

物

件

の

概

要 

Ｑ１    内在する建物として特高受電室との記載があるが，この設備を新規

施設計画に利用することは可能か。 
１ 

Ｑ２ 募集要項別紙４「西側隣接地での工事概要」の中に，西側用地にて

進入路の整備とありますが，道路として整備されるとの理解でよい

のか。 

公道・私有道の種別，敷地境界もしくは道路境界の種別，一般の方々

の往来の有無等を御教示いただきたい。 

１ 

Ｑ３ 募集要項別紙４「西側隣接地での工事概要」について，平面図に幅

員約１０ｍの青い部分と赤い部分が示されているが，それぞれ何を

示しているのか。 

１ 

Ｑ４ 募集要項別紙４「西側隣接地での工事概要」の中の山ノ内ポンプ場

場内整備工事において，本跡地の既存地下構造物は撤去のうえ，御

池通と同等の地盤高さまで埋め戻すとのことだが，深さを御教示い

ただきたい。 

２ 

Ｑ５ 西側用地において，（将来的な）整備状況が不明です。 

境界フェンス・樹木等の整備予定を御教示いただきたい。 
２ 

Ｑ６ 周辺の景観を検討するにあたり，現在建設中のポンプ場の外観の分

かる図面の開示は可能か。 
３ 

Ｑ７ 当該敷地に隣接し，地番４－１１，４－１２という区画が見受けら

れる。この区画の利用用途・形態について御教示いただきたい。 

地番４－１２に対して，地盤レベル等整備予定があれば，御教示い

ただきたい。 

４ 

Ｑ８ 当該地東側「葛野大路通り」からの車両及び人の出入口の設定は可

能なのか。 
４ 

Ｑ９ インフラ（電気、水道、ガス等）図面の開示は可能か。 
４ 

Ｑ10 既存地下構造物下部の地質データがあれば，御提供いただきたい。 

また，「想定問答集Ｑ６」では，西側隣接地の調査資料はあると記載

されているが，御提供いただくことは可能か。 

４ 

Ｑ11 土壌汚染調査は当該地においては実施していないとのことだが，土

壌汚染リスクを事前に把握するため，当該地の過去の使用履歴を御

教示いただきたい。 

５ 



 

本

物

件

の

概

要 

Ｑ12 山ノ内浄水場跡地のうち御池通から南側の用地において，土壌汚染

調査を行ったのかどうか教えて頂きたい。 

また，行っていた場合，その費用についても教えて頂きたい。 

５ 

Ｑ13 埋蔵文化財調査は当該地において実施していないとのことですが，

教育委員会が把握する市全体の概略の埋蔵文化財の調査資料の中で

当該地の状況がわかる資料は存在しないのか。 

また，当該地における調査対象範囲は，建設する建物部分の調査と

考えていのか。 

５ 

Ｑ14 当該地は，２０ｍ第４種高度地区となっているが，提案施設内容に

より，２０ｍを超える施設の提案は可能なのか。この場合何ｍまで

可能なのか。 

６ 

Ｑ15 当該地と天神川との間に隣地として京都市所有の土地があり，日影規

制が近隣商業地域の場合５時間・３時間（測定面４ｍ）に抵触する。 

「北側隣地境界線から５ｍ・１０ｍの測定ラインが発生する」ある

いは「北側京都市所有の敷地を河川の泥上敷として扱う・・建築基

準 56 条-2-3 の緩和」のどちらなのか。 

６ 

募

集

す

る

施

設 

Ｑ16 募集施設としてア，イ，ウの３つが示されているが，例示されてい

る施設以外でも，３つの条件に該当し，かつ制限する施設に該当し

なければ，募集施設となるのか。 

７ 

Ｑ17 商業が主となる施設整備は認められないのか。 
７ 

Ｑ18 募集要項Ｐ５「５募集する施設（２）制限する施設－ア」において，

「共同住宅（学生寮や社員寮など、寄宿舎又は下宿を除きます）」は

設置不可と記載されている。 

実態として学生寮や有料老人ホームとして使用する場合であっても，

建築基準法上共同住宅と判断される場合は設置を認められないのか。 

また，サービス付き高齢者住宅，賃貸マンション，ウィークリーマン

ション，分譲マンションなど，住宅用途が主となる施設整備は認めら

れないのか。 

８ 

Ｑ19 募集要項Ｐ５「５募集する施設（１）募集する施設」において，「な

お，募集施設以外に供する場合であっても，募集施設に付随するも

のについては，設置を認めます。」との記載がある。 

募集する施設以外の施設を提案する場合には，募集する施設に付随

してあるいは一体化して設置され，かつ機能的にも相互補完関係あ

るいは機能強化に資する施設は，その設置を認めると解釈してよい

のか。 

８ 



 

募

集

す

る

施

設 

Ｑ20 募集要項Ｐ５「５募集する施設（１）募集する施設」において，例と

してあげられていない以下の施設について，募集する施設に該当する

か否かを，御教示教いただきたい。 

 ①ビジネスホテル 

②スーパーマーケット 

③専門大型物販店舗 

また，該当しない場合には，付随するものとして設置または利便性を

高めるための施設として小規模なものに限り設置が認められると考え

てよいのか。 

９ 

Ｑ21 一般的な物販店舗については，募集する施設に該当していないので，

付随するものとして設置または利便性を高めるための施設として小規

模なものに限り設置が認められると考えてよいのか。 

その際，規模として，例えば募集施設の延床面積の十分の一程度の床

面積であれば設置可能と考えてよいのか。 

また，なんらかの基準面積を御教示いただきたい。 

９ 

Ｑ22 募集する施設の利便性を高めるための施設については，小規模なもの

に限り設置を認めるとあり，飲食店やコンビニエンスストアの例示が

ある。 

これはあくまで指示された募集施設を設置した場合に限って，小規模

なものに限るとの理解でよいのか。 

また，「想定問答集Ｑ２５」によれば，「どの程度であれば商業施設の

立地が認められるか」との質問に対する回答は，「募集する施設の条

件に該当するものであれば，その規模や用途にかかわらず立地を認め

る」と記載されている。 

募集する施設に付随する商業施設であれば例示にかかわらず商業施

設の設置は可能であると理解してよいのか。 

10 

Ｑ23 「想定問答集Ｑ２７及びＱ２８」の回答にある「バランスの取れた規

模」とは事業採算上のバランスも含むと解し，応募者が事業採算上必

要であり，バランスの取れた規模であると判断すれば提案可能である

と理解してよいのか。 

10 



 

募

集

す

る

施

設 

Ｑ24 「想定問答集Ｑ２６」の記載では，望ましい店舗面積の上限目安  

８，０００㎡を見直す予定は無いが，跡地利用効果を得るために必要

と判断した場合には，具体的な計画を持って産業観光局と協議すると

ある。 

この店舗面積８，０００㎡の施設提案が可能か不可なのか。 

８，０００㎡が不可なら，何㎡までなら可とするのか。 

貴配布資料各所に強調されているまちづくりやにぎわいの創出，地下

鉄客の増加などに店舗は不可欠と考える。 

したがって，商業施設設置の可否は，募集施設の事業性を補完して本

事業全体の採算性確保の可否を判断する重要なファクターであり，事

前に具体的な設置許容条件の御教示いただきたい。 

11 

Ｑ25 「想定問答集Ｑ２６」記載の８,０００㎡は見直さないとすれば，店

舗面積（物販面積を意味し，非物販は含まない）が８,０００㎡までな

らから可とするが，８，０００㎡を超えた面積で提案した場合にのみ

産業観光局との協議が必要であるとも理解できるが，産業観光局との

協議が必要になる条件は何か。 

11 

Ｑ26 募集する施設の併設施設として，物品販売店舗面積８，０００㎡の出

店は可能か。 
12 

Ｑ27 募集要項Ｐ５「５募集する施設（１）募集する施設」に記載されてい

る「募集施設の利便性を高めるための施設については，小規模なもの

に限り設置を認める」として，コンビニエンスストアの例示がありま

すが，募集する施設の併設施設の利便施設として，店舗面積３,０００

㎡を超えるスーパーマーケットの出店は可能なのか。 

12 

Ｑ28 「想定問答集Ｑ２６」に「跡地活用の効果を十分得るために必要と判

断した場合には，具体的な計画をもって産業観光局と協議する必要が

ある」との記載があるが，跡地活用の効果を十分得るために必要なも

のか否かについて判断を得るために応募を検討している資料を以て，

平成２６年８月１８日までに御判断いただけるのか。 

12 

使

用

権

原 

Ｑ29 共同提案を行う場合，市との売買契約若しくは，定期借地設定契約は

それぞれ個別に契約できるのか。 
13 

Ｑ30  「想定問答集Ｑ３２」において，「より安定的に本物件を活用するよ

うな変更」と記載されているが，具体的にどうような場合か。 

契約期間中に買い取り（所有権の移転）を希望する場合は本件に該当

するのか。その内容を定期借地権設定契約書に盛り込むことはできる

か。 

13 



 

使

用

権

原 

Ｑ31 事業者が土地賃借のうえ，施設を建設し，テナントに施設を貸し出し

て運営させる場合，このテナントは共同提案者でないと考えてよいの

か。 

すなわち，共同提案者とは土地の一部を賃借し，自らが施設を建設し

て運営するあるいはテナントに施設を賃貸して運営する事業者と理

解してよいのか。 

13 

価

格 

Ｑ32 既存施設を撤去した後に道路と同じレベルまで地盤を上げるために

は相当の客土が必要だが，最低価格には，その客土の費用が考慮され

ているのか。 

また，契約額の見直しの際の不動産鑑定評価では，その客土の費用が

考慮してもらえるのか。 

14 

解

体 

・ 

撤

去 

Ｑ33 解体撤去工事は，用地全体について一度に行うとの記載があるが，既

存施設を一部利用する場合等，新規施設計画との関連から，一度での

解体撤去が困難な場合が想定される。 

そこで，複数回の撤去工事を想定することは可能か。 

14 

Ｑ34 地区計画の変更前でも，既存施設の解体工事は着手可能なのか。 
14 

Ｑ35 解体撤去費について，「本市が合理的と認める範囲において，本市が

負担する」とあるが，市で試算されたものがあれば開示してもらえな

いのか。 

15 

Ｑ36 募集要項別紙９「既存施設の無償譲渡契約書[賃貸時]（案）」におい

て，既存施設を利用する場合，事業者を選定する際に何らかの加点が

あると考えてよいか。（解体費用がかからないために市側にはメリッ

トになると考えられるため） 

15 

賃
貸
料
・
保
証
金 

Ｑ37 賃貸料を無償とする期間で１ヵ月に満たない期間がでた場合は日割

りで計算するのか。日割りの場合，１ヵ月を「３０日」とするのか，

「歴日数」として計算するのか。 

16 

Ｑ38 二期工事がある場合、二期工事は、増築扱いとしてよいのか。 

増築の場合、保証金は本市の指定する期日までに追加分を支払うとあ

るが，いつ頃を想定しているのか。 

16 



 

応
募
の
手
続
き 

Ｑ39 募集要項Ｐ１１「１０応募の手続き（４）応募方法」において，   

「※紙媒体の副本及び電子媒体については法人名を空白にしてくだ

さい。」との記載があるが，各様式の上部にある法人名を記載する枠

内を空白にするという理解でよいか。 

また，提案書の文章内において，法人名や具体的な法人が特定できる

ような記載はしてはいけないのか。 

その場合，共同提案ではいずれかの事業者が単独で行うこと，他の共

同提案者と連携して行うことを明確にわけて記載する必要があるが，

本文中で複数社をどのように区分すればよいか。 

17 

Ｑ40 募集要項Ｐ１１「１０応募の手続き（４）応募方法 イ提出部数」に

おいて，「※紙媒体の副本及び電子媒体については法人名を空白にし

てください」との記載があるが，本文中でも法人名や具体的な法人が

特定できるような記載はしてはいけないのか。 

その場合，正本と副本で本文の記載を変えたものを 2 種作成するが，

正本・副本とも本文中には具体名を記載しないようにするということ

でよいのか。 

17 

Ｑ41 募集要項Ｐ１１「１０応募の手続き（４）応募方法 イ提出部数」に

おいて，「データ形式はＰＤＦとします。」との記載があるが，最終の

データ形式がＰＤＦであれば，各種様式を Word 以外（例えばパワー

ポイントで）作成してもよいのか。 

18 

Ｑ42 紙媒体の応募書類（提出部数１部のもの，提出部数２０部のもの（正

本１部，副本１９部））はどのような体裁で提出すればよいのか。 

１部提出する書類だけを別綴じで提出してもよいのか。 

18 

Ｑ43 募集要項別紙１１「応募書類一覧 [２事業計画に関する書類] 」に

関して，図面については配置計画図およびパースのみで良く，平面図

や立面図等については提出が求められていないという理解でよいの

か。 

19 

Ｑ44 募集要項別紙１１「応募書類一覧 [２事業計画に関する書類] 」に

関して，配置計画図は建築物や広場，緑地等の位置が分かれば，表現

においてとくに指定は無いという理解でよいのか。 

19 

Ｑ45 募集要項別紙１１「応募書類一覧」に関して，様式が指定されていな

い「財務関係書類」「図面」「存置する既存施設」について，通しペー

ジ番号の付与は必要なのか。 

19 



 

優
先
交
渉
後
の
手
続
き 

Ｑ46 各応募者への通知は，選定結果の如何によらず，優先交渉権者が選定

される平成２７年１月と同時期になるのか。 

またその際には，他の応募者の用途や評価点なども通知されるのか。 

20 

Ｑ47 募集要項Ｐ１２ 「１２優先交渉事業者選定後の手続き（２）事業計

画の概要等の公表」の中で「基本協定を締結後，各応募者の主な施設

の用途と評価点を匿名で公表」との記載があるが，公表時期は基本協

定締結の平成２７年４月ということでよいか。 

20 

Ｑ48 募集要項Ｐ１３「１２優先交渉事業者選定後の手続き （５）契約締

結後の手続き ア縦覧図書等の提出」に記載されている「地元説明」

とは，どのようなことが必要なのか。 

20 

Ｑ49 募集要項別紙１３「京都市山ノ内浄水場跡地における○○設置運営に

関する基本協定書（案）」に関して，第 1 条（目的）のところに「京

都学園大学とともに」という表現があるが，京都学園大学との協定や

協議会などの具体的なものはあるのか。また,今後は必要となるのか。 

21 

Ｑ50 事業計画について，学校の設置を行う場合，関係の行政機関との関係

や敷地利用が開始するまでの期間の環境変化等により，学部学科名や

入学定員，教育内容など変更になる場合も考えられるが，その場合，

どの程度の変更まで可能なのか。 

21 

Ｑ51 「想定問答集Ｑ５６」において，「事業計画に関する内容について，

市の各部署と事前協議を行ってよい」との記載があるが，その内容に

は，施設計画も含まれるのか。 

21 

Ｑ52 本跡地の地区計画について変更を予定されているが，提出する計画は

現在定められている「太秦安井山ノ内地区地区計画」による基準に計

画するものと考えてよいのか。 
21 

様
式
集 

Ｑ53 「様式集〈作成上の留意事項〉」には「資料を添付する場合はＡ３ま

たはＡ４サイズとしてください」との記載があり，「想定問答集Ｑ５

４」では「既定の応募様式以外に資料を添付することは認められない」

との記載がある。 

『様式集〈作成上の留意事項〉』にある，「資料」とは様式５の補足資

料（法人登記簿謄本等）や様式９の補足資料（配置計画図やパース）

のことを示しており，新たな提案資料は「様式第 10 号」の自由記述

を用いる以外は添付できないという理解でよいのか。 

22 

Ｑ54 「様式第３－２号 構成員調書」については，共同提案でない場合は，

提出不要という理解でよいのか。 
22 



 

様
式
集 

Ｑ55 「様式第５－４号 応募者の概要」に記載されている，「公益性の高

い事業」とは具体的にどのような事業を指すのか。 
22 

Ｑ56 「様式第６－１号 事業費外概算書（初期投資）」に記載する初期投

資の土地代金（賃借料）については，借地の場合，既存施設の解体撤

去に伴う賃借料の無償期間分を考慮したものでよいのか。 

22 

Ｑ57 「様式第７－１号，第７－２号 契約条件等」において，「※総額は、

以下の項目以外も含むすべての事業費としてください。」との記載が

あるが，「以下の項目以外も含むすべての事業費」とはどのような意

味か。 

23 

Ｑ58 「様式第８－２号 事業スケジュール」及び「様式第９－３号 施設

整備スケジュール」とあるが，この様式に記載すべき内容について，

具体的に御教示いただきたい。 

23 

Ｑ59 「様式第３－２号 構成員調書」，「様式第４号 誓約書」から「様

式第６号－４号 長期損益計画書」，「様式第７－２号」について，

共同提案者ごとに作成してください」と記載されているが，提出の際

はどのようにセットすればよいのか。 

23 

Ｑ60 「様式集」について，「記入スペースに不足が生じた場合は，必要に

応じて記入欄を拡大してください」と記載があるが，余白設定を変更

しても良いのか。 

23 

Ｑ61 様式が指定されているもの（様式第６－４号を除く）の用紙サイズは，

Ａ４判，縦でよいのか。 
24 

Ｑ62 「想定問答集Ｑ４８」に，「文字サイズは１２ポイント以上」との記

載があるが，本文以外の注釈や図面等の文字については，１２ポイン

ト以下でもよいのか。 

24 

そ
の
他 

Ｑ63 京都市のホームページに掲載されている南側用地での質疑回答（Ｑ１

～Ｑ４６まで）は本敷地でも準用すると考えてよいのか。（南側敷地

の特有の要件は除く） 

24 
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（本物件の概要） 

Ｑ１ 内在する建物として特高受電室との記載があるが，この設備を新規施設

計画に利用することは可能か。 

Ａ１ 特高受電設備は，無償譲渡する既存施設に含みますので，利用すること

は可能です。特高受電設備は昭和 57 年製，特高変圧器（5000kVA×2，22kV

→3.3kV）は平成 7 年製です。特高受電設備は，設置後 30 年以上経過し，平

成 25 年 5 月以降使用していないため，利用再開にあたっては，十分に整備

を行うことが必要になります。 

   また，特高受電契約は平成 25 年 4 月に解除しており，関西電力による計

量器や特高ケーブル等の撤去作業が完了しています。このため，特高受電設

備を利用するには，関西電力に対して受電再開に必要な工事を依頼する必要

があります。 

 

 

Ｑ２ 募集要項別紙４「西側隣接地での工事概要」の中に，西側用地にて進入

路の整備とありますが，道路として整備されるとの理解でよいのか。 

 公道・私有道の種別，敷地境界もしくは道路境界の種別，一般の方々の

往来の有無等を御教示いただきたい。 

Ａ２ 御質問の西側隣接地にある山ノ内ポンプ場への進入路は，上下水道局の

用地内に山ノ内ポンプ場の維持管理用道路として整備するものです。 

 このため，当該進入路と御池通との境界には，一般の方々の出入りができ

ないように，ゲートを設ける予定です。 

 

 

Ｑ３ 募集要項別紙４「西側隣接地での工事概要」について，平面図に幅員約

１０ｍの青い部分と赤い部分が示されているが，それぞれ何を示している

のか。 

Ａ３ 以下のとおりです。 

   青い部分：募集要項別紙４「西側隣接地での工事概要」の「２ 山ノ内 

ポンプ場場内整備工事（仮称）（実施予定）」の敷地境界沿いの

施工範囲を示しております。 

   赤い部分：募集要項別紙４「西側隣接地での工事概要」の「１ 山ノ内

ポンプ場整備（その３）工事」の敷地境界沿いの施工範囲を示

しております。 
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Ｑ４ 募集要項別紙４「西側隣接地での工事概要」の中の山ノ内ポンプ場場内

整備工事において，本跡地の既存地下構造物は撤去のうえ，御池通と同等

の地盤高さまで埋め戻すとのことだが，深さを御教示いただきたい。 

Ａ４ 下図のとおり，募集要項別紙４「西側隣接地での工事概要」の「図３ Ｂ

－Ｂ断面」に参考数値を追記しました。 

 

 

 

  

 

 

Ｑ５ 西側用地において，（将来的な）整備状況が不明です。 

   境界フェンス・樹木等の整備予定を御教示いただきたい。 

Ａ５ 西側用地には，現在稼働中の山ノ内ポンプ場のほか，ポンプ場南側に西

部営業所（仮称）が入る庁舎の建設を予定しております。 

   また，境界部分の整備予定については，募集要項別紙４「西側隣接地で

の工事概要」の図-１赤い部分に，境界フェンスを設置し，また，同図青い

部分は，北側用地を活用する事業者と協議のうえで，整備内容を決める予定

です。 

 

東 西 



3 

Ｑ６ 周辺の景観を検討するにあたり，現在建設中のポンプ場の外観の分かる

図面の開示は可能か。 

Ａ６ 外観の写真を開示します。 

   なお，山ノ内ポンプ場は平成２４年１月に完成し，現在稼働中です。 

写真－1 山ノ内ポンプ場 南東面 

 

写真－2 山ノ内ポンプ場 北東面 
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Ｑ７ 当該敷地に隣接し，地番４－１１，４－１２という区画が見受けられる。

この区画の利用用途・形態について御教示いただきたい。 

      地番４－１２に対して，地盤レベル等整備予定があれば，御教示いただ

きたい。 

Ａ７ ４－１１については，Ｑ５を御覧ください。 

  また，４－１２については，募集要項Ｐ２「２本物件の概要（７）工事実

施に当たっての主な留意事項」記載のとおり，公共下水道が敷設されていま

す。 

  そのため，現時点では，本事業に伴う整備工事等の予定はありません。 

 境界部分については，北側用地を活用する事業者と協議のうえ，必要な整

備を行う予定です。 

 

Ｑ８ 当該地東側「葛野大路通り」からの車両及び人の出入口の設定は可能な

のか。 

Ａ８ 御質問の行為の可否については，施設整備における法手続及び道路法の

基準に基づき判断します。 

   なお，道路の現状変更については，道路法第２４条の手続きが必要とな

りますので，ホームページ掲載の「施設整備に必要な法手続の例」を御参照

いただき，具体的な計画をもって担当部署に御相談ください。 

 

 

Ｑ９ インフラ（電気，水道，ガス等）図面の開示は可能か。 

 

Ａ９ 北側用地内について，水道，下水道，電気及びガスは，整備はされてお

りません。 

  詳しくは，「想定問答集Ｑ１０」を御覧ください。 

 

 

Ｑ１０ 既存地下構造物下部の地質データがあれば，御提供いただきたい。 

  また，「想定問答集Ｑ６」では，西側隣接地の調査資料はあると記載さ

れているが，ご提供いただくことは可能か。 

Ａ１０ 北側用地の地盤調査資料はありません。 

    西側隣接地の地盤調査資料については，参考資料として掲載します。 
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Ｑ１１ 土壌汚染調査は当該地においては実施していないとのことだが，土壌

汚染リスクを事前に把握するため，当該地の過去の使用履歴をご教示

いただきたい。 

Ａ１１ 農地であった当該地を，本市が昭和３７年度に取得し，昭和４１年度

に，山ノ内浄水場を建設しました。 

 

 

 

Ｑ１２ 山ノ内浄水場跡地のうち御池通から南側の用地において，土壌汚染調

査を行ったのかどうか教えて頂きたい。 

    また，行っていた場合，その費用についても教えて頂きたい。 

Ａ１２ 南側用地については，有害物質の使用届出履歴等土地履歴から，「土壌

汚染のおそれがある」とは認められなかったため，土壌汚染調査は行わ

れておりません。 

 

 

 

Ｑ１３ 埋蔵文化財調査は当該地において実施していないとのことですが，教

育委員会が把握する市全体の概略の埋蔵文化財の調査資料の中で当該

地の状況がわかる資料は存在しないのか。 

   また，当該地における調査対象範囲は，建設する建物部分の調査と

考えていのか。 

Ａ１３ 当該地は周知の埋蔵文化財包蔵地である「平安京跡」に該当しており，

平安京の西端を限る西京極大路の存在が推定されています。 

    御池通から南側の跡地においては，試掘調査の結果，埋蔵文化財は見

つかっておりませんが，浄水場東側の葛野大路通の整備に伴う発掘調査

において，平安京の道路側溝や，古墳時代の河川跡が見つかっています。 

    また，調査対象範囲については，建物計画範囲が対象です。 

    ただし，既存の浄水場施設に地下施設が広範囲に存在するため，計画

建物が既存地下施設と重複する範囲については，既に遺跡が破壊されて

いると判断し，調査対象範囲から除外いたします。 
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Ｑ１４ 当該地は，２０ｍ第４種高度地区となっているが，提案施設内容によ

り，２０ｍを超える施設の提案は可能なのか。この場合何ｍまで可能な

のか。 

Ａ１４ 建築物の高さについては，京都市山ノ内浄水場跡地活用方針（平成２

２年１２月策定）に示しますとおり，大学を中核とした複合用途機能の

誘導やにぎわいの創出を図るために，緑豊かな潤いのある空間，周辺の

山なみにも配慮しつつ，魅力にあふれた新しいまちをつくる観点から，

質の高い，新しいデザインを求め，京都市の景観をリードし，かつ，京

都市西部地区の新たな拠点にふさわしい都市景観を創出する建築計画に

ついては，高度地区の適用除外規定を活用し，高さの最高限度を３１メ

ートルに変更することとしております。 

    ただし，周辺との調和を図るため一律に高さ３１メートルの建築物を

認めるものではなく，建築物の壁面の後退を定め，ゆとりあるオープン

スペースを確保する必要があります。 

    なお，高さの最高限度の変更等については，都市計画審議会に諮問す

ることとなります。 

 

 

Ｑ１５ 当該地と天神川との間に隣地として京都市所有の土地があり，日影規

制が近隣商業地域の場合５時間・３時間（測定面４ｍ）に抵触する。 

    「北側隣地境界線から５ｍ・１０ｍの測定ラインが発生する」あるい

は「北側京都市所有の敷地を河川の泥上敷として扱う・・建築基準 56

条-2-3 の緩和」のどちらなのか。 

Ａ１５ 「北側隣地境界線から 5m・10m の測定ラインが発生する」として扱い

ます。 
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（募集する施設） 

Ｑ１６ 募集施設としてア，イ，ウの３つの条件が示されているが，例示され

ている施設以外でも，３つの条件に該当し，かつ制限する施設に該当し

なければ，募集施設となるのか。 

Ａ１６ 募集施設となります。 

    なお，応募者から提案された施設が，３つの条件のいずれかに該当し，

かつ制限する施設に該当しないかについて，最終的には，選定委員会に

おいて審査します。 

 

 

 

 

Ｑ１７ 商業が主となる施設整備は認められないのか。 

Ａ１７ 募集施設に該当する施設であれば，その用途にかかわらず設置を認め

ます。 

    これは，職業体験型テーマパークや体験型スポーツモールなど，商業

施設でありながら，教育や健康に資する施設を想定しております。 

    なお，応募者から提案された施設が，３つの条件のいずれかに該当し，

かつ制限する施設に該当しないかについて，最終的には，選定委員会に

おいて審査します。 
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Ｑ１８ 募集要項Ｐ５「５募集する施設（２）制限する施設－ア」において，「共

同住宅（学生寮や社員寮など、寄宿舎又は下宿を除きます）」は設置不可

と記載されている。 

    実態として学生寮や有料老人ホームとして使用する場合であっても，

建築基準法上共同住宅と判断される場合は設置を認められないのか。 

    また，サービス付き高齢者住宅，賃貸マンション，ウィークリーマン

ション，分譲マンションなど，住宅用途が主となる施設整備は認められ

ないのか。 

   ※ 寮の定義にバラツキがあり、食堂や浴場・共同便所・共同台所が無

いと共同住宅として扱うケースがあるため。（当時の寮と現代の寮とは

社会情勢により変化している） 

※ 要綱の主旨は「一般的なマンション」を規制するためと考えられま

す。 

Ａ１８ 学生寮や有料老人ホームなど，居住の用に供する施設であっても，建

築基準法上の施設用途が共同住宅等「制限する施設」に該当する場合は，

認められません。 

    これは，地区計画の目標を達成するために，事業者を選定後，地区計

画の変更によって，南側用地と同様に住宅や共同住宅等の「建築物等の

用途の制限」を行う予定であるためです。 

     

 

 

Ｑ１９ 募集要項Ｐ５「５募集する施設（１）募集する施設」において，「な

お，募集施設以外に供する場合であっても，募集施設に付随するものに

ついては，設置を認めます。」との記載がある。 

    募集する施設以外の施設を提案する場合には，募集する施設に付随し

てあるいは一体化して設置され，かつ機能的にも相互補完関係あるいは

機能強化に資する施設は，その設置を認めると解釈してよいのか。 

Ａ１９ 御推察のとおりです。 
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Ｑ２０ 募集要項Ｐ５「５募集する施設（１）募集する施設」において，例と

してあげられていない以下の施設について，募集する施設に該当するか

否かを，御教示教いただきたい。 

（１）ビジネスホテル 

  （２）スーパーマーケット 

  （３）専門大型物販店舗 

  また，該当しない場合には，付随するものとして設置または利便性を

高めるための施設として小規模なものに限り設置が認められると考え

てよいのか。 

Ａ２０ （１）ビジネスホテルについては，募集要項Ｐ５「５募集する施設」

に，例示しているホテルに含まれると考えます。 

    ただし，提案された施設が，募集施設に該当するのかどうかについて，

最終的には，選定委員会において審査します。 

    （２）スーパーマーケットや（３）専門大型物販店舗については，   

Ｑ１７を御参照ください。 

    なお，付随する施設については，Ｑ１９を御参照ください。 

  また，利便性を高める施設については，御推察のとおりです。 

 

 

Ｑ２１ 一般的な物販店舗については，募集する施設に該当していないので，

付随するものとして設置または利便性を高めるための施設として小規

模なものに限り設置が認められると考えてよいのか。 

 その際，規模として，例えば募集施設の延床面積の十分の一程度の床

面積であれば設置可能と考えてよいのか。 

  また，なんらかの基準面積を御教示いただきたい。 

Ａ２１ 商業が主となる施設については，Ｑ１７を御参照ください。 

付随する施設については，単に募集施設に併設するものでなく，募集施

設の機能を補完・充実させるものとします。 

    また，利便施設については，御推察のとおりです。 

    なお，個別の規模が認められるかどうかなど，募集要項に示す条件に

該当するかどうかについて，最終的には，選定委員会で審査します。 

    そのため，面積等の基準は設けておりません。 
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Ｑ２２ 募集する施設の利便性を高めるための施設については，小規模なもの

に限り設置を認めるとあり，飲食店やコンビニエンスストアの例示があ

る。 

    これはあくまで指示された募集施設を設置した場合に限って，小規模

なものに限るとの理解でよいのか。 

    また，「想定問答集Ｑ２５」によれば，「どの程度であれば商業施設の

立地が認められるか」との質問に対する回答は，「募集する施設の条件

に該当するものであれば，その規模や用途にかかわらず立地を認める」

と記載されている。 

  募集する施設に付随する商業施設であれば例示にかかわらず商業施設

の設置は可能であると理解してよいのか。 

Ａ２２ 募集する施設を必ず設置してください。 

 そのうえで，利便性を高めるための施設については、小規模なものに限

りその設置を認めます。 

 募集する施設に付随する商業施設については，例示にかかわらず設置

を認めます（募集要項５（２）記載の「制限する施設」を除く）が，そ

の条件については，Ｑ１９，Ｑ２１を御参照ください。 

 

 

 

Ｑ２３ 「想定問答集Ｑ２７及びＱ２８」の回答にある「バランスの取れた規

模」とは事業採算上のバランスも含むと解し，応募者が事業採算上必要

であり，バランスの取れた規模であると判断すれば提案可能であると理

解してよいのか。 

Ａ２３ 「想定問答集Ｑ２７及びＱ２８」は，施設規模のバランスについて，

回答しているものです。 

    なお，事業採算上のバランスについては，事業内容に係るものであり，

各事業者でご判断ください。 
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Ｑ２４ 「想定問答集Ｑ２６」の記載では，望ましい店舗面積の上限目安 

８，０００㎡を見直す予定は無いが，跡地利用効果を得るために必要と

判断した場合には，具体的な計画を持って産業観光局と協議するとあ

る。 

    この店舗面積８，０００㎡の施設提案が可能か不可なのか。 

    ８，０００㎡が不可なら，何㎡までなら可とするのか。 

    貴配布資料各所に強調されているまちづくりやにぎわいの創出，地下

鉄客の増加などに店舗は不可欠と考える。 

    したがって，商業施設設置の可否は，募集施設の事業性を補完して本

事業全体の採算性確保の可否を判断する重要なファクターであり，事前

に具体的な設置許容条件の御教示いただきたい。 

Ａ２４ 募集要項に記載する「募集する条件」に該当するものやそれに付随す

る施設であれば，公法上の規制に適合することを前提として，その規模

にかかわらず設置を認めることとしており，応募いただくことは可能で

す。 

   そのため，店舗面積８０００㎡を超える提案が選定された場合には，

その提案内容を踏まえて，商業集積ガイドプランのゾーニングの見直し

等の要否を産業観光局と協議します。 

 

 

Ｑ２５ 「想定問答集Ｑ２６」記載の８,０００㎡は見直さないとすれば，店

舗面積（物販面積を意味し，非物販は含まない）が８,０００㎡までな

らから可とするが，８，０００㎡を超えた面積で提案した場合にのみ産

業観光局との協議が必要であるとも理解できるが，産業観光局との協議

が必要になる条件は何か。 

Ａ２５ 地域の活性化やにぎわい創出など，跡地活用の効果を十分得るために

必要と判断した場合は，具体的な計画を以て，商業集積ガイドプランの

ゾーニングの見直し等の要否を産業観光局と協議しますので，特に条件

は定めておりません。 
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Ｑ２６ 募集する施設の併設施設として，物品販売店舗面積８，０００㎡の出

店は可能か。 

Ａ２６ 付随施設の面積基準は設けておりません。 

  なお，付随施設については，単に募集施設に併設するものではなく，募

集施設の機能を補完・充実させるものとします。 

  Ｑ１９，Ｑ２１を御参照ください。 

 

 

 

Ｑ２７ 募集要項Ｐ５「５募集する施設（１）募集する施設」に記載されてい

る「募集施設の利便性を高めるための施設については，小規模なものに

限り設置を認める」として，コンビニエンスストアの例示があるが，募

集する施設の併設施設の利便施設として，店舗面積３,０００㎡を超え

るスーパーマーケットの出店は可能なのか。 

Ａ２７ 利便性を高める施設の規模は，募集する施設の規模や機能等によって

変わると考えられるため，面積基準は設けておりません。 

 

 

 

Ｑ２８ 「想定問答集Ｑ２６」に「跡地活用の効果を十分得るために必要と判

断した場合には，具体的な計画をもって産業観光局と協議する必要があ

る」との記載があるが，跡地活用の効果を十分得るために必要なものか

否かについて判断を得るために応募を検討している資料を以て，平成２

６年８月１８日までに御判断いただけるのか。 

Ａ２８ 跡地活用の効果が十分に得られるかどうかは，提案される計画につい

て，募集要項別紙１２で示した「審査項目及び主な審査の視点」に基づ

き，選定委員会において審査を行い，判断しますので，御要望には応じ

かねます。 

    なお，選定委員会において，跡地活用の効果が十分に得られると判断

された場合には，商業集積ガイドプランのゾーニングの見直し等の要否

を産業観光局と協議します。 
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（使用権原） 

Ｑ２９ 共同提案を行う場合，市との売買契約若しくは，定期借地設定契約は

それぞれ個別に契約できるのか。 

Ａ２９ 共同提案者ごとに契約することは可能です。 

    ただし，その場合は使用権原や主な契約内容を統一していただきます。 

    例）○ Ａ社（60年一般定借），Ｂ社（60年一般定借），Ｃ社（60年一般定借） 

      × Ａ社（所有権），Ｂ社（60年一般定借），Ｃ社（20年事業用定借） 

      × Ａ社（60年一般定借），Ｂ社（20年事業用定借），Ｃ社（60年一般定借） 

 

 

 

Ｑ３０ 「想定問答集Ｑ３２」において，「より安定的に本物件を活用するよう

な変更」と記載されているが，具体的にどうような場合か。 

    契約期間中に買い取り（所有権の移転）を希望する場合は本件に該当

するのか。その内容を定期借地権設定契約書に盛り込むことはできる

か。 

Ａ３０ 例えば，２０年間から６０年間の借地権への変更，又は借地権から所

有権への変更を想定しております。 

ただし，変更を認めるのかどうかについては，単に貸付期間の長短や

使用権原の種類で判断するのではなく，事業計画の内容を踏まえて，使

用権原を変更することが望ましいかどうかにより決定します。 

  なお，定期借地権設定契約の契約書等に，変更できることを盛り込むこ

とが可能かどうかについては，事業計画の内容を踏まえて判断します。 

 

 

 

Ｑ３１ 事業者が土地賃借のうえ，施設を建設し，テナントに施設を貸し出し

て運営させる場合，このテナントは共同提案者でないと考えてよいの

か。 

    すなわち，共同提案者とは土地の一部を賃借し，自らが施設を建設し

て運営するあるいはテナントに施設を賃貸して運営する事業者と理解

してよいのか。 

Ａ３１ 御推察のとおりです。 
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（価 格） 

Ｑ３２ 既存施設を撤去した後に道路と同じレベルまで地盤を上げるために

は相当の客土が必要だが，最低価格には，その客土の費用が考慮され

ているのか。 

    また，契約額の見直しの際の不動産鑑定評価では，その客土の費用が

考慮してもらえるのか。 

Ａ３２ 最低価格は，御池通の地盤の高さの条件で算出した価格を参考に設定

した価格であり，契約額見直しに当たっても同様の条件で鑑定評価を行

います。 

  なお，客土の費用負担については，「想定問答集Ｑ４４」記載のとおり

御池通の地盤の高さまでとします。 

 

 

（解体・撤去） 

Ｑ３３ 解体撤去工事は，用地全体について一度に行うとの記載があるが，既

存施設を一部利用する場合等，新規施設計画との関連から，一度での解

体撤去が困難な場合が想定される。 

    そこで，複数回の撤去工事を想定することは可能か。 

Ａ３３ 募集要項Ｐ７「８本物件の所有権を取得される場合（５）既存施設」

記載のとおり，原則，一度で行っていただきます。 

  ただし，既存施設の一部を第二期の施設整備で利用するなど，事業者の

計画実現に必要であり，協議の上，本市が合理的であると判断できるな

らば，認める場合もありますので，本市に御相談ください。 

    なお，その場合でも騒音・振動が発生する期間の短縮や地域の安全確

保，経費削減に努めていただきます。 

 

 

Ｑ３４ 地区計画の変更前でも，既存施設の解体工事は着手可能なのか。 

Ａ３４ 地区計画は，解体撤去工事を制限するものではないため，地区計画の

変更前でも解体撤去工事に着手いただくことは可能です。 
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Ｑ３５ 解体撤去費について，「本市が合理的と認める範囲において，本市が

負担する」とあるが，市で試算されたものがあれば開示してもらえない

のか。 

Ａ３５ 前回募集時（平成２３年９月）と同程度（約８億円）を想定しており

ますが，既存施設の撤去範囲や地盤の高さによって，解体撤去費は大き

く変動するものと考えます。 

   解体撤去費については，募集要項Ｐ７「８本物件の所有権を取得される

場合の条件（５）既存施設 ウ撤去費の支払い」及び「想定問答集Ｑ３６

～Ｑ４４（既存施設と撤去費に関する記載）」を御覧ください。 

 

 

 

Ｑ３６  募集要項別紙９「既存施設の無償譲渡契約書[賃貸時]（案）」にお

いて，既存施設を利用する場合，事業者を選定する際に何らかの加点が

あると考えてよいか。（解体費用がかからないために市側にはメリット

になると考えられるため） 

Ａ３６ 既存施設の利用も含めて，選定委員会において，募集要項別紙１２で

示した「審査項目及び主な審査の視点」に基づき，総合的に審査します。 
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（賃貸料・保証金） 

Ｑ３７ 賃貸料を無償とする期間で１ヵ月に満たない期間がでた場合は日割

りで計算するのか。日割りの場合,１ヵ月を「３０日」とするのか,「歴

日数」として計算するのか。 

Ａ３７ 募集要項Ｐ８「９本物件の借地権を取得される場合（３）賃貸料 イ賃

貸料の無償期間」記載のとおり，賃貸料を無償とする期間は，本市が合

理的と認める期間とし，契約を締結する際に，月単位で定めます。 

 

 

 

Ｑ３８ 二期工事がある場合、二期工事は、増築扱いとしてよいのか。 

    増築の場合、保証金は本市の指定する期日までに追加分を支払うとあ

るが，いつ頃を想定しているのか。 

Ａ３８ 二期工事が増築であるのかどうかについては，計画の内容によって異

なりますが，募集要項Ｐ８「９本物件の借地権を取得される場合（２）

保証金の納付」記載のとおり，二期工事分については，建物等の新築や

増築を行った場合に，その都度，保証金の額を見直します。 

    なお，新築や増築を行う際には，締結する基本協定及び契約書の内容

に基づき，事前に本市の承認を得ていただく必要があるため，見直した

保証金の支払期日については，別途お知らせすることになります。 
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（応募の手続き） 

Ｑ３９ 募集要項Ｐ１１「１０応募の手続き（４）応募方法」において，   

「※紙媒体の副本及び電子媒体については法人名を空白にしてくださ

い。」との記載があるが，各様式の上部にある法人名を記載する枠内を

空白にするという理解でよいか。 

    また，提案書の文章内において，法人名や具体的な法人が特定できる

ような記載はしてはいけないのか。 

    その場合，共同提案ではいずれかの事業者が単独で行うこと，他の共

同提案者と連携して行うことを明確にわけて記載する必要があるが，本

文中で複数社をどのように区分すればよいか。 

 例 ・Ａ社，Ｂ社，Ｃ社 

   ・会議場事業者，ホテル事業者等，業種名で表記する等 

Ａ３９ 本文中についても，法人名が特定できるような記載はしないでくださ

い。 

    なお，共同提案において，事業者を分類して記載する必要が生じた場

合については，Ａ社（業種名）のような表記としてください。 

 

 

Ｑ４０ 募集要項Ｐ１１「１０応募の手続き（４）応募方法 イ提出部数」に

おいて，「※紙媒体の副本及び電子媒体については法人名を空白にして

ください」との記載があるが，本文中でも法人名や具体的な法人が特

定できるような記載はしてはいけないのか。 

 その場合，正本と副本で本文の記載を変えたものを 2 種作成するが，

正本・副本とも本文中には具体名を記載しないようにするということ

でよいのか。 

Ａ４０ 正本については，所定の欄に法人名を記入いただき，本文中は法人名

が特定されないようにしてください。 

また，副本については，正本に記入いただいた法人名を空白にしたも

のとしてください。 

 

 

 

 

 



18 

 

Ｑ４１ 募集要項Ｐ１１「１０応募の手続き（４）応募方法 イ提出部数」に

おいて，「データ形式はＰＤＦとします。」との記載があるが，最終のデ

ータ形式がＰＤＦであれば，各種様式を Word 以外（例えばパワーポイ

ントで）作成してもよいのか。 

Ａ４１ 作成に用いたアプリケーションがどのようなものであっても構いませ

ん。 

    本市が定めた様式及びその作成上の留意事項に応じて作成していただ

き，最終的なデータ形式をＰＤＦとしてください。 

 

 

 

Ｑ４２ 紙媒体の応募書類（提出部数１部のもの，提出部数２０部のもの（正

本１部，副本１９部））はどのような体裁で提出すればよいのか。 

    1 部提出する書類だけを別綴じで提出してもよいのか。 

 【セット例（分冊例）】 

  ・ 提出部数１部のものと 20部のうちの正本１部を１つのセットとし，副本１９部を

19 セット，計 20 セットとして分冊する。 

 【体裁例】 

  ・ ２穴、Ａ４判のファイルで分冊ごとに綴じる。 

 （取り外し可能な状態、Ａ３判は折込） 

  ・ 分冊ごとにクリップでまとめる。 

 （取り外し可能な状態、Ａ３判は折込）等 

Ａ４２ 御提出いただく際の分冊については，御提案のとおりとしてください。 

  また，体裁については，分冊ごとにＡ４判のファイルで綴じていただ

き，正本のみ表紙に法人名がわかるようにしてください。 
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Ｑ４３ 募集要項別紙１１「応募書類一覧 [２事業計画に関する書類] 」に

関して，図面については配置計画図およびパースのみで良く，平面図

や立面図等については提出が求められていないという理解でよいの

か。 

Ａ４３ 御推察のとおりです。 

 

 

 

Ｑ４４ 募集要項別紙１１「応募書類一覧 [２事業計画に関する書類] 」に

関して，配置計画図は建築物や広場，緑地等の位置が分かれば，表現

においてとくに指定は無いという理解でよいのか。 

Ａ４４ 御推察のとおりです。 

    応募者の創意工夫に期待しております。 

 

 

 

Ｑ４５ 募集要項別紙１１「応募書類一覧」に関して，様式が指定されていな

い「財務関係書類」「図面」「存置する既存施設」について，通しペー

ジ番号の付与は必要なのか。 

Ａ４５ 必要ありません。 

    ただし，書類ごとには，ページ番号を振ってください。 
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（優先交渉後の手続き） 

Ｑ４６ 各応募者への通知は，選定結果の如何によらず，優先交渉権者が選定

される平成２７年１月と同時期になるのか。 

    またその際には，他の応募者の用途や評価点なども通知されるのか。 

Ａ４６ 第一次審査（書類審査）終了後，第二次審査（プレゼンテーション審

査）の要否を，各応募者へ速やかに通知します。 

    審査結果（第一次審査のみを含む）については，全ての審査を終え，

優先交渉事業者を選定後に，各応募者へ速やかに通知します。 

    その通知において，他の事業者の評価は記載しません。 

    ただし，優先交渉事業者の名称及び主な施設の用途については，別途

公表します。 

    なお，すべての事業者の用途や評価点については，基本協定を締結後

に匿名で公表します。 

 

 

Ｑ４７ 募集要項Ｐ１２ 「１２優先交渉事業者選定後の手続き（２）事業計

画の概要等の公表」の中で「基本協定を締結後，各応募者の主な施設

の用途と評価点を匿名で公表」との記載があるが，公表時期は基本協

定締結の平成２７年４月ということでよいか。 

Ａ４７ その予定です。 

    なお，基本協定の締結時期については，優先交渉の状況等により変更

する場合があります。その場合は，審査結果の公表時期も変更致します

ので，あらかじめ御了承ください。 

 

 

Ｑ４８ 募集要項別紙１３「京都市山ノ内浄水場跡地における○○設置運営に

関する基本協定書（案）」に関して，第 1 条（目的）のところに「京都

学園大学とともに」という表現があるが，京都学園大学との協定や協議

会などの具体的なものはあるのか。また,今後は必要となるのか。 

Ａ４８ 現時点において，北側用地を活用される事業者と京都学園大学との間

で，協定の締結や協議会を設立していただくことは想定しておりません。 

  ともに跡地活用を行う者として，積極的に連携・協力をしながら，本

市西部地域はもとより市全体の活性化に貢献していただくことを期待し

ております。  
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Ｑ４９ 募集要項Ｐ１３「１２優先交渉事業者選定後の手続き （５）契約締

結後の手続き ア縦覧図書等の提出」に記載されている「地元説明」と

は，どのようなことが必要なのか。 

   ・説明会やその方法 ・実施時期や期限 

   ・説明地区の範囲  ・その他 

Ａ４９ 地元説明の機会としては，施設整備に必要な法手続きによるものや工

事説明等が想定されます。その場合に応じて，説明方法や説明時期，説

明の範囲等が異なりますので，本市に御相談ください。 

 

Ｑ５０ 事業計画について，学校の設置を行う場合，関係の行政機関との関係

や敷地利用が開始するまでの期間の環境変化等により，学部学科名や入

学定員，教育内容など変更になる場合も考えられるが，その場合，どの

程度の変更まで可能なのか。 

Ａ５０ 関係の行政機関の指導や社会状況の大きな変化等により，事業の一部

を変更することはやむを得ないことと考えておりますが，変更をどこま

で認めるのかについては，個別の事例ごとに判断します。 

    なお，変更に当たっては，単に事業の一部を取止める，又は縮小する

のではなく，別の取組を実施する等により，事業がより充実するような

変更となるよう御検討いただきたいと考えております。  

 

Ｑ５１ 「想定問答集Ｑ５６」において，「事業計画に関する内容について，

市の各部署と事前協議を行ってよい」との記載があるが，その内容には，

施設計画も含まれるのか。 

Ａ５１ 施設計画も含まれます。 

 

Ｑ５２ 本跡地の地区計画について変更を予定されているが，提出する計画は

現在定められている「太秦安井山ノ内地区地区計画」による基準に計画

するものと考えてよいのか。 

Ａ５２ 募集要項別紙１４「地区計画の変更」で記載しているとおり，地区計

画の目標及び土地利用に関する方針を変更する予定はございませんので，

京都市山ノ内浄水場跡地活用方針に掲げた，この地域にふさわしい都市

計画条件の内容を踏まえて御提案いただくこととなります。 
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（様式集） 

Ｑ５３ 「様式集〈作成上の留意事項〉」には「資料を添付する場合はＡ３ま

たはＡ４サイズとしてください」との記載があり，「想定問答集Ｑ５４」

では「既定の応募様式以外に資料を添付することは認められない」と

の記載がある。 

 『様式集〈作成上の留意事項〉』にある，「資料」とは様式５の補足

資料（法人登記簿謄本等）や様式９の補足資料（配置計画図やパース）

のことを示しており，新たな提案資料は「様式第 10 号」の自由記述を

用いる以外は添付できないという理解でよいのか。 

Ａ５３ 御推察のとおりです。 

 

 

Ｑ５４ 「様式第３－２号 構成員調書」については，共同提案でない場合は，

提出不要という理解でよいのか。 

Ａ５４ 御推察のとおりです。 

 

 

Ｑ５５ 「様式第５－４号 応募者の概要」に記載されている，「公益性の高

い事業」とは具体的にどのような事業を指すのか。 

Ａ５５ 特定の事業を想定しているわけではありません。 

 応募者の事業実績において，特に社会一般の利益に大きく貢献された

と考える事業と御理解ください。 

 

 

Ｑ５６ 「様式第６－１号 事業費外概算書（初期投資）」に記載する初期投

資の土地代金（賃借料）については，借地の場合，既存施設の解体撤

去に伴う賃借料の無償期間分を考慮したものでよいのか。 

Ａ５６ 初期投資（土地引渡しから施設整備を経て事業を開始するまで）の無

償期間分を考慮して記載してください。 

    なお，無償期間は解体撤去工事に要する期間としますが，実際の無償

期間は，事業者から提出された撤去範囲や積算根拠がわかる見積，設計

図書等を検証し，本市が合理的と認めた期間とします。 
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Ｑ５７ 「様式第７－１号，第７－２号 契約条件等」において，「※総額は、

以下の項目以外も含むすべての事業費としてください。」との記載が

あるが，「以下の項目以外も含むすべての事業費」とはどのような意

味か。 

Ａ５７ 不要な記載でしたので，総額の記載にあたって，考慮いただく必要は

ありません。 

 

 

Ｑ５８ 「様式第８－２号 事業スケジュール」及び「様式第９－３号 施設

整備スケジュール」とあるが，この様式に記載すべき内容について，具

体的に御教示いただきたい。 

Ａ５８ 事業計画や施設計画が，どのような時期に，どのような経過で取り組

むことにより，安定的に実現し，発展していくのかがわかるよう，ポイ

ントとなる項目を取り上げて，工程を示してください。 

 

 

Ｑ５９ 「様式第３－２号 構成員調書」，「様式第４号 誓約書」から「様

式第６号－４号 長期損益計画書」，「様式第７－２号」について，

共同提案者ごとに作成してください」と記載されているが，提出の際

はどのようにセットすればよいのか。 

 例 ・様式毎／ 

       様式 5-1（Ａ社、Ｂ社、Ｃ社）、様式 5-2（Ａ社、Ｂ社、Ｃ社）、・・・・ 

      ・共同提案者毎／ 

       Ａ社（様式 5-1～4）、Ｂ社（様式 5-1～4）、Ｃ社（様式 5-1～4）、・・・等 

Ａ５９ 様式ごとにセットしてください。 

 

 

Ｑ６０ 「様式集」について，「記入スペースに不足が生じた場合は，必要に

応じて記入欄を拡大してください」と記載があるが，余白設定を変更

しても良いのか。 

Ａ６０ 御推察のとおりです。 
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Ｑ６１ 様式が指定されているもの（様式第６－４号を除く）の用紙サイズは，

Ａ４判，縦でよいのか。 

Ａ６１ 御推察のとおりです。 

 

 

 

Ｑ６２ 「想定問答集Ｑ４８」に，「文字サイズは１２ポイント以上」との記

載があるが，本文以外の注釈や図面等の文字については，１２ポイン

ト以下でもよいのか。 

Ａ６２ 原則，１２ポイント以上にしてください。 

    やむを得ずポイントを下げる場合についても，できる限り大きなポイ

ントとしてください。 

 

 

（その他） 

Ｑ６３ 京都市のホームページに掲載されている南側用地での質疑回答   

（Ｑ１～Ｑ４６まで）は本敷地でも準用すると考えてよいのか。（南側

敷地の特有の要件は除く） 

Ａ６３ 南側用地での質疑回答は，別の募集条件に基づいたものです。 

  別のものと御理解ください。 

 

 

 


