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 特定事業の選定に関する事項 

1. 事業内容に関する事項 

 事業の目的 

にかほ市（以下「本市」という。）では、にかほ市第２次総合発展計画の将来像「夢あるま

ち 豊かなまち 元気なまち 住みたいまち にかほ」の実現に向け、人口減少・少子高齢

化の加速を抑制し、良好なコミュニティ形成による地域活性化と次世代を担う人材確保を図

り、若年層の定住化や地元回帰を促進するため、令和２年度に「若者支援住宅整備のための

基本構想・基本計画」を作成、若者支援住宅整備事業を進めることとしている。 

にかほ市若者支援住宅整備事業（以下「本事業）という。）は、本市が若者を対象とした住

宅の整備、維持管理および運営を「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。）に基づいて実施し、民間事業

者の創意工夫を活かした提案により、若者の定住促進、地元回帰を実現することを目的とす

る。 
 

 事業の名称 

にかほ市若者支援住宅整備事業 

 

 事業の対象となる公共施設 

住宅施設、道路（以下、総称して「本施設」という。） 

 

 公共施設等の管理者 

にかほ市長 市川 雄次 

 

 事業用地 

所在地  秋田県にかほ市平沢中谷地、白幡森地内 

面 積  18,753㎡（市道敷地を含む） 

 

 土地の取得に関する事項 

本市は、事業用地となる土地を取得済みである。 
 

 事業範囲 

本事業は、事業用地において、若者の定住を推進する若者支援住宅の整備、維持管理、運

営を実施するものである。併せて、若者支援住宅の敷地に隣接する市道の拡幅整備を行うも

のである。 
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本事業は、以下の業務で構成される。具体的な業務内容については、要求水準書に示す。 

 

①. 設計業務 
 事前調査業務 

 設計業務 

 その他関連業務 

②. 工事監理業務 
 工事監理業務 

③. 建設業務 
 建設業務 

 什器備品等調達設置業務 

 完成検査および引渡し業務 

 その他関連業務 

④. 開業準備業務 
 開業準備業務 

 完成式典支援業務 

 開業準備期間中の維持管理業務 

⑤. 維持管理業務 
 建物保守管理業務 

 建築設備保守管理業務 

 外構等保守管理業務 

 清掃業務 

 警備保安業務 

 修繕業務 

 駐車場管理業務 

 空き室管理業務 

⑥. 運営業務 
 入居者募集支援業務 

 入居者対応等業務 

 家賃徴収等業務 

 明渡し対応業務 

⑦. 民間提案事業 
 民間提案事業 

 

 事業方式 

本事業は、PFI 法第 14 条第 1 項に基づき実施するものとし、事業方式は、同法第 2 条第 5

項に規定する選定事業者（以下「選定事業者」という。）が、公共施設等の管理者である本市
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との間で締結する本事業に係る契約（以下、「事業契約」という。）に従い、本住宅の設計お

よび建設を行い、本市に本施設の所有権を移転した後、維持管理・運営業務を行う BTO 方式

とする。 

 

 事業期間 

本事業の事業期間は、事業契約の締結日から令和 37 年 3 月 31 日までとする（維持管理・

運営期間は 30年とする）。 

 

 選定事業者の収入 

1) 本市が選定事業者に支払うサービス対価 

①. 施設整備に係るサービス対価 
本市は、本施設の設計業務、建設業務、工事監理業務に係るサービス対価について、事

業契約書に定める額を、事業期間を通じた割賦払いにて選定事業者に支払う。 

 

②. 開業準備に係るサービス対価 
本市は、本施設のうちの住宅施設（以下「本住宅施設」という。）の開業準備業務に係る

サービス対価について、事業契約書に定める額を、事業期間を通じた割賦払いにて選定事

業者に支払う。 

 

③. 維持管理・運営に係るサービス対価 
本市は、本住宅施設の維持管理業務および運営業務に係るサービス対価を事業期間中に

支払う。維持管理・運営に係るサービス対価は、本住宅施設の入居率により変動させて支

払う予定である。詳細については、入札公告時に示す。 

 

 その他の収入 

選定事業者は、民間提案事業を任意で提案することができる。当該事業により得られる

収入は、選定事業者の収入とする。 

 

 本事業に関連する法令等の遵守 

本事業を実施するにあたって、選定事業者は、関連する各種法令（施行令、施行規則等を

含む）、条例、規則、要綱等を遵守する。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、参照する。 

 

 選定事業者との契約等 

本市は、PFI法に定める手続きに従い本事業を実施するため、本事業の選定事業者と以下の

協定等を締結する。なお、詳細については、入札公告時に示す。 
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1) 基本協定 

本市は、落札者との間で、本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めた基本協定を

締結する。 

 

2) 事業契約 

本市は、落札者が設立した特別目的会社である選定事業者との間で、本事業を実施する

ための事業契約を締結する。 

契約締結後、選定事業者は、実施方針、要求水準書、入札説明書その他募集に係る資料、

選定事業者が提案した事業内容および事業契約の定めるところにより本事業を実施する。 

 

 特別目的会社の設立 

落札者は、基本協定締結後、本市との仮契約の調印までに、本事業を実施する株式会社と

して特別目的会社（Special Purpose Company）（以下「SPC」という。）を本市内に設立する

ものとする。なお、応募者による SPCに対する出資比率の合計は、全体の 50％を超えるもの

とする。また、応募企業または応募グループを構成する各企業以外の者が SPC に対して出資

する場合、その出資比率は出資者中の最大となってはならない。すべての出資者は、事業契

約が終了するまで SPC の株式を保有するものとし、本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はできないものとする。 

 

 事業スケジュール（予定） 

事業スケジュールは、概ね以下の通り予定している。 

事業契約締結 令和 5年 9月下旬 

施設整備期間 事業契約締結日～令和 7年 2月下旬 

入居者募集開始 令和 7年 1月上旬予定（詳細は契約後の協議とする） 

開業準備期間 令和７年 2月下旬～令和 7年 3月下旬 

入居開始 令和 7年 4月 

維持管理・運営期間 令和 7年 2月下旬～令和 37年 3月 31日 

 

 事業期間終了時の措置 

選定事業者は、事業期間中は適切に施設の維持管理を行い、事業期間終了時に市の定める

要求水準を満たす状態で、本市に引き継ぐものとする。 
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2. 特定事業の選定に関する事項 

 特定事業の選定にあたっての考え方 

本市は、客観的な評価の実施により、本事業を従来型の手法により実施した場合に比べて、

PFI 手法により実施する場合の方が、本市の財政負担の縮減が期待できる場合、または本市の

財政負担額が同一の水準にある場合において公共サービスの水準の向上が期待できる場合に、

PFI 法第７条に基づき、本事業を特定事業として選定する。 
 

 客観的な評価の実施 

客観的な評価の実施については、将来の費用と見込まれる財政負担の総額を算出し、これ

を現在価値に換算することにより評価を行う。 

サービスの水準については、できる限り定量的に行うこととするが、定量化が困難な場合

は、客観性を確保した上で定性的な評価を行う。 
 

 選定結果の公表 

本事業を特定事業として選定した場合は、その判断の結果を評価の内容と併せ、本市ホー

ムページにおいて速やかに公表する。また、特定事業の選定を行わないこととしたときも同

様に公表する。 
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 事業者の募集および選定に関する事項 

1. 募集および選定方法 

本事業では、「第 1．１．(8)事業範囲」で規定する各業務を通じて、民間事業者の広範囲かつ

高度な能力やノウハウと効率的かつ効果的な事業実施が求められることから、民間事業者の選

定は、総合評価一般競争入札方式により行うものとする。 

 

2. 応募者の備えるべき参加資格要件 

 応募者の構成 

本事業に係る総合評価一般競争入札に参加しようとする者（以下、「応募者」という。）は、

必要な資金の確保を自ら行ったうえで、「第 1 .1.（7）事業範囲」で規定する各業務の全部を

行う能力を有した単独企業（以下、「応募企業」という。）若しくは、これらの能力を有する

ものを含むグループ（以下、「応募グループ」という。）として応募する。 

応募企業および応募グループを構成する各企業のうち、SPCへ出資を行うものを「構成員」

とする。また、応募グループのうち、SPCへ出資を行わないものを「協力企業」とする。 

構成員のうち、応募企業または応募グループを代表する企業を「代表企業」とし、代表企

業は以下の要件を満たすこと。 

・本事業における応募手続を行うこと。 

・事業期間にわたり、SPCに対する出資割合を最大とすること。 

代表企業の変更は、「第 2 .5.代表企業、構成員の変更等」に定める通り、原則として認め

ない。ただし、業務を円滑に実施するため、設計・建設・工事監理期間から維持管理・運営期

間への移行段階において、代表企業を他の構成員に変更することができる。この際の代表企

業の変更は、本市の書面による承諾を条件とする。 

SPC に対する構成員の出資割合の合計は、事業期間にわたり 50％を超えること。構成員の

出資割合の内訳は変更しても良いが、事前に本市の承諾を得ること。なお、構成員または協

力企業の増減等、応募グループの構成の変更は認めない。 

構成員または協力企業には、少なくとも１社は、参加資格確認基準日において、本店の所

在地がにかほ市内にある企業を含めること。 

 

 応募者の参加資格要件 

1) 応募者の参加資格要件（共通） 

応募者は、次の参加資格要件を満たすこと。 

a. PFI法第 9条に規定する欠格事由に該当しない者であること。 

b. 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者

であること。 

c. 破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条若しくは第 19 条の規定による破産手続
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開始の申立て、または同法附則第 3 条の規定により、なお従前の例によることと

される破産事件に係る同法施行による廃止前の破産法（大正 11 年法律第 71 号）

第 132 条または第 133 条の規定に基づく破産申立てがなされていない者であるこ

と。 

d. 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続開始の申立

てがなされていない者であること。 

e. 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立

てがなされていない者であること。 

f. 会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 511 条の規定に基づく特別清算開始の申立て

がなされていない者であること。 

g. 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 28 条の規定に基づく指示または営業停止

の処分を受けていない者であること。 

h. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）

第 8 条第 2 項第 1 号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主宰者その他

の構成員または当該構成員を含む団体ではないこと。なお、基本協定または事業

契約の締結後に当該処分を受けている団体若しくはその代表者、主宰者その他の

構成員または当該構成員を含む団体であることが判明した場合には当該基本協定

または事業契約を解除する。 

i. 秋田県建設工事入札参加者指名停止基準（平成 6 年 9 月 13 日監－848）またはに

かほ市建設工事入札参加者指名停止基準要綱（令和 3 年告示 112 号）に基づく指

名停止措置を受けていない者であること。 

j. にかほ市暴力団排除条例（平成 24年 3 月 22日 条例第 5号）第 2条第 1号また

は第２号に該当しない者であること。また、契約後に該当していることが判明し

た場合には当該事業契約を解除する。 

k. 法人税、事業税、消費税および地方消費税、法人事業税、法人住民税、固定資産税

の滞納がないこと。 

l. 本事業に係るアドバイザリー業務に関与している以下の者またはこれらの者と資

本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。 

 国際航業株式会社   東京都千代田区六番市 2 

 内藤滋法律事務所   東京都中央区築地 2丁目 3番 4号  

築地第一長岡ビル 1002 

「資本面において関連がある者」とは、当該企業の総株主の議決権の 100分の 50

を超える議決権を有し、またはその出資の総額の 100分の 50を超える出資を行って

いる者をいい、「人事面において関連がある者」とは、当該企業の代表権を有する役

員を兼ねている者をいう。 

 

 各業務実施企業の参加資格要件 

設計、建設、工事監理、開業準備、維持管理および運営の各業務を担当するものは、そ
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れぞれ以下の要件を満たすこと。複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施すること

ができる。 

 

①. 設計業務を行う者 
設計業務を行う者は、以下に示す要件を満たすこと。 

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

務所の登録を行っていること。 

b. 令和３・４年度「にかほ市入札参加資格者名簿」に登載されていること。 

c. 第一次審査書類の受付最終日までの過去 10 年間に完了した延べ床面積 1,000 ㎡

以上の共同住宅の実施設計の実績を有すること。ただし、複数の者で設計業務を

行う場合は、当該業務を担当する構成員のうち１社が当該実績を有していればよ

いものとする。 

 

②. 建設業務を行う者 
建設業務を行う者は、以下の要件を満たすこと。 

a. 建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 3条第 1項の規定により、建築一式工事の

特定建設業の許可を受けた者であること。ただし、複数の者で施工する場合は、

施工する企業がそれぞれ担当する業種の許可を受けていればよいものとする。 

b. 令和３・４年度「にかほ市入札参加資格者名簿」に登載されていること。 

c. 建築物の建設を行う者の直前の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に

おける「建築一式」の総合評定値が 750 点以上であり、かつ特定建設業許可を有

すること。ただし、複数の者で施工する場合は、当該業務を担当する構成員のう

ち１社が本要件を満たしていればよいものとする。 

d. 第一次審査書類の受付最終日までの過去 10 年間に完了した延床面積 1,000 ㎡以

上の共同住宅の施工実績を有すること。当該実績は、元請負人として受注し、か

つ単一の契約によりなされたもので、共同企業体の構成員としての実績の場合、

当該共同企業体の経営形態は共同施工方式によるもので、当該共同企業体の構成

員としての出資比率が 50％以上である者に限る。ただし、複数の者で施工する場

合は、当該業務を担当する構成員のうち１社が当該実績を有していればよいもの

とする。 

 

③. 工事監理業務を行う者 
工事監理業務を行う者は、以下の要件を満たすこと。 

a. 建築士法第 23 条第 1 項の規定に基づく一級建築士事務所登録を行っていること。 

b. 令和３・４年度「にかほ市入札参加資格者名簿」に登載されていること。 

c. 第一次審査書類の受付最終日までの過去 10 年間に完了した延べ床面積 1,000 ㎡

以上の共同住宅の設計または工事監理の完了実績を有すること。ただし、複数の

者で工事監理業務を行う場合は、当該業務を担当する構成員のうち１社が当該実
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績を有していればよいものとする。 

 

④. 開業準備業務を行う者 
開業準備業務を行う者は、以下の要件を満たすこと。 

a. 令和３・４年度「にかほ市入札参加資格者名簿」に登載されていること 

b. 第一次審査書類の受付最終日までの過去 10年間に、共同住宅の運営（入居者募集

支援、家賃収納支援等の業務等）の完了実績が１件以上あること（複数年契約の

業務においては、1年以上の実施実績があれば良いものとする）。ただし、複数の

者で運営業務を行う場合は、当該業務を担当する企業のうち１社が当該実績を有

していればよいものとする。 

 

⑤. 維持管理業務を行う者 
維持管理業務を行う者は、以下の要件を満たすこと。 

a. 令和３・４年度「にかほ市入札参加資格者名簿」に登載されていること 

b. 第一次審査書類の受付最終日までの過去 10年間に、共同住宅の維持管理業務（維

持管理業務において主要となる業務）の完了実績が１件以上あること（複数年契

約の業務においては、1年以上の実施実績があれば良いものとする）。ただし、複

数の者で維持管理業務を行う場合は、当該業務を担当する構成員のうち１社が当

該実績を有していればよいものとする 

 

⑥. 運営業務を行う者 
運営業務を行う者は、以下の要件を満たすこと。 

a. 令和３・４年度「にかほ市入札参加資格者名簿」に登載されていること 

b. 第一次審査書類の受付最終日までの過去 10年間に、共同住宅の運営（入居者募集

支援、家賃収納支援等の業務等）の完了実績が１件以上あること（複数年契約の

業務においては、1年以上の実施実績があれば良いものとする）。ただし、複数の

者で運営業務を行う場合は、当該業務を担当する企業のうち１社が当該実績を有

していればよいものとする。 

 

3. 参加者の参加資格要件確認基準日 

参加資格要件確認基準日は、一次審査書類の受付最終日とする。 

 

4. 参加資格の喪失 

参加資格要件確認基準日の翌日から落札者決定日の前日までの間、応募者のいずれかが参加

資格要件を欠くに至った場合、当該応募者は参加資格を喪失する。 

落札者決定日から事業契約締結日前日までの間、応募者のいずれかが参加資格要件を欠くに
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至った場合、原則として、本市は基本協定または事業契約を締結しないこととする。基本協定

または事業契約を締結しない場合において、それまでにかかった本市および応募者の費用は、

各自の負担とする。 

 

5. 代表企業、構成員の変更等 

応募企業および応募グループの構成員は、他の応募企業または応募グループの構成員となる

ことはできないものとする。 

構成員の変更は、応募者決定前後を問わず原則として認めないものとするが、やむをえない

事態が生じた場合は市の承諾の上で変更することができる。 

協力企業の変更についても、構成員と同様とする。 

なお、事業契約に定める事由による場合を除き、代表企業の変更は認めない。 

 

6. 提出書類の取扱い 

 著作権 

提案書の著作権は、応募者に帰属する。ただし、本市は、本事業の公表およびその他本

市が必要と認める場合において、落札者の提案書の一部または全部を無償で使用できるも

のとする。 

なお、提案書を公表する場合には、その内容および範囲について提案者に確認した上で

公表する。 

 

 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き

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

法等を使用した結果生じた責任は、原則として応募者が負うものとする。 

 

 その他 

提出された提案書等は、返却しない。 

 

7. 選定事業者との契約手続き 

本市は落札者と協議を行い、基本協定を締結する。また、本市は、基本協定に従い選定事業

者と事業契約を締結する。 

 

8. 地元企業の活用等 

本事業の実施にあたり、必要な資機材、飲食物、消耗品等の調達や人材の雇用に際して、市

内から調達、雇用するなど、可能な限り、市内企業の育成や地域経済の振興に配慮すること。 
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9. 事業者の募集・選定手順 

 募集・選定スケジュール 

民間事業者の募集・選定スケジュールは、次の通りである。 

表 1 募集・選定スケジュール（予定） 

日程、期間（予定） 内容 

令和 4年 10月 18日（火） 実施方針（案）、要求水準書（案）の公表 

令和 4年 12月中旬 実施方針の公表 

令和 4年 12月下旬 特定事業の選定 

令和 5年 1月上旬 入札公告 

令和 5年 1月上旬～令和 5年 1月下旬 第一次審査書類等に関する質問の受付 

令和 5年 1月上旬～令和 5年 2月中旬 第二次審査書類等に関する質問の受付 

令和 5年 2月上旬 第一次審査書類等に関する質問への回答公表 

令和 5年 2月下旬 第二次審査書類等に関する質問への回答公表 

令和 5年 3月上旬 第一次審査書類受付 

令和 5年 3月中旬 第一次審査結果通知 

令和 5年 4月下旬 第二次審査書類受付 

令和 5年 6月上旬 第二次審査 

令和 5年 6月中旬 落札者決定、公表 

令和 5年 6月下旬 基本協定締結 

令和 5年 8月上旬 仮契約締結 

令和 5年 9月下旬 事業契約締結 

 

 

 実施方針（案）、要求水準書（案）に関する質問の受付および回答公表 

実施方針（案）、要求水準書（案）に関する質問・意見の受付は、次の手順により行う。 

 

 要求水準書（案）に関する質問・意見の提出方法 

質問は、様式１「実施方針（案）、要求水準書（案）に関する質問・意見書」に記載し、

電子メールにて「第 8 .5.送付先・問合せ先」宛に送付すること。電子メールの件名は【実

施方針（案）等に関する質問書】と記載すること。 

なお、電子メールの送信後、2日以内（土曜、日曜、祝日を除く）に受信確認の電子メー

ルが届かない場合は、「第 8 .5.送付先・問合せ先」宛に電話すること。 
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 受付期間 

令和４年 10 月 18日（火）～令和４年 10月 27日（木） 

 

 実施方針（案）、要求水準書（案）に関する質問の回答公表予定日 

令和４年 11 月 30日（金） 

質問に対する回答は、本市ホームページにおいて公表する。ただし、質問者の権利や競

争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあると考えられるものは、質問者と協議のう

え、公表の有無を本市が決定する。 

 

 現地説明 

本事業用地において、現地説明を行う。なお、事業用地の気候条件を踏まえ、入札公告

後の現地説明は実施しない予定である。 

 

 現地説明の申込方法 

現地説明の参加希望者は、企業名、参加人数、連絡担当者の所属・氏名を電子メールに

て「第 8 .5.送付先・問合せ先」宛に送付すること。電子メールの件名は【現地説明参加申

込】と記載すること。 

なお、電子メールの送信後、24時間以内（土曜、日曜、祝日を除く）に受信確認の電子

メールが届かない場合は、「第 8 .5.送付先・問合せ先」宛に電話すること。 

 

 申込期間 

令和４年 10 月 18日（火）～令和４年 10月 24日（月）10時 00分まで 

 

 現地説明 

令和４年 10 月 25日（火） 10時頃～15時頃まで 

集合時間・場所等については、現地説明参加申込のあった連絡担当者宛に電子メールに

て連絡する。なお、現地説明は上記時間内で複数回に分けて実施する予定であり、状況に

より、本市から時間調整の連絡を行う場合がある。 

 

 事前対話 

本事業の参加条件や要求水準書の内容等について意見や要望、提案を受け、より適した

事業内容・条件を設定するために実施する。 

事前対話は、質問・意見を提出した民間事業者のうち、本市との対話を希望する民間事

業者と行うことを想定しており、参加は任意である。事前対話の参加は、事業者選定にか

かる審査には影響しない。 
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 事前対話の実施方法 

事前対話は、本事業を実施することが可能な民間事業者、またはそれらのグループ、若

しくはそれらのグループを構成したい民間事業者を対象とする。 

事前対話は、１事業者（あるいは１グループ）と本市※による１対１で、インターネット

を利用したリモート会議形式で行う。 

※ 本事業に係るアドバイザリー業務の担当者も同席する予定である。 

 事前対話の内容 

事前対話は、実施方針（案）または要求水準書（案）に記載している内容を対象とする。

事前対話の参加希望者は、事前対話の参加申込時に、質問・意見を合わせて提出すること

とし、本市は対話参加者から提出された質問・意見の内容について対話を実施する。 

なお、本事業の条件等に関して、本市が特に確認したい事項がある場合は、この事前対

話において意見を求める場合がある。 

 

 実施スケジュール 

実施スケジュールは、以下を予定している。なお、事前対話への申込み状況等によって

は、日程を変更する場合がある。変更する場合には、本市ホームページにて公表する。 

表 2 事前対話の実施スケジュール（予定） 

日程、期間（予定） 内容 

令和 4年 10月 18日（火） 実施方針（案）、要求水準書（案）の公表 

令和 4年 10月 25日（火） 現地説明 

令和 4年 10月 18日（火） 

～令和 4年 10月 27日（木） 

事前対話申込み受付 

令和 4年 10月 31日（月） 

（予備日：令和 4年 11月 4日（金）） 

事前対話実施 

令和 4年 11月 30日（水） 事前対話の結果公表 

実施方針（案）、要求水準書（案）に関する質問の回

答公表 

 

 

 事前対話の参加方法 

①. 参加申込方法 
・参加を希望する場合は、以下の様式に必要事項を記入し、電子メールにて「第 8 .5.送

付先・問合せ先」宛に送付すること。 

様式１ 実施方針（案）、要求水準書（案）に関する質問・意見書 

様式２ 事前対話参加申込書 

・様式１は、１質問・１意見につき１行を使用し、必要に応じて行を増やすこと。様式

１は、複数ファイルに分けて提出してもよい。なお、実施方針（案）等に関する質問・
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意見については、口頭または電話での回答は行わない。 

・事前対話は、１事業者での申し込み、複数の事業者からなるグループでの申し込みの

いずれも認めるが、参加者は、１事業者につき５名以内、または１グループにつき５

名以内を標準とする。これ以上の人数での参加を希望する場合は、「第 8 .5.送付先・

問合せ先」まで問い合わせること 

 

②. 参加申込受付期間 
令和４年 10 月 18日（火）～令和４年 10月 27日（木） 12時 00分まで 

 

③. 実施時間の連絡 
・事前対話の実施時間については、令和４年 10月 28日（金）中に、「様式２ 事前対話

参加申込書」に記載された連絡担当者宛に電子メールで連絡する。 

 

 事前対話結果の公表予定日 

令和４年 11 月 30日（金） 

事前対話における各質問・意見に関する対話結果は、実施方針（案）、要求水準書（案）

に関する質問に関する回答として、本市ホームページにおいて公表する。ただし、対話参

加者の権利や競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあると考えられるものは、対

話参加者への確認のうえ、公表の有無を本市が決定する。 

なお、必要に応じて、質問回答とは別に対話結果をとりまとめて公表する場合がある。 

 

 民間事業者募集手続等 

 入札公告 

特定事業の選定を踏まえ、入札公告を行い、市ホームページ上で公表する。 

 

 入札説明書等に関する質問の受付・回答の公表 

入札説明書等に関する質問受付期間を設け、受付けた質問について後日回答を公表する。

なお、詳細については、入札公告時に示す。 

 

 委員会の設置 

本市は、専門家等による委員会を設置し、委員会が落札者決定基準に基づいて提出書類

等の審査を行う。本市は委員会の審査結果に基づき、落札者を決定する。 

 

 第一次審査（参加資格審査） 

応募者は、入札説明書等に定めるところにより参加表明書および第一次審査に関する書

類を提出する。第一次審査は、参加資格の確認を目的とする。 

本市は、第一次審査に関する書類を提出した応募者を対象に参加資格の有無を確認する。
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その結果については、各応募者に書面で通知する。 

 

 第二次審査（提案審査） 

第一次審査の結果、参加資格があると認められた応募者は、入札説明書等に基づき本事

業に関する事業計画の提案内容を記載した第二次審査に関する書類を提出する。委員会は、

提出された書類に対して、落札者決定基準に基づき審査を行う。 

審査にあたっては、応募企業または応募グループごとに、提案内容に関するヒアリング

を実施する。 

 

 落札者の決定 

本市は委員会の審査結果に基づき、落札者を決定する。 

 

 審査結果の公表 

本市は、落札者を決定した場合は、その結果を速やかに第二次審査対象者に通知すると

ともに本市ホームページ上に公表する。 

 

 落札者を決定しない場合 

本市は、民間事業者の募集、提案内容の審査および選定において、最終的に応募者がな

い、あるいは、いずれの応募者の提案においても本事業の目的が達成できない等により、

本事業を PFI 手法で実施することが適当でないと判断する場合は、落札者を決定せず特定

事業の選定を取り消すこととし、この旨を応募者に通知するとともに、本市ホームページ

上に公表する。 

上記の場合において、これまでにかかった費用は、本市および応募者が各自負担するも

のとする。 

 

 基本協定の締結 

本市は、落札者と、事業契約の締結に向けて基本的な事項に係る基本協定を締結する。 

 

 事業契約の締結 

本市は基本協定に従い仮契約を締結し、市議会の議決をもって仮契約が事業契約として

成立する。 
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 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

1. 選定事業者の責任の明確化に関する事項 

 選定事業者の責任 

本事業は、本市と選定事業者が相互に協力し、適正にリスクを分担することにより、本事

業の目的の遂行を図るものであり、原則として選定事業者が本事業に係る責任を負うものと

する。 

ただし、本市が負うべき合理的な理由がある事項については、本市が責任を負うこととす

る。 

 

 想定されるリスクと責任分担 

想定される本市と選定事業者のリスクの責任分担は、別紙２「リスク分担表（案）」による

ものとするが、詳細については、入札公告時に示すものとする。なお、なお、本実施方針に

おけるリスク分担を変更する合理的かつ明確な理由があった場合には、必要に応じてリスク

分担の変更を行うことがある。 

 

 リスクが顕在化した場合の費用負担の方法 

本市または選定事業者のいずれかが責任を負うべきリスクが顕在化した場合に生じる費用

は、原則として、その責任を負うべき者が全額負担することとする。 

また、一定額まで選定事業者が責任を負うとしたリスクや、本市および選定事業者が共同

で責任を負うべきリスクが顕在化した場合に生じる費用の負担方法については、「別紙２ リ

スク分担（案）」によるほか、詳細は入札公告時に示す。 

 

2. 事業者の責任の履行確保に関する事項 

 提供されるサービスの水準 

本事業において実施する業務のサービス水準については、要求水準書として提示する。 

 

 選定事業者による業務品質の確保 

選定事業者は、業務のサービス水準を維持改善するよう、選定事業者自ら、業務のマネジ

メントおよびセルフモニタリングを実施する。 

 

 事業の実施状況のモニタリング 

選定事業者が事業契約等に定められた業務を確実に遂行していることを確認するため、本

市は、要求水準および選定事業者が提案したサービス水準の達成状況、選定事業者の財務状
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況について、モニタリングを行うものとする。 

 

 モニタリング結果に対する措置 

本市は、モニタリングの結果、選定事業者が実施する設計、建設、工事監理、開業準備、維

持管理および運営の水準が市の要求水準を満たしていないことが判明した場合、改善勧告や

サービスの対価の減額等の措置を行う。詳細については、入札公告時に示す。 
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 公共施設等の立地並びに規模および配置に関する事項 

1. 公共施設等の立地に関する事項 

 公共施設等の立地に関する事項 

 

表 3 本事業の事業用地に関する事項 

項目 内容 

所在地 にかほ市平沢中谷地、白幡森地内 

面積 18,753 ㎡ 

都市計画 用途地域 第１種住居地域 

一部、都市計画区域内白地地域を含む 

建ぺい率 60％ 

容積率 200％ 

道路斜線 前面道路の反対側より水平距離 20mまで 1.25 倍 

20m以降は開放 

隣地斜線 隣地境界線＋20mより 1.25倍 

景観計画 にかほ市景観計画区域 

現況土地利用 農地（所有権が本市に移転していることから、耕作していない）、

市道、農業用水路 

土地の所有者 にかほ市 

 

 

 土地の使用に関する事項 

選定事業者は、設計、建設期間中の事業用地は無償で使用することができる。 
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2. 施設構成 

表 4 導入機能および導入施設名 

導入機能 導入施設 
本事業の範囲 

施設整備 維持管理・運営 

住宅施設 住宅施設 単独世帯向け住戸 ○ ○ 

少人数世帯向け住戸 ○ ○ 

付帯施設 屋内交流スペース ○ ○ 

屋外物置 ○ ○ 

駐車場（入居者用） ○ ○ 

駐車場（来客用他） ○ ○ 

駐輪場（自転車用） ○ ○ 

駐輪場（バイク用） ○ ○ 

広場・公園 ○ ○ 

外構（植栽・構内通路） ○ ○ 

ゴミ集積場 ○ ○ 

雨水貯留施設 ○ ○ 

道路（市道） 既存市道の拡幅整備 ○ － 

※．施設整備範囲には、本事業用地の造成を含む 
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 事業契約の解釈について疑義が生じた場合の措置に関する事項 

1. 係争に対する措置 

事業計画および事業契約の解釈について疑義が生じた場合は、本市と選定事業者は本

事業の目的の遂行を前提とし、誠意をもって協議の上、解決を図るものとする。 

 

2. 管轄裁判所の指定 

基本協定および事業契約に係る紛争については、秋田地方裁判所を第一審の専属管轄

裁判所とする。 
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 事業の継続が困難となった場合の措置に関する事項 

1. 事業の継続に関する基本的考え方 

事業の継続が困難となる事由が発生した場合は、事業契約書で定める事由ごとに、本市およ

び選定事業者の責任に応じて、必要な修復その他の措置を講じることとする。 

 

2. 事業の継続が困難となった場合の措置 

 選定事業者の帰責事由により事業の継続が困難となった場合 

選定事業者の提供するサービスが事業契約に規定する本市の要求水準を下回る場合、その

他事業契約で定める選定事業者の責めに帰すべき理由により債務不履行またはその懸念が生

じた場合、本市は選定事業者に対し、一定の期間内にその改善を図ることを求める。この場

合、市は、事業契約で定められた条件に従って選定事業者に対して支払うべき対価につき減

額等を行うことができることとする。選定事業者が、当該期間内に係る改善をすることがで

きなかった場合は、本市は事業契約を解除できるものとする。 

構成員または協力企業が倒産し、もしくは構成員または協力企業の財務状況が著しく悪化

し、その結果、事業契約に基づく事業の継続的履行が合理的に困難と考えられる場合、その

他事業契約で定める解除事由に該当する場合は、本市は事業契約を解除することができるも

のとする。 

以上の事由により、本市が事業契約を解除した場合は、事業契約に定めるところにより、

本市は選定事業者に対して違約金および損害賠償等の請求を行うことができるものとする。 

 

 本市の帰責事由により事業の継続が困難となった場合 

本市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合には、

選定事業者は事業契約を解除できるものとする。 

以上の事由により、選定事業者が事業契約を解除した場合は、事業契約の定めるところに

より、本市は選定事業者に対して選定事業者に生じた損害を賠償する義務を負うものとする。 

 

 いずれの責めにも帰さない事由により事業の継続が困難となった場合 

本市または選定事業者のいずれの責めに帰すことができない不可抗力その他の事由により、

事業の継続が困難となった場合は、本市と選定事業者との間で事業継続の可否について協議

を行うものとする。 

一定の期間内に上記の協議が整わない場合は、本市が本事業の継続の可否を決定し、選定

事業者はこれに従うものとする。本市が本事業の継続は難しいと判断する場合、本市は、事

前に選定事業者に通知することにより、事業契約を解除できる。 

以上の事由により事業契約を解除する場合の措置は、事業契約に定めるところに従うもの

とする。 
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なお、不可抗力の定義については、事業契約に定めるものとする。 

 

3. 金融機関または融資団と本市の協議 

本市は、事業の安定的な継続を図ることを目的として、事業者に本事業に関する資金を供

給する金融機関等の融資機関または融資団と協議を行い、当該融資機関または融資団と直接

協定を締結することがある。 
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 法制上および税制上の措置並びに財政上および金融上の支援に関する事

項 

1. 法制上および税制上の措置 

現段階では、本事業に関する法制上および税制上の措置等を想定していないが、選定事

業者が本事業を実施するにあたり、法令の改正等により、法制上また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. 財政上および金融上の支援 

選定事業者が事業を実施するにあたり、財政上およ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、本市は、選定事業者がこれらの支援を受けることができるよう

努めるものとする。 
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 その他特定事業の実施に関し必要な事項 

1. 議会の議決 

債務負担行為の設定に関する議案は、令和４年 12 月に市議会に提出する予定である。 

事業契約に関する議案は、協議が整い次第、議会に提出する予定である。 

 

2. 実施方針の変更 

本市は、実施方針等に関する民間事業者からの質問・意見を踏まえ、PFI法第 7条に定

める特定事業の選定までに、実施方針の内容を見直し、変更を行うことがある。 

実施方針の内容の変更を行った場合には、本市ホームページへの掲載、その他適切な方

法により、速やかに公表する。 

 

3. 応募に伴う費用負担 

応募に伴う費用は、すべて応募者の負担とする。 

 

4. 情報公開および情報提供 

本事業は、にかほ市情報公開条例（平成 17年 10月 1日 条例第 10号）に基づき情報

公開を行う。また、情報提供については、適宜、本市ホームページ等を通じて行う。 

 

5. 送付先・問合せ先 

にかほ市役所 企画調整部総合政策課企画調整班 担当：村上・佐藤 

住 所 〒018-0192 秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田１番地 

電 話 番 号 0184-43-7509（直通） 

F A X 番 号 0184-62-9013 

メールアドレス w_shien@city.nikaho.lg.jp 
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別紙１ 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業実施箇所 
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別紙２ リスク分担（案） 

段階 リスクの種類 リスクの内容 

リスク分担 

本市 
選定 
事業者 

共通 

 

契約リスク 議会の議決を得られないことによる契約締

結の遅延・中止 
○  

上記以外の本市の事由による契約締結の遅

延・中止 
○  

選定事業者の事由による契約締結の遅延・

中止 
 ○ 

制度関連 

リスク 

法令リスク 本事業に直接関連する根拠法令の変更、新

たな規制法の成立 
○  

上記以外の法令の変更  ○ 

税制度リス

ク 

消費税の範囲や税率の変更によるもの ○  

その他の税制変更に関するもの  ○ 

許認可リス

ク 

許認可の遅延に関するもの（本市が取得す

るもの） 
○  

許認可の遅延に関するもの（本市が取得す

るもの以外） 
 ○ 

社会 

リスク 

住民対応リ

スク 

本事業に関する反対運動、訴訟等に関する

もの 
○  

選定事業者が実施する業務に対する反対運

動、訴訟等に関するもの 
 ○ 

第三者賠償リスク 選定事業者が実施する業務に起因して第三

者に及ぼした損害 
 ○ 

不可抗力リスク 不可抗力に起因する施設の損害、対応費用

に関するもののうち、一定の金額まで、又、

保険等の措置によりカバーされる損害の範

囲を超えるもの 

○  

不可抗力に起因する施設の損傷、対応費用

に関するもののうち、一定の金額まで、又、

保険等の措置によりカバーされる損害の範

囲のもの 

 ○ 

物価変動リスク 建設期間中における一定の範囲を超える物

価変動による費用の増減 
○ ※１ 

維持管理・運営期間中における一定の範囲

を超える物価変動による費用の増減 
○ ※１ 

金利リスク 金利変動によるもの ○  

資金調達リスク 本市が調達する必要な資金に関するもの ○  

選定事業者が調達する必要な資金に関する

もの 
 ○ 
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段階 リスクの種類 リスクの内容 

リスク分担 

本市 
選定 
事業者 

設計・建設

段階 

調査・設計

リスク 

調査リスク 本市が実施した測量・調査に関するもの ○  

選定事業者が実施した測量・調査に関する

もの 
 ○ 

設計リスク 本市の提示条件、指示等によるもの ○  

選定事業者の責に帰すべき事由によるもの  ○ 

建設リスク 用地リスク 事業用地の確保に関するもの ○  

工事に必要な用地の確保に関するもの  ○ 

工事遅延リ

スク 

本市の指示および市の責めにきすべき事由

によるもの 
○  

選定事業者の責に帰すべき事由によるもの  ○ 

工事中止リ

スク 

本市の責めに帰すべき事由によるもの ○  

選定事業者の責に帰すべき事由によるもの  ○ 

工事費増大

リスク 

本市の指示および市の責めに帰すべき事由

によるもの 
○  

選定事業者の責に帰すべき事由によるもの  ○ 

施設損傷リ

スク 

本市の責めに帰すべき事由によるもの ○  

選定事業者の責に帰すべき事由によるもの  ○ 

維持管理・

運営段階 

運営開始遅延リスク 本市の責めに帰すべき事由によるもの ○  

選定事業者の責に帰すべき事由によるもの  ○ 

維持管理・運営の中断リ

スク 

本市の責めに帰すべき事由によるもの ○  

選定事業者の責に帰すべき事由によるもの  ○ 

施設損傷リスク 維持管理の不備に起因するもの  ○ 

第三者による施設損傷 ○  

技術革新リスク 技術革新等に伴う施設・設備の陳腐化  ○ 

入居者リスク 入居者の不法行為等による損害 ○  

空き室リスク 入居率の低下 ○ ○ 

事業終了 

段階 

施設性能確保リスク 事業終了時における施設の性能確保に関す

るもの 
 ○ 

事業終了リスク 事業終了手続の諸経費、SPCの清算手続き費

用に関するもの 
 ○ 

※１．一定の範囲までは、選定事業者の負担とする。 
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