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鳥取県立美術館整備運営事業 

入札説明書に関する質問回答 別紙 学芸業務における保険の整理 

 
 

質問 No.185、301、302、304、309、764、765、766、767、768、769、771、772関連 

 
 

１．美術品(鳥取県立美術館の収蔵品及び外部から借用する作品資料等)の展示・輸送に係る保険について、県立博物館での実績を踏まえ次の 

業務を想定し、サービス対価を算定しています。 
 

業務 備考 

Ⅳ 開館準備業務  

 （２）事務所及び収蔵品

等の移転作業 

②美術品の移転 ａ美術作

品 

学芸員を同乗させること。 

②美術品の移転 ｂ美術資

料 

学芸員を同乗させること。 

Ⅵ 運営業務  

 （１）学芸業務（収蔵） ①収集 

 ａ収集作品資料等の輸送

等 

学芸員を同乗させること。 

付保は通常「寄贈」の場合を想定し、画商等からの「購入」の場合は画商等が作品を

輸送するため付保の想定はしていない。 

②保存管理 

 ａ資料撮影・デジタル化 

撮影する作品等が館内にあり、館内で撮影する場合は付保の想定はしていない。 

②保存管理 

 ｂ ア保存処置・修復 

付保は作品資料等を保存・修復処置を施す工房まで運ぶ場合を想定し、その工房に作

品資料等が保管されている間の付保は想定していない。 

②保存管理 

 ｂ イ額装 

額装する作品等が館内にあり、館内で額装作業をする場合は付保の想定はしていな

い。通常、額装作業のため作品等を館外に運ぶことはない。 

（２）学芸業務（展示） ①常設展示 

 ｇ集荷返却（輸送） 

借用作品資料を対象に展示輸送一括オールリスク保険に加入すること。 

学芸員を同乗させること。 

展示に向けた調査研究のため、事前に外部から作品資料等を借用する場合の輸送も含

む。 

当館所蔵品の館内移動に付保は想定していない。 

①常設展示 

 ｈ展示・撤収作業 

借用作品資料を対象に展示輸送一括オールリスク保険に加入すること。 

当館所蔵品の展示作業等に付保は想定していない。 



2 

 

①常設展示 

 Ｊ展示替 

借用作品資料を対象に展示輸送一括オールリスク保険に加入すること。 

②企画展示 

 ｍ集荷返却（輸送） 

借用作品資料を対象に展示輸送一括オールリスク保険に加入すること。 

学芸員を同乗させること。 

展示に向けた調査研究のため、事前に外部から作品資料等を借用する場合の輸送も含

む。 

当館所蔵品の館内移動に付保は想定していない。 

②企画展示 

 ｎ展示・撤収作業 

借用作品資料を対象に展示輸送一括オールリスク保険に加入すること。 

当館所蔵品の展示作業等に付保は想定していない。 

②企画展示 

 ｑ展示替 

借用作品資料を対象に展示輸送一括オールリスク保険に加入すること。 

（３）学芸業務（館内外

での教育普及） 

①館内外での普及事業 

 ａ エ移動美術館等 

学芸員を同乗させること。 

当館所蔵品を対象に展示輸送一括オールリスク保険に加入すること。 

 

２．館内外での普及事業の参加者を対象とする保険についても、県立博物館での実績を踏まえ、サービス対価を算定しています。 

 

業務 備考 

Ⅵ 運営業務  

 （２）学芸業務(展示) ①常設展示 

 l.関連イベント 

館外で行う事業、館内において工具等使用の事業において、参加者を対象とした傷害

保険に加入すること。 

②企画展示 

 ｕ．関連イベント 

（３）学芸業務（館内外

での教育普及） 

①館内外での普及事業 

 ａ 一般プログラム（常

設展・企画展の関連イベン

トは除く） 

 

 

あわせて、業務要求水準書「Ⅱ． ４． （10）」及び事業契約書（案）「別紙５ 事業者が付保する保険等」を以下のとおり訂正します。 

 

 業務要求水準書 

 

頁数 箇所 訂正前 訂正後 
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16 Ⅱ．４．

（10）保険 

① 建設業務等に係る保険  

・事業者は、本施設の建設に伴う法律上の損害賠償責任を

負担する事によって被る損害を担保する保険を付保する

こと。 

・事業者は、本施設の建設の欠陥に起因して派生した第三

者（県職員、来館者、通行者、近隣住民含む。）に対す

る対人及び対物賠償損害を担保する保険を付保するこ

と。  

 

② 維持管理・運営業務等に係る保険  

・事業者は、本施設の使用、管理及び本施設内での事業遂

行に伴う法律上の損害賠償責任を負担する事によって被

る損害を担保する保険を付保すること。  

・事業者は、本施設の使用、管理の欠陥に起因して派生し

た第三者（県職員、来館者、通行者、近隣住民含む。）

に対する対人及び対物賠償損害を担保する保険を付保す

ること。  

 

③ 上記保険以外の保険 

・前記各保険以外に、事業者の提案において付保すること

とされた保険については、提案に定めるところにより付

保するものとし、変更する必要が生じたときは、あらか

じめ県と協議すること。なお、事業者が当該保険を付保

したときは、その証券又はこれに代わるものを、直ちに

県に提示すること。 

 

① 建設業務等に係る保険  

・事業者又は建設企業は、本施設の建設に伴う法律上の損

害賠償責任を負担する事によって被る損害を担保する保

険を付保すること。 

・事業者又は建設企業は、本施設の建設の欠陥に起因して

派生した第三者（県職員、来館者、通行者、近隣住民含

む。）に対する対人及び対物賠償損害を担保する保険を

付保すること。  

 

② 維持管理・運営業務等に係る保険  

・事業者又は維持管理・運営企業は、本施設の使用、管理

及び本施設内での事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任

を負担する事によって被る損害を担保する保険を付保す

ること。  

・事業者又は維持管理・運営企業は、本施設の使用、管理

の欠陥に起因して派生した第三者（県職員、来館者、通

行者、近隣住民含む。）に対する対人及び対物賠償損害

を担保する保険を付保すること。  

 

③ 上記保険以外の保険 

・前記各保険以外に、事業者は、以下に定める保険を付保

すること。 

 ・収蔵美術品に係る保険 

 ・借用作品資料に係る保険 

 ・館内外での普及事業の参加者を対象とする傷害保険 

・その他、事業者の提案において付保することとされた保

険については、提案に定めるところにより付保するもの

とし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ県と協

議すること。なお、事業者が当該保険を付保したとき

は、その証券又はこれに代わるものを、直ちに県に提示

すること。 
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事業契約書（案）別紙５ 事業者が付保する保険等 

 

頁数 箇所 訂正前 訂正後 

60 ２． ２．維持管理及び運営業務等に係る保険 

事業者又は開館準備企業、維持管理企業、運営企業

は、維持管理及び運営業務等に係る保険として、第三

者賠償責任保険を付保する。 

２．維持管理及び運営業務等に係る保険 

事業者又は維持管理企業、運営企業は、維持管理及

び運営業務等に係る保険として、第三者賠償責任保険

を付保する。 

また、事業者又は維持管理企業、運営企業は、美術

品（鳥取県立博物館の所蔵品及び第三者が所有する美

術品を借用したもの）の輸送、館内の移動にかかる保

険を付保する。 

60 ２．（１） （１）施設賠償整備保険 （１）施設賠償責任保険 

60 ２．（１）③ ③ 付保条件 

・担保範囲：本事業の契約対象となっているすべての

施設を対象とする。 

・保険期間：運営開始日から事業契約の終了日までの

全期間とする。なお、１～３年程度の期

間ごとに更新を行う場合でも良い。 

・保険契約者：事業者 

・被保険者：県、事業者、開館準備企業、維持管理企

業、運営企業及びそのすべての下請負者

とする。 

・事業者、開館準備企業、維持管理企業及び運営企業

（下請負者を含む。）とその他の被保険者相互間の

交叉責任担保とする。 

・保険金額： 

対人：１億円／１名、10 億円／１事故以上 

対物：2,000 万円／１事故以上 

③ 付保条件 

・担保範囲：本事業の契約対象となっているすべての

施設を対象とする。 

・保険期間：引渡予定日から事業契約の終了日までの

全期間とする。なお、１～３年程度の期

間ごとに更新を行う場合でも良い。 

・保険契約者：事業者又は維持管理・運営企業 

・被保険者：県、事業者、開館準備企業、維持管理企

業、運営企業及びそのすべての下請負者

とする。 

・事業者、開館準備企業、維持管理企業及び運営企業

（下請負者を含む。）とその他の被保険

者相互間の交叉責任担保とする。 

・保険金額： 

対人：１億円／１名、10 億円／１事故以上 

対物：2,000 万円／１事故以上 

61 ２．（２）③ ③ 付保条件 

・担保範囲：本事業の契約対象となっているすべての

施設を対象とする。 

③ 付保条件 

・担保範囲：本事業の契約対象となっているすべての

施設を対象とする。 
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・保険期間：運営開始日から事業契約の終了日までの

全期間とする。なお、１～３年程度の期

間ごとに更新を行う場合も可能とする。 

・保険契約者：事業者とする。 

・被保険者：県、事業者、開館準備企業、維持管理企

業、運営企業及びそのすべての下請負者

とする。 

・事業者、開館準備企業、維持管理企業及び運営企業

（下請負者を含む。）とその他の被保険者相互間の

交叉責任担保とする。 

・保険金額： 

対人：１億円／１名、10 億円／１事故以上 

対物：2,000 万円／１事故以上 

・自己負担額：５万円／１事故以下 

・保険期間：引渡予定日から事業契約の終了日までの

全期間とする。なお、１～３年程度の期

間ごとに更新を行う場合も可能とする。 

・保険契約者：事業者又は維持管理・運営企業 

・被保険者：県、事業者、開館準備企業、維持管理企

業、運営企業及びそのすべての下請負者

とする。 

・事業者、開館準備企業、維持管理企業及び運営企業

（下請負者を含む。）とその他の被保険者相互間の

交叉責任担保とする。 

・保険金額： 

対人：１億円／１名、10 億円／１事故以上 

対物：2,000 万円／１事故以上 

・自己負担額：５万円／１事故以下 

61 （３） 

【新設】 

 （３）収蔵美術品に係る保険 

① 保険種別 

  運送保険又は展示輸送一括オールリスク保険 

② 保険内容 

鳥取県立美術館の収蔵品の輸送時に、当該美術品輸

送中の責任をすべて担保する。 

③ 付保条件 

  ・担保範囲：②で示した鳥取県立美術館の収蔵品 

  ・保険期間：開館準備業務に係る収蔵品等（美術作

品、美術資料）の輸送時 

         輸送時とする。 

収蔵品の輸送時 

         輸送時とする。 

         館外での移動美術館等の実施時には、

展示輸送一括オールリスク保険とす

る。 

  ・保険契約者：事業者又は維持管理・運営企業 
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  ・被保険者：県、事業者、開館準備企業、維持管理企

業、運営企業及びそのすべての下請負者

とする。 

  ・保険金額：保険金額で評価額全額を保障すること。 

④ その他の条件 

  ・美術品輸送中の責任は、すべて美術品輸送の受託者

が負うこと。 

・保険契約完了後は速やかに保険証の写しを提出する

こと。 

・開館準備業務に係る収蔵品の輸送時、館内外での普

及事業（移動美術館等）の実施時には、輸送業務中

について、学芸員を同乗させること。 

・鳥取県立美術館の所蔵品の館内での展示作業等には

付保を予定していない。 

61 （４） 

【新設】 

 （４）借用作品資料に係る保険 

① 保険種別 

  運送保険又は展示輸送一括オールリスク保険 

② 保険内容 

   展覧会に要する他館等から借用した作品資料等に生

じた損害を担保する。 

③ 付保条件 

  ・担保範囲：オールリスク補償（免責事由が別掲され     

        る場合もある） 

・保険期間：壁から外したときから、壁に掛け戻すま 

で（いわゆる「wall to wall」あるいは 

「nail to nail」） 

※なお、収集作品資料等の輸送時（寄贈 

の場合）には、作品収集時から本施設

の収蔵庫搬入時までとする。 

・保険契約者：事業者又は維持管理・運営企業 

         （展覧会の主催者によっては、実行委 
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員会等となることもある） 

  ・被保険者：当該借用作品資料の所有者 

  ・保険金額：当該借用作品資料の評価額全額を保障す

ること。 

④ その他の条件 

  ・展覧会の主催者、当該借用作品資料の所有者及び輸

送業者の故意又は重大な過失により損害が生じた場

合を除き、これらの者に対して請求権を行使しない

こと。 

・展示に向けた調査研究のため、事前に外部から作品

資料等を借用する場合の輸送も対象とすること。 

・常設展示、企画展示に関する集荷返却（輸送）の実

施時、収集作品資料等の輸送時（寄贈の場合）に

は、輸送業務中について、学芸員を同乗させるこ

と。 

61 （５） 

【新設】 

 （５）館内外での普及事業の参加者を対象とする傷害保険 

① 保険種別 

 傷害保険 

② 保険内容 

館外で行う事業、館内における工具等使用の事業に 

おいて、事業参加中において、急激かつ偶然な外来の

事故による参加者の傷害を担保する。 

③ 付保条件 

・担保範囲：館内外での普及事業に参加するため所定

の集合地に集合した時から所定の解散地

で解散するまでの間で、かつ、主催者の

管理下にある間 

 ・保険期間：事業開催日にあわせて設定 

 ・保険契約者：事業者又は維持管理・運営企業 

・被保険者：事業参加者全員、または事業参加者の一 
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部として事業に参加する団体もしくは複 

数の事業参加団体の事業参加者全員 

 ・保険金額：被保険者の方の年齢・収入等に照らして 

適切な金額 

④ その他の条件 

  ・現在、鳥取県立博物館で実施している館内外での普

及事業の参加者を対象とする傷害保険と同等の条件

で付保すること。 

 
 


