
美祢社会復帰促進センター整備・運営事業 実施方針等に関する質問回答

1

実施方針

1 8

第1 特定事業の選定に
　　関する事項
　1 事業内容に関する
　  事項
 (2)事業に供される公
　　共施設の種類等

建物用途は建築基準法上何になりますか。又，消防法の扱いでは何項になるのでしょうか。  法務省が計画通知を提出する際は，建築基準法上の
主要用途は，（区分08990）その他，消防法の扱いは
15項としています。
 法務省が山口県等関係官署と協議する予定ですの
で，入札公告時までに提示します。

2
実施方針

1 28
第１　特定事業の選定に関する事項
１　事業内容に関する事項
(4)事業の背景・目的

事業の背景・目的において，｢刑罰権の行使に直接かかわる業務を除き｣と記述があります。｢
刑罰権の行使に直接かかわる業務」とは具体的にどのような業務を示されているのでしょう
か。

基本構想Ｐ５を参照してください。

3
実施方針

1 28
(4)事業の背景・目的 「刑罰権の行使に直接かかわる業務を除き，運営業務にも民間参入を拡大するなど官製市場

の開放による雇用創出，経済効果をもたらすことを期待している。」とありますが，刑罰権
の行使に直接かかわる部分とは具体的にどのような業務と考えてられますでしょうか。

基本構想Ｐ５を参照してください。

4

実施方針

1 28

刑罰権の行使に関わる業務 国側にて行なう刑罰権の行使に関わる業務や国側が行なう一部の運営業務について応募者が
改善提案した場合，事業者選定に当たって評価されますでしょうか。

事業者選定基準については入札公告時までに掲示し
ます。なお，国の職員が行う業務については業務区
分表（参考資料２）及び刑務所の業務（参考資料
３）を参照してください。

5
実施方針

2 2
(5)事業方式 矯正施設の目的を考えると，事業方式がＢＯＴ方式でなくＢＴＯ方式で国が施設を所有し業

務を行うことがよろしいと考えますが，ＢＯＴ方式を選定された理由をご教示ください
官民の適切なリスク分担を図り，民間事業者の創意
工夫が十分に発揮できることなどを考慮してＢＯＴ
方式を採用したものです。

6
実施方針

2 2
(5)事業方式 ＢＯＴの場合，固定資産税が発生しますが，ＢＴＯの場合とのイコールフィッティングの観

点から減税又は免税の処置を考慮していただくことは可能でしょうか
地方税に係る税制上の措置については，山口県及び
美祢市に現在協力を要請しています。

7
実施方針

2 2
(5)事業方式 土地は普通財産として事業期間を通じ事業者に無償で貸し付けるものとの理解でよろしいで

しょうか
土地は行政財産として無償で貸し付ける予定です。

8
実施方針

2 2
(5)事業方式 不動産取得税については事業者に課税されるとの理解でよろしいでしょうか 地方税に係る税制上の措置については，山口県及び

美祢市に現在協力を要請しています。

9
実施方針

2 2
ＢＯＴ方式 本事業においてＢＯＴ方式を採用された理由を教えて下さい。 官民の適切なリスク分担を図り，民間事業者の創意

工夫が十分に発揮できることなどを考慮してＢＯＴ
方式を採用したものです。

10

実施方針
基本構想

2・5 2・11

(5)事業方式 整備・運営事業基本構想P.5では，(5)事業方式の中で，「次のいずれかの方式の採用を予定
している。」とした上で，ア．ＢＯＴ方式。イ．ＢＴＯ方式と記述されており，検討の余地
を残した記載の仕方になっていますが，実施方針P.2では，(5)事業方式の中でＢＯＴ方式と
明記されています。今回，ＢＯＴ(Build,Operate,Transfer)とした意図を教えてください。

官民の適切なリスク分担を図り，民間事業者の創意
工夫が十分に発揮できることなどを考慮してＢＯＴ
方式を採用したものです。

11
実施方針

2 2
事業方式 BOT方式を採用され，事業期間終了後，事業者が本施設を国に「無償」で譲渡するとあります

が，減価償却しきれずに残存簿価が残る場合であっても，無償で譲渡することになるので
現時点では無償譲渡を想定しています。

12
実施方針

2 2
BOT方式 事業方式をBOT方式とする事由が不明瞭であり，期待する役割はBTO方式でも達成出来得ると

考えます。事業方式をBOT方式とする理由，公共側のﾒﾘｯﾄ等をBTO方式との比較を含め，具体
的に御教示下さい。

官民の適切なリスク分担を図り，民間事業者の創意
工夫が十分に発揮できることなどを考慮してＢＯＴ
方式を採用したものです。

13
実施方針

2 2
BOT方式 ＢＯＴ方式を採用するとのことですが，本施設(刑務所）及び公務員宿舎を民間が所有するこ

とが法的な面も含め可能かどうか御教示下さい。
ＰＦＩ事業者が選定事業に係る公共施設等を所有す
ることは何ら制限されていません。

14

実施方針

2 4

(6)事業の範囲 本事業を実施するため地元中小企業はどの様に営業すればよいか。地元中小企業が国と直接
契約することはあるのか。

本事業は，PFI方式として，グループによる応募を前
提としていますので，参画が想定される業種の民間
事業者と連絡して下さい。なお，国が単独の企業と
直接に契約を締結することは想定していません。

15
実施方針

2 6
事業の範囲 刑罰権が民間に付与されていない中で，受刑者が施設に損害を与えた場合，その原状復旧費

用等は全て国側にて負担して頂けるという理解で宜しいでしょうか。
リスク負担の基本的考え方（参考資料９）を参照し
てください。

16
実施方針

2 7
第１　特定事業の選定に関する事項
１　事業内容に関する事項
(6)　事業の範囲

事業の範囲において，｢一部の運営業務は，これまでどおり国が行う。｣と記述があります。｢
一部の運営業務｣とは具体的にどのような業務を示されているのでしょうか。

国の職員が行う業務については業務区分表（参考資
料２）及び刑務所の業務（参考資料３）を参照して
ください。

17
実施方針

2 7
事業の範囲 「なお，一部の運営業務は，これまでどおり国が行う」とあり，運営業務要求水準書（案）

により具体的な業務内容等も記載されていますが，民間事業者と国が行う業務比率等が明確
になっていないため，民間がどこまでやる必要があるのかわかるような資料の提示を願いた

国の職員が行う業務については業務区分表（参考資
料２）及び刑務所の業務（参考資料３）を参照して
ください。

18
実施方針

2 7
事業の範囲 「なお，一部の運営業務は，これまでどおり国が行う」とありますが，協業する民間事業者

社員については，身分保証および権限等何らか特別に与えられるものかご教示願いたい。
業務の円滑かつ適正な遂行を確保する観点から，み
なし公務員規定を設けるなど，所要の法制上の措置
について検討しています。

19
実施方針

2 8
業務の範囲 本文及び要求水準を読む限り，本事業に必要な設備・什器・備品・受刑者への給与品等，全

てを事業者が保有・用意することと受け取れますが，この考え方でよろしいでしょうか。
原則として御理解のとおりです。ただし，一部国が
用意する備品があります。

20
実施方針

2 8
業務の範囲 事業者が保有・用意しないで，国が用意・支給する設備・什器・備品等としては何があるか

教えて下さい。
官庁会計データ通信システム用パソコン及びプリン
タ，武器及び戒具等があります。

21
実施方針

2 9
(6)事業の範囲 「本施設の所有権は設備，什器・備品等と併せて事業者が保有し，・・・」とありますが，

什器・備品等は性能，種類，数量によってコストに大きな差が生じると予想されます。一定
の条件を示していただけませんでしょうか。

備品等一覧表（参考資料７）を参照してください。

質             問 回       答項        目資料名 ページ 行目回答No.
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美祢社会復帰促進センター整備・運営事業 実施方針等に関する質問回答

質             問 回       答項        目資料名 ページ 行目回答No.

22

実施方針

2 13

第1 特定事業の選定に
　　関する事項
　1 事業内容に関する
　  事項
 (6)事業の範囲

ア.施設整備事業のうち，備品関係（家具,什器など）で事業者が提供するものはないと考え
てよろしいでしょうか。もしあるとすれば，そのリストをご提示下さい。

備品等一覧表（参考資料７）を参照してください。

23

実施方針

2 20

(ｷ)修繕業務 実施方針に記載されている(大規模修繕を含む）旨の記載が，施設整備・維持管理業務要求水
準書に於いては記述されていませんが，本事業に含まれるか否か提示願います。

本施設の修繕業務は，要求水準の性能を保全するた
めに行われる業務であり，必要な修繕として大規模
なものも含まれます。入札公告時までに事業期間中
に行う大規模修繕の内容を提示します。

24

実施方針

2 20

(6)事業の範囲
ア　施設整備･施設維持管理業務
（ｷ）修繕業務

大規模修繕の定義又は範囲をご教示下さい 本施設の修繕業務は，要求水準の性能を保全するた
めに行われる業務であり，必要な修繕として大規模
なものも含まれます。入札公告時までに事業期間中
に行う大規模修繕の内容を提示します。

25

実施方針本

2 20

施設整備・施設維持管理業務 (キ）修繕業務に大規模修繕業務を含むとありますが，大規模修繕の定義があれば御教示下さ
い。

本施設の修繕業務は，要求水準の性能を保全するた
めに行われる業務であり，必要な修繕として大規模
なものも含まれます。入札公告時までに事業期間中
に行う大規模修繕の内容を提示します。

26
実施方針

2 20
施設整備・施設維持管理業務 大規模修繕業務は不定期に発生するものと思われますが，国からのサービス対価の支払は大

規模修繕の実施の都度支払われるとの理解で宜しいでしょうか。
現時点では，大規模修繕にかかるサービス対価を含
めて，平準化による支払を想定しています。詳細は
入札公告時までに提示します。

27

実施方針

2 20

事業の範囲 大規模修繕の範囲について，明示いただけますでしょうか。 本施設の修繕業務は，要求水準の性能を保全するた
めに行われる業務であり，必要な修繕として大規模
なものも含まれます。入札公告時までに事業期間中
に行う大規模修繕の内容を提示します。

28
実施方針

2 21
(6)事業の範囲
ア　施設整備･施設維持管理業務
（ｸ）備品等管理業務

実施方針本文には，備品等管理業務が記載されていますが，施設整備・維持管理業務要求水
準書（案）には備品等管理業務が記載されていません。具体的にどのような備品を対象とし
ているのでしょうか。

備品等一覧表（参考資料７）を参照してください。

29

実施方針

2 21

第１　特定事業の選定に関する事項
１　事業内容に関する事項
(6)　事業の範囲
ア　施設設備・施設維持管理業務
(ｸ)備品等管理業務

事業の範囲において，｢施設整備・施設維持管理業務　(ｸ)備品等管理業務｣と記述がありま
す。PFI事業としての備品の調達が含まれるものと思われますが，調達の範囲についてご提示
ください。

備品の調達業務はＰＦＩ事業の対象です。なお，備
品等については，備品等一覧表（参考資料７）を参
照してください。

30
実施方針

2 21
備品等管理業務 事業者が調達する備品と，国側にて調達する備品の詳細・リストは今後開示されると理解し

て宜しいでしょうか。
備品等一覧表（参考資料７）を参照してください。

31
実施方針

2 22
施設運営業務 施設運営業務の項目には，「～支援業務」との記載が多くあり，事業者側にて業務量を把握

するのが困難です。支援業務の具体的内容（国側の業務区分と事業者側の業務区分）を御教
示ください。

国の職員が行う業務については業務区分表（参考資
料２）及び刑務所の業務（参考資料３）を参照して
ください。

32
実施方針

2 36
施設運営業務＜収容関連サービス＞ (コ）清掃業務に廃棄物の処理を含むとありますが，事業者の業務範囲は，いわゆる廃掃法上

の免許を必要としない範囲（ゴミの分別程度であり運搬や処理は含まれない）との理解で宜
しいでしょうか。

廃棄物処理法令に従って適正に処理することが必要
です。

33
実施方針

3 3
警備 警備業務について，必要人員の想定が難しいため，同規模程度の刑務所における現状の刑務

官の体制（人数，業務内容，勤務時間，勤務ローテーション等）を提示願いたい。
国の職員が行う業務については業務区分表（参考資
料２）及び刑務所の業務（参考資料３）を参照して
ください。

34
実施方針

3 25
(6)事業の範囲
イ　施設運営業務

本事業の用途又は目的を妨げない限度を具体的にお示しください 刑の執行を行う刑務所の機能に支障を及ぼさない範
囲という意味です。

35

実施方針

3 25

附帯的施設 職員食堂・売店等を附帯的施設として，床面積を拡大し，刑務所のゾーンから離して地元住
民等も利用し易い位置に配置することは可能ですか。また，その場合の事業期間満了後の取
扱いを教えて下さい。

職員食堂・売店は，管理事務領域内に配置して職員
及び来訪者が利用することを想定しており，床面積
の拡大は可能です。その場合，附帯施設に該当する
かどうか，また事業終了後の取扱い等については，
入札公告時までに提示します。

36
実施方針

3 25
附帯的事業 附帯的事業の提案の有無は，PFI事業者の評価に含まれるのでしょうか。 附帯事業を提案することは可能ですが，応募の必須

条件ではありません。なお，事業者選定基準につい
ては入札公告時までに掲示します。

37

実施方針

3 25

附帯的施設 本事業に支障を及ぼさない範囲で収益施設等の附帯的施設を併設する提案が出来るとありま
すが，これはPFI事業範囲外の業務であり，また事業内容に拘わらず独立採算事業である以
上，本事業に及ぼす影響は皆無ではない為，ﾌｧｲﾅﾝｽ組成等において大きな制約になると認識
します。この提案は必須なのでしょうか。

附帯的事業については，本事業の円滑かつ効率的な
実施に資する事業に関する提案を想定しています
が，必須ではありません。

38
実施方針

3 25
附帯的施設 附帯的施設の提案(PFI事業範囲外)は，事業者選定上，どのように評価・位置づけられるので

しょうか。
附帯事業を提案することは可能ですが，応募の必須
条件ではありません。なお，事業者選定基準につい
ては入札公告時までに掲示します。

39
実施方針

3 25
附帯的施設 附帯的施設の提案については，特に市内及び周辺地域等の既存事業者(営業者)への影響等を

適正に見極めなければ，本事業が目的とする地域経済の活性化等に寄与しない事態も想定さ
れますが，国は地代収入以外にどのようなメリットを本提案に期待しているのかを具体的に

附帯事業については，本体事業との相乗効果によ
り，地域の活性化に資することを期待しておりま
す。
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美祢社会復帰促進センター整備・運営事業 実施方針等に関する質問回答

質             問 回       答項        目資料名 ページ 行目回答No.

40
実施方針

3 25
附帯的施設 附帯的事業を提案する場合の土地の借地形態(普通借地・定期借地等)を賃貸条件（保証金等

の有無）も含め御教示下さい。
附帯的事業を実施するための前提条件については，
入札公告時までに提示します。

41

実施方針

3 25

附帯的施設 附帯的事業を行う用地は事業者で任意に設定し提案できるのでしょうか。 附帯事業の用地については，原則として事業者の任
意による提案が可能ですが，仮に将来，収容規模を
２，５００人程度に増築する場合であっても効率よ
く整備できるよう各施設を配置する必要があること
に留意してください。

42
実施方針

3 25
附帯的施設 附帯的施設に係る土地は有償とありますが，その地代負担の算出根拠を御教示下さい。 地代負担の算出は，民間精通者の意見価格，近隣の

賃貸実例等により国が設定します。

43
実施方針

3 25
附帯的施設 附帯的施設の位置づけにおいて提案を求めるならば，地代は無償にはならないのでしょう

か。
無償貸付には制限があり，収益事業を行うものであ
るので，原則として有償貸付となります。

44
実施方針

3 25
事業の範囲 附帯的事業の提案をすることができる，とありますが，附帯的事業の提案は，提案の評価で

どの様な扱いを受けるでしょうか。附帯的事業の提案を行わない場合でも，選考上不利な扱
いを受けることはないでしょうか。

附帯事業を提案することは可能ですが，応募の必須
条件ではありません。なお，事業者選定基準につい
ては入札公告時までに掲示します。

45

実施方針

3 26

(6)事業の範囲 付帯事業に収容者を採用する場合においても賃金は国からの委託支払いの中に含まれると考
えてよろしいでしょうか。

附帯事業を刑務作業として実施する場合は，ＰＦＩ
事業者は，毎年度，受刑者の労賃を国に支払うこと
が必要です。刑務作業の取扱いについて（参考資料
１０）を参照してください。

46
実施方針

3 27
(6)事業の範囲
イ　施設運営業務

「付帯的事業」提案の有無により評価に差がでますか 附帯事業を提案することは可能ですが，応募の必須
条件ではありません。なお，事業者選定基準につい
ては入札公告時までに掲示します。

47

実施方針

3 29

(6)事業の範囲
イ　施設運営業務

土地の賃貸料はいくらでしょうか 事業者が附帯的事業を行う場合における賃貸料と思
われますが，貸付料等は民間精通者の意見価格，近
隣の賃貸実例等により算出されますので，事業者に
おいて想定してください。

48

実施方針

3 29

附帯的事業 「有償で土地を使用させる」とありますが，金額をご教示ください。 事業者が附帯的事業を行う場合における賃貸料と思
われますが，貸付料等は民間精通者の意見価格，近
隣の賃貸実例等により算出されますので，事業者に
おいて想定してください。

49
実施方針

3 29
(6)事業の範囲 「国は，事業者が付帯的事業を行うために必要があれば有償で土地を使用させる。」とあり

ますが，借地料は収益から支出するのか，国からの委託金から出すのか，どのようにお考え
かお教え下さい。

国は，ＰＦＩ事業者に対し，附帯事業のために必要
な土地を有償で貸し付けることを想定しています。

50
実施方針

3 29
(6)事業の範囲 付帯事業の収益は事業者の利益とし，PFI事業費とは別会計と考えてよろしいでしょうか。 附帯的事業については独立採算による実施を前提と

しています。

51
実施方針

3 29
(6)事業の範囲 事業者が提案する付帯的事業の審査基準をお示し下さい。 事業者選定基準については入札公告時までに掲示し

ます。

52

実施方針

3 29

第1 特定事業の選定に
　　関する事項
　1 事業内容に関する
　  事項
 (6)事業の範囲

「有償で土地を使用させる」とありますが，地代の額については国から提示されるのでしょ
うか。

貸付料等は民間精通者の意見価格，近隣の賃貸実例
等により算出されますので，事業者において想定し
てください。

53
実施方針

3 30
事業期間 事業期間終了後の再契約または再入札についてはどのようにお考えでしょうか。特に付帯的

事業を行なった場合の取扱についてご教示いただきたい。
事業終了時までの収容動向などを踏まえて検討する
ものであり，現時点ではお答えしかねます。なお，
附帯事業の有無が判断に影響を与えることはないと

54
実施方針

4 3
事業者の収入 施設の維持管理，運営に係る費用については，大規模修繕の費用も含めて基本的に平準化さ

れた金額となるのでしょうか？
現時点では，大規模修繕にかかるサービス対価を含
めて，平準化による支払を想定しています。詳細は
入札公告時までに提示します。

55

実施方針

4 5

施設の使用開始 「受刑者は段階的に収容・・・」について
サービスの対価は，実際の収容人員に拘わらず，定員相当額を支払っていただけるのでしょ
うか？

原則として，初年度を除き，受刑者１，０００名を
収容するために必要なサービスの対価を支払うこと
になります。なお，平成１９年度については，平成
１９年４月から６月までは１日平均収容人員２５０
名，同７月から９月までは１日平均収容人員５００
名，同１０月から１２月までは１日平均収容人員７
５０名，平成２０年１月から３月までは１日平均収
容人員１，０００名を想定しています。

56
実施方針

4 6
(8)事業スケジュール 受刑者は段階的に収容することを予定しているとのことであるが，1000人収容する時期はい

つになるのかご教示ください
平成２０年１月を想定しています。

57

実施方針

4 10

事業者の収入 事業契約に基きあらかじめ定める額を平準化して事業者に支払うとありますが，これは入札
時点で提案した維持管理・運営に関しての対価を固定金額で支払うということでしょうか。
本事業の特殊性やこれまで民間に開放されてこなかった分野であり入札時点で固定の金額を
見積もることが非常に困難である状況を御勘案頂き，例えば各業務毎に基準となる単価を決
めた上で，実際の業務量・内容等に応じて変動金額が支払われる形式を御採用頂くことは可

現時点では，維持管理・運営に関する対価について
も，物価変動に伴う見直しによる変動を除き，入札
金額をもとに支払うことを想定していますが，詳細
についてはさらに検討し，入札公告時までに提示し
ます。
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58

実施方針

4 10

第1 特定事業の選定に
　　関する事項
　1 事業内容に関する
　  事項
 (9)事業者の収入

作業業務，購買業務，職員食堂運営業務は，独立採算事業と位置付けられるのですか。
これらの業務は，採算不成立でも即廃止というわけにはいかないと思われます。採算が成立
しない場合は値段改定等センターとの協議がおこなわれるのですか。

本事業は，国がＰＦＩ事業者からサービス購入する
事業であって，対象業務となる作業業務，購買業
務，職員食堂運営業務については，その実施による
得られる収益をＰＦＩ事業者の収益とすることが可
能であるものの，独立採算を求めるものではありま

59

実施方針

4 10

事業者の収入 維持管理・運営業務に係るサービス対価の支払いも完全な平準化払いなのでしょうか。 原則として，初年度を除き，受刑者１，０００名を
収容するために必要なサービスの対価を支払うこと
になります。なお，平成１９年度については，平成
１９年４月から６月までは１日平均収容人員２５０
名，同７月から９月までは１日平均収容人員５００
名，同１０月から１２月までは１日平均収容人員７
５０名，平成２０年１月から３月までは１日平均収
容人員１，０００名を想定しています。

60
実施方針

4 10
事業者の収入 施設整備費のサービス対価算定に係る基準金利の見直し時期をどのように想定しているのか

をその根拠を含め御教示下さい。
現時点では，官民の適切なリスク分担を図る観点か
ら，①10年目で見直す，又は②見直しを行わない，
のいずれかとする方向で検討しています。

61
実施方針

4 10
事業者の収入 施設整備費のサービス対価算定に係る基準金利決定日はどの時点を想定しているのかその根

拠も含め御教示下さい。
現時点では，官民の適切なリスク分担を図る観点か
ら，①10年目で見直す，又は②見直しを行わない，
のいずれかとする方向で検討しています。

62

実施方針

4 10

事業者の収入 運営に係る費用については，どの様な方式での算定をお考えでしょうか。受刑者の収容人数
等に応じて変動するものと考えてよいでしょうか。

原則として，初年度を除き，受刑者１，０００名を
収容するために必要なサービスの対価を支払うこと
になります。なお，平成１９年度については，平成
１９年４月から６月までは１日平均収容人員２５０
名，同７月から９月までは１日平均収容人員５００
名，同１０月から１２月までは１日平均収容人員７
５０名，平成２０年１月から３月までは１日平均収
容人員１，０００名を想定しています。

63
実施方針

4 11
(9)事業者の収入 施設の設計期間中に，事業者の責の有無に関わらず事業が中止された場合の，それまでの設

計対価の支払はいかがなりますか
既に終了した業務の対価の全部又は一部を支払うこ
とになります。

64
実施方針

4 11
(9)事業者の収入 施設の建設期間中に，事業者の責の有無に関わらず事業が中止された場合の，それまでの設

計対価及び建設対価（既に発注済の資材等）の支払はいかがなりますか
既に終了した業務の対価の全部又は一部を支払うこ
とになります。

65 実施方針 4 11 (9)事業者の収入 設計・建設の期間は約2年間ですが，建設期間中の部分完成払いは可能でしょか 想定していません。

66 実施方針 4 14 (9)事業者の収入 施設の維持管理，運営費用の支払いは，年何回の支払をお考えでしょうか 年４回の支払いを想定しています。

67

実施方針

4 14

(9)事業者の収入 施設の維持管理，運営期間中に，事業者の責の有無に関わらず事業が中止された場合の，そ
れまでの維持管理，運営費用の支払はいかがなりますか
（例えば支払い時期が年2回の場合で，7月に事業中止になった場合，4月から7月途中までの
支払について）

既に終了した業務の対価の全部又は一部を支払うこ
とになります。

68

実施方針

4 14

第1 特定事業の選定に
　　関する事項
　1 事業内容に関する
　  事項
 (9)事業者の収入

施設の維持管理，運営に係る費用については，事業契約に基づき物価変動等を勘案して定め
る額とありますが，物価変動の基準はどの程度をお考えなのかご教示下さい。

維持管理・運営にかかる費用の見直しについては，
一定の範囲を超える物価変動等が発生した場合にこ
れを行うことを想定していますが，その詳細につい
ては，入札公告時までに提示します。

69

実施方針

4 15

(9)事業者の収入 物価変動等の具体的内容をご教示ください 維持管理・運営にかかる費用の見直しについては，
一定の範囲を超える物価変動等が発生した場合にこ
れを行うことを想定していますが，その詳細につい
ては，入札公告時までに提示します。

70

実施方針

4 15

事業者の収入 「物価変動等を勘案して定める額」とありますが，具体的には物価変動による調整はどのよ
うにされるのでしょうか。国と民間の負担幅の数値をご教示いただきたい。

維持管理・運営にかかる費用の見直しについては，
一定の範囲を超える物価変動等が発生した場合にこ
れを行うことを想定していますが，その詳細につい
ては，入札公告時までに提示します。

71

実施方針

4 16

(9)事業者の収入 本事業に要する運営コストは収容人数に応じて変動するものと考えてしてよろしいでしょう
か。

原則として，初年度を除き，受刑者１，０００名を
収容するために必要なサービスの対価を支払うこと
になります。なお，平成１９年度については，平成
１９年４月から６月までは１日平均収容人員２５０
名，同７月から９月までは１日平均収容人員５００
名，同１０月から１２月までは１日平均収容人員７
５０名，平成２０年１月から３月までは１日平均収
容人員１，０００名を想定しています。
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72

実施方針

4 17

職員食堂運営業務 職員食堂運営業務の実施により得られる収入を自らの収入とすることができるとあります
が，食事の提供価格は事業者が決定して良いのでしょうか。何か一定の基準があれば御教示
ください。

事業者の提案により職員に利用しやすい価格を設定
することとなります。なお，既存の刑務所の職員食
堂の食事の提供価格については，同規模施設各種
データ一覧（参考資料５）を参照してください。

73

実施方針

4 17

事業者の収入 作業業務，購買業務，職員食堂運営業務は事業者側の独立採算事業となるのでしょうか。特
に刑務作業の収入は，どの様な手続き・算定方法で事業者に支払われるのでしょうか。

本事業は，国がＰＦＩ事業者からサービス購入する
事業であって，対象業務となる作業業務，購買業
務，職員食堂運営業務については，その実施による
得られる収益をＰＦＩ事業者の収益とすることが可
能であるものの，独立採算を求めるものではありま
せん。ＰＦＩ事業者は，毎年度，刑務作業の実施に
係る受刑者の労賃を国に支払うことが必要となりま
す。刑務作業の取扱いについて（参考資料１０）を

74 実施方針 4 19 事業期間終了時 「事業期間終了時の施設の良好な状態」のチェックはどこが実施するのでしょうか。 国が実施します。

75
実施方針

4 19
(9)事業者の収入 「事業者は作業業務，購買業務，職員食堂運営業務の実施により得られる収入を自らの収入

とすることができる。」とあるので，売上益等はPFI事業とは別会計と考えてよろしいでしょ
作業業務，購買業務，職員食堂運営業務の実施によ
り得られる収益はＳＰＣの会計に帰属するものと考

76

実施方針

5 18

(2)選定の手順 「事業者からの税収等の適切な調整を行い・・・」について
どのような税が考慮されるのか，具体的にお示し願います。
例えば，事業者が収益事業を行う場合，その利益に応じて事業税を納入することになります
が，そういう税収は不確実であり，提案審査の評価要素に加えることは，適切とは思えませ
ん。

特定事業の選定にあたって調整する税収等の範囲
は，国税とすることを想定しています。
附帯的事業に関するものの審査評価上の取扱いにつ
いては，入札公告時までに提示します。

77 実施方針 5 21 (2)選定の手順 現在価値に換算するときの割引率をお示し下さい 現時点では４％とすることを想定しています。

78
実施方針

5 21
(2)選定の手順 現在価値に換算するときにインフレ率を考慮しますか。また，考慮する場合はインフレ率を

お示し下さい
現時点ではインフレ率の反映は想定していません。

79
実施方針

5 23
(2)選定の手順 提案審査における入札価格と提案内容の配分比率及び採点方法をご教示ください 事業者選定基準については入札公告時までに掲示し

ます。

80

実施方針

6 8

１　民間事業者の・・・選定方法 「総合評価－一般入札方式･･･」について，
総合評価ですから提供業務の「質」が審査を受ける理解しますが，「質」は作業量と投入す
る人員に依存しますので，作業量をお示し願います。
運営業務要求水準書（案）には，業務の項目は記載されていますが，作業量が不明です。

業務区分表（参考資料２）及び刑務所の業務（参考
資料３）を参照してください。

81
実施方針

6 8
民間事業者の募集及び選定方法 総合評価一般競争入札により入札を行うことを予定しているとありますが，本事業の特殊

性，落札後の官民での詳細協議の必要性を考慮し，別の選定方式（例えば公募プロポーザル
方式）を御採用頂くことは可能でしょうか。

現在のところ，総合評価一般競争入札により入札を
行うことを予定しているものの，引き続き事業者選
定方式については検討中です。

82
実施方針

6 8
民間事業者の募集及び選定方法 総合評価一般競争入札を御採用されるということは事業契約書の案は事前に公表されるとの

理解で宜しいでしょうか。
御理解のとおりです。

83 実施方針 6 10 ２　選定の手順及びｽｹｼﾞｭｰﾙ 事業契約書（案）の公表時期をお示しください 入札公告の１ヶ月前をめどに公表する予定です。

84
実施方針

6 10
２　選定の手順及びｽｹｼﾞｭｰﾙ 基準金利の決定時期をお示しください 現時点では，官民の適切なリスク分担を図る観点か

ら，①事業契約締結時，又は②着工時，のいずれか
とする方向で検討しています。

85
実施方針

10 11
第2－3－(18)         事業契約の締結 「事業契約締結後，国は事業契約を締結した旨を法務省ホームページへの掲載その他適宜の

方法により公表する。」とありますが，事業契約の内容も公表する予定ですか？
事業契約を締結した旨を公表する予定です。

86

実施方針

10 14

応募者の構成等 建設期間中と運営期間中で応募グループの出資比率を変えることは可能でしょうか。構成員
間の株式の譲渡については，すべての構成員が出資し，代表企業の出資比率が出資者中最大
の状態を保てば，原則として承諾が得られると考えてよいでしょうか。また，期中の増資に
より，一部出資者の出資割合が増えることについては，特に承諾は必要ないと考えてよいで

現時点では，御理解のとおりと考えておりますが，
出資比率の変更に関する詳細については，入札公告
時までに提示します。

87
実施方針

10 18
(1)応募者の構成等 「応募グループの構成員には，下記の業務に携わる企業を含むこととする」として，施設の

警備が含まれていますが，警備業法の認定を受けた企業を意味するのでしょうか。
御理解のとおりです。

88
実施方針

10 23
４　応募者等の要件
(1)応募者の構成等
イ

構成員の出資額について，最低限の出資額をお考えでしょうか 現時点では，商法（明治32年法律第48号）に定める
株式会社とすることを除き,ご質問の点について想定
していません。

89
実施方針

10 25
応募者の構成等 「代表企業の出資比率は，出資者中最大」とありますが，グループ企業（１００％子会社）

が構成員に含まれた場合にはその比率も加算されるのでしょうか。それとも単独企業で最大
出資が必要でしょうか。

現時点では，単独企業での最大出資をお願いするこ
とを想定していますが，今後検討のうえ，詳細につ
いては，入札公告時までに提示します。

90
実施方針

10 30
４　応募者等の要件
(1)応募者の構成等
エ

金融機関等からプロジェクトファイナンスで資金調達する場合，融資条件としてほとんどの
場合ＳＰＣ株式を譲渡予約することを求められますが，この場合国は承認していただけると
いう認識でよろしいでしょうか

ご質問の点について，国が不合理に承認を行わない
又は遅延させることは想定していません。

91

実施方針

10 30

第1 民間事業者の募集
　　及び選定に関する事項
　4 応募者等の要件
 (1)応募者の構成等

国の事前の書面による承諾」はどのような場合に得られるのでしょうか。 事業の遂行に支障がないものと認められた場合で
す。

92
実施方針

10 32
オ SPCから直接業務を受託し，又は請負うことを予定している者を「協力会社」と定義している

が，「構成員又は協力会社が受託し，又は請負うことを予定している業務の全部又は一部を
下請けする者」は協力会社と考えなくては良いのか。

御理解のとおりです。なお，協力会社は“入札手続
中は”変更が認められません。
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93
実施方針

10 33
４　応募者等の要件
(1)応募者の構成等
オ

平成16年11月予定の資格審査審査以降の，構成員又は協力会社の追加は認められるのでしょ
うか

認められません。

94
実施方針

11 1
応募者の構成等 「他の応募グループの構成員及び協力会社となることはできない。」とありますが，出資の

みは良いのでしょうか。
出資のみであっても認められません。

95

実施方針

11 1

応募者等の構成等 「構成員及び協力会社は，他の応募グループの構成員及び協力会社となることはできない」
とありますが，出資関係のある別法人（関連会社）が，別のグループに参画するのは問題な
いとの認識で宜しいでしょうか。

現段階では，当該要件については，出資関係のある
関連会社及び人事面において関連のある者を制約の
対象に含める方向で検討しています。なお，「出資
関係のある」の定義については，「当該企業の発行
済株式総数の100分の50を超える株式を有し，又はそ
の出資の総額の100分の50を超える出資している者」
とし,「人事面で関連のある者」については,「当該
企業の代表権を有する役員を兼ねている者」とする

96
実施方針

11 3
第2－4－(1)             応募者の構成等
キ

「矯正施設の整備及び運営に携わる者としてふさわしくない者」とは，具体的にどのような
者が該当すると想定されていますか？

暴力団関係者など，本事業の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがある者のことです。

97
実施方針

11 3
４　応募者等の要件
(1)応募者の構成等
キ

矯正施設の整備及び運営に携わる者としてふさわしくない者を具体的にお示しください 暴力団関係者など，本事業の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがある者のことです。

98

実施方針

11 3

第1 民間事業者の募集
　　及び選定に関する事項
　4 応募者等の要件
 (1)応募者の構成等

「矯正施設の整備及び運営に携わる者としてふさわしくない者」の具体例をご教示願いま
す。

暴力団関係者など，本事業の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがある者のことです。

99
実施方針

11 3
応募者等の要件 応募資格として「矯正施設の整備及び運営・・・ふさわしくない者は出資者及び協力会社と

なることはできない。」とあるが，「ふさわしくないもの者」の具体的な定義を御教示下さ
暴力団関係者など，本事業の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがある者のことです。

100

実施方針

11 5

ク　構成員協力会社の変更 「国が・・・可否の決定をする」について
国が否と決定する条件は，前「キ」項にある「ふさわしくない者」以外にもあるのであれ
ば，お示し願います。

やむを得ない事情とは認められない場合です。

101

実施方針

11 8

（2）応募者の要件 応募グループのうち，代表企業が，設計，建設，警備業務，情報システムの整備及び維持管
理等の役割ではなく，プロジェクトマネージメントを行う予定ですが，その場合，各業務担
当の構成員や協力会社のような参加資格要件は有するでしょうか。例えば，平成15・16年建
築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争（指名競争）参加資格等の認定の有無。よろ

実施方針Ｐ１１（２）アのほかは，特に要件はあり
ません。

102
実施方針

11 8
応募者の要件 情報システム関連業務に携わる構成員及び協力会社については，資格要件（実績等）は特に

ないのでしょうか。
実施方針Ｐ１１（２）アのほか，維持管理・運営業
務に携わる者として，エの要件があります。

103
実施方針

11 26
４　応募者等の要件
(1)応募者の要件
ア(ｵ)

開札の定義は，①平成17年2月「入札及び提案書類の受付」か②平成17年4月「落札者の決
定，公表」のどちらでしょうか

会計法令に従って解してください。

104

実施方針

11 26

第1 民間事業者の募集
　　及び選定に関する事項
　4 応募者等の要件
 (2)応募者の要件

参加表明後，開札までの間に，構成員及び協力会社が指名停止措置を受けた場合，当該構成
員及び協力企業の変更は認められるのでしょうか。また，開札はいつを予定されているので
すか。

実施方針Ｐ１１（１）クによるほか認められませ
ん。なお，開札は平成１７年４月を予定していま
す。

105 実施方針 11 28 第2－4             (2)応募者の要件 建設企業に属する設計者が，監理業務を行なうことに制約条件はありますでしょうか？ 応募者の要件を満たしていれば差し支えありませ
ん。

106
実施方針

11 28
応募者の要件（設計及び監理） 設計業務及び監理業務について複数の企業で共同して業務を行なう場合，いずれか１社が資

格・実績を有していれば良いという理解で宜しいでしょうか。
入札公告時までに提示します。

107 実施方針 11 28 応募者の要件（設計及び監理） １つの企業が，建設業務と設計業務を受託することは可能でしょうか。 応募者の要件を満たしていれば可能です。

108
実施方針

11 34
第2－4               (2)応募者の要件 (ｳ） 設計企業を複数の企業で構成する場合，個々の企業毎の配置予定技術者が類似の業務実績を

有する必要があるのでしょうか？
入札公告時までに提示します。

109
実施方針

11 35
(2)応募者の条件 「配置予定技術者の資格及び設計業務及び配置予定技術者の同種又は類似の業務の実績等に

関して別に示す要件を満たしていること。なお，その要件については，入札説明書に明示す
る。」とありますが，要件の概要を先に明示して頂くことは可能でしょうか。

入札公告時まで可能な限り早い時期に提示します。

110

実施方針

12 12

維持管理参加資格 要求水準書（案）で，修繕業務（大規模修繕含む）が，維持管理業務に入っていますが，維
持管理の参加資格の種類は「役務の提供等」となっています。大規模修繕を行う場合，参加
資格に「建築一式工事，電気工事又は管工事」に係わる一般競争（指名競争）参加資格の認
定は必要ないでしょうか。

大規模修繕を行う場合，参加資格に「建築一式工
事，電気工事又は管工事」に係わる一般競争（指名
競争）参加資格の認定は必要です。

111

実施方針

12 12

第1 民間事業者の募集
　　及び選定に関する事項
　4 応募者等の要件
 (2)応募者の要件

維持管理・運営業務に携わる構成員又は協力会社は資格審査において競争参加地域が「中
国」の要件を満たさなければならないのでしょうか。また，資格要件を持たない会社は今
後，参加資格審査を受ければ資格をとることは可能なのでしょうか。

御理解のとおりです。

112
実施方針

12 30
５　事業者選定に関する事項
(2)事業者の選定

資格審査及び提案審査は両方とも事業者選定委員会の方が実施されますか 事業者選定委員会は提案審査を実施します。
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113

実施方針

13 3

資格審査について 資格審査において，「本事業に対する基本的な考え方」を求めていますが，どの程度の内容
及び提案量を想定しているのか御教示下さい。

応募グループの基本方針等について国が確認を行う
ことを想定しており，多量の提案をお願いすること
は想定していません。

114

実施方針

13 3

資格審査について 資格審査における「本事業に対する基本的な考え方」に関する評価選定基準について具体的
に御教示下さい。

応募グループの基本方針等について国が確認を行う
ことを想定していますが，詳細については入札公告
時までに提示します。

115
実施方針

14 2
官民間のリスク分担 近隣住民等から社会復帰センター建設や事業そのものに関する反対運動等が発生した場合の

リスクは国が負担し，事業に関する近隣対応，近隣説明も国側で行なっていただけるという
理解で宜しいでしょうか。

施設の建設工事に関する近隣住民の対応はＰＦＩ事
業者が対応しますが，詳細は，リスク分担表（参考
資料１）を参照してください。

116
実施方針

14 3
リスク分担の基本的考え方 事業者の故意，重過失による受刑者の逃走・自殺等が起きた場合，それ自体で事業者変更の

事由となるのでしょうか。
事業契約の解除については，入札公告時までに掲示
します。

117
実施方針

14 7
リスク分担の基本的考え方 税制リスク（外形標準課税の導入，消費税率や法人税率等の変更）と法令変更リスクは，国

のリスク負担との理解で宜しいでしょうか。
法人税を除き，御理解のとおりですが，詳細は，リ
スク分担表（参考資料１）を参照してください。

118
実施方針

14 7
リスク分担の基本的考え方 刑罰権が民間に付与されていない中で，通常業務時及び不可抗力時のいずれの場合において

も受刑者が脱走・自殺・自傷等した場合は全て国側のリスク負担であり，事業者側にサービ
ス対価減額等のペナルティが発生することはないという理解で宜しいでしょうか。

リスク負担の基本的考え方（参考資料９）を参照し
てください。

119
実施方針

14 8
予想されるリスクと責任分担 医療業務の委託先（医療機関・医師）の確保については国が実施することから，医療行為の

ミスに起因する賠償リスク等は国側が全て負うという理解で宜しいでしょうか。
ＰＦＩ事業者は，医療設備の維持管理の不備等に起
因するリスクを負担することとなりますが，詳細
は，リスク分担表（参考資料１）を参照してくださ

120
実施方針

14 20
選定事業者の責任の履行に関する事項 契約保証金の額はどのくらいでしょうか。 施設整備に係る契約金額の５パーセントを予定して

います。ただし,履行保証保険契約等の代替措置につ
いては,入札公告時に提示します。

121
実施方針

15 4
（４）効果 「対価の減額を行う」について

減額の計算方法を，具体的にお示し願います。
減額方法の詳細については，入札公告時までに提示
します。

122

実施方針

15 4

効果（サービス対価の減額） 維持管理・運営業務の監視の結果，要求水準が達成されていない場合にはサービス対価の減
額等を行なうとのことですが，運営維持管理業務の要求水準未達によるサービス対価の減額
はあくまで運営維持管理業務に係るサービス対価の減額であって，施設整備費のサービス対
価が減額されることはないとの認識で宜しいでしょうか。

現時点では，施設整備に不備があったり運営・維持
管理業務が要求水準を下回ることに起因して，本施
設の全部又は一部のスペースが利用が出来ない状況
となった場合には，施設整備費に相当する対価も併
せて減額の対象とする方向で検討しています。詳細
については，入札公告時までに提示します。

123

実施方針

15 9

施設の立地条件 事業予定地内の市道を構内道路に変更する業務は国が行うとの理解でよろしいのでしょう
か。

現時点で，事業予定地内の市道は構内道路又は事業
用敷地に変更することを予定しています。なお，地
域住民等に通行を認める構内道路の有無等について
は，入札公告時までに提示します。
また，構内道路に変更するための関係法令に基づく
所定の手続きは，ＰＦＩ事業の対象外となります。

124

実施方針

15 16

第4－1                施設の立地条件 敷地予定地内の市道の扱いについて(構内道路等への変更？）具体的な条件をお示し下さい。 現時点で，事業予定地内の市道は構内道路又は事業
用敷地に変更することを予定しています。なお，地
域住民等に通行を認める構内道路の有無等について
は，入札公告時までに提示します。

125

実施方針

15 16

１．施設の立地条件 「事業予定地内の市道については，構内道路などに変更することも含め検討しているが，仮
に変更した場合でも，地域住民等の利便にも配慮し，部分的にこれを残して通行することを
認める予定である。」とありますが，構内道路と変更した場合でも，地域住民が刑務所内を
通り抜けて良いということでしょうか。構内道路を移動中の地域住民と受刑者間にトラブル
が生じた場合の責任はどのように考えられていますか。

現時点で，事業予定地内の市道は構内道路又は事業
用敷地に変更することを予定しています。なお，地
域住民等に通行を認める構内道路の有無等について
は，入札公告時までに提示します。

126

実施方針

15 16

１．施設の立地条件 「事業予定地内の市道については，構内道路などに変更することも含め検討しているが，」
とありますが，構内道路と変更しない場合，受刑者は市道を通って他の区画に移動すること
になるのでしょうか。その場合，官側はどのような警備を行うのか教えてください。また，
民側はどのような警備支援をするのかお示しください。

現時点で，事業予定地内の市道は構内道路又は事業
用敷地に変更することを予定しています。なお，地
域住民等に通行を認める構内道路の有無等について
は，入札公告時までに提示します。

127

実施方針

15 16

事業予定地内の市道の扱い 事業予定地内の市道を構内道路に変更するかどうか，変更した場合に部分的に地域住民等の
利便のため通行を認めるかどうか，及び通行を認める道路の部分については，入札条件書に
て明確にされると考えてよろしいでしょうか？

現時点で，事業予定地内の市道は構内道路又は事業
用敷地に変更することを予定しています。なお，地
域住民等に通行を認める構内道路の有無等について
は，入札公告時までに提示します。

128
実施方針

15 20
第4－2              土地の取得等に関する
事項

建設予定地は国有地となることが予定されていますが，ＳＰＣは国と土地の賃貸借契約を締
結し，賃借料を支払うこととなるのですか？

土地は無償で貸し付ける予定です。

129 実施方針 15 20 建設用地 国が取得後の建設用地は，財産区分上，普通財産となるのでしょうか。 行政財産となります。
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130
実施方針

16 18
２　事業の継続が困難となった場合の措置
(1)ウ

事業者に対する請求の内，違約金及び損害賠償以外の内容についてお示しください 現段階では,違約金及び損害賠償を想定しています。

131
実施方針

16 18
事業者の責めに帰すべき事由により事業の継
続が困難となった場合

事業者に対する違約金とはどのように算出されるのでしょうか。 違約金の算出方法については，入札公告時までに提
示します。

132
実施方針

16 18
違約金 事業者の事由で事業の継続が困難になった場合の違約金について，現時点で想定している内

容についてご教示ください。
違約金の内容については，入札公告時までに提示し
ます。

133
実施方針

17 3
金融機関(融資団）と国との協議 「国と融資団が直接契約を締結することがある。」とありますが，締結しない場合はどのよ

うなときでしょうか。
融資団が締結を求めない場合などが想定されます。

134

実施方針

17 5

第7 法制上及び税制上
　  の措置並びに財政
　  上及び金融上支援
　  に関する事項

事業期間内に，法制上及び税制上の措置，又は財政上及び金融上の支援がなされた場合，
サービス購入料の金額にも影響してくるのでしょうか。それともサービス購入料の金額は変
わらず，事業者の収支改善に貢献するとの理解でよろしいのでしょうか。

現時点では，原則として後者とご認識下さい。

135
実施方針

17 6
法制上及び税制上の措置に関する事項 山口県及び美祢市の地方税に係る税制上の措置については，応募前に明確化されるのでしょ

うか。
地方税に係る税制上の措置については，山口県及び
美祢市に現在協力を要請している段階であり，現在
のところお答えしかねます。

136
実施方針

17 10
財政上及び金融上の支援に関する事項 財政上及び金融上の支援に関し，国は可能な範囲で必要な協力を行なうとなっていますが，

その内容について具体的に御教示下さい。
税の取扱いについて，地方公共団体と協議を行って
いるところです。

137
実施方針

17 10
財政上及び金融上の支援に関する事項 事業期間終了後の無償譲渡を勘案し，事業計画上，いわゆるﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ（法人税法第63条「長

期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度」）の規定の適用を前提として良いでしょ
入札公告時までに公表する事業契約書案等を参照
し，応募者におかれご判断下さい。

138

実施方針

2～3 24

(6)事業の範囲 (ｱ)庶務事務支援業務，(ｲ)名簿事務支援業務，(ｳ)各種統計作成支援業務，(ｴ)経理事務支援
業務，(ｵ)領地事務支援業務，(ｾ)その他警備支援業務，(ｿ)作業企画支援業務，(ﾂ)その他作
業事務支援業務，(ﾅ)その他教育支援業務，(ﾈ)分類調査事務支援業務，(ﾉ)保護関係事務支援
業務など，支援業務があげられていますが，官側は何人体制でどのような業務を行い，民側
は具体的にどのような支援をするのかお示しください。

国の職員が行う業務については業務区分表（参考資
料２）及び刑務所の業務（参考資料３）を参照して
ください。

139
基本構想

1 22
事業内容 収容される受刑者には外人も含まれますか？ 日本人若しくは日本人と同様の処遇を行うことが可

能な者を収容することとしています。

140
基本構想

1 25
収容対象 男女それぞれの収容対象者の収容予定期間は，何年ぐらいを想定されてますか。 平成１４年度における初犯受刑者の平均在所期間は

約１年８ヶ月です。

141
基本構想

1 26
第1 概要
　2 事業内容

犯罪傾向が進んでおらず，初めて収容される者を対象にすると記述されてますが，運営期間
（20年間）全てにわたってそう理解してよろしいですか。もし途中で変わった場合には，運
営業務の内容も変わる事が予測されますが。

御理解のとおりです。

142
基本構想

2 12
第1－4              ＰＦＩ手法導入の基本
的考え方

「刑務所管理に伴う行政責任」とは，具体的にはどのようなことを意味しますか？ 刑務所の管理運営に係る業務はすべて，国の職員で
あるセンター長の名の下に行われ，国が説明責任を
果たすことを意味しています。

143

基本構想

2 25

収容スケジュールについて 平成19年4月の収容開始からおおむね1年をかけて段階的に収容人員を拡大していくとありま
すが，事業者は施設の維持管理・運営期間当初から必要な人員配置を行うこととなると想定
されますので，本事業の委託費については，施設の維持管理，運営に係る費用を含めて，維
持管理・運営期間の開始当初から事業契約所定の全額が，PFI事業者に支払われると考えてよ
ろしいでしょうか。

原則として，初年度を除き，受刑者１，０００名を
収容するために必要なサービスの対価を支払うこと
になります。なお，平成１９年度については，平成
１９年４月から６月までは１日平均収容人員２５０
名，同７月から９月までは１日平均収容人員５００
名，同１０月から１２月までは１日平均収容人員７
５０名，平成２０年１月から３月までは１日平均収
容人員１，０００名を想定しています。

144

基本構想

2 26

収容人数 初年度の収容人数は徐々に拡大するとありますが，何名と想定したら良いのでしょうか。事
業計画検討の参考として御教示ください。

原則として，初年度を除き，受刑者１，０００名を
収容するために必要なサービスの対価を支払うこと
になります。なお，平成１９年度については，平成
１９年４月から６月までは１日平均収容人員２５０
名，同７月から９月までは１日平均収容人員５００
名，同１０月から１２月までは１日平均収容人員７
５０名，平成２０年１月から３月までは１日平均収
容人員１，０００名を想定しています。

145

基本構想

3 2

（２）保安 電子タグによる位置情報把握システム・・・について
「電子タグ」とは，電子技術的な方法で個体識別を行うこと，あるいは，電子技術的な方法
で読みとり可能な個体識別情報を付与すること，すなわち，バーコードやＩＣカードやバイ
オメトリクス情報（指紋，声紋，）を利用した広範な技術が含まれるのでしょうか？
それとも，特定の方式を指すのでしょうか？

電子タグによる位置情報把握システムについては，
特定の方式に限定するものではありません。

146
基本構想

3 2
(2)保安 IT関連は提案によっては開発等のコストを含めると提案者によって金額に大きく開きが出る

と思われます。評価基準はどのようにお考えでしょうか。
事業者選定基準については，入札公告時までに提示
します。

147
基本構想

3 9
第5 PFI事業者の収入 事業者が事業者の収入として活用できる刑務作業の範囲とは，具体的にはどのような作業が

考えられるのでしょうか。
作業内容が過度に危険又は不衛生なものではなく，
また，保安区域外を作業場所とするものでなけれ
ば，特に作業内容の限定はありません。

148
基本構想

3 19
構内道路の維持管理 建物を配置する予定の区画以外の構内道路・外構・植栽も事業者の維持管理対象範囲となる

のでしょうか。
事業予定地内の構内道路・外構・植栽は，維持管理
業務の対象範囲となります。
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149
基本構想

3 22
拘禁場所の区分 「男女の受刑者が相互に接触しないようにする」とありますが，共用施設や廊下あるいは運

動施設も含め，いかなる場合でも双方の集団が行き当たらないようにするという理解でよろ
しいでしょうか。

御理解のとおりです。

150
基本構想

4 2
施設の概要 「収容施設と感じさせないようなｿﾌﾄな外観」を求めるとありますが，本項目に限りません

が，事業者が提案を行う際の現状の法律等に基づく許容範囲がどこまでかの判断は事業者が
「遵守すべき法令等」に基づき判断を行うのでしょうか？

御理解のとおりです。

151

基本構想

4 3

被収容者の増加について 被収容者数が増加した場合でも，収容人員の上限は男女それぞれ500名ずつ，計1000名が上限
となると考えてよろしいでしょうか。

御理解のとおりです。
ただし，収容棟の配置に当たっては，仮に将来，収
容規模を２，５００人程度に増築する場合であって
も効率よく整備できるよう配置する必要がありま

152
基本構想

4 3
被収容者の増加に伴う収容棟の増設について 「将来，被収容者数が増加しつづけた場合には，管理機能を保持しつつ，収容棟の増設も可

能となるような柔軟な配置・構造とする」とありますが，将来の増設が可能となるような配
置・構造を検討するにあたり，おおむね何名程度の収容者数増を想定すればよいでしょう

収容棟の配置に当たっては，仮に将来，収容規模を
２，５００人程度に増築する場合であっても効率よ
く整備できるよう配置する必要があります。

153

基本構想

4 3

第6 基本構想の概要
　1 施設の設計及び建
　　設について
 (1)施設の概要

将来，被収容者数が増加し続けた場合の収容棟の増設は，最大限どの程度の増加を想定して
いるのですか。又，事業期間途中での収容棟の増設に伴う事業期間，サービス購入料の考え
方はどうなるのでしょうか。

収容棟の配置に当たっては，仮に将来，収容規模を
２，５００人程度に増築する場合であっても効率よ
く整備できるよう配置する必要があります。しかし
ながら，収容棟の増設については，本事業の対象外

154
基本構想

4 3
将来の被収容者数 将来，被収容者数が増加し続けた場合の収容棟増設への対応を求められていますが，事業期

間中に増設する可能性があるのでしょうか。将来の被収容者数の増加予測・見込みを御教示
ください。

収容棟の配置に当たっては，仮に将来，収容規模を
２，５００人程度に増築する場合であっても効率よ
く整備できるよう配置する必要があります。

155

基本構想

4 8

第6 基本構想の概要
　1 施設の設計及び建
　　設について
 (1)施設の概要

地域との共生を目指しているため，外塀を設置しない工夫等を期待されていますが，外塀を
設置しなくても大丈夫と判断する基準等をお指し下さい。

施設整備・維持管理要求水準書（案）によります。
「第４　施設計画　１施設の基本的性能　（２）施
設基本性能」を参照ください。

156

基本構想

4 9

外塀 外塀をメッシュフェンスなどで，代替する事は可能でしょうか。 施設整備・維持管理要求水準書（案）を満足してい
ればかまいません。「第４　施設計画　１施設の基
本的性能　（２）施設基本性能」を参照ください。

157
基本構想

4 9
外塀 施設を俯瞰できないように配慮する場合，建物内が見えなければよい（敷地内が見えてしま

うのはよい）と理解して宜しいでしょうか
受刑者の人権擁護のため，敷地内の受刑者を外部か
ら確認できない配慮が必要です。

158
基本構想

4 15
収容者のユニット １ユニットに配置される刑務官の人数をご教示ください。 １ユニットに配置される刑務官の人数は，最高１名

を想定しています。

159

基本構想

6 1

第6 基本構想の概要
　2 運営業務について
 (2)総務 イ

現状における受刑者一人当たりの領置品の量，及びその主な内容（種類）を示す統計資料を
開示していただけないでしょうか。

一般的には，受刑者一人当たり約８０ﾘｯﾄﾙ（衣装
ケース２箱）程度であり，主な種類は被服及び書籍
類です。なお，大型トランク等衣装ケースに入りき
れない大きさの物品を領置する場合もあります。

160
基本構想

6 2
ＩＴ活用 ＩＴ技術の進歩により，初期に導入したＩＴが陳腐化することが予想されますが，更新対応

に関しては将来を予測する事が困難であり入札時点では考慮に入れなくてよいとの理解で宜
しいでしょうか。

ＩＴについては，事業期間内に更新することを想定
していますが，その詳細については，入札公告時ま
でに提示します。

161

基本構想

6 6

第6－2－(2)－ｳ－(ｱ)
領置金（残高）と作業賞与金(計算高）の管理

これ以降電子タグに関する記載が数多く見受けられますが，必要な仕様条件（周波数，大き
さ，メモリー容量，通信速度等）が有りますでしょうか？

電子タグは，数ミリ以下のＩＣチップに情報を記録
し，電波や磁気で情報を読み取るものであり，小
型・軽量で，所持する場合であっても負担を感じさ
せないものを想定しています。

162
基本構想

6 17
第6－2－(2)－ｳ－(ｳ)       受刑者の処遇関
連文書等の電子ﾃﾞｰﾀ化，電子決裁化

「既存の『被収容者データ管理システム』」の仕様，内容等は，入札説明書等の公表と同時
に公開されますか？

既存の情報関連ソフトウェア一覧（参考資料６）を
参照してください。

163

基本構想

6 17

第6－2－(2)－ｳ－(ｳ)      受刑者の処遇関連
文書等の電子ﾃﾞｰﾀ化，電子決裁化

「すべての受刑者の処遇に関する情報の電子データ化を行い，情報を共有化する」とありま
すが，美祢社会復帰促進センターの施設内部における共有化ですか？矯正管区，矯正局，他
の刑務所も情報共有化の対象として想定しておられますか？

原則的には，センター内での情報の共有化を想定し
ていますが，一部，法務省矯正局及び矯正管区と共
有化すべきものがあります。詳細については，入札
広告時までに提示します。

164
基本構想

6 19
第6－2－(2)－ｳ－(ｳ)       受刑者の処遇関
連文書等の電子ﾃﾞｰﾀ化，電子決裁化

電子決済の記述が有りますが，これはこの館内での決済であり，外部に通信して決済を取る
ようなシステムでは無いと考えて宜しいでしょうか？

御理解のとおりです。

165 基本構想 6 20 第6－2－(2)－ｳ－(ｴ)        職員管理 この「職員」とは，国の職員及びＰＦＩ事業者の職員の両方を含むという理解でよろしいで
すか？

御理解のとおりです。

166
基本構想

6 20
職員管理 面会者，見学者についても，個人を識別できる電子タグ等による管理が必要でしょうか。 面会者，参観者などの来訪者については，位置情報

の管理ができる通行証を交付することを想定してい

167
基本構想

6 27
第6－2－(2)－ｳ－(ｵ)       その他 「受刑者からの各種願い出」とありますが，受刑者が認められている願い出の種類とその現

行書式等の情報は，入札説明書等の公表と同時に公開されますか？
刑務所の業務（参考資料３）を参照してください。

168
基本構想

7 1
第6－2－(2)－ｳ－(ｵ)       その他 受刑者が図書の貸出返却や各種願い出を行う専用端末１台当たりの受刑者数は，どのくらい

を想定しておられますか？
専用端末は，１ユニットごとに最低１台を想定して
います。

169
基本構想

7 17
セルコールシステムの仕様 セルコールシステムにおいて国が求める仕様はどのようなものでしょうか。具体的に御教示

ください。
用語集（参考資料４）を参照してください。

170
基本構想

7 23
警備 「行動の自由に対する制限を緩和し」とありますが，基本構想にはこの様に制限の緩和に言

及されている項目が複数ありますが，これらの制限はいつ緩和されるのでしょうか？
本センターでは，基本構想に示しているような受刑
者の自主性を尊重した生活を認める処遇を行うこと
を想定しています。
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171
基本構想

8 4
第6－2－(3)  面会    (ｱ）実施日，実施時間
帯

「開庁日」あるいは「閉庁日」とは，いつですか？ 行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９
１号）に規定する日を指します。

172
基本構想

8 5
第6－2－(3)  面会    (ｱ）実施日，実施時間
帯

開庁日の執務時間帯以外の時間帯あるいは閉庁日に面会が実施される「必要」とは，具体的
にどのような場合ですか？

面会者が遠方から来所する場合や，交通事情等によ
り執務時間内に来庁できない場合などを想定してい

173
基本構想

8 8
第6－2－(3)  面会    (ｲ)実施場所 面会が実施される「施設内に設けられた区画」には，会話の録音など特殊な装置が求められ

ますか？
面会棟における録音装置などの要否については，入
札公告時までに提示します。

174 基本構想 8 8 第6－2－(3)  面会    (ｲ)実施場所 施設内に設けられた区画以外で面会が実施される「必要」とは，具体的にどのような場合で
すか？

受刑者の個々の状況に応じ，国において判断しま
す。

175
基本構想

8 8
第6－2－(3)  面会    (ｲ)実施場所 施設内に設けられた区画以外で面接が実施される「他の場所」とは，具体的にどこを想定し

ておられますか？
集団面会室のことです。

176 基本構想 8 10 第6－2－(3)  面会    (ｲ)実施場所 面会実施に当たって立会う「職員」とは，ＰＦＩ事業者の職員と理解してよろしいですか？ 国の職員です。

177 基本構想 8 11 第6－2－(3)  面会    (ｲ)実施場所 職員が立会うことなく面接が実施される「必要」とは，具体的にどのような場合ですか？ 受刑者の個々の状況に応じ，国において判断しま
す。

178
基本構想

8 11
第6－2－(3)  面会    (ｲ)実施場所 職員が立会うことなく実施される面接の場所として，「施設内に設けられた区画」の一部に

専用区画を設けることが必要ですか？
面会室としては，一般面会室，集団面会室，家族面
会室の３種類の面会室を設ける必要があります。

179
基本構想

8 13
第6－2－(3)  面会    (ｳ）予約による面会の
実施

「面会人」には資格要件の制約がありますか？ 原則として受刑者の親族に限られています。

180
基本構想

8 19
第6-2-(4)
医療

法令により制約のない範囲で健康診断業務を行なうとありますが，診療行為以外のことを行
なうということでしょうか。具体的にどのような業務が該当するか，お示しいただけないで

運営業務要求水準書（案）を参照してください。

181
基本構想

8 19
医療 「法令により制約のない範囲」とありますが，関連する法令は「参考資料一覧」に網羅され

ているという理解でよろしいでしょうか？
「参考資料一覧」は主な法令を掲載したものです。

182
基本構想

8 20
入所時健康診断 入所時健康診断の費用負担者は受刑者との理解でよろしいでしょうか 受刑者の医療に係る費用については，国において負

担します。

183
基本構想

8 26
第6 基本構想の概要
　2 運営業務について
 (4)医療

事業者は，医療業務を外部委託するか否かを問わず，医務棟の建設及び維持管理並びに医療
機器の設置及び維持管理のみを事業範囲と考えれば良いのでしょうか。

御理解のとおりですが，その他の医療に関する業務
については，運営業務要求水準書（案）を参照して
ください。

184
基本構想

9 10
医療機器 医療技術の進歩により，初期に導入した医療が陳腐化することが予想されますが，更新対応

に関しては将来を予測する事が困難であり，入札時点では考慮に入れなくてよいとの理解で
宜しいでしょうか。

医療機器については，事業期間内に更新することを
想定しています。

185

基本構想

9 16

第６　基本構想の概要
２　運営業務について
(4)　医療

基本構想において，「夜間・休日の救急医療の一方策として近隣の医療機関との間で遠隔診
療を実施することを検討する。」と記述がありましたが，実施方針には遠隔診療についての
記述がございません。遠隔診療については，今回は検討対象としないと考えてよろしいで
しょうか。

遠隔治療については，引き続き検討しています。

186
基本構想

9 19
第6 基本構想の概要
　2 運営業務について
 (5)刑務作業　　　　　　　　　　炊事･洗濯

炊事，洗濯をＰＦＩ事業者が行うほかに，受刑者が炊事，洗濯をおこなうことも提案として
認めるとありますが，かなり運営思想の異なる両ケースのうちからの選択ということが実際
ありうるのでしょうか。

「基本構想訂正表」・「運営業務要求水準書（案）
訂正表」のとおり，炊事及び洗濯は刑務作業として
実施しないこととしました。

187
基本構想

9 22
刑務作業 「民間事業者の提案により，従来どおり，受刑者が炊事，洗濯を行うことは妨げない」とあ

りますが，逆に刑務作業として行わない場合は，洗濯業務一切を外部で行うことも可能です
か。

「基本構想訂正表」・「運営業務要求水準書（案）
訂正表」のとおり，炊事及び洗濯は刑務作業として
実施しないこととしました。

188

基本構想

9 22

刑務作業 「民間事業者の提案により，従来どおり・・・・・」とありますが，受刑者が作業を行った
場合と民間事業者が自ら作業を行った場合の経済的メリットを比較検討するためには，従来
受刑者が行った場合の就業を監視する刑務官のコスト・人数等を把握する必要があります
が，従来のコスト等はご提示して頂けると考えてよろしいですか。

「基本構想訂正表」・「運営業務要求水準書（案）
訂正表」のとおり，炊事及び洗濯は刑務作業として
実施しないこととしました。

189
基本構想

9 25
刑務作業 生産作業において必要とされる技能には一定の熟練を要するものもあると思いますが，受刑

者の入所期間は平均するとどれくらいでしょうか？
平成１４年度における初犯受刑者の平均在所期間は
約１年８ヶ月です。

190
基本構想

10 3
刑務作業 「受刑者を交代で就業させるなどの方策をあわせて検討する。」とありまますが，完全2交

代，早朝就労，夜間就労も行わせることができるということで理解してよいですか。
受刑者の作業時間については，施設整備・維持管理
業務要求水準書（案）の「諸室の使用時間帯とセ
キュリティ表」を参照してください。

191
基本構想

10 3
刑務作業 「受刑者を交代で就業させる」とありますが，これは一般の工場におけるｼﾌﾄ制も可能という

事でしょうか？
受刑者の作業時間については，施設整備・維持管理
業務要求水準書（案）の「諸室の使用時間帯とセ
キュリティ表」を参照してください。

192
基本構想

10 7
第6－2－(6)          教育・訓練 国が策定する「処遇方針」には，どのようなことが記載されるのですか？ 刑務所の業務（参考資料３）及び用語集（資料４）

を参照してください。

193
基本構想

10 16
第6 基本構想の概要
　2 運営業務について
 (6)教育・職業訓練

受刑者の矯正処遇については，国が策定したプログラムやカリキュラムを基に実施すること
を想定されていますが，その内容を公表いただけますでしょうか。

刑務所の業務（参考資料３）及び用語集（資料４）
を参照してください。

194
基本構想

11 10
その他 「地域に開かれた矯正施設」でイメージされているのは，地域経済活性化，雇用創出，地域

住民が活用できるスペースとの理解で宜しいでしょうか。
施設整備・維持管理業務水準書（案）Ｐ１１を参照
してください。

195
基本構想

11 16
その他 各提案者から出される「行政ｻｰﾋﾞｽの向上につながるような提案」はそれぞれがﾕﾆｰｸな内容と

なる事が予想されますが，それを評価するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ的な尺度は事前に公表されるのでしょう
事業者選定基準については，入札公告時までに提示
します。
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196

基本構想

12 1

多段階選抜 資格審査において，一定枚数の提案書の提出をイメージされているのでしょうか。
また最終審査に進めるグループ数を想定されているのでしょうか。

応募グループの基本方針等について国が確認を行う
ことを想定しており，多量の提案をお願いすること
は想定していません。二次審査の対象となる応募グ
ループ数をあらかじめ定めることについては，現時
点では想定していません。

197
基本構想

12 9
BOT方式に伴う税負担について 施設保有に伴う，固定資産税，都市計画税，不動産取得税等の税負担については，課税され

た場合には，国負担と考えてよろしいでしょうか。
地方税に係る税制上の措置については，山口県及び
美祢市に現在協力を要請しています。

198
基本構想

12 9
第7 PFI手法導入
　2 PFI手法導入
 　 BOT方式を採用した場合

施設に関する減価償却方法も，その代金を受け取る維持・運営期間で償却できるという措置
がとられるものと考えてよろしいでしょうか。

ＰＦＩ事業用資産の減価償却相当額が事業期間中に
すべて費用計上できるか否かについては，関係当局
と協議を行うこととしております。

199

基本構想

12 9

非課税措置 BOT方式により課税されることとなる各種税制（固定資産税，都市計画税，不動産取得税等）
の非課税措置については，説明会において美祢市等関係機関と非課税の方向で協議されてい
るとの説明がありましたが，提案応募上の公平性の観点から，応募時までに明確になると理
解して宜しいでしょうか。

地方税に係る税制上の措置については，山口県及び
美祢市に現在協力を要請しています。

200
基本構想

12 9
ＰＦＩ手法導入にあたっての各種措置の検討 「ＢＯＴ方式を採用した場合」とありますが，ＢＯＴ方式とすることが決定したわけではな

く，ＢＴＯ方式に変更される可能性があると理解してよいでしょうか。
ＢＴＯ方式に変更することはありません。

201

基本構想
実施方針

5
4

31
19

(6)PFI事業者の収入
(9)事業者の収入

PFI手法による新設刑務所の整備・運営事業基本構想p.5では「刑務作業製品の売却益の一部
は国庫に納める」とありますが，実施方針p.4においては「事業者は作業業務，購買業務，職
員食堂運営業務の実施により得られる収入を自らの収入とすることができる」と明記されて
います。一部を国庫に納めるというのは無くなったと考えて宜しいでしょうか。

本事業は，国がＰＦＩ事業者からサービス購入する
事業であって，対象業務となる作業業務，購買業
務，職員食堂運営業務については，その実施による
得られる収益をＰＦＩ事業者の収益とすることが可
能であるものの，独立採算を求めるものではありま
せん。ＰＦＩ事業者は，毎年度，刑務作業の実施に
係る受刑者の労賃を国に支払うことが必要となりま
す。刑務作業の取扱いについて（参考資料１０）を

202
基本構想 この「基本構想」は，事業契約上どのように位置づけられる文書ですか？ 基本構想は,本事業の概要を御理解頂くための資料で

あり,事業契約の一部を構成するものではありませ

203

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

1 20

第1編 総則
　第2 適用法令並びに
　　　基準等
　　1 法令等

関係行政庁に確認等の協議は行ってもよろしいでしょうか。 各事業者の責任で実施してください。

204

実施方針

2 21

(ｸ)備品等管理業務 実施方針に記載されている(ｸ)備品等管理業務が，施設整備・維持管理業務要求水準書に於い
ては記載されていませんが，PFI事業期間中の対象か否か，また対象の場合は業務水準につい
て提示願います。

備品等管理業務は，本事業の対象であり，業務内容
は，什器・備品の調達，更新，管理及び消耗品の調
達，管理です。なお，更新とは，備品が果たすべき
性能・機能を喪失し，修繕によってもその性能・機
能の回復が見込めない場合，これを廃棄し新たな備
品を調達する業務のことです。

205
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 4 4

第２編施設整備　第１施設整備の目的 初犯受刑者とありますが，具体的にどのような人がどのくらいの期間はいるのか教えてくだ
さい。（受刑者がどのくらいの期間，職業訓練棟が可能なのか，どの程度のスキルを教育で
きるのか検討するため）

基本構想Ｐ１を参照してください。
なお，平成１４年における初犯受刑者の平均所在期
間は，約１年８月です。

206
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

4 4
第2編施設整備
第１施設整備の目的

「多様で柔軟な処遇が可能な初犯受刑者」とありますが，この初犯受刑者像について男女別
に具体的なケースを想定し，お示し下さい。

基本構想Ｐ.１を参照してください。

207
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

4 10
第2編ー第１ 施設整備の目的 「職員」とは，国の職員とＰＦＩ事業者の職員の両方を意味するという理解でよろしいです

か？
御理解のとおりです。

208
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

4 18
(2)男女施設の効率的配置 「男女専用部分の分隔の明確化と共用部分の利便性を両立させた計画とする。」とあります

が，男女共用としてよい部分はどの部分か教えてください。
施設整備・維持管理要求水準書（案）からご判断く
ださい。

209
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 4 18

(2)男女施設の効率的配置 「男女専用部分の分隔の明確化と共用部分の利便性を両立させた計画とする。」とあります
が，体育館などは男性使用時間・女性使用時間など時間や日による分隔でもよろしいでしょ
うか。建築的間仕切り等は必要ないと考えてよろしいでしょうか。

体育館は，男女別に設置することを想定していま
す。

210

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

4 27

第2編 施設整備
　第2 基本方針
　　1 基本構想
　 (5)地域への開放

「施設の一部が住民にも利用可能となるような開かれた施設をイメージできる配置とする」
ように書かれていますが，住民が利用可能な公園等をイメージされているのですか。

事業者の提案によります。

211
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

5 6
５　施設の拡張性 将来収容する人員が増加した場合の収容関連施設の増築費用は，増築時に国が予算措置し，

増築施設完成時に支払われるのでしょうか
将来収容する人員が増加した場合の増築は，本事業
とは別途の契約となる予定です。

212
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 5 6

５　施設の拡張性 将来収容する人員が増加した場合の収容関連施設の増築に伴う設計・監理業務・建設業務及
び維持管理・運営業務は，特命でＳＰＣに発注されるのでしょうか。それとも設計・監理業
務・建設業務のみは入札になるのでしょうか

特命でＳＰＣに発注されることはなく，本事業とは
別途の契約となる予定です。

213
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

5 6
５　施設の拡張性 将来収容する人員が増加した場合の収容関連施設の増築された部分の資産は，国又はＳＰＣ

どちらの資産となるのでしょうか
本事業の対象外です。

214
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 5 6

５　施設の拡張性 将来収容する人員が増加した場合の収容関連施設の増築される部分がＳＰＣに発注された場
合の，施設の設計・建設業務に係る費用及び維持管理・運営に係る費用についての支払方法
についてご教示下さい

本事業の対象外です。
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215
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

5 6
５　施設の拡張性 将来収容する人員が増加した場合の収容関連施設の増築について，当初の提案書に増築費用

等についても記載する必要がありますか
将来収容する人員が増加した場合の増築費用等は，
記載する必要はありません。

216
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

5 8
施設の拡張性 将来収容する計画人員への対応として，何人ぐらいを想定すればよいですか。 施設整備・維持管理業務要求水準書（案）Ｐ１６を

参照してください。

217
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

5 10
1　敷地条件 建物の配置区画について，応募時までにある程度範囲が特定されると理解して宜しいので

しょうか。もしくは，建物の配置場所は応募側の提案によるものと考えて宜しいのでしょう
施設の配置は，応募者の提案によります。

218
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

5 10
1　敷地条件 附帯的施設を建設する敷地として，好ましいと思っておられるエリアがあれば，その敷地の

場所と範囲をお知らせ下さい。
施設の配置は，応募者の提案によります。

219
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 5 21

インフラ整備状況 上水道，下水道，ガス等のインフラ整備状況について，第４編資料１において概略のインフ
ラ整備状況は把握できますが，本資料より更に詳細な図面等があるのでしょうか。詳細資料
があれば公表していただきたいと考えます。

公表資料（法務省ホームページ：
http://www.moj.go.jp/）の「３．２　美祢テクノ
パーク図面リスト」を参照くさだい。

220
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

5 23
浄化槽の整備 場内に既設排水網あり，浄化槽の整備を必要とする，とありますが，浄化槽の設置は事業者

の業務範囲という理解で宜しいでしょうか。
浄化槽の設置は事業者の業務範囲です。

221

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

5 23

インフラ整備状況（下水道） これまでの実施例を踏まえて，浄化槽の人槽算定基準があればご教示下さい。 浄化槽の処理対象人員については，法務省独自の基
準はなく，地方公共団体と協議して決定していま
す。ただし，これまでは刑務所については職員，受
刑者の定員及び外来者（受刑者の定員の25％）で算
定し，宿舎についてはJISA3302の算定基準により算
出する方法で認められています。

222
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

5 31
機能模式図 各棟間において，または各居室間において，緊密を向上させ，互いに隣接あるいは近接させ

るべき棟や室がある場合，その優先順位を詳細に御教示下さい。
施設整備・維持管理要求水準書（案）からご判断く
ださい。

223

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

6 3

機能模式図より 保安区域のうち一般立ち入りが規制されている場所での維持管理業務実施上の（特に費用に
影響するもの）をご提示いただけますでしょうか（人数，道具，作業時間等）

施設整備・維持管理業務要求水準書（案）の「諸室
の使用時間帯とセキュリティ表」，業務区分表（参
考資料２），備品等一覧表（参考資料７）を参照し
てください。

224
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 6 16

職員宿舎 刑務所の構内もしくは通用門から，メインエントランスが陸路で100m未満の公務員宿舎との
理解で宜しいでしょうか。

刑務所の構内の公務員宿舎又は刑務所の通用門（非
常口を含む。）から陸路１００ｍ未満の距離内の場
所に居住することとなる公務員宿舎です。

225
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

6 17
施設の内容 職員宿舎の規模及びその仕様を明確にして頂きたい。 入札公告時までに提示します。

226
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

6 19
職員宿舎 刑務官用の国家公務員宿舎は本事業にて整備予定となっているが，警備業務にて協業する民

間事業者の社員用住戸も本事業に含まれるとの理解でよろしいでしょうか。
国の職員の宿舎についてのみ整備することが本事業
の内容です。

227
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

6 44
第2編ー第3－3(1)     施設の機能
【庁舎】

庁舎に配置される総務系統セクションや処遇系統セクション（作業）の業務において，接客
あるいは部門内打合せ・会議はどのような頻度で行われますか？

常時使用することを予定しています。

228
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

6 47
第2編ー第3－3(1)     施設の機能
【訓練施設】

１回当たり，何人程度の職員が訓練に参加されるのですか？ おおむね３０人程度を予定しています

229

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

6
41
45

第2編 施設整備
　第3 設計条件
　　3 施設の内容
　 (1)施設の機能

SPC職員が，職員待機所・職員宿舎を使用することは可能でしょうか。 職員待機所については使用することが可能です。

230

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

6

第2編 施設整備
　第3 設計条件
　　3 施設の内容
　 　 機能模式図

それぞれの施設は用途上不可分と考えてよろしいでしょうか（一団地申請不要としてよろし
いでしょうか）。

一般の刑務所施設は用途上不可分ですが，応募者の
提案内容に応じてご確認ください。

231
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

7 8
第2編ー第3－3(1)     施設の機能
【管理棟】

管理棟に配置される処遇系統セクション（作業）の業務においては，接客あるいは部門内打
合せ・会議が頻繁に行われますか？

常時使用することを予定しています。

232
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

7 13
第2編ー第3－3(1)    施設の機能
【収容棟】

収容棟には「閉鎖寮」，「半開放寮」，「開放寮」を設けると言うことですが，収容棟を大
きく３つの寮に区画し，被収容者の通常の行き来はないという理解でよろしいでしょうか？

収容棟の区画は，事業者の提案によります。なお，
３つの寮への行き来は想定していません。

233
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

7 15
第2編ー第3－3(1)     施設の機能
【収容棟】

「開放寮」においては，居室内にトイレがなく，共同便所をユニット内に設けることから，
夜間も共同居室を閉鎖しないという理解でよろしいでしょうか？

御理解のとおりです。

234
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

7 21
第2編ー第3－3(1)     施設の機能
【収容棟】

「外部空間の設定」とありますが，共同居室の「外部」という意味と理解してよろしいで
しょうか？

共同居室に限定されるものではなく，受刑者の生活
空間に対する「外部空間」を示します。

235
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

7 31
第2編ー第3－3(1)     施設の機能
【体育館】

体育館における各種行事は，男子と女子のそれぞれにおいて同時に行われることもあるとい
う理解でよろしいですか？

御理解のとおりですが，分隔が必要となります。

236
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

7 31
第2編ー第3－3(1)     施設の機能
【体育館】

体育館の規模，仕様や設備器具は，男女で区別することなく，同じという理解でよろしいで
しょうか？

体育館の規模，仕様や設備器具は，男女の区別はな
く，同様です。

237
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

7 35
第2編ー第3－3(1)     施設の機能
【運動場】

運動場における催し物は，男子と女子のそれぞれにおいて同時に行われることもあるという
理解でよろしいですか？

同時に行われることは，想定していません。

238
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

7 35
第2編ー第3－3(1)     施設の機能
【運動場】

運動場の規模，仕様や設備器具は，男女で区別することなく，同じという理解でよろしいで
しょうか？

運動場の規模，仕様や設備器具は，男女の区別はな
く，同様です。

12 / 34 ページ



美祢社会復帰促進センター整備・運営事業 実施方針等に関する質問回答

質             問 回       答項        目資料名 ページ 行目回答No.

239

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

7 35

第2編 施設整備
　第3 設計条件
　　3 施設の内容
　　C 受刑者生活領域
　　　【運動場】

運動場の広さの目安をお指し下さい。 ソフトボール場１面がとれる程度を想定していま
す。

240

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

8 14

第2編 施設整備
　第3 設計条件
　　3 施設の内容
　　D 受刑者作業領域
　　　【渡り廊下】

「セキュリティーの機能を持たせ」とありますが，具体的な条件があるのでしょうか。 施設整備・維持管理業務要求水準書（案）Ｐ１１を
参照してください。

241

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

9 4

(2)想定建物面積 「要求性能を満たす限り，本面積を増減することも，また，各施設の機能を共有し又は分離
することも可能であり，入札参加者の提案を拘束するものではない。」とありますが，提案
を審査するに当たってある程度の面積規模の条件付けは必要ではないでしょうか。要求水準
を満たす限り施設規模等は自由であると，各社の提案する建設コストに大きな開きが出るこ
とが予想されますが，各提案者の評価においてどのような調整が図られるのでしょうか。

ご意見として承ります。建物面積は，建築性能表に
示す各室面積を確保すること等，施設整備・維持管
理要求水準書（案）を満たすことを条件に，応募者
の提案に委ねるものとしております。評価方法は入
札公告時までに提示します。

242

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

9 18

想定建物面積 病室棟は合計で1000㎡となっていますが，男女に500㎡ずつ分割（または分棟）するという理
解で宜しいでしょうか。病室棟を男女別に分割（または分棟）する場合，医務棟も分割（ま
たは分棟）するという理解で宜しいでしょうか。

病室棟は，分割などにより男女の受刑者を隔離する
とともに，男女バランスの変化にも対応することを
求めており，必ずしも男女500㎡ずつに分割する必要
はありません。また，医務棟を男女別に分割する必
要はありませんが，男女の受刑者動線の分離に配慮

243

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

10 2

施設の基本性能 これまでの既存事例を踏まえて，消防法上の防火対象物を棟毎にご教示ください。 一般的には各棟とも１５項（各項に該当しない事業
場）としています。ただし，職業訓練棟が１２項イ
（工場，作業場）とされた例はあります。また，宿
舎については５項ロ（寄宿舎，下宿，共同住宅）と

244

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

10 2

施設の基本的性能 火災や災害時など，緊急の場合の収容室自動開錠の要否など緊急時対策指針・マニュアルが
あればご教示下さい。

各施設において，マニュアル等は定められておりま
すが，自動開錠の設備が設けられている施設はあり
ません。なお，本センターにおいては，収容開始時
までに基準を作成する予定です。

245

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

10 8

基本性能分類表 「庁舎施設」は，p6の機能模式図にある「Ａ 管理事務領域」に該当する諸施設のことです
か？

基本性能分類表の庁舎施設は，管理事務領域内の施
設を示しています。ただし，庁舎を除く施設（職員
待機所・訓練施設・職員宿舎）ついては，表中の内
容を下記のようにします。
・「機能性－情報化対応性－設置環境－情報処理機
能」：Ⅱ→Ⅲ
・「機能性－情報化対応性－設置環境－情報交流機
能」：Ⅱ→－
・「機能性－情報化対応性－信頼性－情報交流機
能」：Ⅱ→－

246
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

10 8
基本性能分類表 「管理施設」は，p6の機能模式図にある「Ｂ 業務活動領域」に該当する諸施設のことです

か？
基本性能分類表の管理施設は，業務活動領域内の施
設を示しています。

247
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

10 8
基本性能分類表 「受刑者生活施設」は，p6の機能模式図にある「Ｃ 受刑者生活領域」に該当する諸施設のこ

とですか？
基本性能分類表の受刑者生活施設は，受刑者生活領
域内の施設を示しています。

248
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

10 8
基本性能分類表 「受刑者活動施設」は，p6の機能模式図にある「Ｄ 受刑者作業領域」に該当する諸施設のこ

とですか？
基本性能分類表の受刑者活動施設は，受刑者作業領
域中の施設を示しています。

249
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

11 5
建物の階数 「建物を低層に抑え周辺への圧迫感を軽減する。」とありますが，周辺への圧迫感を考慮し

ながら，例えば建物の階数を一部3階建とすることは可能でしょうか。
周辺への圧迫感を考慮しながら，建物の階数を一部3
階建とすることも可能です。

250
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

11 14
第2編ー第4－1(2)     施設基本性能
イ 機能性

ここに示される「国の実施例」は，あくまで参考であって，提案を拘束しないものであると
いう理解でよろしいですか？

国の実施例は，提案を拘束するものではありませ
ん。

251
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

11 31
第2編ー第4－1(2)     施設基本性能
イ 機能性

「部品図集」は，参照すべきものであって，必ず従わなければならないという性格のもので
はないという理解でよろしいでしょうか?

部品図集と同様な性能を有するものであればかまい
ません。

252
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

11 31
施設基本性能　　面会室スクリーン 「一室は，防弾性を確保したスクリーンとする」とありますが，スクリーンの防弾性はどの

ようにお考えですか。例えば，NIJ規格などで，お示しください。
 既存の刑務所では，ポリカボネート樹脂板，厚15㎜
を使用しています。

253
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

11 34
第2編ー第4－1(2)     施設基本性能
イ 機能性

「容易に破壊できない」とは，故意あるいは無意識の人的行為による通常の圧力，衝撃，工
作によっては破壊できない程度という理解でよろしいですか？

人的行為では破壊できないことを示します。

254
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

12 2
(2)施設基本性能 イ機能性 保安管理　逃走･
進入禁止建築設備

「・監視カメラ，防犯線，センサー等を設置する。」の防犯線とは，何を示すのか具体的に
教えてください。

用語集（参考資料４）を参照してください。

255
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

12 3
第2編ー第4－1(2)     施設基本性能
イ 機能性

「重警備」とは，どのような警備ですか？ 常時監視を要する警備のことです。

256
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

12 3
第2編ー第4－1(2)     施設基本性能
イ 機能性

「重警備を要する箇所」とは，具体的にどのような箇所ですか？ 外塀ライン等，一般区域と保安区域の境界が該当し
ます。
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257
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

12 5
第2編ー第4－1(2)     施設基本性能
イ 機能性

「職員」とは，国の職員とＰＦＩ事業者の職員の両方を意味するという理解でよろしいです
か？

御理解の通り，国の職員とＰＦＩ事業者の職員の両
方を意味します。

258
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

12 16
第2編ー第4－1(2)     施設基本性能
イ 機能性

「新人」とありますが，管理棟に設置される「新入調室」のことですか？ 新入調室を示しています。

259
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 12 19

第2編ー第4－1(2)     施設基本性能
イ 機能性

現地の空撮写真によれば，建設予定地の周辺に小高い丘のようなものが認められますが，周
辺の小高い丘から刑務所内が俯瞰できないような配慮は求められないという理解でよろしい
ですか？

施設整備・維持管理業務要求水準書（案）「第４
１（２）イ機能性　保安管理　俯瞰防止　地形上の
配慮」に記載された範囲内の配慮が必要です。

260
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

12 28
第2編ー第4－1(2)     施設基本性能
イ 機能性

収容室内の採光，通気が確保されれば，「開閉窓」は設置しなくてもよろしいのですか？ 収容室内の採光，通気が確保されれば，開閉窓は設
置しなくてもかまいません。

261

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

12 46

第2編ー第4－1(2)     施設基本性能
イ 機能性

「広場」は，どのような目的に使用されるものですか？ 制限された生活範囲の中で，生活の単調化や拘禁感
を緩和するために外部空間の利点を効果的に活用す
ることを目的としています。さらに，建物との組み
合わせ方の工夫からの利用効果も期待しています。
なお，逃走等に対するセキュリティーは充分に確保
する必要があります。

262
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

12 46
第2編ー第4－1(2)     施設基本性能
イ 機能性

「広場」は，p6の機能模式図，ｐ18～諸室の使用時間帯とセキュリティ表，ｐ25～建築性能
表に記載されていませんが，どの場所に設置することを想定されていますか？

施設整備・維持管理要求水準書（案）の「第４編
資料６」を参照ください。

263
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 12 51

第2編ー第4－1(2)     施設基本性能
イ 機能性

「食器口」は，閉鎖ユニットに設けられる単独居室の扉に設けるものであり，半開放ユニッ
ト，開放ユニット，保護ユニットに設けられる居室については，その収容形態からして，不
要という理解でよろしいですか？

開放ユニットについては不要ですが，半開放ユニッ
ト及び保護ユニットは，居室内で食事をすることも
あるため，食器口は必要です。

264
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

12 53
(2)施設基本性能 セルコールシステムについて詳細をお教え下さい。どこに，誰に，どのように知らせるシス

テムなのでしょうか。
用語集（参考資料４）を参照してください。

265
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 13 3

第2編ー第4－1(2)     施設基本性能
イ 機能性

「収容ユニットごとに監視卓間の連携の強化を図れる動線」の表記について，一つの収容ユ
ニット内には複数の監視卓が設置され，この複数の監視卓に配置される職員が連携を図れる
という意味で理解してよろしいでしょうか？

１ユニット内に複数の監視卓の設置は不必要です。
他のユニットの監視卓との連携を想定しています。

266
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

13 3
第2編ー第4－1(2)     施設基本性能
イ 機能性

収容ユニット内に設置すべき監視卓について，被収容者何人当たり１卓を設置するというよ
うな規定はありますか？

各ユニットごとに１卓を想定しています。

267
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

14 2
第2編ー第4－1(2)     施設基本性能
イ 機能性

「容易に破壊できない」とは，故意あるいは無意識の人的行為による通常の圧力，衝撃，工
作によっては破壊できない程度という理解でよろしいですか？

人的行為では破壊できないことを示します。

268
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

14 10
第2編ー第4－1(2)     施設基本性能
イ 機能性

「職員」とは，国の職員を意味するという理解でよろしいですか？ 国の職員を意味します。

269
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 14 10

第2編ー第4－1(2)     施設基本性能
イ 機能性

職員の指示により火気を使用するのは，受刑者およびＰＦＩ事業者の職員という理解でよろ
しいでしょうか？

基本的には御理解のとおりですが，受刑者が火気を
使用することは，刑務作業として金属加工を行う場
合などごく限られています。

270
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 14 10

第2編ー第4－1(2)     施設基本性能
イ 機能性

受刑者が職員の指示により火気を使用するのは，職業訓練棟内およびＰＦＩ事業者が給食に
受刑者を活用する場合における調理場に限定されるという理解でよろしいでしょうか？

基本的には御理解のとおりですが，受刑者が火気を
使用することは，刑務作業として金属加工を行う場
合などごく限られています。

271
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

14 17
保護室 保護室の具体的な使用方法を詳しくご教示下さい。 用語集（参考資料４）を参照してください。

272
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

14 29
汚染対策 「設備機器のゴムパッキンにより防水を行う。」とありますが，何に対しての防水を示すの

か御教示願います。
室内が汚れた際，水洗いする必要があるため，防水
を行うものです。

273
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

14 29
汚染対策 「設備機器のゴムパッキンにより防水を行う。」とありますが，対策を行なう具体的な機器

があれば御教示願います。
照明器具，押しボタンが防水対策の対象です。

274
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

14 32
保安管理 空調給排気に対する汚染防止対応に関して，具体的対象物の想定があればご教示下さい。 受刑者の排泄物が対象です。

275

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

14 55

(3)施設基本性能 イ機能性 保安管理　監視･
確認　少ない･･･

「①電子タグ等による受刑者の位置情報の把握及びゲート管理」の電子タグについて，具体
的な形状･仕様について，考えられていることはありますか。

電子タグは，数ミリ以下のＩＣチップに情報を記録
し，電波や磁気で情報を読み取るものであり，小
型・軽量で，所持する場合であっても負担を感じさ
せないものを想定しています。

276
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

15 24
施設基本性能 調理場について，「構内に調理場を設置する場合は…」とありますが，調理場は構内に設置

してもしなくても良いと理解してよいでしょうか。
御理解のとおりです。

277
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 15 41

運動場 「グランドには屋内トイレを設置する」とありますが，屋内トイレを単独で設置すると建築
物とみなされると考えられますが，これは施設全体面積に含まれるものと考えてよろしいで
しょうか？御教示願います。

施設全体面積に含まれます。

278
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

15 41
運動場 「グランドには屋内トイレを設置する」とありますが，対象人員についての想定はあります

でしょうか？御教示願います。
 １ユニット（60人）を想定しています。

279
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 15 46

体育館（講堂） 「体育館はバレーボールやバドミントン程度の運動が可能」とありましが，他に想定すべき
スポーツがあれば，その種類をすべてお知らせ下さい。（例：バスケットボール等）

他には，バスケットボール，卓球を想定してしてい
ますが，他の種目についても事業者からの提案によ
り可能です。

280

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

16 16

収容増への対応 「収容棟や職業訓練棟の配置に当たっては。敷地全体を有効に活用しつつ，仮に将来，セン
ターの収容規模を2,500人程度に増築する場合であっても効率よく整備できるよう配置す
る。」とありますが，インフラ（上下水道，ガス，電話，電気等）は収容増の場合に更改し
なくて済むだけのスペックを必要とするのでしょうか？御教示願います。

収容規模の増加に対応してインフラを整備すること
は不要です。
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281
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 16 20

第2編－第4－(2)       施設基本性能
ｳ 経済性    耐用性   ﾌﾚｷｼﾋﾞﾘﾃｨ
処遇の変化への柔軟な対応

将来の増築計画について，どの程度考慮する必要があるのか具体的な与条件をお示し下さ
い。

収容棟の配置に当たっては，仮に将来，収容規模を
２，５００人程度に増築する場合であっても効率よ
く整備できるよう配置する必要があります。

282
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

17 16
施設のセキュリティ　　　　　　　　　立入
りに関する制限

PFI事業者の立ち入りは，Ⅰ及び許可を受けてⅡまでに限定され，Ⅲ，Ⅳの諸室には立ち入り
不可と考えてよろいしいでしょうか。

状況に応じてⅠからⅣまで立ち入りが可能です。

283
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

17 17
第2編ー第4－2(2)     諸室の使用時間帯とセ
キュリティ         イ 立入りに関する制限

「職員」とは，国の職員という理解でよろしいですか？ 御理解のとおりです。

284
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

17 18
第2編ー第4－2(2)     諸室の使用時間帯とセ
キュリティ         イ 立入りに関する制限

「職員」とは，国の職員という理解でよろしいですか？ 御理解のとおりです。

285
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

17 19
第2編ー第4－2(2)     諸室の使用時間帯とセ
キュリティ         イ 立入りに関する制限

「職員」とは，国の職員及びＰＦＩ事業者の職員の両方という理解でよろしいですか？ 御理解のとおりです。

286
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

17 20
第2編ー第4－2(2)     諸室の使用時間帯とセ
キュリティ         イ 立入りに関する制限

「職員」とは，国の職員及びＰＦＩ事業者の職員の両方という理解でよろしいですか？ 御理解のとおりです。

287
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 17 25

(1)セキュリティの基本的な考え方 「既存の刑務所において使用する建具については，「矯正施設用指定部品図集」に示してお
り，これらの建具と同様の性能を有するものを使用する。」とありますが，性能，コスト
等，提案条件を揃えるため，矯正施設用指定部品を適用すると考えてよろしいですか。

矯正施設指定部品図集は参照基準であり，同様の性
能を有するものであればかまいません。

288
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

23 35
諸室の使用時間帯とセキュリティ表職業訓練
棟

職業訓練棟の表中に｢検身｣という用語がありますが，
これは，誰が誰に対しどのようなことを行うものですか。

用語集（参考資料４）「更衣所」を参照してくださ
い。

289
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 25 1

各室の天井高さ 各室の天井高さをご提示下さい。（最低限確保すべき天井高さ） 代表的な諸室の最低限確保すべき天井高さとして，
事務室2.6ｍ，収容居室2.5ｍ，保護室3.0ｍ，体育館
アリーナ8.0ｍを想定しています。

290
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 25 22

第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

「会議室」においては，最大で何人規模の会議打合せが行われるのですか？ 事業者が提案する面積で可能な範囲の人数を予定し
ていますが，教室形式の会議では，最低６０名程度
必要です。

291
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

25 22
第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

「会議室」においては，最大規模の会議も含め全て教室形式の会議打合せが行われるという
理解でよろしいですか？

教室形式の会議打合せもあります。

292
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

25 50
第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

訓練施設は，「市民への開放を行う機能とする」とありますが，市民開放利用の活動運営
は，国が行い，ＰＦＩ事業者の業務には含まれないという理解でよろしいでしょうか？

ＰＦＩ事業者の業務に含まれます。

293
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

25 64
第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

「一般面会室」，「集団面会室」，「家族面会室」の３種類が規定されていますが，国が使
い分けるのですか？あるいは，面会予約システムにより面会人が面会形態を選択できるので

原則として面会人が選択しますが，国の職員が指定
することもあります。

294

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

25

(1)各室性能 面積表で示されている部分で，支援業務を求められている部分（庁舎－事務室，応接室，会
議室，更衣室，リフレッシュコーナー他　職員待機所各諸室　管理棟－事務室，休憩室　医
務棟各諸室　倉庫棟など）は，官側職員が必要としている面積のみと考えるのでしょうか。
事業者の事務スペース等も含まれると考えてよろしいでしょうか。またできれば，官側の各
部門の職員数の概略をお教えください。

ＰＦＩ事業者のスペース等も含め最低面積を記載し
たものです。なお，職員数については，業務区分表
（参考資料２）を参照してください。

295
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 26 21

第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

処遇セクションの一角に設ける「武器倉庫」に収納される武器の種類と数量をお教えいただ
けますか？

武器の種類については，刑務所の業務（参考資料
３）を参照してください。数量については，現段階
では回答できません。

296
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

26 22
建築性能表（管理棟－事務室） 武器倉庫における防爆等の設置基準があればご教示下さい。 防爆等設置基準はありません。

297
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

26 31
第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

想定面積40㎡の「新入調室」については室の機能の記載がありませんが，新入受刑者が集
団，起立の状態で，国の職員による指示等を受けるスペースという理解でよろしいでしょう

領置品調べ等を行うことを予定しています。

298
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

26 33
第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

想定面積10㎡の「入退所準備室」については室の機能の記載がありませんが，受刑者が集
団，起立の状態で，国の職員による指示等を受けるスペースという理解でよろしいでしょう

指紋採取・写真撮影等を行うことを予定していま
す。

299
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

26 35
第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

想定面積20 ㎡の「集団検査室」については室の機能として「机と受刑者のいすの固定」との
記載がありますが，一度に何人の受刑者が国の職員によるどのような検査を受けるのでしょ

考査等の各種心理テストを実施する部屋であり，事
業者が提案する面積で可能な範囲の人数を予定して

300
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 26 37

第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

想定面積10 ㎡の「個人検査室」については室の機能として「机と受刑者のいすの固定」との
記載があります。１回ひとりの受刑者を検査するには広めに感じますが，国の職員によるど
のような検査を受けるのでしょうか？

考査，面接，心理テスト等の各種テストを実施する
ことを想定しています。

301
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 26 41

第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

「職員点検室」を使用する「職員」は，国の職員とＰＦＩ事業者の職員の両方を意味すると
いう理解でよろしいでしょうか？

点検は国職員が行うものであり，ＰＦＩ事業者の従
業員と同時に行うことは想定していません。なお，
ＰＦＩ事業者の使用も可能です。

302
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

26 41
第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

想定面積32㎡の「職員点検室」については室の機能の記載がありませんが，何の点検がどの
ような頻度で行われるのですか？

用語集（参考資料４）を参照してください。

303
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

26 42
第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

ユニットバス付きシングル個室の仮眠室を設けることになっていますが，「職員待機所」
（ｐ25）に設けられる洋室と使用の必要時機，形態，頻度はどのように異なるものですか？

職員待機所は，施設の非常事態に応援職員等が使用
するものです。

304
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 27 26

第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

半開放ユニットー１において，「配膳車スペース」が多目的ホールとは別に記載されている
のは，区画として明確に分け，ＰＦＩ事業者の職員が多目的ホールには入らないようにする
という理解でよろしいですか？

御理解のとおりです。

305
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 27 31

収容棟・②半開放ユニット-1・共同浴室 [入浴単位は20名とし，複数ユニットで使用することも可能。」とありますが，複数ユニット
の同時使用もあり得るということだと解釈しますが，同時使用のユニット数の想定があれば
御教示願います。

同時使用は想定していません。
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306
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 27 48

収容棟・③半開放ユニット-2・共同浴室 [入浴単位は20名とし，複数ユニットで使用することも可能。」とありますが，複数ユニット
の同時使用もあり得るということだと解釈しますが，同時使用のユニット数の想定があれば
御教示願います。

同時使用は想定していません。

307

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

27

第2編 施設整備
　第4 施設計画
　　3 建築性能
　 (1)各室性能

収容棟の各ユニットにユニット毎の人員が記入されていますが，このユニット人員を基本と
して，職業訓練等昼間の生活が行われると考えてよろしいですか。

御理解のとおりです。

308

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

27

第2編 施設整備
　第4 施設計画
　　3 建築性能
　 (1)各室性能

半開放ユニット－1及び2の欄に，構成室が各々記入されていますが，これは各ユニット毎に
必要と考えてよろしいでしょうか。

御理解のとおりです。

309
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

28 9
建築性能表（保護ユニット－保護室） 保護ユニット内保護室の汚染対応は，具体的にどのような汚染を想定しているのか御教示下

さい。
仮に排泄物，嘔吐物等があっても，適切に汚染対策
が講じられることを想定しています。

310
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

28 31
第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

「体育館」に器材倉庫を設けることに関して，「体育館」で受刑者が許される運動スポーツ
の種類は何ですか？

一般的な体育館で実施しているスポーツを想定して
います。

311
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 28 32

第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

「体育館」に設ける「ギャラリー倉庫」に収納する物品としては何を想定しておられます
か？

ギャラリー倉庫の用途は，体育館で行う慰問等の行
事の際に観覧等の利用とそれ以外の時には行事等に
使用する掲揚物等の収納に利用します。

312

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

28

第2編 施設整備
　第4 施設計画
　　3 建築性能
　 (1)各室性能

職業訓練棟ですが，生産作業，考査作業，職業訓練の項目毎にユニット数と人員数が書かれ
ていますが，これは一棟でもユニット毎に別棟としても，自由に提案して構いませんか。
又，考査作業とは作業技術指導を行うところと考えてよろしいですか。

事業者の提案によります。
考査作業とは，考査期間中の受刑者の作業適性等を
判断するための作業のことです。

313
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

29 16
第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

男子の右隣の欄には「女子」と記載されるべきという理解でよろしいですか？ 男子のみを想定しています。

314
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 29 19

第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

「調理場」，「洗濯」，「清掃」，「図書」に設けられる「食堂」については，ＰＦＩ事業
者が各業務に受刑者を活用しない提案の場合，監視卓を設けず，かつ施設配置具合によりこ
れらを近接あるいは統合した設置を検討することも可能という理解でよろしいでしょうか？

御理解のとおりです。

315
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 29 22

第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

「調理場」に設けられる「浴室」は，「監視卓からの視察が容易な配置とする」とあること
から，ＰＦＩ事業者が給食業務に受刑者を活用する提案を想定しており，受刑者を活用しな
い場合には不要であるという理解でよろしいですか？

御理解のとおりです。

316
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 29 23

第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

「調理場」に設けられる「便所」は，「監視卓からの視察が容易な配置とする」とあること
から，ＰＦＩ事業者が給食業務に受刑者を活用する提案を想定しており，受刑者を活用しな
い場合には不要であるという理解でよろしいですか？

調理場の設置場所にもよりますが，便所はＰＦＩ事
業者が使用するものとして必要であると考えます。
ただし，便所の位置については制限はありません。

317
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 29 32

第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

「洗濯」に設けられる「食堂」は，「監視卓からの視察が容易な配置とする」とあることか
ら，ＰＦＩ事業者が給食業務に受刑者を活用する提案を想定しており，受刑者を活用しない
場合には不要であるという理解でよろしいですか？

御理解のとおりです。

318
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 29 33

第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

「洗濯」に設けられる「便所」は，「監視卓からの視察が容易な配置とする」とあることか
ら，ＰＦＩ事業者が給食業務に受刑者を活用する提案を想定しており，受刑者を活用しない
場合には不要であるという理解でよろしいですか？

洗濯場の設置場所にもよりますが，便所はＰＦＩ事
業者が使用するものとして必要であると考えます。
ただし，便所の位置については制限はありません。

319
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 29 39

第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

「清掃」に設けられる「食堂」は，「監視卓からの視察が容易な配置とする」とあることか
ら，ＰＦＩ事業者が給食業務に受刑者を活用する提案を想定しており，受刑者を活用しない
場合には不要であるという理解でよろしいですか？

清掃については，受刑者を活用することは想定して
いません。

320
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 29 41

第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

「清掃」に設けられる「便所」は，「監視卓からの視察が容易な配置とする」とあることか
ら，ＰＦＩ事業者が給食業務に受刑者を活用する提案を想定しており，受刑者を活用しない
場合には不要であるという理解でよろしいですか？

清掃については，受刑者を活用することは想定して
いません。

321
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 29 45

第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

「図書」に設けられる「食堂」は，「監視卓からの視察が容易な配置とする」とあることか
ら，ＰＦＩ事業者が給食業務に受刑者を活用する提案を想定しており，受刑者を活用しない
場合には不要であるという理解でよろしいですか？

御理解のとおりです。

322
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 29 47

第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

「図書」に設けられる「便所」は，「監視卓からの視察が容易な配置とする」とあることか
ら，ＰＦＩ事業者が給食業務に受刑者を活用する提案を想定しており，受刑者を活用しない
場合には不要であるという理解でよろしいですか？

図書室の設置場所にもよりますが，便所はＰＦＩ事
業者が使用するものとして必要であると考えます。
ただし，便所の位置については制限はありません。

323

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

29 53

第2編ー第4－3(1)     各室性能
建築性能表

「大門」と「中門」は，どのように区別されるのですか？ 大門は，作業材料及び製品等を運搬するために設け
られた車両が通行する門です。中門は，庁舎区域か
ら戒護区域への入り口として設けられた職員等が通
行する門です。

324

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

30 34

第2編ー第4－4(2)     積載荷重 収容棟および病室棟に「屋上物干場」を設けることとされていますが，ｐ21およびｐ22にお
いてセキュリティが明示されていませんので，この点をお教えください。

屋上に物干場を設けた場合の積載荷重を示すもので
あり，屋上物干場を設けるかどうかは事業者の計画
によります。なお，物干場を設けた場合の立ち入り
に関する制限は，「Ⅰ」を想定しています。

325
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

31 23
カ　電話設備　　　　　　ＬＡＮ端末 ＬＡＮのサーバーについてもＰＦＩ事業者により設置することになるのでしょうか？ 御理解のとおりです。

326
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

31 27
第2編ー第4－5(1)     電気設備 「一般職員」とは，国の職員およびＰＦＩ事業者の職員の両方を意味すると言う理解でよろ

しいでしょうか？
御理解のとおりです。
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327
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

31 30
第2編ー第4－5(1)     電気設備 「受信できる設備」には受像機が含まれるという理解でよろしいでしょうか？ 受像機が含まれます。

328
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 32 20

第2編ー第4－5(1)     電気設備 「特殊用途機器」とは，何ですか？ 備品等一覧表（参考資料７）中，パソコン，コピー
機，金属探知機等特殊な用途に使用される機器です
が，提案する機器に合わせて計画願います。

329
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

41 17
庁舎・宿直室 換気に関する性能の記述がありませんが，換気不要と考えてよろしいでしょうか？ 空調設備に含まれるもの（空調換気扇等）は必要で

す。

330
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

41 31
職員待機所・男子脱衣室 冷暖房および換気に関する性能の記述がありませんが，冷暖房および換気ともに不要と考え

てよろしいでしょうか？
冷暖房は不要ですが，換気は必要です（換気回数５
回／ｈ程度）。

331
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

41 32
職員待機所・女子脱衣室 冷暖房および換気に関する性能の記述がありませんが，冷暖房および換気ともに不要と考え

てよろしいでしょうか？
冷暖房は不要ですが，換気は必要です（換気回数５
回／ｈ程度）。

332
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

41 34
職員待機所・男子便所 換気に関する性能の記述がありませんが，第3種換気で10回/hと考えてよろしいでしょうか？ ご質問のとおり，第３種換気（換気回数１０回／

ｈ）とします。

333
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

41 35
職員待機所・女子便所 換気に関する性能の記述がありませんが，第3種換気で10回/hと考えてよろしいでしょうか？ ご質問のとおり，第３種換気（換気回数１０回／

ｈ）とします。

334
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

41 40
訓練施設・柔道場 冷暖房および換気に関する性能の記述がありませんが，冷暖房および換気ともに不要と考え

てよろしいでしょうか？
冷暖房設備及び換気設備は不要です。窓を開ける等
の自然換気を想定しています。

335
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

41 41
訓練施設・剣道場 冷暖房および換気に関する性能の記述がありませんが，冷暖房および換気ともに不要と考え

てよろしいでしょうか？
冷暖房設備及び換気設備は不要です。窓を開ける等
の自然換気を想定しています。

336
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

41 44
訓練施設・男子更衣室 冷暖房および換気に関する性能の記述がありませんが，冷暖房および換気ともに不要と考え

てよろしいでしょうか？
冷暖房は不要ですが，換気は必要です（換気回数５
回／ｈ程度）。

337
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

41 46
訓練施設・男子シャワー室 冷暖房および換気に関する性能の記述がありませんが，冷暖房および換気ともに不要と考え

てよろしいでしょうか？
冷暖房は不要ですが，換気は必要です（換気回数５
回／ｈ程度）。

338
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

41 48
訓練施設・男子便所 換気に関する性能の記述がありませんが，第3種換気で10回/hと考えてよろしいでしょうか？ ご質問のとおり，第３種換気（換気回数１０回／

ｈ）とします。

339
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

41 49
訓練施設・女子便所 換気に関する性能の記述がありませんが，第3種換気で10回/hと考えてよろしいでしょうか？ ご質問のとおり，第３種換気（換気回数１０回／

ｈ）とします。

340
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

41 58
面会棟・受刑者控室（男子） 冷暖房および換気に関する性能の記述がありませんが，冷暖房および換気ともに不要と考え

てよろしいでしょうか？
冷暖房設備及び換気設備は不要です。

341
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

41 59
面会棟・受刑者控室（女子） 冷暖房および換気に関する性能の記述がありませんが，冷暖房および換気ともに不要と考え

てよろしいでしょうか？
冷暖房設備及び換気設備は不要です。

342
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

42 17
管理棟・新入調室（男子） 換気に関する性能の記述がありませんが，換気不要と考えてよろしいでしょうか？ 換気設備は不要です。

343
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

42 18
管理棟・新入調室（女子） 換気に関する性能の記述がありませんが，換気不要と考えてよろしいでしょうか？ 換気設備は不要です。

344
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

42 19
管理棟・入退所準備室（男子） 冷暖房および換気に関する性能の記述がありませんが，冷暖房および換気ともに不要と考え

てよろしいでしょうか？
冷暖房設備及び換気設備は不要です。

345
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

42 20
管理棟・入退所準備室（女子） 冷暖房および換気に関する性能の記述がありませんが，冷暖房および換気ともに不要と考え

てよろしいでしょうか？
冷暖房設備及び換気設備は不要です。

346
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

42 21
管理棟・集団検査室（男子） 冷暖房および換気に関する性能の記述がありませんが，冷暖房および換気ともに不要と考え

てよろしいでしょうか？
冷暖房設備及び換気設備は不要です。

347
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

42 22
管理棟・集団検査室（女子） 冷暖房および換気に関する性能の記述がありませんが，冷暖房および換気ともに不要と考え

てよろしいでしょうか？
冷暖房設備及び換気設備は不要です。

348
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

42 23
管理棟・個人検査室（男子） 冷暖房および換気に関する性能の記述がありませんが，冷暖房および換気ともに不要と考え

てよろしいでしょうか？
冷暖房設備及び換気設備は不要です。

349
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

42 24
管理棟・個人検査室（女子） 冷暖房および換気に関する性能の記述がありませんが，冷暖房および換気ともに不要と考え

てよろしいでしょうか？
冷暖房設備及び換気設備は不要です。

350
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

43 12
収容棟・①閉鎖ユニット・調髪室 冷暖房に関する性能の記述がありませんが，冷暖房不要と考えてよろしいでしょうか？ 冷暖房設備は不要です。

351
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

44 20
体育館・アリーナ 冷暖房に関する性能の記述がありませんが，冷暖房不要と考えてよろしいでしょうか？ 冷暖房設備は不要です。

352
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

44 21
体育館・ステージ 冷暖房に関する性能の記述がありませんが，冷暖房不要と考えてよろしいでしょうか？ 冷暖房設備は不要です。

353
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

44 26
体育館・ホール 冷暖房および換気に関する性能の記述がありませんが，冷暖房および換気ともに不要と考え

てよろしいでしょうか？
冷暖房設備及び換気設備は不要です。

354
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

44 36
職業訓練棟・更衣室 冷暖房に関する性能の記述がありませんが，冷暖房不要と考えてよろしいでしょうか？ 冷暖房設備は不要です。

355
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

44 47
調理場・更衣室 冷暖房および換気に関する性能の記述がありませんが，冷暖房および換気ともに不要と考え

てよろしいでしょうか？
冷暖房は不要ですが，換気は必要です（換気回数５
回／ｈ程度）。

356
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

44 61
洗濯・更衣室 冷暖房に関する性能の記述がありませんが，冷暖房不要と考えてよろしいでしょうか？ 冷暖房設備は不要です。

357
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

45 9
清掃・更衣室 冷暖房に関する性能の記述がありませんが，冷暖房不要と考えてよろしいでしょうか？ 冷暖房設備は不要です。
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358
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

45 17
図書・更衣室 冷暖房に関する性能の記述がありませんが，冷暖房不要と考えてよろしいでしょうか？ 冷暖房設備は不要です。

359
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

45 22
機械設備性能表（車庫） 車庫の部分に特殊消火設備の要求がありますが，消防法上必要な設備の設置と考えて宜しい

ですか。
消防設備については，消防法に基づき必要な設備を
設置することとします。

360
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

46 9
庁舎・売店 衛生器具の指定がありませんが，不要と考えてよろしいでしょうか？ 売店に衛生設備は想定していません。

361
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

46 32
医務棟・検査室 衛生器具の指定がありませんが，不要と考えてよろしいでしょうか？ 汚物流しを設置します。

362
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

46 37
収容棟・共同室 衛生器具の指定がありませんが，不要と考えてよろしいでしょうか？ 衛生器具は不要です。

363
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

47 11
第2編ー第4－5(3)     昇降機設備 「庁舎等」とは，庁舎および管理棟を意味するという理解でよろしいでしょうか？ 庁舎及び管理棟です。

364
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

48 3
第2編ー第4－6(1)     駐車場・駐輪場 「センター職員」とは，国の職員は近接の職員宿舎に居住することから，ＰＦＩ事業者の職

員のみを意味するという理解でよろしいでしょうか？
国の職員も含まれます。

365
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

48 19
案内・サイン 案内・サインの表示言語は，日本語のみでよろしいでしょうか。 案内・サインの表示は，日本語で差し支えありませ

ん。

366

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

49 5

第2編 施設整備
　第4 施設計画
　　7 職員宿舎
　 (1)基本的な施設構成

交通環境・手段を考慮すると宿舎は，国の職員のみならず，事業者側の従事者にも用意する
必要性があります。ここでの宿舎は，国の職員のみを対象としていますか。その場合事業者
側の職員用の宿舎はなんらかの形で国にて用意されるのでしょうか。事業者側が用意するの
でしょうか。またここで戸数が示されるということは，各業務の担当者数もおのずと想定さ
れるということになるのでしょうか。

国の職員の宿舎については，必要な戸数をＰＦＩ事
業者から借上げることを予定しています。なお，各
業務の担当者数については，業務区分表（参考資料
２）を参照してください。

367
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

49 21
第2編ー第4－7(1)     基本的な施設構成 「管理人室を設けることができる」という記載がありますが，「その必要性」はＰＦＩ事業

者が判断し，「管理人」そのものもＰＦＩ事業の対象に含めるという理解でよろしいでしょ
御理解のとおりです。

368
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

50 4
第2編ー第4－7(2)     要求水準 「エアコン｣の機器は，ＰＦＩ事業の対象外という理解でよろしいでしょうか？ 御理解のとおりです。

369

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

51 20

地中障害物 建設工事の項目中に既存地中障害物の撤去，搬出及び処理，とありますが，事前に地中障害
物について情報開示していただけますでしょうか。また，事前に開示のなかった地中障害物
が発見された場合は土地の瑕疵として国の費用負担にて撤去するという理解で宜しいでしょ
うか。

既存地中構造物は，公表資料（法務省ホームペー
ジ：http://www.moj.go.jp/）の「３．２　美祢テク
ノパーク図面リスト」を参照ください。なお，予測
不可能な障害物があった場合の費用負担等は，原則
としてＰＦＩ事業者に費用負担を求めません。

370
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

51 30
工事監理 工事監理業務に別工事との調整とありますが，別工事とはどの工事のことを指すのでしょう

か。
事業予定地および周辺での市道付け替え工事等が生
じた場合を想定しています。

371
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

55 4
第2編ー第5－2(3)     建設工事
オ 地中障害物の撤去，搬出及び処理

地中から埋蔵文化財が発掘された場合のリスクは，国が負担するという理解でよろしいで
しょうか？

予測不可能な障害物があった場合の費用負担等は，
原則としてＰＦＩ事業者に費用負担を求めません。

372

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

55 4

第2編 施設整備
　第5 施設整備業務の
　　　実施
　　2 業務の進め方
　 (3)建設工事

オ.地中障害物の撤去及び処理を行う様になっていますが，予測不可能な障害物があった場合
の費用負担等は別途協議と考えてよろしいでしょうか。

予測不可能な障害物があった場合の費用負担等は，
原則としてＰＦＩ事業者に費用負担を求めません。

373

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

63 11

第3編 維持管理
　第1 総則
　　3 基本方針
　 (2)執務効率の
　　　確保

庁舎，職員待機所，訓練施設の各室で維持管理業務が短時間で済むような作業（照明器具点
検，感知器点検，制気口点検等）は通常勤務時間帯内に可能でしょうか。
又，面会棟，管理棟，医務棟，職業訓練棟，教室，サービス棟の維持管理業務は室の使用時
間外，すなわち早朝または夜間でしょうか。
収容棟の受刑者が24時間在室の室内の維持管理業務の作業時間帯をお教えください。

いずれも勤務時間内において実施しても差し支えあ
りません。

374
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

64 14
(2)業務従事者の要件等 「事業者は，業務に必要な有資格者を用意する」とありますが，協力企業でなく，受託企業

が資格を有している場合も含まれると考えてよろしいでしょうか。
御理解のとおりです。

375

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

64 15

第3編 維持管理
　第1 総則
　　6 業務実施体制
　 (2)業務従事者の要
　　　件等

業務に必要な有資格者を用意するとありますが，建築物点検保守，建築設備運転監視業務従
事者に対して，最低必要な資格・経験の規定はありますか。

法令に規定のあるものは最低限必要です。なお，詳
細は，入札公告時までに提示します。

376

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

66 4

第3編 維持管理
　第1 総則
　　7 業務の進め方
　 (2)業務の実施

防火上必要な業務として①防火管理者の選任　～②③④⑤⑥　とあリますが実際に業務とし
て権限をもち遂行できますでしょうか。

業務としての権限があり，遂行できます。

377
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

66 6
オ　防火管理上必要な業務 ③項に避難訓練の実施，とありますが，訓練は受刑者を含んだものですか。それとも受刑者

を除いたものですか。
受刑者も含まれます。

378
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 67 3

（４）事業終了時における･･･ 「事業終了時に・・・作成する・・・資料を基に・・・説明を行う」について
過去のデータをご説明すれば十分で，引き渡し後の保証については，必要ないのでしょう
か？

引き渡し後の保証の取扱については，入札公告時ま
でに提示します。
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379

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

68 7

第3編 維持管理
　第2 建築物点検保守
　　　業務
　　2 要求水準

建物点検者は，事業者が設定した建物点検時のみ事業建物へ行き，業務を実施するものと考
えてよいでしょうか。

御理解のとおりです。

380
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

68 17
第3編ー第2－2         要求水準 この行以降に「不快感を与えない状態」という表記が複数現われますが，どの程度の状態を

想定しておられるのか具体的にお教えください。
「不快」の意義については，社会通念に従って判断
してください。

381

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

71 4

第3編 維持管理
　第2 建築物点検保守
　　　業務
　 (3)建築設備の点検
　　　保守
　 イ 機械設備

汚水処理設備の保守に汚泥の抜き取り及び処理は点検業務に含まれると考えてよいでしょう
か。

御理解のとおりです。

382

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

72 8

第3編 維持管理
　第3 建築設備運転監
　　　視業務
　　2 要求水準
　 (1)建築設備運転監
　　　視

日常的にとの記載がありますが，運転監視は24時間体制の必要があると考えてよろしいで
しょうか。

２４時間体制は，想定していません。

383

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

74 1

第3編 維持管理
　第3 建築設備運転監
　　　視業務
　　2 要求水準
　 (2)記録の作成及び
　　　保管

空調環境測定記録とありますが，当建物はビル管法には該当しないと考えてよいでしょう
か。

ビル管法の該当の有無は，建物面積によります。

384

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

資料6 11

受刑者の生活領域 「グリーンテラス」は，セキュリティ表（ｐ22）や建築性能表（ｐ27）には記載されていま
せんが，どのような使い勝手を想定しておられますか？

制限された生活範囲の中で，生活の単調化や拘禁感
を緩和するために外部空間の利点を効果的に活用す
ることを目的としています。緑化された外部空間と
し，各ユニットの室内と連動した利用を考えていま
す。なお，逃走等に対するセキュリティーは充分確
保する必要があります。

385
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

資料6 11
受刑者の生活領域 「グリーンテラス」は，閉鎖ユニットには設置しないという理解でよろしいですか？ グリーンテラスは，閉鎖ユニットにも設置します。

386

施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

資料6 12

受刑者の生活領域 「広場」は，セキュリティ表（ｐ22）や建築性能表（ｐ27）には記載されていませんが，ど
のような使い勝手を想定しておられますか？

制限された生活範囲の中で，生活の単調化や拘禁感
を緩和するために外部空間の利点を効果的に活用す
ることを目的としています。さらに，建物との組み
合わせ方の工夫からの利用効果も期待しています。
なお，逃走等に対するセキュリティーは充分に確保
する必要があります。活動項目は，資料６を参照く

387
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案） 資料6 12

受刑者の生活領域 「広場」は，閉鎖ユニットには設置しないという理解でよろしいですか？ 広場設置の目的は，閉鎖ユニットにおいても同様で
すので設置します。ただし，必ずしも各ユニットご
とに専用の広場を設置することは求めません。

388
施設整備・維持管理業務
要求水準書（案）

第4編 資料
　　3 計画地の把握
　  1)敷地図

各インフラの位置図がありますが，設備インフラの能力（配管サイズや供給能力など）につ
いて，詳細資料はいただけるのでしょうか。

既設インフラについては，公表資料（法務省ホーム
ページ：http://www.moj.go.jp/）の「３．２　美祢
テクノパーク図面リスト」を参照ください。

389
運営業務要求水準書
（案）

2 11
運営理念 「多様で柔軟な処遇が可能な初犯受刑者を集中的に収容し・・・」とありますが，多様で柔

軟な処遇が可能な受刑者とは具体的にどのような収容者か教えて下さい。
基本構想P1を参照してください。

390
運営業務要求水準書
（案） 2 13

体制 国及び事業者側の業務として，何人ぐらいの業務を想定されていますか。 国の職員の人数については，業務区分表（参考資料
２）を参照してください。また，PFI事業者の職員人
数については，事業者の提案によります。

391
運営業務要求水準書
（案）

2 13
体制 「SPCは総括業務責任者を配置する。」とありますが，SPCが「総括業務責任者」に委託する

形も可能という理解でよろしいでしょうか。
総括業務責任者はＳＰＣが直接雇用する者でなくて
も差し支えありません。

392
運営業務要求水準書
（案） 2 13

体制 当ＰＦＩ事業は運営主体のＰＦＩ事業であり，民間事業者にとってこれまでに対応したこと
がない事業です。民間事業者として体制を構築するにあたり，現在想定されている人材及び
その能力を具体的に表現して頂きたい。

業務区分表（参考資料２）及び刑務所の業務（参考
資料３）を参照して下さい。

393
運営業務要求水準書
（案）

2 15
第2編-第2-1
体制

「総括業務責任者」はＳＰＣが直接雇用する者でなくてもよろしいでしょうか。 御理解のとおりです。

394
運営業務要求水準書
（案）

2 15
総括業務責任者 特に支援業務部分についての業務の指示・命令に対する総括責任者とセンター長の責任・役

割分担について教えて下さい。
センター長がＰＦＩ事業者の職員に直接指揮命令を
行うことはありません。

395 運営業務要求水準書
（案）

2 26 体制 「ｾﾝﾀｰ長」は法務省から派遣されるという理解でよろしいでしょうか？ 御理解のとおりです。

396 運営業務要求水準書
（案）

2 26 体制 美祢社会復帰促進センター長以下の，国側の組織・人員をご教示願えますか。 業務区分表（参考資料２）を参照してください。
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397
運営業務要求水準書
（案）

2 30
第2編　概要　第2　体制　4 従事者の各業務についての必要な資格が記載されておりますが，必要な資格が複数ある場合

に，どちらかの資格でよいのか，共に必要であるのかお教えください。
「運営業務要求水準書（案）訂正表」のとおり，資
格要件を見直しました。

398
運営業務要求水準書
（案）

2 30
資格 必要な資格を持つ職員と国の職員の責任範囲はどのようになるのか教えて下さい。 資格を有するPFI事業者の職員は，当該資格の想定す

る業務を担当します。

399
運営業務要求水準書
（案）

2 32
第２　体制 センター長の位置づけと役割をお教えください。 センター長と総括業務責任者は業務運営に当たって

相互に協力するパートナーとしての関係にありま

400
運営業務要求水準書
（案） 2 13～

第2編 概要
　第2 体制

SPC等の体制について記述されていますが，民間事業として初めてのため，この業務を行うに
あたり，どれだけの人員が必要か理解できないところがあります。現在，同規模の施設にお
いて，どういう業務にどれだけの職員の方が従事されているのかお教え下さい。

業務区分表（参考資料２）及び刑務所の業務（参考
資料３）を参照してください。

401
運営業務要求水準書
（案） 2 13～

第2編 概要
　第2 体制

初めての民間事業となり不明な業務内容があります。現施設での管理や作業マニュアル的な
ものがあれば，公開いただきたいのですが。

「美祢社会復帰促進支援センター整備・運営事業実
施方針参考資料一覧」を参照してください。

402
運営業務要求水準書
（案）

3 1
必要な資格 ２つ以上の条件が記載されているものは，どれか一の条件を満足すればよろしいでしょう

か？
「運営業務要求水準書（案）訂正表」のとおり，資
格要件を見直しました。

403
運営業務要求水準書
（案） 3 1

必要な資格 運営業務従事者で求められる資格のうち，複数の資格要件が併記されているものについては
どちらか一方の要件(或いは1つ)を充足していれば良いのでしょうか。或いは全ての要件を充
足することが必須なのでしょうか。表中の業務内容毎に詳細に御教示下さい。

「運営業務要求水準書（案）訂正表」のとおり，資
格要件を見直しました。

404
運営業務要求水準書
（案）

3 2
第2編-第2-4
体制

 各業務につき，必要な資格の内容が記載されていますが，複数の資格が記載されているもの
については，いずれか一方を満たす者であればよい，ということでしょうか。

「運営業務要求水準書（案）訂正表」のとおり，資
格要件を見直しました。

405
運営業務要求水準書
（案） 3 2

体制 「領置物品等検査業務」及び「庁舎警備業務」において，空港保安警備の実務経験および空
港保安警備２級以上の資格が必要になっておりますが，業務内容等から推察する限りは常駐
警備業務に近いと思われます。上記の資格および実務経験が必要な理由をご教示願いたい。

「運営業務要求水準書（案）訂正表」のとおり，資
格要件を見直しました。

406
運営業務要求水準書
（案）

3 24
中央監視システム運営 中央監視システムを男女別々に設置するのが非効率と考えた場合，男子受刑者の監視も全て

女子の従事者が監視するということで，ひとつのシステムで監視してもかまいませんか。
入浴監視及び検身場面については，同性によること
が望ましいと考えます。

407

運営業務要求水準書
（案）

3 27

第2編 概要
　第2 体制
　　6　従事者への制服

事業者側の従事者は，国の職員と区別できる制服，名札着用とありますが，受刑者との接触
時に，あるいは接触後トラブルがあった場合，その安全は確保されるのでしょうか。国の職
員は，刑罰権の行使が出来るのみならず，本人，その家族などは，法律，長年の伝統的方法
などで，安全が確保されているのでしょうが，事業側の従事者にはそのような保護は全くあ
りません。また，トラブルのケースとしては，，受刑者の関係者から，従業者の家族への接
触等単純でないケースが想定されます。今回のプロジェクトのなかでのもっとも基本的な疑

業務の円滑かつ適正な遂行を確保する観点から，み
なし公務員規定を設けるなど，所要の法制上の措置
について検討しています。なお，国の職員は，不測
の事態が発生した場合においても速やかに対応でき
る場所に配置することを想定しております。

408
運営業務要求水準書
（案）

3 33
仕様書 仕様書は，管理者側（国）が整備・策定するのでしょうか。またこの策定段階で民間事業者

は関与するのでしょうか。
基本的に，ＰＦＩ事業者の事業提案書が業務実施要
領となります。

409
運営業務要求水準書
（案）

3 33
仕様書 仕様書を策定する時期はいつであり，公募時にはその素案が提示されるのでしょうか。 基本的に，ＰＦＩ事業者の事業提案書が業務実施要

領となります。

410

運営業務要求水準書
（案）

3 33

仕様書 この仕様書と後掲の運用基準（P5，1行目）の違いについて具体的に御教示下さい。 事業提案書に基づき事業契約を締結した後に，当該
事業契約の範囲内で運用基準をセンター長とSPCが協
議の上策定するものであることから，運用基準はよ
り詳細に業務水準を規定したものと考えられます。

411
運営業務要求水準書
（案）

3 36
職員の在り方 受託者職員が負う守秘義務は公的な性格の義務でしょうか？ 契約上の守秘義務に加えて，罰則の担保のある守秘

義務を規定する法制上の措置について検討していま

412
運営業務要求水準書
（案）

4 1
職員の在り方 業務の円滑な遂行を妨げるような行為とは具体的にどのようなことですか。 犯罪等，職員として社会の信用を失墜させる行為が

考えられます。

413
運営業務要求水準書
（案）

4 4
施設等の損害 BOT方式で施設所有権が事業者側に帰属するなかで，受託者に責がある場合にその損害を修復

することは当然の責務と捉えますが，ここでいう「賠償」とはどのような主旨でしょうか。
当該記載の内容については,御理解のとおりであり，
この原則を確認するためのものです。

414
運営業務要求水準書
（案）

5 1
業務別要求水準 実務業務と支援業務の差異及び民間事業者の対応及びそのリスクを明確にして頂きたい。 リスク分担表（参考資料１）及び刑務所の業務（参

考資料３）を参照してください。

415

運営業務要求水準書
（案）

5 2

第3編 業務別要求水準 「個別の業務ごとにセンター長が運用基準を定める予定であり，－－－基準は，事業契約の
範囲内でセンター長とSPCが協議の上策定する」とありますが，運用基準が入札説明書にて明
確にならないと入札価格を定めることができません。事業契約はその後になります。このあ
たりはどのように考えたらよろしいのでしょうか。

運用基準は，事業契約書（案），業務要求水準書
（案）に基づき提出された事業提案書により事業契
約を締結した後に，当該事業契約の範囲内でセン
ター長とＳＰＣが協議の上策定するものです。

416
運営業務要求水準書
（案）

5 7
第3編ー第1              総務業務 センターにおける職員管理の「職員」とは，国の職員とＰＦＩ事業者の職員の両方を含むと

いう理解でよろしいでしょうか？
「国の職員」であると考えます。

417
運営業務要求水準書
（案）

5 12
第3編ー第1-1-(1)      文書の発受・管理
イ 要求水準

公文書類の受付は，正門警備室で行うという理解でよろしいでしょうか？ 事業者の提案によります。

418
運営業務要求水準書
（案）

5 12
総務業務 どの程度の業務量なのでしょうか？ 業務区分表（参考資料2）及び刑務所の業務（参考資

料３）を参照してください。

419
運営業務要求水準書
（案）

5 14
第3編ー第1-1-(1)      文書の発受・管理
イ 要求水準

「平日」は，月曜日から金曜日までで，祝祭日でない日という理解でよろしいですか？ 御理解のとおりです。

420
運営業務要求水準書
（案） 5 15

法務省行政文書管理規定
矯正施設文書取扱規程

これらの規定や規程は，公開されているのでしょうか？
また，非公開の場合，希望すれば，閲覧させていただけるのでしょうか？

法務省ホームページに掲載されています。

421
運営業務要求水準書
（案） 5 18

データベースに入力する このデータベースは，既に存在する，との理解でよろしいでしょうか？
それとも，事業者が，新たに構築する必要があるのでしょうか？

エクセルファイルで作成された既存のデータベース
が存在します。

20 / 34 ページ



美祢社会復帰促進センター整備・運営事業 実施方針等に関する質問回答

質             問 回       答項        目資料名 ページ 行目回答No.

422

運営業務要求水準書
（案）

5 18

第３編　業務別要求水準
第１　総務業務
１　庶務事務支援業務
(1)　文書の発受・管理

文書の発受・管理において，｢すべての行政文書ファイルにつき所定の情報をデータベースに
入力する｣と記述があります。今回のPFI事業においては，｢行政文書ファイルの情報を端末を
用いて入力する｣行為が業務化対象であり，行政文書ファイルの管理システムについては，既
存のシステムが提供されるものと考えてよろしいでしょうか。

御理解のとおりです。

423
運営業務要求水準書
（案）

5 18
必要な管理システムの構築 必要な管理システムの構築に係わる初期投資費用は，事業者の収入のうち「施設の設計・建

設に係る費用」として捉えるのでしょうか。
事業者の提案によります。

424
運営業務要求水準書
（案）

5 19
第3編ー第1-1-(1)      文書の発受・管理
イ 要求水準

受刑者の郵便物等は，「公文書類」ですか？ 公文書ではありません。

425

運営業務要求水準書
（案）

5 19

第3編ー第1-1-(1)      文書の発受・管理
イ 要求水準

受刑者の郵便物等の管理システムとは，郵便物等の発受受付，発受記録の作成保管，受領郵
便物等の当該受刑者への交付，適当な期間後の回収，回収郵便物等の保管，受刑者の要望に
よる回収郵便物等の再交付及びその回収，交付回収記録の作成保管，などに関する運営体制
と理解してよろしいですか？

御理解のとおりです。

426
運営業務要求水準書
（案）

5 19
郵便物の管理システム 参考としたいため受刑者への郵便物管理システムを全国の刑務所の中で使用しているところ

があれば教えて下さい。
現在，受刑者の郵便物に係るシステムは開発されて
おらず，同システムを使用している施設はありませ

427
運営業務要求水準書
（案） 5 20

受刑者の権利・利益 受刑者の権利・利益に密接にかかる文書とはどのような文書ですか。またその基準とはどの
ようなものですか。

訴訟関係書類等を対象としており，これら文書に係
る取扱基準は，受刑者の権利利益に及ぼす影響の有
無等が考えられます。

428
運営業務要求水準書
（案）

5 22
不審な郵便物・・・ 「不審」と判断すべき条件を，具体的にお示し願います。 「差出人が不明な文書」や，「内容物が異臭の放つ

郵便物」等が考えられます。

429
運営業務要求水準書
（案） 5 22

不審な郵便物 不審な郵便物があった場合，国以外の職員でも検閲して確認してもかまわないのでしょう
か。

「検閲」については，用語集（参考資料４）を参照
してください。また，当該物品について，PFI事業者
の職員が確認することは，差し支えありません。

430
運営業務要求水準書
（案）

5 23
個人情報・・・十分な対策･･･ 「十分」の具体的条件について，入札説明書で明示されるのでしょうか？ 「十分」とは，「個人情報の取扱いに徹底した配慮

をすること」の意味です。

431
運営業務要求水準書
（案）

5 24
参観・広報支援 参観，施設見学会について要求される頻度はどの程度でしょうか。 現時点で具体的な想定は困難ですが，毎日実施して

も対応できる必要があります。

432 運営業務要求水準書
（案）

5 25 案内業務 案内業務や施設見学会の実施の際は，刑務官など国側職員の立会いはないのでしょうか。 必要に応じて，国の職員も立会います。

433
運営業務要求水準書
（案） 5 27

第3編ー第1-1-(2)
参観・広報支援
ア 業務内容

ホームページ開設に伴い以下の内容で特定条件等があるでしょうか？
・プロバイダ　・サーバ設置場所（IDCやASPも可か？）　・接続速度　他

ホームページ開設に当たっては，御質問に挙げられ
た特定条件等はありません。

434
運営業務要求水準書
（案） 5 27

第3編ー第1-1-(2)
参観・広報支援
ア 業務内容

ホームページ開設に伴いドメイン申請はPFI事業者の業務範囲となるのでしょうか？ PFI事業者の業務範囲に含まれるものと考えます。

435
運営業務要求水準書
（案）

5 27
参観・広報支援 パンフレットのページ数，ホームページのコンテンツ・ボリュームについて，詳細をご提示

ください。
ホームページについては，特段の条件は設けず，事
業者の提案によります。

436
運営業務要求水準書
（案） 5 27

参観・広報支援 パンフレット，ホームページに使用する言語は日本語のみでよろしいでしょうか。 日本語以外に使用される言語及び言語数につきまし
ては特に制限は設けませんが，少なくとも英語を必
須とします。

437
運営業務要求水準書
（案） 5 29

第３編　業務要求水準　第1総務業務
庶務事務支援業務　　　　参観・広報支援
ア　業務内容

「近隣住民等に対して，広報を目的とした施設見学会を行う。」と有りますが，施設見学会
の開催回数，受け入れ人員等の定めはありますか。

「美祢社会復帰促進支援センター整備・運営事業実
施方針参考資料一覧」を参照してください。

438 運営業務要求水準書
（案）

5 29 参観・広報支援 近隣住民に広報する目的を教えて下さい。 基本構想P1を参照してください。

439
運営業務要求水準書
（案）

5 29
参観・広報支援 施設見学会の年間開催回数，１回あたりの参加人員目安をご教示下さい。また，一般の刑務

所で開催されている地域住民との交流会は，別途，計画されるのでしょうか。
「美祢社会復帰促進支援センター整備・運営事業実
施方針参考資料一覧」を参照してください。

440

運営業務要求水準書
（案）

6 1

（広報支援） 「相応しい情報を提供する」について
「相応しい」についての責任は，センター長の承認を受けるのだから，国ではないでしょう
か？
承認を受けた情報を所定の手続きで「提供する」責任であれば，民間でも負うことができま

御理解のとおりです。

441 運営業務要求水準書
（案）

6 4 広報支援 初心者とは一般の人と考えて良いですか。 御理解のとおりです。

442
運営業務要求水準書
（案）

6 12
広報支援 「面会予約システム」は，どのようなものですか。また，参考としたいため，使用している

施設がありましたら，教えて下さい。
事業者の提案によります。なお，現在面会予約シス
テムを使用している施設はありません。

443 運営業務要求水準書
（案）

6 17 電話交換 電話対応は日本語のみでよろしいでしょうか。 英語にも対応できることが望ましいものと考えま
す。

444 運営業務要求水準書
（案）

6 19 電話交換 一般的な電話交換業務と考えて良いですか。 御理解のとおりです。

445

運営業務要求水準書
（案）

6 24

相手方に不快な印象・・・ 「不快」の具体的な判断基準をお示し願います。
このような規定では，相手が不快と主張すれば，非は一方的に事業者にあると判断されかね
ません。

「不快」の意義については，社会通念に従って判断
してください。

446

運営業務要求水準書
（案）

6 25

第3編 業務別要求水準
　第1 総務業務
　　1 庶務事務支援業務
(3)電話交換

対処が困難と判断される場合には，直ちに国の職員に連絡するとありますが，国の職員はど
こにいるのでしょうか。スムースな連絡が行われるのでしょうか．短時間での電話交換です
ので，スムーズな連絡が行われなかったときの責任はどう解釈されるのですか。

業務区分表（参考資料2）を参照してください。
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447
運営業務要求水準書
（案） 6 36

第3編ー第1-1-(5)      国有財産・物品管理
事務支援                     ア 業務内容

「国の用途に供するために国が保有している物品」には，どのようなものがありますか？ 備品等一覧表（参考資料７）中，国が使用すると想
定される物品及び国が整備する官庁会計データ通信
システム用備品，武器，戒具等です。

448
運営業務要求水準書
（案） 6 36

第3編ー第1-1-(5)      国有財産・物品管理
事務支援                     ア 業務内容

センター敷地内の国有財産及び物品について「国の職員が行う管理事務」とは，どのような
内容ですか？

国有財産台帳及び物品管理簿の作成，計算証明規則
（昭和27年会計検査院規則第3号）に基づく物品及び
国有財産の計算証明等である。

449
運営業務要求水準書
（案） 6 36

国有財産・物品管理業務支援 国有財産である立木等が枯れた場合の責任は事業者に課されるのでしょうか。 不適切な維持管理が原因の場合は，ＰＦＩ事業者が
責任を負うことが想定されますが，詳細について
は，リスク分担表（参考資料１）を参照してくださ

450
運営業務要求水準書
（案）

6 36
立木竹等の国有財産 本事業で事業者が整備する外構植栽以外に国が独自に管理する立木竹等が敷地内に混在する

のでしょうか。
国が独自に管理する立木竹等はありません。敷地内
の植栽の維持管理は本事業の業務に含まれます。

451
運営業務要求水準書
（案） 7 1

国の職員・・・支援業務を行う 「支援」の具体的な作業内容をお示し願います。
ちなみに，「（２）参観・広報支援」の項では，業務内容が具体的に示されています。

現時点では，「国有財産管理台帳」への記載・入力
作業等を想定しています。

452
運営業務要求水準書
（案）

7 2
第3編ー第1-1-(5)      国有財産・物品管理
事務支援                     ア 業務内容

物品の管理事務に関する「既存の管理システム」とは，どのような仕様・内容のものです
か？

「既存の情報関連ソフトウェアー一覧」（参考資料
６）を参照してください。

453

運営業務要求水準書
（案）

7 2

第３編　業務別要求水準
第１　総務業務
１　庶務事務支援業務
(5)　国有財産・物品管理事務支援
ア　業務内容

国有財産・物品管理事務支援において，｢物品の管理事務については，既存の管理システム又
はこれと同等以上の性能を有するシステムに必要な情報を入力する｣と記述があります。既存
の管理システムの仕様・性能について，情報を開示願います。

「既存の情報関連ソフトウェアー一覧」（参考資料
６）を参照してください。

454
運営業務要求水準書
（案）

7 2
物品の管理システム 既存の「物品管理システム」の使用状況及び内容・仕様について教えて下さい。 「既存の情報関連ソフトウェアー一覧」（参考資料

６）を参照してください。

455

運営業務要求水準書
（案）

7 2

国有財産・物品管理事務支援 既存の管理システム又はこれと同等以上の性能を有するシステムへの入力業務を求められて
いますが，既存システムを活用しても良いし，新たなシステムを自ら開発し，運用しても良
いと考えてよろしいでしょうか。
この既存の管理システムのスペックはどの様なものでしょうか。また，既存システムを活用
する場合は，無償で貸与頂けますでしょうか。

前段については，御理解のとおりです。
後段については，OSはWindows95又はWindowsNT3.51
を使用しており，その他は「既存の情報関連ソフト
ウェア一覧」（参考資料６）を参照してください。
また，既存システムを活用する場合は，別途ソフト
ウェアを購入していただくことになります。

456

運営業務要求水準書
（案）

7 2

第３編，第１，１，（５），ア
国有財産・物品管理事務支援

「既存の管理システム又はこれと同等以上の性能を有するシステム」とあるが，本施設向け
に新規にシステムを構築した場合，既存システムが後にバージョンアップされ機能拡張が行
われたと仮定すると，新規に構築したシステムに対し同等以上の性能に改修する必要がある
と考えた方が良いのか，ご教授願います。

新規に構築する場合は，既存の管理システムと同等
以上の性能を有することが必要です。

457
運営業務要求水準書
（案）

7 7
操作マニュアル 操作マニュアルは，管理者側（国）が整備し，事業者に提示されるのでしょうか。 ＰＦＩ事業者が，既存の管理システムを使用される

場合には，別途操作マニュアル等をお示しする予定

458

運営業務要求水準書
（案）

7 9

すべて検算を励行し・・・ 「励行」したか否かの判断方法をお示し願います。
検算の「励行」は，過誤の発生を減じる効果は期待できますが，過誤の発生を皆無にするも
のではありません。それでも，過誤が発生したら，励行が不十分として，対価が減額される
可能性があるのでしょうか？

「励行」は社会通念に従って判断してください。

459
運営業務要求水準書
（案）

7 12
第3編ー第1-1-(6)      人事事務支援
ア 業務内容

人事事務（採用及び異動等の人事管理，人事記録の作成等）の対象は，国の職員であるとい
う理解でよろしいですか？

御理解のとおりです。

460

運営業務要求水準書
（案）

7 17

写真撮影・指紋採取技術支援 写真撮影・指紋採取のため，PFI事業者が直接受刑者と接触する事になりますか。 事業者の提案により，ＰＦＩ事業者の職員が受刑者
と接触しないで業務を遂行できるような設備･構造と
することが可能です。
なお，「実施方針訂正表」等のとおり，指紋採取技
術支援はＰＦＩ事業の対象外にすることになりまし

461

運営業務要求水準書
（案）

7 17

写真撮影・指紋採取技術支援 受刑者が顔写真撮影及び指紋採取に応じず，民間事業者社員に対し暴力をふるい，怪我を負
わせた場合，国はどの様な補償を民間事業者及び負傷者に対し行うのでしょうか。

業務の円滑かつ適正な遂行を確保する観点から，み
なし公務員規定を設けるなど，所要の法制上の措置
について検討しています。
また，国の職員は，不測の事態が発生した場合にお
いても速やかに対応できる場所に配置することを想
定しております。
なお，「実施方針訂正表」等のとおり，指紋採取技
術支援はＰＦＩ事業の対象外にすることになりまし
た。

462

運営業務要求水準書
（案）

7 17

写真撮影・指紋採取技術支援 受刑者が顔写真撮影及び指紋採取に応じず，民間事業者社員に対し暴力をふるったことに対
し，民間事業者社員が抵抗し，受刑者に怪我を負わせた場合，民間事業者及び民間事業者社
員に対して，どの様な処置が行われますでしょうか。（民間事業者社員が犯罪者となる可能
性がありますでしょうか）

業務の円滑かつ適正な遂行を確保する観点から，み
なし公務員規定を設けるなど，所要の法制上の措置
について検討しています。また，国の職員は，不測
の事態が発生した場合においても速やかに対応でき
る場所に配置することを想定しております。
なお，「実施方針訂正表」等のとおり，指紋採取技
術支援はＰＦＩ事業の対象外にすることになりまし
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463

運営業務要求水準書
（案）

7 18

第３編　業務別要求水準
第１　総務業務
２　名籍事務支援業務
(1)　写真撮影・指紋採取技術支援
ア　業務内容

写真撮影・指紋採取技術支援において，｢新たに入所した受刑者について，顔写真の撮影及び
指紋の採取の技術支援を行う。｣と記述があります。撮影・採取した情報は電子情報としても
保管する必要がありますか。

「実施方針訂正表」等のとおり，指紋採取技術支援
はＰＦＩ事業の対象外にすることになりました。
ただし，顔写真については御指摘のとおり，対応し
ていただくことが望ましいと考えております。

464 運営業務要求水準書
（案）

7 18 顔写真の撮影及び指紋採取の技術支援 指紋採取を行なっていない受刑者が直接本施設に入所することがあるのでしょうか。 原則としてありません。

465
運営業務要求水準書
（案） 7 19

第3編ー第1-2-(1)      写真撮影・指紋採取
技術支援                     ア 業務内容

写真撮影及び指紋採取に必要な機器類は，ＰＦＩ事業の対象外という理解でよろしいでしょ
うか？

写真撮影は，本事業の対象です。
なお，「実施方針訂正表」等のとおり，指紋採取技
術支援はＰＦＩ事業の対象外にすることになりまし

466

運営業務要求水準書
（案）

7 19

指紋の採取の技術支援・・・ 「支援」とは，具体的にどのような作業なのでしょうか？
「ア　業務内容」では「支援」との表現ですが，「イ　要求水準」では「適正に実施」「～
に応じない場合」とあるので，受刑者と接触する機会があるようにも理解できます。

事業者の提案により，ＰＦＩ事業者の職員が受刑者
と接触しないで業務を遂行できるような設備･構造と
することが可能です。
なお，「実施方針訂正表」等のとおり，指紋採取技
術支援はＰＦＩ事業の対象外にすることになりまし

467

運営業務要求水準書
（案）

7 19

写真撮影・指紋採取技術支援 「技術支援」とありますが，これは刑務官の補佐的業務かそれとも受託者職員が単独で行う
業務でしょうか？

国の職員は，不測の事態が発生した場合においても
速やかに対応できる場所に配置することを想定して
います。
なお，「実施方針訂正表」等のとおり，指紋採取技

468

運営業務要求水準書
（案）

7 25

写真撮影・指紋採取技術支援 「受刑者が顔写真撮影及び指紋採取に応じない場合には直に国の職員に連絡する。」とあり
ますが，撮影時あるいは採取時に，刑務官は，立会していないのですか。

国の職員は，不測の事態が発生した場合においても
速やかに対応できる場所に配置することを想定して
います。
なお，「実施方針訂正表」等のとおり，指紋採取技

469

運営業務要求水準書
（案）

7 25

第3編 業務別要求水準
　第1 総務業務
　　2 名籍事務支援業務
(1)写真撮影・指紋採取技術支援
ｲ要求水準

「受刑者が顔写真撮影及び指紋採取に応じない場合には直ちに国の職員に連絡する。」とあ
りますが，文脈からこの業務は，事業者側の従事者が受刑者に接し，写真撮影から指紋採取
まで殆ど従事者が主体的に行うように解釈できます。4月15日の説明会においても，事業者と
国の業務の境界について質問がありましたが，「事業者は受刑者とガラス越しの接触」とい
う説明がありました。理解できぬままにおりましたが，この項目では，事業者が受刑者と全
面接触し，殆どの業務を事業者が行うと解釈せざるをえません。この解釈はいかが考えれば
いいのでしょう

業務の円滑かつ適正な遂行を確保する観点から，み
なし公務員規定を設けるなど，所要の法制上の措置
について検討しています。また，国の職員は，不測
の事態が発生した場合においても速やかに対応でき
る場所に配置することを想定しております。
なお，「実施方針訂正表」等のとおり，指紋採取技
術支援はＰＦＩ事業の対象外にすることになりまし

470

運営業務要求水準書
（案）

7 25

第3編 業務別要求水準
　第1 総務業務
　　2 名籍事務支援業務
(1)写真撮影・指紋採取技術支援
ｲ要求水準

顔写真撮影及び指紋採取は，SPCの職員が直接受刑者と接する形で実施するのでしょうか。そ
の際国の職員の立会いはされるのでしょうか。

事業者の提案により，ＰＦＩ事業者の職員が受刑者
と接触しないで業務を遂行できるような設備･構造と
することが可能です。また，国の職員は，不測の事
態が発生した場合においても速やかに対応できる場
所に配置することを想定しています。
なお，「実施方針訂正表」等のとおり，指紋採取技
術支援はＰＦＩ事業の対象外にすることになりまし

471

運営業務要求水準書
（案）

7 25

第3編 業務別要求水準
　第1 総務業務
　　2 名籍事務支援業務
(1)写真撮影・指紋採取技術支援
ｲ要求水準

顔写真撮影及び指紋採取において，トラブルが発生した場合の国とSPCの責任分担はどのよう
にされるのでしょうか。

業務の円滑かつ適正な遂行を確保する観点から，み
なし公務員規定を設けるなど，所要の法制上の措置
について検討しています。また，事業者の提案によ
り，ＰＦＩ事業者の職員が受刑者と接触しないで業
務を遂行できるような設備・構造とすることが可能
です。
なお，「実施方針訂正表」等のとおり，指紋採取技

472
運営業務要求水準書
（案） 7 29

イ　要求水準 紙の「身分帳簿及び名籍帳簿」と，電子的な「被収容者データ管理システム」の双方を，併
用しなければならないのでしょうか？

御理解のとおりです。

473
運営業務要求水準書
（案）

7 30
第３編，第１，２，（２），イ
身分帳簿管理

受刑者ごとに文書の編集を行い，ファイルを作成する。とあるが，全ての文書が電子データ
として取り扱えると考えて良いのか（最終的な文書の保管は紙も含まれるのか），ご教授願

紙ベースのものとデータベースのものとの併用を考
えております。

474
運営業務要求水準書
（案）

7 31
第3編ー第1-2-(2)      身分帳簿管理
イ 要求水準

受刑者の個人情報管理においては，電子文書データを作成，編集，保管すると同時に，紙
ベースのファイル管理をおこなうという理解でよろしいでしょうか？

御理解のとおりです。

475 運営業務要求水準書
（案）

8 2 ファイルの保管場所 ファイルの保存場所は施設内に限定しないとはどのようなことか教えて下さい。 施設外においても保管が可能です。

476
運営業務要求水準書
（案）

8 4
第3編ー第1-2-(2)      身分帳簿管理
イ 要求水準

「利用状況を確認できる管理システム」とは，受刑者の個人情報ファイルの利用状況，所在
を常に把握しておく管理体制と同義という理解でよろしいでしょうか？

御理解のとおりです。

477
運営業務要求水準書
（案） 8 5

第3編ー第1-2-(2)      身分帳簿管理
イ 要求水準

「国が指定する『被収容者データ管理システム』」は，既存のものですか？ 御理解のとおりです。詳細については，「既存の情
報関連ソフトウェアー一覧」（参考資料６）を参照
してください。

478
運営業務要求水準書
（案）

8 5
第3編ー第1-2-(2)      身分帳簿管理
イ 要求水準

「国が指定する『被収容者データ管理システム』」は，どのような仕様・内容のものです
か？

「既存の情報関連ソフトウェア一覧」（参考資料
６）を参照してください。

479
運営業務要求水準書
（案）

8 5
第3編ー第1-2-(2)      身分帳簿管理
イ 要求水準

「受刑者の処遇情報を管理できるデータベース」には，受刑者の個人属性情報のほかに，写
真データ，指紋データも含まれるという理解でよろしいでしょうか？

御理解のとおりです。

480
運営業務要求水準書
（案）

8 5
第3編ー第1-2-(2)      身分帳簿管理
イ 要求水準

出所した受刑者に関する個人情報は，紙ベースのファイルを保管管理するのみで，「受刑者
の処遇情報を管理できるデータベース」内のデータは出所時に消去することを想定しておら

いずれも保管することを想定しております。
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481
運営業務要求水準書
（案）

8 7
第3編ー第1-2-(2)      身分帳簿管理
イ 要求水準

「電子決裁」の対象は，受刑者処遇関係文書のみという理解でよろしいですか？ センター内で行われるすべての決裁文書を想定して
おります。

482
運営業務要求水準書
（案）

8 7
身分帳簿管理 電子決裁を活用できるようにする，とありますが，どの様な決裁システムをお考えでしょう

か。その仕様を明確にして頂きたい。
事業者の提案によります。

483
運営業務要求水準書
（案）

8 7
第３編，第１，２，（２），イ
身分帳簿管理

電子決裁の運用は施設内に止まるのか，それとも施設外（その他の刑務所）との運用も想定
しているのか，ご教授願います。

施設内を想定しております。

484
運営業務要求水準書
（案）

8 9
第3編 業務別要求水準第1 総務業務
2 名籍事務支援業務 (3)その他名籍事務支援

受刑者又は出所者からの在監証明書の交付にあたり，事業者の従事者が直接受刑者又は出所
者と接触するのでしょうか。国の職員・事業者夫々の業務スコープを教示願います。

直接，受刑者と接触することは想定されません。

485
運営業務要求水準書
（案）

8 11
第3編ー第1-2-(3)      その他名籍事務支援
ア 業務内容

「受刑者あるいは出所者からの在監証明書の交付請求」に対する交付の許諾は，国の職員が
実施されるという理解でよろしいでしょうか？

御理解のとおりです。

486
運営業務要求水準書
（案） 8 15

・・・慎重に対応する。 「慎重」の具体的な内容は，前項に記載されている「・・・基準に従い，適正に処理」すれ
ばよろしいのでしょうか？

「慎重」は社会通念に従って判断してください。

487
運営業務要求水準書
（案）

8 29
第3編ー第1-4-(1)      会計事務支援
ア 業務内容

「国が指定する『官庁会計事務データ通信システム(ＡＤＡＭＳ）』」は，どのような仕様・
内容のものですか？

用語集（参考資料４）及び「既存の情報関連ソフト
ウェアー一覧」（参考資料６）を参照してくださ

488
運営業務要求水準書
（案） 8 30

「官庁会計事務データ通信システム（ＡＤＡ
ＭＳ）」に必要な情報を入力・・・

「情報を入力」するための装置が必要と推測しますが，その装置は，ＰＦＩ事業とは別に，
国が整備されるのでしょうか？

御理解のとおりです。

489 運営業務要求水準書
（案）

9 3 共済事務支援 「共済事務」とはいかなる業務でしょうか？ 刑務所の業務（参考資料３）を参照してください。

490
運営業務要求水準書
（案）

9 5
共済事務支援 共済事務支援における書類の配布・受理等に係る業務量の目安を御教示下さい。 業務区分表（参考資料２）及び刑務所の業務（参考

資料３）を参照してください。

491

運営業務要求水準書
（案）

9 6

（１）領置物保管 領置物の体積等，上限があれば，お示しいただけないでしょうか？ 「被収容者の領置物の管理に関する規則」（平成9年
法務省令第38号）を参照してください。なお，一般
的には，受刑者一人当たり約８０ﾘｯﾄﾙ（衣装ケース
２箱）程度ですが，大型トランク等衣装ケースに入
りきれない大きさの物品を領置する場合もありま

492
運営業務要求水準書
（案）

9 10
第3編ー第1-4-(3)      作業賞与金管理支援
ア 業務内容

「既存の管理システム」とは，どのような仕様・内容のものですか？ 「既存の情報関連ソフトウェアー一覧」（参考資料
６）を参照してください。

493

運営業務要求水準書
（案）

9 10

第3編 業務別要求水準
　第1 総務業務
　　4 経理事務支援業
　　　務
　 (3)作業賞与金管理
　　　支援

ア.の業務内容に「既存の管理システム又は同等の・・・」とあります。既存の管理システム
の内容をお教えいただけないでしょうか。

「既存の情報関連ソフトウェアー一覧」（参考資料
６）を参照してください。

494

運営業務要求水準書
（案）

9 10

作業賞与金管理支援 既存の管理システム又はこれと同等以上の性能を有するシステムへの入力業務を求められて
いますが，既存システムを活用しても良いし，新たなシステムを自ら開発し，運用しても良
いと考えてよろしいでしょうか。
この既存の管理システムのスペックはどの様なものでしょうか。また，既存システムを活用
する場合は，無償で貸与頂けますでしょうか。

前段については，御理解のとおりです。
後段については，OSはWindows2000を使用しており，
その他は「既存の情報関連ソフトウェア一覧」（参
考資料６）を参照してください。また，既存システ
ムを活用する場合は，ソフトウェアを無償で貸与し

495

運営業務要求水準書
（案）

9 10

第３編，第１，４，（３），ア
作業賞与金管理業務

「既存の管理システム又はこれと同等以上の性能を有するシステム」とあるが，本施設向け
に新規にシステムを構築した場合，既存システムが後にバージョンアップされ機能拡張が行
われたと仮定すると，新規に構築したシステムに対し同等以上の性能に改修する必要がある
と考えた方が良いのか，ご教授願います。

本事業の対象外です。

496
運営業務要求水準書
（案）

9 13
危険物 入所前（受託業務実施前段階），事前に危険物持込を制限する機会やシステム等はないので

しょうか。
一般に，センターに入所するまでの間（未決拘禁
時）に同等の検査が行われます。

497
運営業務要求水準書
（案）

9 15
領置事務支援業務 領置事務支援の事業者の業務範囲の詳細を教えて下さい。 運営業務要求水準書（案）Ｐ９以下を参照してくだ

さい。

498
運営業務要求水準書
（案） 9 16

領置物保管 同規模の既存の刑務所における当業務に携わる刑務官の数及び倉庫の規模をお示しくださ
い。

業務区分表（参考資料２）及び美祢社会復帰促進セ
ンター整備・運営事業施設整備･維持管理業務要求水
準書（案）Ｐ２９を参照してください。

499
運営業務要求水準書
（案） 9 18

第３編　業務要求水準　第1総務業務
領置事務支援業務　　　　（１）領置物保管
ア　業務内容

「入所した受刑者が所有する物品の確認をを行い，既存の管理システム又は同等以上の性能
を有するシステム……」と有りますが既存の領置物品を管理するシステムをお教えくださ
い。

「既存の情報関連ソフトウェアー一覧」（参考資料
６）を参照してください。

500

運営業務要求水準書
（案）

9 18

第3編 業務別要求水準
　第1 総務業務
　　5 領置事務支援業
　　　務
　 (1)領置物保管
　　　(入所時の保管)

入所した受刑者と事業者の従事者の接触はどのようなものか。このとき事業者，国の係員
夫々の業務スコープはどうなりますか。
同じく受刑者出所時，出入庫管理時の受刑者，親族への引渡し時期，親族からの差し入れ時
の事業者の従事者の業務スコープ，接触度合いはどのようになりますか。
この項目においても，トラブル発生の場合に国の職員に連絡するとありますが，国の職員は
何処にいるのでしょうか。国の職員到着の前に起こるトラブル，又はそれの処理については
どのような判断がされるのでしょうか。

事業者の提案により，ＰＦＩ事業者の職員が受刑者
と接触しないで業務を遂行できるような設備･構造と
することが可能です（現に海外の刑務所ではこのよ
うな構造が採用されているところがあります。）。
なお，国の職員は，不測の事態が発生した場合にお
いても速やかに対応できる場所に配置することを想
定しています。
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501

運営業務要求水準書
（案）

9 19

第3編ー第1-5-(1)      領置物保管
ア 業務内容

受刑者が持ち込む領置物品の容積，形状等には，どのような制限がありますか？ 「被収容者の領置物の管理に関する規則」（平成9年
法務省令第38号）を参照してください。なお，一般
的には，受刑者一人当たり約８０ﾘｯﾄﾙ（衣装ケース
２箱）程度ですが，大型トランク等衣装ケースに入
りきれない大きさの物品を領置する場合もありま

502
運営業務要求水準書
（案）

9 19
第3編ー第1-5-(1)      領置物保管
ア 業務内容

「既存の管理システム」とは，どのような仕様・内容のものですか？ 「既存の情報関連ソフトウェアー一覧」（参考資料
６）を参照してください。

503

運営業務要求水準書
（案）

9 19

領置物保管 既存の管理システム又はこれと同等以上の性能を有するシステムへの入力業務を求められて
いますが，既存システムを活用しても良いし，新たなシステムを自ら開発し，運用しても良
いと考えてよろしいでしょうか。
この既存の管理システムのスペックはどの様なものでしょうか。また，既存システムを活用
する場合は，無償で貸与頂けますでしょうか。

前段については，御理解のとおりです。
後段については，OSはWindowsNT3.51を使用してお
り，その他は「既存の情報関連ソフトウェア一覧」
（参考資料６）を参照してください。また，既存シ
ステムを活用する場合は，ソフトウェアを無償で貸

504

運営業務要求水準書
（案）

9 19

第３編，第１，５，（１），ア
領置事務支援業務

「既存の管理システム又はこれと同等以上の性能を有するシステム」とあるが，本施設向け
に新規にシステムを構築した場合，既存システムが後にバージョンアップされ機能拡張が行
われたと仮定すると，新規に構築したシステムに対し同等以上の性能に改修する必要がある
と考えた方が良いのか，ご教授願います。

本事業の対象外です。

505
運営業務要求水準書
（案）

9 34
現金の出納 差入金（現金）の出納は，国の職員が行うことから，それに係る領収書交付は事業者の受託

業務外との認識で宜しいでしょうか。
本事業の対象と考えております。

506

運営業務要求水準書
（案）

10 2

必ず受刑者本人の確認を・・・ ＰＦＩ事業者が，受刑者本人と直接面談するのでしょうか？ 事業者の提案により，ＰＦＩ事業者の職員が受刑者
と接触しないで業務を遂行できるような設備･構造と
することが可能です（現に海外の刑務所ではこのよ
うな構造が採用されているところがあります。）。
なお，国の職員は，不測の事態が発生した場合にお
いても速やかに対応できる場所に配置することを想
定しています。

507

運営業務要求水準書
（案）

10 5

領置物保管 領置物対象となる，受刑者の持込荷物について，持ち込み可能な量の制限等はあるのでしょ
うか。
また，領置物の保管は敷地内保管が原則との理解で宜しいでしょうか。

前段については，「被収容者の領置物の管理に関す
る規則」（平成９年法務省令第３８号）を参照して
ください。なお，一般的には，受刑者一人当たり約
８０リットル（衣装ケース２箱）程度ですが，大型
トランク等衣装ケースに入りきれない大きさの物品
を領置する場合もあります。
後段については，施設整備･維持管理業務要求水準書
（案）Ｐ２９を参照してください。

508 運営業務要求水準書
（案）

10 5 領置物保管 領置物の，洗濯や消毒に関する基準（指針）がありましたら，ご教示ください。 特段の基準等はありません。

509
運営業務要求水準書
（案）

10 9
第3編ー第1-5-(1)      領置物保管
イ 要求水準

「領置物品の出し入れが，迅速かつ確実に行える保管システム」とは，保管管理体制という
意味で理解してよろしいでしょうか？

御理解のとおりです。

510
運営業務要求水準書
（案）

10 16
第3編ー第1-5-(2)      その他領置金等管理
支援                     ア 業務内容

「既存の管理システム」とは，どのような仕様・内容のものですか？ 「既存の情報関連ソフトウェアー一覧」（参考資料
６）を参照してください。

511

運営業務要求水準書
（案）

10 16

第３編，第１，５，（２），ア
その他領置金等管理支援

「既存の管理システム又はこれと同等以上の性能を有するシステム」とあるが，本施設向け
に新規にシステムを構築した場合，既存システムが後にバージョンアップされ機能拡張が行
われたと仮定すると，新規に構築したシステムに対し同等以上の性能に改修する必要がある
と考えた方が良いのか，ご教授願います。

本事業の対象外です。

512
運営業務要求水準書
（案） 10 20

その他領置金等菅理業務 トラブルが発生した場合には国の職員に直ちに連絡するとありますが，業務内容詳細如何で
は民間事業者が責任を負担することが困難な業務が含まれると思われます。今後の入札・交
渉過程において業務範囲詳細を官民の協議により決定する余地は確保されていると理解して

入札公告後に事業契約書（案）に対する質問･意見を
受け付けることを想定しております。

513
運営業務要求水準書
（案）

10 21
第3編ー第1-6             情報システム管理
業務

サーバ機器は5年程度が機器耐用年数と考えられますが，その機器更新費用は見込むという理
解でよろしいでしょうか？

機器更新費用を見込む点については御理解のとおり
です。

514
運営業務要求水準書
（案）

10 21
６ 情報システム管理業務 ６ 情報システム管理業務に記載されている各システムについては，運営業務に設置するシス

テムでしょうか。
本事業に含まれるかという御質問の趣旨であれば，
御理解のとおりです。

515

運営業務要求水準書
（案）

10 21

情報システム管理業務 (1)～(5)までの各システムは支援業務ではなく全て事業者が導入・運営管理することで良い
でしょうか。その場合の各システムの内容，水準を具体的に教えて下さい。

前段については，御理解のとおりです。後段につい
ては，「既存の情報関連ソフトウェアー一覧」（参
考資料６）及び運営業務要求水準書（案）Ｐ１０以
下を参照してください。

516
運営業務要求水準書
（案）

10 21
情報システム管理業務 (1)～(5)までの各システムで国の職員と事業者側の職員の運営における業務分担，責任分担

を教えて下さい。
入札公告時までに，リスク分担表（参考資料１）及
び事業契約書（案）においてお示しする予定です。

517
運営業務要求水準書
（案） 10 24

第3編ー第1-6-(1)      郵便物管理システム
ア 業務内容

「必要な管理システム」とは，受刑者ごとの郵便物に関し，発信については，発信日付，宛
先の住所・氏名，受信については受信日付，本人への交付・再交付・回収の状況履歴を管理
するデータベースと郵便物現物の保管管理体制のイメージでよろしいでしょうか？

御理解のとおりです。

518

運営業務要求水準書
（案）

10 30

第３編，第１，６，（２），ア
面会予約システム

ホームページからの入力の場合，誰でも見る事が出来るようになります。そこで，どの収容
者に面会したいのかを入力する事になりますが，面会とは関係ない人が適当に入力する事で
収容者の氏名を知り得る危険性が発生するものと思われます。そこで，入力可能な面会希望
者の身分の証明が必要となると思われますが，現在はどのように運用されているのでしょう

現在，運用している施設はありません。個人情報の
保護に十分留意した取扱いをお願いします。
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519
運営業務要求水準書
（案） 10 32

第3編－第1－6－(2)
面会予約システム
ア　業務内容

テレビ会議のように，モニタを使用した形態の面会は可能でしょうか？ 現在のところ，想定しておりません。

520

運営業務要求水準書
（案）

10 32

面会を希望する親族が・・・ 親族を名乗る面会希望者が確かに親族であることを確認するために，何らかの「証明書」の
発行が必要と思われますが，これの費用は国が負担されるのでしょうか？　それとも，親族
に負担していただくのでしょうか？

運転免許証などの公的な証明書を活用して実施する
ことを想定しており，当該確認業務は本事業に含ま
れます。

521
運営業務要求水準書
（案）

10 34
第3編ー第1-6-(2)      面会予約システム
ア 業務内容

「一般面会」，「集団面会」，「家族面会」は，面会申込者による選択ですか？あるいは，
面会者からの申込内容を国の職員が承認するのですか？

後段に記載されているとおりです。

522
運営業務要求水準書
（案） 11 9

第３編，第１，６，（３），ア
処遇情報管理システム
（身分帳簿利用状況管理システム）

本システムの目的は，身分帳簿の貸出管理をシステム化する事に当該収容者の身分帳簿の所
在を明確にする事と想定しておりますが，正しいでしょうか，ご教授願います。

御理解のとおりです。

523
運営業務要求水準書
（案）

11 16
処遇情報管理システム 全職員が必要に応じて入力・閲覧可能な状況下において，本業務遂行に係る個人情報漏洩に

関する官民のリスク分担の基本的な考え方を御教示下さい。
リスク分担表（参考資料１）を参照してください。

524
運営業務要求水準書
（案）

11 17
第3編ー第1-6-(3)      処遇情報管理システ
ム                     ア 業務内容

「全職員」とは，国の職員のみという理解でよろしいでしょうか？ ＰＦＩ事業者の従業員も含まれます。

525

運営業務要求水準書
（案）

11 22

位置情報把握システム 位置情報を把握する手段について，「基本構想」（資料コード＝２，頁＝３，２行目）には
『電子タグによる』との記述がみられましたが，実施方針では特段のご指定がありません。
基本構想における『電子タグによる』との制約は除かれたものと理解してよろしいのでしょ
うか？

必ずしも電子タグによる必要はありません。

526
運営業務要求水準書
（案） 11 29

（保安区域内） 「現在居る区域」は，入退出情報を利用して，ある区域に入室した後退出していなければ，
その区域が「現在居る区域｝と表示して差し支えないのでしょうか？

御理解のとおりです。

527

運営業務要求水準書
（案）

11 36

（護送中） 「現在の位置」は，時間的な多少の抜けは，許容されるのでしょうか？
電磁波を使う場合は，通信路の状態により（例えば，トンネルの中），通信の途絶が生じる
場合がありますが，途絶直前の位置から高い確率で「位置（特定の空間）」が把握できれば
よろしいのでしょうか？

御理解のとおりです。

528

運営業務要求水準書
（案）

12 2

第3編 業務別要求水準
　第1 総務業務
　　6 情報ｼｽﾃﾑ管理業務
　 (5)図書管理ｼｽﾃﾑ
　

検索・貸出し・返却時における受刑者と事業者の従事者の接触度合，事業者と国の職員の業
務スコープはどうなりますか。

事業者の提案により，ＰＦＩ事業者の職員が受刑者
と接触しないで業務を遂行できるような設備･構造と
することが可能です。
なお，図書の管理は，すべて本事業の対象となりま
す。

529
運営業務要求水準書
（案）

12 7
第3編ー第1-6-(5)      図書管理システム
ア 業務内容

「個人情報の漏洩」とは，誰がどの図書を借りているか・借りたかということが，他の受刑
者やセンター外部者に知られるということでしょうか？

個人を識別できるような情報が漏洩しないようにし
ていただく必要があります。

530

運営業務要求水準書
（案）

12 12

第３編　業務別要求水準
第１　総務業務
６　情報システム管理業務
(6)　その他情報システム管理
ア　業務内容

その他情報システム管理において，｢国が指定した，コンピュータ・ネットワークシステムに
係る機器を整備し，維持管理を行う。ただし，国が機器を指定して貸与等する場合はこの限
りでない。｣と記述があります。｢国が指定した，コンピュータ・ネットワークシステム」と
は，ホームページにて参考資料として公開された「既存の情報関連ソフトウェアー一覧」に
記載されたソフトウェアが該当するものと考えておりますが，本資料に付随して各ソフト
ウェアの詳細仕様について情報を開示願います。

「既存の情報関連ソフトウェアー一覧」（参考資料
６）を参照してください。

531
運営業務要求水準書
（案）

12 12
その他情報システム管理 「国が指定した・・・・機器（サーバー等）を用意し」とありますが，どんなものが想定さ

れていますか。
システムが適切に使用できる機器を用意していただ
く必要があります。

532

運営業務要求水準書
（案）

12 12

第３編，第１，６，（６），ア
その他情報システム管理

本管理対象となるものは，施設内に設置される全てのコンピュータ・ネットワーク機器で
しょうか。ただし，第３編，第１，６の（１）～（５）は「システムを構築し，運用する」
と記載されておりますので，これら（１）～（５）で使用する機器は対象外と想定します
が，正しいでしょうか，ご教授願います。

「既存の情報関連ソフトウェアー一覧」（参考資料
６）を参照してください。

533

運営業務要求水準書
（案）

12 21

第3編ー第1-7       運転業務
イ 要求水準

使用が予定されている自動車には，特殊な仕様がありますか？ 乗用車（９人乗）及びマイクロバスについては，一
般的に，①逃走・侵入防止のため窓及びドアに格子
の設置②外から見えないようにする③運転手の後ろ
に遮蔽板等を設置することが仕様となっています。

534
運営業務要求水準書
（案）

12 21
第3編ー第1-7       運転業務
イ 要求水準

使用が予定されている自動車には，使用年限等規定がありますか？ 国がＰＳＣ積算のために設定した更新年限は９年で
す。

535

運営業務要求水準書
（案）

12 21

第3編 業務別要求水準
　第1 総務業務
　　7 運転業務

公用車・護送用車の整備維持管理・運転とありますが，事業者の従事者の受刑者との接触は
どの程度まででしょうか。文脈からは，殆ど全面的接触と考えられますが。トラブルがおき
たときの処理はどうなりますか。

事業者の提案により，ＰＦＩ事業者の職員が受刑者
と接触しないで業務を遂行できるような設備･構造と
することが可能です。

536

運営業務要求水準書
（案）

12 23

業務内容 「・・・整備及び維持管理を行う」について
整備及び維持管理の水準を，お示し願います。
また，消耗品（燃料，潤滑剤，等）の補充も含むのでしょうか？

法令に従い適切に実施してください。
なお，消耗品の補充も本事業に含まれます。
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537 運営業務要求水準書
（案）

12 23 運転業務 公用車や護送用車両の整備とありますが，事業者が購入して整備すると考えてよろしいです
か。

御理解のとおりです。

538

運営業務要求水準書
（案）

12 24

業務内容 「・・・運転する」について
運転の要求水準を，お示し願います。
例えば，交代要員が必要なのはどういう場合か？
宿泊を伴う遠距離の移動があるなら，その頻度は？　等

運転業務の要求水準は次のとおりです。
・　関係諸法令を遵守する。
・　車両に異常が認められたとき又は事故等が発生
したときは，直ちに国職員に連絡する。
・　管理車両の清掃を励行する。
・　毎日運行管理日誌を作成し，国へ提出する。
・　受刑者と私語を交わしたり，物品の授受を行わ
ない。
なお，交代要員が必要又は宿泊を伴う遠距離の移動
は，想定しておりません。

539

運営業務要求水準書
（案）

12 24

運転業務 PFI事業者の護送車の運転手は，運転に専念するのであり，護送責任は無いと考えてよろしい
でしょうか。また，運転手は受刑者と直接接しないと考えてよろしいでしょうか。

前段については，御理解のとおりです。後段につい
ては，事業者の提案により，ＰＦＩ事業者の職員が
受刑者と接触しないで業務を遂行できるような設
備・構造とすることが可能です。

540

運営業務要求水準書
（案）

12 26

第3編 業務別要求水準
　第1 総務業務
　　7 運転業務

イ.の要求水準に車の種類,台数が記述されていますが，車は国で用意されると理解してよろ
しいでしょうか。

ＰＦＩ事業の対象であり，ＰＦＩ事業者に用意して
いただく必要があります。

541
運営業務要求水準書
（案） 13 1

収容関連サービス業務 対価については，サービスの利用者数に応じて変動すると考えてよいでしょうか。どの様な
算定方法をお考えでしょうか。

一部の業務については，単価をベースとする支払金
額の算定方法を導入する可能性がありますが，原則
として利用者数に応じて対価が変動することはあり

542

運営業務要求水準書
（案）

13 2

第3編 業務別要求水準
　第2 収容関連サービ
　　　ス業務
　　1 給食業務

現在の一般的なメニューや食事費用等をお教え下さい。 食糧関係資料（参考資料８）を参照してくだい。

543
運営業務要求水準書
（案）

13 2
給食業務 提供する食事は1種類で良いのでしょうか。宗教上の理由等により，特殊な献立は必要とはな

りませんでしょうか。
治療食を除き，原則として毎食時１種類で差し支え
ありません。

544
運営業務要求水準書
（案）

13 5
第３編，第２，１
給食業務

献立の作成から材料の管理については，国から配布される給食管理システムを利用した運用
を想定しているのか，ご教授願います。

必ずしも給食管理システムによる必要はありませ
ん。

545
運営業務要求水準書
（案） 13 6

献立の作成 「特別な食事」とありますが，一般的な食事と何が変わってくるのですか。また，どのくら
いの頻度で出てきますか。

前段については，食糧関係資料（参考資料８）を参
照してください。後段については，正月菜は年３
日，祝祭日菜は年１３日，行事菜は年２回程度を想

546
運営業務要求水準書
（案） 13 8

イ　要求水準 「受刑者に満足される・・・」について
「満足できない」という受刑者が一人でもいれば，ダメなのでしょうか？

「満足について」は社会通念に従って判断してくだ
さい。

547
運営業務要求水準書
（案）

13 9
給食業務 「矯正施設被収容者食糧給与規定」（平成７年法務省矯医訓第659号大臣訓令）に基づく，現

在の他収容施設での，主食別男女別の一日あたりの食費を，ご教示ください。
食糧関係資料（参考資料８）を参照してください。

548

運営業務要求水準書
（案）

13 15

第3編 業務別要求水準
　第2 収容関連サービ
　　　ス業務
　　1 給食業務
　　(2)食事･飲料の給与

盛り付け・配膳，下膳において事業者側従事者の受刑者との接触度合を教示願います。ここ
におけるトラブル処理はどう解決されますか。

運営業務要求水準書（案）Ｐ１３以下を参照してく
ださい。

549

運営業務要求水準書
（案）

13 31

第3編ー第2-1-(2)       食事・飲料の給与
イ 要求水準

職業訓練棟または収容棟の内部における受刑者による配膳，摂食，下膳の間に破損した食器
等については，どのように取り扱われますか?

食器等については，破損しにくいものを提供するこ
とが要求水準です。
なお，破損等に伴う責任の詳細については，リスク
分担表（参考資料１）を参照してください。

550
運営業務要求水準書
（案）

13 33
第3編ー第2-1-(2)       食事・飲料の給与
イ 要求水準

「指定された場所」とは，第3編ー第2－3 清掃業務に記載された「一般廃棄物及び産業廃棄
物の処理」を行う場所という理解でよろしいでしょうか？

御理解のとおりです。

551

運営業務要求水準書
（案）

14 18

第3編 業務別要求水準
　第2 収容関連サービ
　　　ス業務
　　1 給食業務
　　(5)非常時対応

非常時対応とは具体的に何か。保安事故も対象となし得るのか 火災･地震等の災害を想定しています。

552

運営業務要求水準書
（案）

14 25

イ　要求水準 「食中毒が・・・時間どおりに提供する」について
提供する食事は，次の行にある「非常食」でもよろしいのでしょうか？
それとも，「センター長の承認を受け」た内容でないといけないのでしょうか？

乾パン及び缶詰類など災害時の非常食は想定してい
ません。

553
運営業務要求水準書
（案） 14 28

衣類・寝具の提供 被収容者の事由により，衣類・寝具が破損した場合の費用負担は事業者ではないと理解して
よろしいでしょうか。

破損しにくい物を提供することが，要求水準です。
なお，詳細はリスク分担表（参考資料１）を参照し
てください。
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554
運営業務要求水準書
（案）

14 30
衣類・寝具の提供業務 「受刑者に清潔な衣類・寝具を提供する」とありますが，洗濯だけではなく，現物も民間か

らの支給と考えてよいですか。4/１５の説明会の時には国の支給であるような説明であった
ＰＦＩ事業者の支給です。

555
運営業務要求水準書
（案）

14 30
衣類・寝具の提供業務 「受刑者に清潔な衣類・寝具を提供する」とあるが，寝具，衣類の双方，もしくは一部をレ

ンタル方式で供給することも可能ですか。
御理解のとおりです。

556
運営業務要求水準書
（案）

14 30
衣類・寝具の提供業務 「受刑者に清潔な衣類・寝具を提供する」とありますが，提供する衣類，寝具の仕様は別途

示されるのですか。
破れにくい，汚れにくい，清潔なものを想定してお
り，別途示す予定はありません。

557
運営業務要求水準書
（案） 15 2

衣類・寝具の提供業務 「提供する衣類・寝具の種類は，被収容者に係る物品の給与，貸与，自弁等に関する規則等
に従う。」とありますが，同規則には種類の指定までされていないと思います。別途示され
るのですか。

破れにくい，汚れにくい，清潔なものを想定してお
り，別途示す予定はありません。

558
運営業務要求水準書
（案）

15 6
衣類・寝具の提供業務 「衣類，寝具の類の縫製管理を確実に行う。」とありますが，縫製方法，使用生地・糸，強

度等の詳細仕様については別途示されるのですか。
破れにくい，汚れにくい，清潔なものを想定してお
り，別途示す予定はありません。

559
運営業務要求水準書
（案）

15 7
洗濯 衣類，下着類，寝具類それぞれの洗濯の頻度をご教示ください。また，夏期，冬期で頻度が

変わる場合は，それぞれの時期の頻度をご提示ください。
清潔であり，衛生面での確保ができる頻度としま
す。

560
運営業務要求水準書
（案）

15 10
衣類・寝具の提供業務 「受刑者の衣類，下着類」の清潔管理を行う。とありますが，衣類，下着類の各々の洗濯の

頻度等の仕様は別途示されるのですか。
清潔であり，衛生面での確保ができる頻度としま
す。

561
運営業務要求水準書
（案）

15 11
衣類・寝具の提供業務 「受刑者が使用する寝具類」の清潔管理を行う。とありますが，布団類，シーツ類等の各々

洗濯の頻度等の仕様は別途示されるのですか。
清潔であり，衛生面での確保ができる頻度としま
す。

562
運営業務要求水準書
（案）

15 12
衣類・寝具の提供業務 「当直室，職員仮眠室で仕様する寝具類」の清潔管理を行う。とありますが，布団類，シー

ツ類等の各々洗濯の頻度等の仕様は別途示されるのですか。
清潔であり，衛生面での確保ができる頻度としま
す。

563
運営業務要求水準書
（案） 15 12

衣類・寝具の提供業務 「当直室，職員仮眠室で仕様する寝具類」の清潔管理を行う。とありあますが，被収容者に
係る物品の給与，貸与，自弁等に関する規則等に関係なく，一切を応募者の提案にゆだねら
れる範囲の仕事だと感じます。見解をご教示ください。

御理解のとおりです。

564
運営業務要求水準書
（案）

15 13
洗濯 衣類・寝具類は洗濯後も受刑者のものごとに回収・供給する必要がありますか。 少なくとも下着類については，受刑者ごとに回収・

提供する必要があります。

565
運営業務要求水準書
（案）

15 13
洗濯の頻度 使用済み衣類の回収・仕分け・洗濯・消毒・乾燥・折り畳みの一連の洗濯業務の頻度をご教

示ください。
清潔であり，衛生面での確保ができる頻度としま
す。

566
運営業務要求水準書
（案） 15 16

第３編　業務要求水準　第２　収容関連サー
ビス業務　　　　　　　　２衣類・寝具の提
供業務　　　（２）洗濯

洗濯を収容者作業とする場合，男女共用施設の設置が可能でしょうか。又，それぞれ男女別
作業でなければならないでしょうか。

「基本構想訂正表」・「運営業務要求水準書（案）
訂正表」のとおり，洗濯は刑務作業として実施しな
いこととしました。

567
運営業務要求水準書
（案）

15 19
清掃業務 収容棟，職業訓練棟以外はすべて清掃を実施とありますが，保安区域の渡り廊下，病室棟，

体育館等も全て清掃範囲に入るのですか。
御理解のとおりです。

568
運営業務要求水準書
（案）

15 20
第3編ー第2-3         清掃業務
ア 業務内容

「センター敷地内の植栽管理」に関して，運動場の植栽に木や植物の種類，高さ，枝払いの
頻度などの制限はありますか？

保安・警備に支障が生じないようにしてください。

569
運営業務要求水準書
（案）

15 28
清掃業務 「施設の運営に支障のないよう円滑に実施する」とありますが，作業出来ない時間帯はあり

ますか？（作業可能な時間帯をお示しください）
施設整備・維持管理業務要求水準書（案）Ｐ２３を
参照してください。

570
運営業務要求水準書
（案）

15 28
清掃業務 「施設の運営に支障のないよう円滑に実施する」とありますが，作業出来ない時間帯はあり

ますか？（作業可能な時間帯をお示しください）
施設整備・維持管理業務要求水準書（案）Ｐ２３を
参照してください。

571 運営業務要求水準書
（案）

16 6 （植栽管理,環境整備） 植栽管理業務において，除草作業等を刑務作業として実施する事は可能ですか？ 本事業では想定していません。

572
運営業務要求水準書
（案）

16 18
購買 同規模の既存の刑務所における購買品目及び購買量をお示しください。 同規模施設各種データ一覧（参考資料５）を参照し

てください。

573
運営業務要求水準書
（案） 16 18

購買業務 購買業務での利益率について，何らかの制約はありますでしょうか。受刑者の購入窓口を独
占しており，何らかの制約がなければ受刑者の不利益につながる可能性があると考えます
が，如何でしょうか。

市場価格を踏まえ，合理的な範囲内であれば問題は
ありません。

574

運営業務要求水準書
（案）

16 21

第3編 業務別要求水準
　第2 収容関連サービ
　　　ス業務
　　4その他収容関連
　　(1)購買　ｲ要求水準

事業者の受刑者・面会者との接触度合を教示願います。 受刑者との接触は想定されません。
なお，面会者について，事業者の提案によりPFI事業
者の職員が接触しないで業務を遂行できるような設
備・構造とすることが可能です。

575
運営業務要求水準書
（案）

16 22
第3編ー第2-4-(1)         購買
イ 要求水準

購買業務は，面会人への差仕入れ品販売および受刑者の希望購入品の両方を「面会所売店」
に集約するという理解でよろしいでしょうか？

御指摘のような取扱いとすることも可能です。

576
運営業務要求水準書
（案）

16 23
第3編ー第2-4-(1)         購買
イ 要求水準

受刑者からの購入申込は，基本構想第6－2－(2)－(ｵ)に記載されている専用端末からの入力
受付という理解でよろしいでしょうか？

御理解のとおりです。

577
運営業務要求水準書
（案）

16 27
購買 売店にて取り扱える商品は，「平成１４年８月１日付，法務省矯保訓第3676号別表第３」記

載の商品に限定されるのでしょうか。
御理解のとおりです。

578 運営業務要求水準書
（案）

16 32 理容・美容 女子の理美容器具も，クリッパーやトリマーに限られ，はさみなどは使用できないのでしょ
うか。

保安・警備上支障が生じなければ，問題ありませ
ん。

579

運営業務要求水準書
（案）

16 35

第3編 業務別要求水準
　第2 収容関連サービ
　　　ス業務
　　4その他収容関連
　　(2)理容・美容

調髪の男女別具体的水準は何か。会話等は一切禁じられるのか。 衛生面での確保が可能な範囲で運用基準において，
具体的に基準を定めます。
後段については，不必要な会話をすることは認めら
れません。
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580

運営業務要求水準書
（案）

17 1

第3編 業務別要求水準
　第2 収容関連サービ
　　　ス業務
　　4その他収容関連
　　(3)職員食堂運営

職員食堂の運営は，独立採算事業というようなPFIの付帯事業となるのでしょうか。受刑者を
この運営に入れる義務はあるのでしょうか。

本事業は，国がPFI事業者からサービス購入する事業
であって，対象業務となる職員食堂運営業務につい
ては，その実施により得られる収益をPFI事業者の収
益とすることが可能であるものの，独立採算を求め
るものではありません。また，刑務作業として実施
することは予定しておりません。

581
運営業務要求水準書
（案）

17 3
第3編ー第2-4-(3)         職員食堂運営
ア 業務内容

「来訪者」には，参観者や受刑者への面会人（受刑者の親族や弁護士など）も含まれるとい
う理解でよろしいでしょうか？

御理解のとおりです。

582
運営業務要求水準書
（案）

17 3
職員食堂運営 職員の何割程度が食堂を利用しますか。また，同規模の施設では，来訪者は一日当たりどの

くらい訪れるのか教えて下さい。
同規模施設各種データ一覧（参考資料５）を参照し
てください。

583 運営業務要求水準書
（案）

17 3 職員食堂運営 来訪者には，たまたま通りかかり立ち寄った一般客（通行者）もふくまれるのでしょうか。 含まれません。

584
運営業務要求水準書
（案）

17 3
来訪者への食事の提供 職員，来訪者用の食堂を運営することとなっておりますが，数量想定のため，来訪者の予測

データを開示していただけないでしょうか。
同規模施設各種データ一覧（参考資料５）を参照し
てください。

585

運営業務要求水準書
（案）

17 5

第3編 業務別要求水準
　第2 収容関連サービ
　　　ス業務
　　4その他収容関連
　　(3)職員食堂運営

営業時間　AM６：３０～PM８：００となっているが，中間時に準備･清掃・休憩等の閉店時間
を設けることはできないか。

運営に支障がない範囲で差し支えありません。

586
運営業務要求水準書
（案）

17 7
第3編ー第2-4-(3)         職員食堂運営
イ 要求水準

「メニュー」の中に，当日の受刑者が摂食するものと同じものを加えてもよろしいでしょう
か？

御理解のとおりです。

587
運営業務要求水準書
（案）

17 7
職員食堂運営 酒類などの販売は可能でしょうか。また，売店・自販機を設置してもよろしいでしょうか。 前段については認められません。後段については御

理解のとおりです。

588
運営業務要求水準書
（案） 17 11

イ　要求水準 「利用しやすい料金」について
具体的な金額の例を，お示し願います。

同規模施設各種データ一覧（参考資料５）を参照し
てください。

589
運営業務要求水準書
（案）

17 11
職員食堂運営 他の法務省施設の職員食堂での，メーニュー及び料金をご提示ください。 同規模施設各種データ一覧（参考資料５）を参照し

てください。

590
運営業務要求水準書
（案）

18 1
第3編ー第             警備業務 面会に関し，ＰＦＩ事業者の職員は，面会受付を担当するもので，面会棟内面会室における

立会い業務は国の職員が行うという理解でよろしいでしょうか？
御理解のとおりです。

591
運営業務要求水準書
（案）

18 5
庁舎警備 定められた方法により各種検査をおこなったにもかかわらず，危険品，持込制限物品等が持

ち込まれてしまった場合についての責任はどの様にお考えでしょうか。
リスク分担表（参考資料１）を参照してください。

592
運営業務要求水準書
（案）

18 5
庁舎警備 検査に用いられる金属探知器，薬物探知器，X線透視装置等については，貸与いただけると考

えてよいでしょうか。民間事業者で整備する場合は，その機能・品質を明示していただきた
前段については，本事業の対象とします。
後段については，確実に検査ができるものとしま

593
運営業務要求水準書
（案） 18 8

ア　業務内容 「・・・所持品等を検査する」について
持ち込み制限品以外に，検査で発見すべき対象物はあるのでしょうか？

持ち込み制限品を発見することです。

594

運営業務要求水準書
（案）

18 11

第3編 業務別要求水準
　第3 警備業務
　　1施設警備業務
　　(1)庁舎警備　　　ｲ　要求水準

一般受付と面会受付は別の場所で対応するのか。もし集約できる場合，受付対応者は両作業
を併用することはできるのでしょうか。

御理解のとおりです。

595

運営業務要求水準書
（案）

18 18

（一般受付） 「不審者等の確認を確実に行い」について
不審者の判断基準を，具体的にお示しいただけるのでしょうか？
それとも，職業人としての直感でよろしいのでしょうか？

社会通念に従って判断してください。

596

運営業務要求水準書
（案）

18 19

第3編 業務別要求水準
　第3 警備業務
　　1施設警備業務
　　(1)庁舎警備　　　ｲ　要求水準

「不当な要求には毅然とした態度で臨み，ーーー国の職員に連絡する」とありますが，刑罰
権が無い事業者には毅然とした態度で臨む限界があるのではないか。連絡が間に合わず，事
業者がわの従事者が行った毅然とした態度の結果のトラブル，処理はどのように評価される
のですか。連絡すべき国の職員は現場にはいないのですか。

前段については，一般的な警備業務の範囲内で行っ
てください。
後段については，国の職員は，不測の事態が発生し
た場合においても速やかに対応できる場所に配置す
ることを想定しています。

597

運営業務要求水準書
（案）

18 25

1　施設警備業務　　　　　(1)庁舎警備
面会受付
所持品検査
入退出管理
車両検査

これら業務を事業者を使って効率よくするためには，事業者の受刑者への接触は全面的なも
のになるでしょう。一方極力，事業者の従事者と受刑者との接触を出来るだけ避けるなら
ば，事業者でなく，国の職員のみで行う方が効率的です。どのように考えるのでしょうか。

受刑者との接触は，いずれも想定できません。

598

運営業務要求水準書
（案）

18 30

第３編　業務要求水準　第３　警備業務
１施設警備業務　　　　　イ　要求水準

金属探知機，薬物探知機等の装備，又，無線装置，盾，防弾チョッキ等特殊装備はＳＰＣ負
担でしょうか。

警備業務に必要な装備は，ＰＦＩ事業者が用意する
こととなります。
なお，品目等については，備品等一覧表（参考資料
７）を参照してください。

599
運営業務要求水準書
（案） 18 39

（入退出管理） 「来訪者には，通行証（位置情報が管理・・・）を交付する」について
ここでいう「管理」とは，Ｐ１１の「把握」と同じと理解してよろしいのでしょうか？

御理解のとおりです。
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600

運営業務要求水準書
（案）

18 39

（入退出管理） 「来訪者には，通行証（位置情報が管理・・・）を交付する」について
Ｐ１１の「把握」すべき範囲は，保安区域内と護送中でした。
一方，庁舎は，保安区域外（施設整備要求水準書，頁６）とあるので，
来訪者に限り，庁舎においても，位置情報を管理する必要があるのでしょうか？

御理解のとおりです。

601
運営業務要求水準書
（案） 18

20
28
31

庁舎警備 金属探知機，薬物探知機，Ｘ線透視装置などは，PFI事業者が準備するという理解でよろしい
でしょうか。また，その場合，それぞれの機器の性能について，国側より，別途要求が出さ
れると理解してよろしいでしょうか。

前段については，御理解のとおりです。
後段については，確実に検査ができるものとしま
す。

602

運営業務要求水準書
（案）

19 2

第3編 業務別要求水準
　第3 警備業務
　　1施設警備業務
　　(1)庁舎警備　　　　　　（車両検査）

入出門車輌については例外なく検査等を行うのですか。 御理解のとおりです。

603
運営業務要求水準書
（案） 19 3

（車両検査） 「入出門車両・・・積載物を検査」について
積載物は，梱包等されている場合，梱包等を開いて中を確認しなければならないのでしょう
か？

警備上の必要に応じて実施します。

604
運営業務要求水準書
（案） 19 7

第3編ー第3-1-(1)         施設警備業務
イ 要求水準

運転者に交付する「通行証」は，入退出管理時に交付回収する「通行証」とは別物であり，
かつ位置情報の管理は不要であるという理解でよろしいでしょうか？

通行証はいずれも同じ物であり，位置情報の管理が
必要となります。

605

運営業務要求水準書
（案）

19 9

第3編 業務別要求水準
　第3 警備業務　　　　1　施設警備業務
(2)構内外巡回警備

刑罰権が無い事業者側の従事者の巡回は，2名以上であっても，これをもって適当とお考えで
すか。異常事態，時間がなく，特に権力行使がなければ解決できないような状況には従事者
のみの巡回による対応は意味の無いものとなるのではないでしょうか。あるいは，国の職員
と一緒の巡回となるのですか。そうなると効率から考えて事業者の従事者が同伴する意味は
無いと考えられるのですが。

構内外の巡回警備は，本事業の対象です。なお，業
務の円滑かつ適正な遂行を確保する観点から，みな
し公務員規定を設けるなど，所要の法制上の措置に
ついて検討しています。

606
運営業務要求水準書
（案） 19 12

２　収容監視業務 「セルコールを利用・・・」について
「セルコール」とは，インターホンと同じ意味でしょうか？

用語集（参考資料４）を参照してください。

607
運営業務要求水準書
（案） 19 13

（２）構内巡回警備 「所定の巡回コース」について
巡回コースは，どの程度の密度で定めることを想定されているのでしょうか？

施設全体の異状の有無の確認を行うことを想定して
います。

608
運営業務要求水準書
（案） 19 32

1　施設警備業務　　　(3)中央監視システム
ｲ　要求水準

中央監視システム監視中に異常が発生したときは国の職員に連絡するとありますが，この場
合の国の職員は何処で何をしている状況なのでしょうか。各所で述べられている「国の職員
への連絡」で同様な質問をしたいと思います。

国の職員は，不測の事態が発生した場合においても
速やかに対応できる場所に配置することを想定して
います。

609
運営業務要求水準書
（案）

20 11
第3編ー第3-2         収容監視業務
イ 要求水準

開放寮においては，共同居室内の各受刑者専用エリア毎にセルコールを設置するのですか？ 各居室ごとに一つを想定しています。

610

運営業務要求水準書
（案）

20 11

第３編　業務別要求水準
第３　警備業務
２　収容監視業務
イ　要求水準

収容監視業務において，｢受刑者から申出があった場合は，すべてセルコールシステムを利用
するよう伝える。｣と記述があります。セルコールシステムについては，居室全てに設置する
ものと考えておりますが，居室以外の場所(廊下等)への設置についても想定されているので
しょうか。

居室以外は不要です。

611

運営業務要求水準書
（案）

20 24

（２）護送支援 「１回の護送につき，２名以上の職員を配置・・・」について
職員に危害が及んだ場合は，公務員と同等の補償が受けられるようご配慮いただけるので
しょうか？

公務災害として補償を行うことは想定しておりませ
ん。

612

運営業務要求水準書
（案）

20 24

（３）護送支援 「１回の護送につき，３名以上の職員を配置・・・」について
保安事故等の非常事態が発生した場合，暴動の鎮圧には加わらずに，電話等で関係方面との
連絡に当たる，との理解でよろしいでしょうか？

必要な範囲で口頭による行為の中止要求などを行っ
ていただくことを想定しています。

613 運営業務要求水準書
（案）

20 24 護送支援 受刑者の護送時の，刑務官とPFI事業者の役割分担をご教示ください。 入札公告時までに提示します。

614

運営業務要求水準書
（案）

20 24

3　その他警備支援業務　　　(2)護送支援
(3)入浴監視支援
(4)保安事務支援

事業者の従事者と受刑者の接触度合に付き，教示願います。接触を避ける方法は，作業を殆
ど意味のないものにするのではないでしょうか。効率から考えれば，国の職員のみにすべき
ではないでしょうか。事業者と国の職員との業務内容をお示しください。

前段については，業務の円滑かつ適正な遂行を確保
する観点から，みなし公務員規定を設けるなど，所
要の法制上の措置について検討しています。
後段については，国の職員は，不測の事態が発生し
た場合においても速やかに対応できる場所に配置す
ることを想定しています。

615
運営業務要求水準書
（案）

20 24
護送支援 移送の頻度はどの程度をお考えでしょうか。また，対価算定の方法についてはどの様にお考

えでしょうか。
同規模施設各種データ一覧（参考資料５）を参照し
てください。

616
運営業務要求水準書
（案）

20 25
護送支援 護送の頻度と場所（距離）を教えて下さい。 同規模施設各種データ一覧（参考資料５）を参照し

てください。

617
運営業務要求水準書
（案） 20 26

第3編－第3－3(2)
護送支援
ア　業務内容

受刑者を他施設に移送したり，他施設から移送するに際し，「国の職員を支援する」とあり
ますが，ＰＦＩ事業者の職員は受刑者に接しないという原則から，運転業務のみを担当する
という理解でよろしいでしょうか？

運転業務のみに限りません。

618
運営業務要求水準書
（案）

20 26
3　その他警備支援業務　　　(2)護送支援 護送支援について，国の職員を支援するSPC職員の具体的な業務内容をご教示願います。SPC

職員が受刑者と直接接する場合も想定されるのでしょうか。
入札公告時までに提示します。

30 / 34 ページ



美祢社会復帰促進センター整備・運営事業 実施方針等に関する質問回答

質             問 回       答項        目資料名 ページ 行目回答No.

619
運営業務要求水準書
（案）

20 26
3　その他警備支援業務　　　(2)護送支援 護送時にトラブルがあった場合の，国とSPCの責任分担はどのようにされるのでしょうか。 入札公告時までに提示します。

620
運営業務要求水準書
（案） 20 27

第3編－第3－3(2)
護送支援
ア　業務内容

受刑者が外部の病院に入院したり，診察を受けるに際し，「国の職員を支援する」とありま
すが，ＰＦＩ事業者の職員は受刑者に接しないという原則から，運転業務のみを担当すると
いう理解でよろしいでしょうか？

運転業務のみに限りません。

621
運営業務要求水準書
（案） 20 30

護送支援 「護送中の受刑者の位置情報を把握できるシステムを構築し，運用する」とありますが護送
車の位置情報でなく，護送中の受刑者個別の位置情報を把握するという事でしょうか。ま
た，どれぐらいの精度で把握するのでしょうか。

前段については，御理解のとおりです。
後段については，仮に逃走があった場合でも，速や
かに受刑者の所在が特定できるものとします。

622
運営業務要求水準書
（案） 21 3

第3編－第3－3(3)
運動・入浴監視支援
ア　業務内容

受刑者の運動監視を行うに際し，「国の職員を補助する」とありますが，ＰＦＩ事業者の職
員は受刑者に接しないという原則に照らした場合，「補助」とは具体的にどのような業務に
なりますか？

適切な位置に立ち，国の職員の行う警備等の支援を
行います。

623
運営業務要求水準書
（案） 21 3

3　その他警備支援業務　　　(3)運動・入浴
監視支援

「国の職員を補助」とありますが，「補助」と「支援」の違いについてご教示願います。 同義です。

624

運営業務要求水準書
（案）

21 8

第３編　業務別要求水準
第３　警備業務
３　その他警備支援業務
(3)　運動・入浴監視支援
イ　要求水準

運動・入浴監視支援において，｢目視による監視を行い，保安事故が発生するおそれが生じた
場合は，直ちに国の職員に連絡する。｣と記述があります。「目視による監視」とは，監視カ
メラによる監視も含まれるものと考えてよろしいでしょうか。

入浴については，御理解のとおりです。
運動については，目視による監視を行います。

625
運営業務要求水準書
（案）

21 16
第3編ー第3-3-(4)         保安事務支援
ア 業務内容

入退出管理システムにより勤務時間管理の対象となる「職員」は，国の職員とＰＦＩ事業者
の職員の両方を含むという理解でよろしいでしょうか？

国の職員のみです。

626
運営業務要求水準書
（案）

21 22
第3編ー第3－3(5)     各種訓練
ア 業務内容

保安・警備業務に従事するＰＦＩ事業者の職員が，護身術の習得及び柔剣道などの武道訓練
を受けるかどうかは，各個人が選択することができるという理解でよろしいでしょうか？

御理解のとおりです。

627
運営業務要求水準書
（案）

21 22
第3編ー第3－3(5)     各種訓練
ア 業務内容

各種訓練を受ける「国の職員」は，総勢何人になるのですか？ おおむね３０人程度を想定しています。

628 運営業務要求水準書
（案）

22 4 作業企画支援業務 事業期間中に必要な作業量が確保できなかった場合の責任は官民のどちらが負うのでしょう
か？

リスク分担表（参考資料１）を参照してください。

629
運営業務要求水準書
（案）

22 5
作業企画支援業務 作業により生産された商品の売れ残り，販売価格の下落等の販売リスクも事業者のリスクと

考えてよいでしょうか。
御理解のとおりです。

630
運営業務要求水準書
（案） 22 5

作業企画支援業務 現在法務省が当計画で想定している作業の具体的内容（例えば木工，印刷，陶磁器作成等）
をお教えください。これらの具体的内容は民間事業者が設定するのでしょうか。

作業内容は，運営業務要求水準書（案）Ｐ２２の
「要求水準」を参照してください。
なお，具体的には事業者の提案によります。

631
運営業務要求水準書
（案）

22 5
作業企画支援業務 作業中の事故・災害による傷害については，事業者側の負担となりますでしょうか。そもそ

も，事業者と受刑者の間には雇用関係が成立しているのでしょうか。
前段については，国の負担です。
後段については，雇用関係は成立しません。

632

運営業務要求水準書
（案）

22 6

　第4　作業　　　　　1　作業企画支援業務
ｱ　業務内容

作業において受刑者に労賃を支払うことになっていますが，ＳＰＣは受刑者の作業による作
品を売却して作業企画の収入とすることにより，作業は，独立採算事業となるのですか。PFI
対象外の業務となれば，作業監視は事業者のみで行うことになるのですか。国の職員も入り
ますか。事業者のみでの運営とすれば，事業者の受刑者への接触は全面的なものになるので

作業については，本事業の一部ですが，監視は国の
職員が行います。

633

運営業務要求水準書
（案）

22 9

作業企画支援業務・業務内容 SPCは，毎年度，センター長と「作業契約」を締結，労賃を国に支払うとありますが，長期の
事業期間に亘って労賃を払い続ける義務を事業者が負担することは事業の安定運営・ファイ
ナンス組成上望ましくないと思われます。「作業契約」の締結は事業者の義務とはせず，｢必
要に応じて，優先的に労働力の提供を受けることが出来る。尚，この場合，供給を受けた労
働力に対して労賃を支払う」等の規定に変更頂くことは可能でしょうか。

運営業務要求水準書（案）Ｐ２２の「業務内容」を
参照してください。

634
運営業務要求水準書
（案）

22 9
作業 「SPCは・・・別に定める労賃を国に支払う」とありますが，労賃の額を現在の作業契約例な

どで，ご教示ください。
運営業務要求水準書（案）Ｐ２２の「業務内容」を
参照してください。

635
運営業務要求水準書
（案）

22 9
作業企画支援業務 地域の最低賃金を勘案しながら別に定める労賃を国に支払うとありますが，最低賃金をベー

スに事業計画を組み立てるという理解で宜しいでしょうか。
一日６時間の作業量を確保することが業務内容であ
り，国はそれに対して委託費を支払います。

636 運営業務要求水準書
（案）

22 9 作業企画支援業務 地域の最低賃金の考え方について，国と事業者との間で齟齬がないよう御教示ください。 法令に定める最低賃金のことです。

637
運営業務要求水準書
（案）

22 10
第3編ー第4-1         作業企画支援業務
ア 業務内容

作業契約に基づき国に支払う「労賃」は，出来高払いを想定されておられますか？ そのような作業契約もあり得ます。

638
運営業務要求水準書
（案）

22 11
第３編　業務要求水準　第４　作業
１作業企画支援業務　　　　　イ　要求水準

刑務作業を敷地外で行う場合の規制はありますか。 本事業では想定していません。

639
運営業務要求水準書
（案）

22 12
第3編ー第4-1         作業企画支援業務
イ 要求水準

受刑者の希望や適性を調べ，どの受刑者にはどの作業に従事させるかを決定するのは，国の
職員が行うのですか？

御理解のとおりです。

640
運営業務要求水準書
（案）

22 12
作業企画支援業務 マーケット環境が大きく変化して，一時的に作業量が確保できなくなるケースも想定されま

すが，その場合のペナルティについてはどの様にお考えでしょうか。
リスク分担表（参考資料１）を参照してください。

641
運営業務要求水準書
（案） 22 16

第3編ー第4-1         作業企画支援業務
イ 要求水準

給食及び洗濯を刑務作業として実施する場合には，国の職員の立会いにより「国の支出が増
加する点に留意する」とありますが，受刑者何人当たりに１名の国の職員が求められます
か？

「基本構想訂正表」・「運営業務要求水準書（案）
訂正表」のとおり，炊事及び洗濯は刑務作業として
実施しないこととしました。

642
運営業務要求水準書
（案） 22 16

第3編ー第4-1         作業企画支援業務
イ 要求水準

給食及び洗濯を刑務作業として実施する場合には，国の職員の立会いにより「国の支出が増
加する点に留意する」とありますが，国の職員１名が立会う場合の時間単価はいくらです
か？

「基本構想訂正表」・「運営業務要求水準書（案）
訂正表」のとおり，炊事及び洗濯は刑務作業として
実施しないこととしました。
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643
運営業務要求水準書
（案） 22 18

作業企画支援業務 作業企画支援業務について，「過度に危険又は不衛生」とは，具体的にどのような業種を指
すのでしょうか？また，使用する道具（のこぎりなどの鋭利な刃物を使うことなど）の制限
もあれば教えてください。

前段については，危険な火薬類の取り扱うものなど
が考えられます。後段については，安全に使用でき
る措置を講じた道具であれば，特に制限はありませ

644
運営業務要求水準書
（案）

22 36
　第4　作業　　　　　2　技術指導業務
(1)作業技術指導　　　ｲ　業務内容

受刑者が指導に応じない場合は，職業訓練担当の国の職員に連絡するとありますが，この職
員の通常の業務と，所在する場所を教示願います。

各工場に最低１名は配置することを予定してます。

645
運営業務要求水準書
（案） 23 15

職業訓練業務 現在法務省が当計画で想定している職業訓練の具体的カリキュラムをお教えください。これ
らの具体的カリキュラムは民間事業者が設定するのでしょうか。

訓練内容は，運営業務要求水準書（案）Ｐ２３の
「業務内容」を参照してください。
なお，具体的には事業者の提案によります。

646
運営業務要求水準書
（案） 23 17

第3編－第4－3
職業訓練業務
ア　業務内容

テレビ会議のようにモニタを使用した形態の訓練や，e-ラーニング等を利用した訓練は可能
でしょうか？

可能です。

647
運営業務要求水準書
（案）

23 26
　第4　作業　　　　　3　職業訓練業務
ｲ　要求水準

「国の職員の立会いが必要となり，国の支出が増加する」とありますが，国の支出の増加分
を算定する根拠となる，国の職員の労務費は提示していただけるのでしょうか。

「運営業務要求水準書（案）訂正表」のとおり，理
容及び美容は職業訓練として実施しないこととしま

648
運営業務要求水準書
（案）

23 29
第3編ー第4-3         職業訓練業務
イ 要求水準

点訳作業の職業訓練の受講対象となる「おおむね100名の受刑者」の適性検査及び選択は，Ｐ
ＦＩ事業者が行えるのですか？

PFI事業者の意見を踏まえて，国が決定します。

649
運営業務要求水準書
（案）

23 29
職業訓練業務 「１００名程度の受刑者に点訳作業を実施」とありますが，この作業はボランティアか有償

かご明示ください。
職業訓練は，営利を目的とするものであってはいけ
ません。

650
運営業務要求水準書
（案）

23 30
点字図書館 本業務の実施に係る点字図書館等の協力・指導は，その協力者の候補選定を含め，事業者の

業務なのでしょうか。協力者選定に関して，管理者側（国）の支援・協力はないのでしょう
前段について，国が実施します。

651
運営業務要求水準書
（案）

23 31
点訳作業 点訳作業の指導に伴い発生する，人件費などを含む諸費用は，PFI事業者の運営費にて見込む

事で，よろしいでしょうか。
点訳作業は，PFI事業の対象です。

652
運営業務要求水準書
（案）

24 6
第3編ー第4-4         その他作業事務支援業
務                     ア 業務内容

「作業等級の審査」そのものは，国の職員が行うという理解でよろしいでしょうか？ 御理解のとおりです。

653
運営業務要求水準書
（案）

24 6
第3編ー第4-4         その他作業事務支援業
務                     ア 業務内容

「作業等級」は，作業の種類，作業の内容，職業訓練にどのような影響を与えるのですか？ 用語集（参考資料４）を参照してください。

654
運営業務要求水準書
（案）

24 6
第3編ー第4-4         その他作業事務支援業
務                     ア 業務内容

「作業等級｣は，作業に従事した結果で判定されるものですか？ 用語集（参考資料４）を参照してください。

655
運営業務要求水準書
（案）

24 6
第3編ー第4-4         その他作業事務支援業
務                     ア 業務内容

「作業等級｣は，男子と女子で異なるのですか？ 異なりません。

656
運営業務要求水準書
（案）

25 6
第3編ー第5-1-(1)         視聴覚教育
ア 業務内容

「余暇時間」とは，１日のうちのどの時間帯に該当し，１日当たり何時間くらいあるのです
か？

刑務所の業務（参考資料３）を参照してください。

657
運営業務要求水準書
（案）

25 6
第3編ー第5-1-(1)         視聴覚教育
ア 業務内容

祝日や休日も余暇時間に該当し，視聴覚教育を祝日や休日にも行うという理解でよろしいで
すか？

事業者の提案によります。

658
運営業務要求水準書
（案）

25 6
視聴覚教育 テレビ・ラジオの設置場所を教えて下さい。 収容棟内の各居室，多目的ホール，職業訓練棟内の

食堂及び教室を予定しています。

659
運営業務要求水準書
（案）

25 15
第3編ー第5-1-(2)         通信教育 「通信教育」は，受刑者が余暇時間あるいは休日に，収容棟内で各自実施するという理解で

よろしいですか？
そのように実施することも可能です。

660
運営業務要求水準書
（案）

25 19
第3編ー第5-1-(2)         通信教育
イ 要求水準

純然たる「知的教養の向上」に有益な科目の提供も可能ですか？ 事業者の提案によります。

661
運営業務要求水準書
（案）

25 23
第3編ー第5-1-(3)         その他教育企画 集団カウンセリング等が行われる頻度，形態は，どのようなものですか？ 教育は，１日１時間（週５時間）以上実施し，その

内容は事業者の提案によります。

662 運営業務要求水準書
（案）

25 23 第3編ー第5-1-(3)         その他教育企画 集団カウンセリング等は，収容ユニット毎に，多目的ホールで行われるのですか？ そのように実施することも可能です。

663
運営業務要求水準書
（案） 25 24

第3編－第5－1－(3)
その他教育企画
ア　業務内容

テレビ会議のようにモニタを使用した形態の教育や，e-ラーニング等を利用した教育は可能
でしょうか？

そのように実施することも可能です。

664
運営業務要求水準書
（案）

25 25
第3編ー第5-1-(3)         その他教育企画
ア 業務内容

集団カウンセリングの「外部講師の手配」とは，国が策定する集団カウンセリングの内容に
応じた外部講師の発掘及び選択を含む行為という理解でよろしいでしょうか？

御理解のとおりです。

665
運営業務要求水準書
（案）

25 27
第3編ー第5-1-(3)         その他教育企画
ア 業務内容

集団指導には，宗教の行事や活動も含まれるという理解でよろしいですか？ 御理解のとおりです。

666
運営業務要求水準書
（案） 25 1～

第3編 業務別要求水準
　第5 教育

視聴覚教育,通信教育などが主体であり，受刑者と接して行う業務はないものと考えてよろし
いですか。

事業者の提案により，受刑者と接触して業務を実施
することも差し支えありません。

667
運営業務要求水準書
（案）

26 6
第3編ー第5-2         図書管理業務
イ 要求水準

毎年度行われる「図書の入れ替え」に関して，各年度代わりに一斉に入れ替えということで
はなく，毎月一定割合ずつの入れ替えも可能でしょうか？

御理解のとおりです。

668
運営業務要求水準書
（案）

26 6
第3編ー第5-2         図書管理業務
イ 要求水準

毎年度行われる「図書の入れ替え」に関して，廃却処分する図書の取扱いは，例えば他の福
祉施設などへの寄付を含め，ＰＦＩ事業者の裁量に任されるという理解でよろしいでしょう

御理解のとおりです。

669
運営業務要求水準書
（案）

26 6
第3編ー第5-2         図書管理業務
イ 要求水準

毎年度行われる「図書の入れ替え」に関して，廃却処分する図書の取扱いに伴って発生する
であろう費用は，サービス購入費に含まれるという理解でよろしいでしょうか？

御理解のとおりです。

670
運営業務要求水準書
（案）

26 6
第3編ー第5-2         図書管理業務
イ 要求水準

毎年度行われる「図書の入れ替え」に関して，廃却処分する図書の取扱いに伴って収益が発
生した場合，当該収益は国に返却することになるのでしょうか？

国に返却することにはなりません。

671 運営業務要求水準書
（案）

26 6 図書管理業務 図書の入れ替えは，毎年全冊入れ替える事が必要でしょうか。 御理解のとおりです。

672
運営業務要求水準書
（案）

26 6
図書管理 毎年度，図書の入れ替えを行なうとありますが，図書の購入費用は事業者が負担するので

しょうか。
御理解のとおりです。
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673
運営業務要求水準書
（案） 26 6

図書管理 毎年度入れ替えを行う図書の割合は全体の図書のどの程度の割合でしょうか。応募者間で公
平性を保つために，入れ替えを行なう冊数等の一定の基準を御教示ください。

図書管理業務については，運営業務要求水準書
（案）Ｐ２６の「要求水準」を参照してください。
なお，具体的には事業者の提案によります。

674

運営業務要求水準書
（案）

26 8

第３編　業務別要求水準
第５　教育
２　図書管理業務
イ　要求水準

図書管理業務において，｢図書の検索，貸出し・返却の管理が行えるシステムを構築し，運営
する。｣と記述があります。管理対象となる図書の購入についてはSPCが実施するものと考え
ておりますが，購入予算についてはどのように検討すれば良いでしょうか。

事業者の提案によります。

675
運営業務要求水準書
（案）

26 8
図書管理業務 図書はPFI事業者が整備する事でよろしいでしょうか。また，すべての図書は，新刊書を購入

する事でよろしいでしょうか。
前段については，御理解のとおりです。
後段については，必ずしもその必要はありません。

676
運営業務要求水準書
（案）

27 6
第3編ー第6-1         健康診断業務
ア 業務内容

受刑者の入所は，毎日あるのでしょうか？ある程度の間隔をもって定期的にあるのでしょう
か？

健康診断は，月に２回程度実施することを想定して
います。

677
運営業務要求水準書
（案）

27 6
健康診断業務 入所時の健康診断はどの程度の頻度での実施が求められるでしょうか。毎日の実施でしょう

か，それとも週○回や月○回といった頻度でも良いでしょうか。
健康診断は，月に２回程度実施することを想定して
います。

678
運営業務要求水準書
（案）

27 23
第3編ー第6-1         健康診断業務
イ 要求水準

「入所後速やかに」とありますが，この「速やかに」とはどのくらいの日数を想定しておら
れますか？

健康診断は，月に２回程度実施することを想定して
います。

679
運営業務要求水準書
（案）

27 23
第3編ー第6-1         健康診断業務
イ 要求水準

「前回受診」とは，入所時の健康診断以降の「本施設」内における健康診断の受診を意味す
るという理解でよろしいでしょうか？

御理解のとおりです。

680
運営業務要求水準書
（案）

27 23
第3編ー第6-1         健康診断業務
イ 要求水準

前回受診から6ヵ月以内と毎年度に行う項目以外，すなわち⑧，⑨，⑪，⑫の４項目は，入所
時のみに行うという理解でよろしいでしょうか？

御理解のとおりです。

681
運営業務要求水準書
（案） 27 26

外部医療機関との連絡調整，レセプト審査業
務

受刑者を外部の医療機関に搬送しなければならない事態となった場合の業務及び責任は国で
御負担頂けるとの理解で宜しいでしょうか。（万が一，民間事業者の責任範囲となった場
合，警備や脱走された場合の責任問題等，民間事業者で負担困難な課題とになります。）

リスク分担表（参考資料１）を参照してください。

682 運営業務要求水準書
（案）

27 26 外部医療機関との連絡調整，レセプト審査業
務

外部医療機関の具体的名称について，ご明示下さい。 入札公告時までに提示します。

683
運営業務要求水準書
（案） 27 28

第3編ー第6-2         外部医療機関との連絡
調整，レセプト審査業務
ア 業務内容

「貸与」とは，無償貸与という理解でよろしいでしょうか？ 入札公告時までに提示します。

684
運営業務要求水準書
（案）

27 32
外部医療機関との連絡調整 民間事業者が行うのは日々の業務運営における連絡調整であり，地元医師会・医療施設等と

の基本的な調整は予め官が行う事と理解してよろしいですか。
御理解のとおりです。

685 運営業務要求水準書
（案）

27 33 ﾚｾﾌﾟﾄ審査業務 受刑者は健康保険の対象ですか？ 健康保険の対象ではありません。

686
運営業務要求水準書
（案）

28 1
第3編ー第6-3         常備薬の管理業務 常備薬の整備，保管に関して，ＰＦＩ事業者は薬剤師を配置するという理解でよろしいで

しょうか？
薬事法令に従って実施してください。

687 運営業務要求水準書
（案）

28 1 第3編ー第6-3         常備薬の管理業務 常備薬を保管する場所は，医務棟内という理解でよろしいでしょうか？ 薬事法令に従って実施してください。

688
運営業務要求水準書
（案）

28 7
第3編ー第6-3         常備薬の管理業務
イ 要求水準

夜間，休日等医師不在時において「常備薬が必要」と判断するのは，どの常備薬が必要かと
いうことも含めて，国の職員という理解でよろしいでしょうか？

薬事法令に従って実施してください。

689
運営業務要求水準書
（案）

28 7
第3編ー第6-3         常備薬の管理業務
イ 要求水準

夜間，休日等医師不在時において「常備薬が必要」とされた場合において，保管場所から特
定の常備薬を取り出すに当たりＰＦＩ事業者の職員の介在は不要という理解でよろしいで

薬事法令に従って実施してください。

690
運営業務要求水準書
（案）

28 11
第3編ー第6-4         医療設備の維持管理業
務                     ア 業務内容

「通常必要な医療機器」には，手術に要する医療機器及び設備は含まれないという理解でよ
ろしいでしょうか？

御理解のとおりです。

691
運営業務要求水準書
（案）

28 11
第3編ー第6-4         医療設備の維持管理業
務                     ア 業務内容

「通常必要な医療機器」とは，一般社会で必要とされるものであり，受刑者の特性は考慮し
なくてもよろしいという理解でよろしいでしょうか？

御理解のとおりです。

692
運営業務要求水準書
（案）

28 11
第3編ー第6-4         医療設備の維持管理業
務                     ア 業務内容

「通常必要な医療機器」を判断するに当たり，一般社会における男性と女性の患者を前提と
することで足りるという理解でよろしいでしょうか？

御理解のとおりです。

693
運営業務要求水準書
（案）

28 11
第3編ー第6-4         医療設備の維持管理業
務                     ア 業務内容

妊娠中の女性が刑務所に収容され，当該受刑者が刑務所内で出産することはあるのですか？ 想定していません。

694
運営業務要求水準書
（案）

28 11
第3編ー第6-4         医療設備の維持管理業
務                     ア 業務内容

妊娠中の女性が刑務所に収容され，当該受刑者が刑務所内で出産することがある場合，生ま
れた子どもの取扱はＰＦＩ事業の対象外という理解でよろしいでしょうか？

御理解のとおりです。

695
運営業務要求水準書
（案） 28 17

第3編 業務別要求水準
　第6 医療
　5　医療関係事務

領置金からの引き落としはSPCが国に代行して行うと考えてよろしいでしょうか。 御理解のとおりです。

696
運営業務要求水準書
（案） 29 1

第３編　業務要求水準　第７分類事務支援作
業　　　　１考査関係事務支援業務
ア　業務内容

考査関係事務支援業務，審査関係事務支援業務，保護関係事務支援業務との兼務は可能です
か。

御理解のとおりです。

697
運営業務要求水準書
（案）

29 2
考査関係事務支援業務 同規模の既存の刑務所における当業務の大まかな時間数をお示しください。 業務区分表（参考資料２）及び刑務所の業務（参考

資料３）を参照してください。

698
運営業務要求水準書
（案）

29 6
第3編ー第7-1         考査関係事務支援業務
イ 要求水準

心理検査の内容作成は，国が行うという理解でよろしいでしょうか？ 御理解のとおりです。ただし，事業者の提案を妨げ
るものではありません。

699

運営業務要求水準書
（案）

29 6

１　考査関係事務支援業務 「専門的な知識・技能を有した職員・・・検査の実施・・・」について
当該業務を民間が主体的に行う，との印象を受けますが，
官民の役割分担上，支援の域を越えているのではないでしょうか？

国が主体的に行いますが，事業者の提案を妨げるも
のではありません。

700
運営業務要求水準書
（案）

29 11
審査関係事務支援業務 同規模の既存の刑務所における当業務の大まかな時間数をお示しください。 業務区分表（参考資料２）及び刑務所の業務（参考

資料３）を参照してください。
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701 運営業務要求水準書
（案）

- - 第３編　業務別要求水準 各種業務において，明確に提示のないコンピュータシステムについて，提案は可能でしょう
か。

御理解のとおりです。

702
運営業務要求水準書
（案）

5
以降

第3編 業務別要求水準 各業務に「・・・支援業務」とあります。国の職員とSPCの従業員との業務の境が良く理解で
きません。
もっと具体的にご教示いただけませんでしょうか。

刑務所の業務（参考資料３）を参照してください。

703

運営業務要求水準書
（案）

9 31

第3編 業務別要求水準
　第1 総務業務
　　5 領置事務支援業
　　　務
　 (1)領置物保管
　　　(差入れ)

国の領収書発行事務は，SPCが代行するのでしょうか。 御理解のとおりです。

704
その他

- - -
新設する刑務所で収容する予定の初犯の受刑者の平均刑期はどの程度であるのか。 平成１４年における初犯受刑者の平均在所期間は，

約１年８月です。

705
その他

- - -
受刑者の，職業訓練へのモチベーションはどの程度であるか。 本事業の対象は，多様で柔軟な処遇が可能な初犯受

刑者であり，モチベーションを高める職業訓練を期
待しています。

706 その他 - - - 受刑者の教育をする場合，教員となる刑務官を教育するのは今回の業務に含まれるのか。 本事業の対象ではありません。

707
その他

- -
収容者の国籍は日本人ですか。 日本人若しくは日本人と同様の処遇を行うことが可

能な者を収容することとしています。

708
その他

- -
SPCは国に対して独立性があるのか。単なる協力会社としての下請的業務を行うのか明確にし
てほしい。又，収容ｾﾝﾀｰ所長とSPC社長（統括業務責任者）との関係を図示してほしい。

センター長と総括業務責任者は，本事業を実施して
いく上でのパートナーとして位置づけられます。

709 その他 - - 国とSPCとの間での契約外の項目，作業等が発生した場合の金銭的措置はいかがか。 リスク分担表（参考資料１）を参照してください。

710
その他

- -
脱走，逃亡，自傷行為を行った場合，SPCに対し違約金を課す旨の説明がありましたが，受刑
者の分類業務とそのものは国側で行うとすればそのような受刑者が発生した責任は国側にあ
るのではないでしょうか。

リスク分担表（参考資料１）を参照してください。

711
その他

- -
本事業の安定的な運営の観点から国側で本事業を行った場合の従業員数を示すことは可能で
しょうか。SPCの効率的な運営の観点から見て必要と思われますが。

業務区分表（参考資料２）を参照してください。

712
（説明会配付資料）
リスク負担の基本的考え

- 7
本事業におけるリスク負担の基本的考え方 施設警備業務や収容監視業務等のリスクに関し，件数や原因に応じ，一定の違約金の支払い

とありますが，その具体的内容を明示して頂きたい。
違約金の内容については，入札公告時までに提示し
ます。

34 / 34 ページ


