
 

 

 

 

 

本資料は、室蘭市生涯学習センター整備事業（以下「本事業」という。）を民間資金等の

活用による公共施設等の整備等に関する事業（以下、「特定事業」という。）として、ＰＦＩ

法に準じて、特定事業の選定及び特定事業を実施する民間事業者（以下、「特定事業者」と

いう。）の選定等に関し定める募集要項と一体の書類である。 

なお、本資料において用いられる用語の意義は、別段の定めがない限り、募集要項等に定

めるところと同じとする。 

 

別添 10 サービス対価の支払い方法 
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1. サービス対価の構成 

本事業の実施に対し市が特定事業者に支払うサービス対価は、設計、建設業務に係る費用

（以下、「施設整備業務費」という。）、総括管理業務、維持管理業務及び運営業務に係る費

用（以下、「維持管理運営等業務費」という。）、駐車場賃料及び消費税等から構成される「業

務等への対価」から構成する。なお、維持管理運営等業務費は、本施設の運営により特定事

業者が得る収入（以下、「利用料金収入等」という。）を差し引いたものとする。サービス対

価を構成する各費用の内訳は、表 1 サービス対価の内訳に示すとおりとする。 

表 1 サービス対価の内訳 

項目 費用項目 費用の内容 

業務等への 

対価 

施設整備業務費 

(サービス対価Ａ) 

設計建設期間中に発生する以下の費用 
 

・設計業務 

・建設業務 

・工事監理業務 

・開館準備業務 

・その他、上記に関連して必要と認められる費用 

 

維持管理運営等業

務費 

(サービス対価 B) 

維持管理運営期間中に発生する以下の費用から、利用

料金収入等を差し引いた金額 
 

・総括管理業務 

・維持管理業務（光熱水費含む） 

・運営業務（主催事業含む） 

・SPC設立・管理費（設立する場合） 

・その他、上記に関連して必要と認められる費用 

 

駐車場賃料 

（サービス対価 C） 

維持管理運営期間中に発生する以下の費用 
 

・駐車場事業において、市が本施設利用者用の駐車場

として賃借する駐車場の賃料 

・駐車場賃料を構成する費目は、「駐車場整備費」「維

持管理費」「運営費」とする。 

消費税等 
・上記までの費用のうち課税対象外のものを除いた費

用に係る消費税及び地方消費税 

利用料金収入

等（自主事業を

除く） 

本施設の運営によ

り特定事業者が得

る収入 

維持管理運営期間中に発生する以下の収入（消費税

込） 

・施設の利用料金収入 ※1 

・主催事業収入 ※2 
 ※1：「施設の利用料金収入」とは、本施設の運営により利用者から特定事業者が得る施設の利用

料金とする。 
※2：「主催事業収入」とは、主催事業の実施により参加者から特定事業者が得る事業参加費とす
る。 
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2. サービス対価の算定及び支払方法 

特定事業者は、本事業において本施設の設計、建設、開館準備、総括管理、維持管理、運

営までのサービスを特定事業者の責任により一体として提供し、市は、提供されるサービス

を一体のものとしてその対価を以下のとおりに支払う。 

 

(1) サービス対価Ａの支払方法 

サービス対価Ａの支払い方法は、以下のとおりとする。 

【１回目】 

・平成 29年度に、平成 29年度までの出来形について、検査を行い、検査合格後、請求の

あった日から 14日以内に支払う。 

・ただし、出来形部分に相応するサービス対価 Aの 10分の 9以内の額を部分払いする。

なお、本市が予定する部分払いの上限額を超過した場合は、その上限額を支払い、出来

形に応じた金額との差額分は 2回目に支払うものとする。 

※出来形の部分払いを受けた場合においても、全部の引き渡しが完了するまでの間は、特

定事業者は当該出来形部分の管理についての一切の責めを負うものとする。 

【２回目】 

・業務完了時に要求水準書に定める竣工確認検査を行い、検査合格後、請求のあった日か

ら 40日以内に支払いを行う。 

 

(2) サービス対価Ｂ、Ｃの支払方法 

サービス対価Ｂ、Ｃの支払い方法は、以下のとおりとする。 

表 2 サービス対価Ｂ、Ｃの支払い方法 

費用項目 支払い対象期間 回数 支払い方法 

サービス対価Ｂ 
維持管理運営期間 

平成 30年 12月～平成 46年 3月 
全 61回 

維持管理運営期間

中、四半期ごとに、

提案に基づき特定事

業契約時に定めた額

を支払う。 

サービス対価Ｃ 
維持管理運営期間 

平成 30年 12月～平成 46年 3月 
全 61回 

維持管理運営期間

中、四半期ごとに、

提案に基づき特定事

業契約時に定めた額

を支払う。 

 

ア サービス対価Ｂ 

サービス対価Ｂは、維持管理運営期間中、年 4回（市が特定事業者から適法な請求書を受

理後 40日以内）、特定事業者の提案に基づき特定事業契約締結時に定めた当該年度の利用料

金収入等を差し引いて、支払うことを予定している。 

特定事業者が市の示した要求水準どおりに業務を実施する中で、施設利用料金収入等の増

加、経費の節減などについては、原則として精算による市への返還を求めない。 
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また、施設利用料金収入等が減少した場合でも原則として市からサービス対価による補填

は行わない。 

なお、利用料金収入等のうち、前払いされた収入については、預り金とし、実際に施設を

利用した期間について年度ごとに収入として計上すること。 

なお、光熱水費に関しても、別添 12 様式集に示す、各種エネルギーにおける計算方法、

基本料金、単価等に基づき、特定事業者が提案した各種エネルギーの使用量により算出した

事業期間中の光熱水費総額を支払う。 

 

イ サービス対価Ｃ 

サービス対価Ｃは、維持管理運営期間中、年 4回（市が特定事業者から適法な請求書を受

理後 40日以内）、支払うことを予定している。 

 

(3) 消費税等 

消費税等については、サービス対価の支払期毎に算定する。 
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3. サービス対価の改定 

(1) サービス対価 A の改定 

サービス対価Ａについては、物価変動による改定を行う。なお、下記によらない場合の

物価変動については、「室蘭市建設工事契約約款第 23条」により改定の協議ができるもの

とする。 

 

ア 対象となる費用  

   対象費用は、設計費、工事監理費などを除いた直接工事及び共通費などの工事施工に必

要となる経費とする（建築工事、電気設備工事、空調設備工事、給排水設備工事など各種

工事を含む。以下、「建設業務費」という。）。 

 

イ 基準となる指標  

物価変動によるサービス対価Ａの改定に使用する指標は下表のとおりとする。 

表 3 基準となる指標（サービス対価Ａ） 

費用 参照指標 

建設業務費 
「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会発行）建築費指数 

・標準指数（札幌）：構造別平均 RCの「純工事費」  

 

 

ウ 改定方法 

契約締結日の属する月の指標値と本施設の工事着手届出日の属する月の指標値を比較

し、1.5％を超える物価変動がある場合は、市及び特定事業者は、物価変動に基づく改定

の申し入れを行うことができる。 

変更額は、サービス対価Ａの建設業務費に係る変動額のうち、建設業務費に係る経費の

1.5％に相当する金額を超える額とする。 

 

【増額の場合】 

Ｓ+＝【Ｐ2-Ｐ1-（Ｐ1×1.5/100）】 

この式において、Ｓ+、Ｐ1、Ｐ2はそれぞれ次の額を表す。 

Ｓ+：増額スライド額 

Ｐ1：施設整備契約書に記載されたサービス対価Ａのうち、建設業務費 

Ｐ2：変動後（本施設の着工日）の指標値に基づき算出したサービス対価Ａのうち、建

設業務費 

 

【減額の場合】 

Ｓ-＝【Ｐ2-Ｐ1+（Ｐ1×1.5/100）】 

この式において、Ｓ-、Ｐ1、Ｐ2はそれぞれ次の額を表す。 
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Ｓ-：減額スライド額 

Ｐ1：施設整備契約書に記載されたサービス対価Ａのうち、建設業務費 

Ｐ2：変動後（本施設の着工日）の指標値に基づき算出したサービス対価Ａのうち、建

設業務費 

 

 

(2) サービス対価Ｂの改定 

エ 対象となる費用 

サービス対価Ｂについては、維持管理業務のうち、委託料、手数料及び光熱水費、運営

業務のうち人件費、その他、利用料金収入等について改定を行うことができるものとする。 

表 4 サービス対価Ｂのうち、改定の対象となる費用等 

対象費用 改定内容 

維持管理

業務 

委託料、手数料 ※ (ｱ) ・物価変動による改定 

・市の都合による改修などの施設規模の

変動による改定 

光熱水費 (ｲ) ・物価変動による改定 

・利用実績の変動による改定 

運営業務 人件費 (ｳ) ・物価変動による改定 

・利用実績の変動による改定 

・市の都合による改修等による施設休止

などの人員配置の変動による改正 

・市の都合による開設期間又は開館時間

の変更による改正 

利用料金収入等 

（利用料金収入、主催事業収入） 

(ｴ) ・市の都合による本施設の使用料変更が

ある場合の改定 

・利用実績の変動による改定 

・市の都合による改修などの施設規模の

変動による改定 

※「委託料、手数料」とは、別添 1 要求水準書に示す「施設管理業務（保守・点検業務、

清掃業務、警備業務）」にかかる費用をいう。また、「委託料、手数料」の内訳は、特定

事業者が別途業者に委託する場合の費用を「委託料」、特定事業者自らが実施する業務

費を「手数料」とする。 

 

オ 改定方法 

(ｱ) 委託料、手数料及び人件費 

表 5(ｱ)委託料、手数料及び(ｳ)人件費は、物価変動について、以下の計算方法に基づき、

平成 35年度～平成 40年度、平成 41年度～平成 46年度の委託料、手数料及び人件費をそ

れぞれ当該期間が開始される前年度に改定することができる。なお、条例改正等による開
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設期間又は開設時間の変更（特定事業者の提案を除く）により、経費増減が発生する場合、

表 5(ｳ)人件費（市の管理費用積算による）のみを対象とし、加算・減額（一定の額を超

えた場合）を行う。 

 

【改定の計算方法】 

基準額（委託料、手数料及び人件費として本事業の特定事業選定時に市が見込んだ費用

をいう。以下同じ。）に物価変動率を乗じたものと基準額の差から提案額の１％を差し引

いた額を加算又は減額できる。 

 

加算の場合： 

Ｃ2（n）＝Ｃ1（n）＋（Ｃ（n）× Ｐ（n）/Ｐ（Ｈ28））－Ｃ(n)－（Ｃ1（n）/100） 

減額の場合： 

Ｃ2（n）＝Ｃ1（n）＋Ｃ（n）－（Ｃ（n）× Ｐ（n）/Ｐ（Ｈ28））＋（Ｃ1（n）/100） 

 

この式において、Ｃ2（n）、Ｃ1（n）、Ｐ（n）、Ｐ（Ｈ28）はそれぞれ次の額を表す。 

Ｃ2（n）：改定後の委託料、手数料及び人件費の総額 

Ｃ1（n）：提案時におけるｎ年時の委託料、手数料及び人件費の総額 

Ｃ(n)：ｎ年時における委託料、手数料及び人件費の基準額 

（人件費についてのみ、条例改正等による加算・減額を行う場合は、 

見直し後の基準額） 

Ｐ（n）：ｎ年次の参照指標の平均値 

Ｐ（Ｈ28）：Ｈ28年の参照指標の平均値 

参照指標は以下とする。 

企業向けサービス価格指数（日銀調査統計局） 

・類別：諸サービス 

※用いる指標がなくなる、又は内容が見直されて本事業の実態に沿わない場合は、その
後の対応方法について市と特定事業者との間で協議して定める。 

※指標は、特定事業者の提案を踏まえて、市と協議により市が認めた場合に限り変更す
ることも可能とする。 

 

 

(ｲ) 光熱水費の改定方法 

光熱水費は、物価変動について、品目ごとに、表 5 に従い毎年度単価を改定する。 

 

使用量の変動については、「カ 本施設の利用実績の変動による改定の考え方」に示す

とおり、供用開始後の実績を踏まえ改定する。 
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表 5 品目別光熱水費の改定計算方法 

品目Ａ 

：灯油、軽油、

重油等の各

燃料 

費用内訳の概要 （支出総額）＝（使用量）×（単価） 

改定計算方法 （ｎ年度の改定金額）＝ 

（提案時に特定事業者が示した年間使用量）×（改定単価） 

※（ｎ年度の改定金額）は、提案時に特定事業者が提案した

支出総額に対し、単価の改定により補填または減額する金

額を示す。 

※上記による改定は、（ｎ年度の改定金額の絶対値）が、（提

案時に特定事業者が提案した年間支払金額）の 1％を超え

る場合に、1％を超えた金額分の補填または減額を行う。 

※エネルギー供給者の算出方法が上記と異なる場合は、エネ

ルギー供給者の算定方法によるものとし、改定の対象は単

価とする。 

【改定単価】の計算式 

(実際の年間支出総額/実際の年間総使用量）－提案時に特定

事業者が示した単価 

品目Ｂ 

：ガス料金    

  

費用内訳の概要 （支出総額）＝（基本料金）＋（使用量）×（単価） 

となり、提供側で公式に平均改定率等、単価の増減を示す指

標を明らかにしていないもの 

改定計算方法 （ｎ年度の改定金額）＝ 

（基本料金）＋ 

（提案時に特定事業者が示した年間使用量）×（改定単価） 

※（ｎ年度の改定金額）は、提案時に特定事業者が提案した

支出総額に対し、単価の改定により補填または減額する金

額を示す。 

※上記による改定は、（ｎ年度の改定金額の絶対値）が、（提

案時に特定事業者が提案した年間支払金額）の 1％を超え

る場合に、1％を超えた金額分の補填または減額を行う。 

※エネルギー供給者の算出方法が上記と異なる場合は、エネ

ルギー供給者の算定方法によるものとし、改定の対象は単

価とする。 

【改定単価】の計算式 

（実際の年間支出総額/実際の年間使用量）－提案時に特定

事業者が示した（支出総額/使用料） 

品目Ｃ 

：上下水道料

金、電気料

金 

費用内訳の概要 （支出総額）＝ 

（基本料金）＋（使用量）×（単価） 

となり、提供側で公式に平均改定率等、単価の増減を示す指

標を明らかにしているもの 

改定計算方法 （ｎ年度の改定金額）＝ 

（基本料金）＋ 

（提案時に特定事業者が示した）×（改定単価） 

※（ｎ年度の改定金額）は、提案時に特定事業者が提案した

支出総額に対し、単価の改定により補填または減額する金

額を示す。 

※上記による改定は、（ｎ年度の改定金額の絶対値）が、（提

案時に特定事業者が提案した年間支払金額）の 1％を超え

る場合に、1％を超えた金額分の補填または減額を行う。 

※エネルギー供給者の算出方法が上記と異なる場合は、エネ

ルギー供給者の算定方法によるものとし、改定の対象は単

価とする。 

【改定単価】 

※改定単価は、エネルギー供給者が公式に示す平均改定率や

ｎ年度の単価等による。 
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(ｳ) 本施設使用料の改定による利用料金収入等の改定 

事業期間中に市の意向による本施設の使用料の改定を行った場合、特定事業者が提案時

に示した利用人数及び件数の想定は変更せず、使用料のみ変更し利用料金収入等を算定し、

提案時の利用料金収入等との差額を減額または補填する。 

 

カ 本施設の利用実績の変動による改定の考え方 

本施設は新規施設であるため、供用開始後 3年間の実績に基づき、市及び特定事業者は、

以下について改定の申し入れを行うことができるものとする。 

 

① 光熱水費（使用量） 

② 人件費（配置人数） 

③ 利用料金収入等（利用人数、件数） 

 

上記①②③のいずれの場合も、企画提案書類に基づき特定事業契約に定めた年次の収入、

支出金額に対し、供用開始後の実績値と比較し、その差額について是正の必要があると認

められた場合、市又は特定事業者から改定の申し入れを行い、協議のうえ、市及び特定事

業者の合意により改定を行う。 

この改定が行われた場合、委託料、手数料、人件費または光熱水費の改定に用いる基準額及び

基準使用量についても同様に協議の上改定を行う。



（別紙 1） 
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本事業における光熱水費算定の参考資料 

 

表 7 市内類似施設の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

類似施設の主な概要 電気
類似施設の名称 ２４年度 ２５年度 ２６年度
主な用途 使用量(kw) 311,922 316,620 300,888
開館時間 料金（円） 7,070,725 7,168,391 7,843,517
休館日
開設年月 水道
構造／階数
延床面積 ２４年度 ２５年度 ２６年度
施設の概要 ホール 569.60 ㎡ 使用量（㌧） 1,866 1,951 1,871

交流・展示ホール 196.83 ㎡ 料金（円） 498,927 524,443 512,882
控室１ 19.08 ㎡
控室２ 22.25 ㎡ 下水道
控室３ 25.17 ㎡ ２４年度 ２５年度 ２６年度
リハーサル室・視聴覚室 164.05 ㎡ 使用量（㌧） 1,866 1,951 1,871
和室 68.43 ㎡ 料金（円） 440,715 465,808 453,248
作業実習室（調理可） 55.95 ㎡
小会議室１ 87.50 ㎡ ガス
小会議室２ 81.25 ㎡ ２４年度 ２５年度 ２６年度
中会議室 160.20 ㎡ 使用量(㎥) 36,536 36,324 34,188

特記事項 料金（円） 4,923,465 5,063,413 4,994,519

委託費
一般廃棄物 ２４年度 ２５年度 ２６年度
数量（㌧） 6.35 6.77 6.46
料金（円） 93,181 100,967 99,064

２４年度 ２５年度 ２６年度
清掃業務 5,893,600 5,890,200 6,062,400
機械警備 226,800 226,800 233,280
消防設備 288,750 288,750 297,000
高圧受電 556,000 556,000 572,400
自動ドア 186,000 186,000 192,240
昇降機 441,000 441,000 453,600
空調設備 3,549,000 3,549,000 3,650,400
特定建築物 718,200 718,200 738,700
除雪 117,933 154,760 40,500
植栽管理 63,000 63,000 90,720

室蘭市市民会館
市民の社会、文化活動等
午前9時から午後10時まで

定まった休館日は無し
平成14年7月
RC／３階建て
4114.21 ㎡

・空調設備の熱源はガス
・作業実習室はIH対応
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本施設における人員体制の参考資料 

 

１．人員体制の考え方 

・表８は参考基準価格を設定する上での参考例であり、要求水準書を満たす効率的かつ合理

的な人員体制に関する提案を期待する。また積算単価は、「賃金構造基本統計調査～厚生

労働省」を参考としている。 

・総括責任者及び各機能運営責任者は、必要な専門性等を備えている場合は兼務が可能。 

・市の人員に係る積算の考え方は以下のとおり 

➣総括責任者～施設の維持管理運営の総括を行う者（常勤） 

➣各機能運営責任者～各機能の企画・立案に係る部門責任者（常勤） 

➣各機能実務スタッフ～各機能運営責任者を補佐・代替となるスタッフ 

➣各機能スタッフ～各機能の実務を担うスタッフ 

 

表 8 想定人員体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．人員体制の留意事項 

・総括責任者及び各機能運営責任者は、常勤を原則とするが、適切な管理運営体制が構築さ

れている場合は、土日祝日及び夜間の配置はこの限りでない。 

・特に、子育て機能では、利用者が多いと想定される休日及び長期休暇について、運営責任

者を配置することが望ましい。 

 

貸館機能運営
責任者

スタッフ

図書機能運営責

任者

又は実務スタッフ
スタッフ

総括責任者
子育て機能運営

責任者

又は実務スタッフ
スタッフ スタッフ

市民活動推進機

能運営責任者
スタッフ スタッフ

土日祝日

①平日 

②土日祝日 土日祝日

スタッフ スタッフ

図書機能運営責

任者

又は実務スタッフ
スタッフ

子育て機能運営

責任者

又は実務スタッフ
スタッフ スタッフ スタッフ

スタッフ スタッフ

繁忙期（子育て機能のみ対象）

子育て機能運営

責任者

又は実務スタッフ
スタッフ スタッフ スタッフ

③繁忙期（長期休暇等で子育て機能のみ対象） 
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本施設の利用料金収入等の想定 

１．本施設の使用料 

区分 時間 使用料 

子どもの遊び場 

１０時～１７時 １回 ２００円 

（1 歳児から小学生ま

でが対象。生後 12 月

に達しない者は無料） 

１８時～２０時 

工芸スタジオ、料理スタジオ 

多目的室１、２、３ 

９時～１２時 ２,４９０円 

１３時～１７時、１８時～２２時 ３,３２０円 

音楽スタジオ、 

ミーティングルーム１、２ 

９時～１２時 ７５０円 

１３時～１７時、１８時～２２時 １,０００円 

研修室１、２、３、４ 

和室 

９時～１２時 １,２３０円 

１３時～１７時、１８時～２２時 １,６４０円 

※商業、宣伝、興行等営利を目的として施設を使用する場合の額は、この表の額の２倍の額と

する。 

 

２．市内類似施設における実績 

（１）子どもの遊び場の参考：サンキッズ 利用実績（過去３か年） 

  平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

開館日数 151 152 175 

利用者数 9,502  10,312  11,041  

※開館日は毎週月・水・金曜日、第２・４土曜日（祝日及び年末年始の休みを除く） 

※開館時間は１０時～１６時 

※利用者数は保護者も含む人数である 

※サンキッズの利用料金は無料 

（２）貸館機能の参考：室蘭市市民会館 利用実績（過去３か年）   

部屋名 
面積

【㎡】 

使用料【円】 利用件数 

9:00～
12:00 

13:00～
17:00 

18:00～
21:00 

平成 
２４年度 

平成 
２５年度 

平成 
２６年度 

和室 67.00 1,500 2,000 2,000 362 件 282 件 219 件 

作業実習室 56.00 1,230 1,640 1,640 115 件 113 件 116 件 

中会議室 160.00 3,540 4,720 4,720 275 件 271 件 279 件 

小会議室① 88.00 1,920 2,560 2,560 315 件 311 件 284 件 

小会議室② 81.00 1,800 2,400 2,400 300 件 327 件 313 件 

利用料金収入 8,337千円 8,103千円 7,813千円 

※開館日３６２日（休館日１月１日～１月３日） 

※商業、宣伝、興行等営利を目的として施設を使用する場合の使用料は２倍の額とする。 

※利用件数は各区分の合計件数（最大で３６２日×３区分＝１，０８６件） 


