
　

徳島市立高等学校校舎整備等事業

募集要項等に関する質問に対する回答

平成19年7月20日

徳　島　市

○この回答は、平成19年6月27日(水)から7月4日(水)までの間で受け付けた募集要項等に関する
質問に対する回答を公表するものです。
　
○回答作成に当たり、質問の順序については編集しておりますので、質問者毎の並びにはなっ
ておりません。
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資料名 頁 大 中 小 他 他

1 募集要項 9 第3 3 (1) ア 準協力企業が資格要件の審査以降に構成員に変更する事は可能でしょうか。 不可とします。

2 募集要項 11 第3 3 (2) ｳ
外構工事のみを受注する企業の参加資格は、建築一式の資格を有していれば
宜しいでしょうか。

外構工事のうち、工作物、建築物は建築一式工事の資格、その他は土木一式
工事の資格となります。

3 募集要項 11 3 (2) ウ

建設工事（建築・土木・電気・管）一式を複数の企業の共同体としてＳＰ
Ｃより受注するために、異業種によるＪＶを結成した場合は、各企業が全
ての業種について許可、名簿登録は要せず、各企業が一つ以上の許可およ
び名簿登録があり、JVとして全ての要件を満たしておればよいと理解して
よろしいでしょうか。

ご理解の通りです。なお、ＳＰＣより受注するＪＶは、構成員、協力企業、準協力企
業であれば結成は可能です。

4 募集要項 12 第3 3 (3) ｲ
徳島市の指名停止等措置要綱は平成１９年６月１日付けで変更されています。
修正願います。

修正いたします。

5 募集要項 12 第3 3 (3)

SPCから直接に建築施工、設計監理業務等を受注する構成企業、協力企業、準
協力企業を通じて業務の一部を受注する、いわゆる下請け企業についても、下
請け契約時点で徳島市の指名停止処分を受けているものは一切業務を受注で
きない不適格者となりますか、または下請けとしてであれば指名停止期間を問わ
ず業務受注をすることができるという考えでしょうか、ご回答願います。

徳島市建設業者指名停止等措置要綱により、下請け契約時点で徳島市の指名
停止処分を受けているものは一切業務を受注できないことになります。

6 募集要項 13 第3 3 (4)
市の事前の書面による承諾があれば、株式の一部を準協力企業に譲渡すること
は可能でしょうか。

不可とします。

7 募集要項 17 第3 4 (6) 参加資格の確認を受けた応募者はＨＰ等で公表されるのでしょうか。 ご理解の通りです。

該当箇所

内　　容 回　　答Ｎｏ
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資料名 頁 大 中 小 他 他

該当箇所

内　　容 回　　答Ｎｏ

8 募集要項 18 第3 4 (6)
参加表明を応募者が代理人をして提出する場合の委任状は不要との理解でよ
ろしいのでしょうか。

ご理解の通りです。

9 募集要項 19 第3 4 (6) ｲ
提案にあたっての基準金利は2.1％と規定されておりますが、割賦手数料の発生
する全てのサービス対価において2.1％を用いて提案するとの理解でよろしいで
しょうか。

サービス対価A2,サービス対価Bについては2.1％、サービス対価C２について
は、1.7％とします。

10 募集要項 19 第3 4 (6) ｲ(ｷ)
基準金利を２．１％に設定するとのことですが、時点修正できるように、特定の日
にちのＴＳＲで規定して頂けないでしょうか。

原文ままとします。

11 募集要項 19 第3 4 (6) イ（ｷ） ｂ

提案価格は様式８３の「市の支出額計」の行の合計額を記載するとされています
が、当該様式の合計額は消費税を含む金額のように思われます。様式１９価格
提案書には、消費税抜きの金額を記載するようになっていますので、様式８３の
「市の支払うサービス対価計（名目値）」の行の合計額を提案価格とすれば宜し
いでしょうか。

ご理解の通りです。

12 募集要項 20 第3 4 (6) イ（ｺ） ｂ

契約保証金の納付に代える場合に、保証事業会社の保証も含まれていますが、
保証事業会社の契約保証は選定事業者と建設企業間の請負契約に関して、選
定事業者を被保証者とした契約保証金納付に代わる担保となっています。御市
と選定事業者間の当該ＰＦＩ事業契約の違約金請求権に関しては、選定事業者
の違約金請求権を御市のために質権設定する事により担保される事になります
が、それでよろしいでしょうか？なお、民間資金等活用事業推進委員会発表の
「契約に関するガイドライン－ＰＦＩ事業契約における留意事項について－」にお
きましても、選定事業者の保険金請求権を管理者のために質権設定する事によ
り、履行保証保険と同様の機能を有することができるとされていることを申し添え
ます。

ご理解の通りです。

13 募集要項 20 第3 4 (9)
準協力企業名簿の提出後、参加を取止めることが出来るとの理解でよろしいで
しょうか。

不可とします。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、市の承諾を得た場合
に限り認めます。

14 募集要項 20 第3 4 (9)
「審査委員会において優秀提案者及び次点提案者に選定されたことが判明した
次の日に･･･」とありますが、当該選定結果についてはＨＰ等で公表されるので
しょうか。

電話及び電子メールで連絡します。

15 募集要項 21 第3 5 (2)
準協力企業は、6名の枠内であればヒアリングに参加することは可能なのでしょう
か。

ご理解のとおりですが、代表企業から必ず１名参加して下さい。
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資料名 頁 大 中 小 他 他

該当箇所

内　　容 回　　答Ｎｏ

16 募集要項 21 第3 5 (2)
提案書類提出時点では登録等しない準協力企業がヒアリングに参加することは
可能か、その場合の手続きはいかなるものか、ご教示ください。

準協力企業がヒアリングに参加することは可能です。募集要項の資料-2　ヒアリ
ング参加者名簿を提出してください。

17 募集要項 22 第3 5 (3) ア
「市民への説明責任を考慮し」とありますが、考慮される具体的な説明内容につ
いてご教示ください。

市の判断によります。

18 募集要項 22 第3 6 (2)

「契約保証金の免除が認められた場合には、事業契約締結日までに当該履行
保証保険に加入しなければならない」とありますが、履行保証保険契約の締結に
つきましては、事業契約締結が前提となりますので、当該加入時期につきまし
て、「事業契約締結後直ちに」との記載への変更をお願い致します。

原文ままとします。

19 要求水準書 5 第1 5 (4) 備品については維持管理業務の対象になりますでしょうか。 資料７のうち、工事関連備品は維持管理の対象とします。その他は対象外です。

20 要求水準書 5 第1 5 (4)
引越し対象備品については維持管理業務の対象外と考えますが、いかがでしょ
うか。

ご理解の通りです。

21 要求水準書 6 第2 2
敷地東側の道路に関しては、その道路内に敷地境界線がありますが、当概東側
道路については、本事業の施工範囲外との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

22 要求水準書 10 第3 1 (1) イ
学校関係者やそれ以外の人たちへの一般開放とは、どなたを対象に、どの程度
行う予定でしょうか。また、開放に関する事務及びリスクは市が負担するとの理解
でよろしいでしょうか。

学校運営に支障のない範囲内で行なう予定です。
開放に関する事務及びリスクは市が負担します。

23 要求水準書 11 第3 1 (3) ウ

津波時の避難場所として体育館があげられていますが、グラウンドについては避
難場所と考えなくて宜しいでしょうか。（地盤面高さを周辺より高くするなどの対応
不要と考えてよいか）また、（ｲ）にある災害時利用の施設機能について具体的に
お示し下さい。

グラウンドについては、津波時の避難場所と考える必要はありません。また、学校
全体としては、一時災害時の避難所や地震発生時等の広域避難場所となった
際の施設機能をもたして下さい。

24 要求水準書 13 第3 2 (3) イ 市が指定する緑化率とは、どの条例又は指導要綱によるものでしょうか。 条例、要綱による規定はありません。市高としての緑化に対する目標値です。
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資料名 頁 大 中 小 他 他

該当箇所

内　　容 回　　答Ｎｏ

25 要求水準書 13 第3 2 （3） 建物周辺に緑地公園などを設けた場合地域開放は可能でしょうか？ 緑地公園は想定していません。

26 要求水準書 14 3 2 (6) ケ
既存浄化槽を災害用仮設トイレとして使用するとありますが，仮設トイレ用に開口
等を設ける必要はありませんか。必要な場合は市で用意される仮設トイレの仕様
をご提示ください。

開口を設ける必要はありません。

27 要求水準書 14 3 2 (6) ケ 既存浄化槽に水の補給，排水などの設備を新設する必要はあるのでしょうか。 必要ありません。

28 要求水準書 14 第3 2 (6) ケ 合併浄化槽の位置をお示し下さい。 現在の食堂施設の北側にあります。

29 要求水準書 14 第3 4 （1） 5
地域開放される施設（体育館、多目的ホール、図書館、グラウンド等）は一般使
用の場合有料とすることは可能ですか？

一般使用については事業対象外です。

30 要求水準書 15 第3 4 (2)

市高さわやかロードに対するスペックについて以下の点をご教示ください。
①歩行有効幅の設定はあるでしょうか。
②舗装の仕上げ、路盤などのスペックは決まっているのでしょうか。
③緑化割合など規定はあるのでしょうか。
④照度の規定はあるのでしょうか。

提案によります。

31 要求水準書 16 第3 4 (2) エ バス2台の駐車スペースを駐車場外で確保することは可能でしょうか。 ご理解の通りです。

32 要求水準書 23 第3 7 (2) ｲ 柔道場と剣道場は、2部屋を兼用して利用することでも良いのでしょうか。 不可とします。

33 要求水準書 24 第3 8 (1) シ
塩害に配慮との記載がありますが、現状どの程度の影響があるかを判断できる
資料を提示願えませんか。

塩害の影響に関する資料はありません。
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資料名 頁 大 中 小 他 他

該当箇所

内　　容 回　　答Ｎｏ

34 要求水準書 24 第3 8 (2) ア
排水設備について、排水機場への放流は雨水のみとの理解で宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

35 要求水準書 24 第3 8 (2) ア 公共下水管底深さのわかる資料を提示下さい。 ６月８日公表の質問に対する回答NO，５３を確認ください。

36 要求水準書 24 第3 8 (2) ア(ｲ) 雨水流出抑制設備は不要と考えてよろしいでしょうか。 提案とします。

37 要求水準書 25 第3 8 (2) ｲ
PTAにて光熱水費を負担する部分の個別メーターについて、計量法に基づく
メーターの検定・校正費用は市の負担という理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

38 要求水準書 25 第3 8 (2) イ（ｱ） 湿度の条件は無いので、加湿設備は不要と考えてよろしいでしょうか。 ご理解の通りです。

39 要求水準書 26 第3 8 (2) ｲ
大利用人数にてホールを使用する日数を公表頂けますでしょうか。当該使用

は生徒のみを対象にしたものでしょうか。市民開放を前提とした利用なのでしょう
か。

前述については、想定していません。後述については、基本的には学校行事で
すが市民の利用もあります。

40 要求水準書 26 第3 8 (2) ｲ
休日利用への配慮とありますが、学校利用と一般開放が同時に求められることは
ないとの理解でよいのでしょうか。同時利用が想定される場合、設計上の配慮が
必要になりますので、具体的に利用条件をご提示願います。

学校利用と一般開放を同時に行なうことはありません。

41 要求水準書 26 第3 8 (2) イ（ｲ） 化学教室等で特殊な換気設備は無いものとしてよろしいですか。 ご理解の通りです。

42 要求水準書 26 第3 8 (2) イ(ウ）
中央監視装置の事務室で監視する部屋は、普通教室、講義室を除く校舎施設
全体を指すのでしょうか（屋外便所等も含む）、ご教示下さい。

校舎棟、多目的ホール棟を対象とします。
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資料名 頁 大 中 小 他 他

該当箇所

内　　容 回　　答Ｎｏ

43 要求水準書 27 第3 8 (2) ウ（ｴ）
P28 (ｴ) 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備において 『管理棟には､法令上の設置義務にかかわら
ず 非常照明器具を設置する』とありますが､避難場所としてのアリーナには非常
照明を考えなくて宜しいでしょうか｡

必ずしも必要ありません。６月８日公表の質問に対する回答NO，６６を確認くださ
い。

44 要求水準書 28 第3 8 (2) ウ（ｶ）
P28 (ｶ) 放送設備において『職員室に非常業務兼用型ｱﾝﾌﾟ､････』とあり､且つ､
資料 6 (各室設備緒元表) には職員室の室内放送設備欄に ○ の表記がされて
います｡職員室に室内放送設備(音響設備)が必要でしょうか。

ご理解の通りです。

45 要求水準書 28 第3 8 (2) ウ（ｶ）
『多目的ホール､大アリーナには舞台音響設備 を設置する』とありますが､資料
6(各室設備緒元表)には中アリーナの室内放送欄にも ○ が表記されています｡
中アリーナには不要と思われますがいかがでしょうか｡

中アリーナに室内放送設備は必要です。

46 要求水準書 28 第3 8 (2) ウ（ｺ）
P28 (ｺ) 電気時計設備において　資料 6(各室設備緒元表)の“グランド”の項の
電気時計欄に ○ が表記されていますが､アリーナ棟外壁に時計を設置する場
合はグランドの時計は不要と考えて宜しいでしょうか｡

グラウンドからアリーナ棟外壁の時計の確認が可能であれば、不要とします。

47 要求水準書 30 第3 9 (1) オ
資料5には食堂・厨房の必要面積の具体的な数値がございませんが、「 大
20％程度の面積の増加の範囲」のベースとなる面積をご教授ください。

ベースとなる面積は食堂、厨房合わせて４００㎡程度を想定しています。

48 要求水準書 37 第4 3
備品の引越し時，引越し先のレイアウトは市で作成されるという理解でよろしいで
しょうか。

参考程度のレイアウトを提示していただきますが、レイアウトは市が引越し前に指
示を行います。

49 要求水準書 38 第5 1 (3) ア

「部品の調整等の軽微な作業（照明器具のランプ交換、ガラスの破損修理等を
含む）」に対し、平成19年6月8日質問に対する回答98、99で、利用者及び警備
上防ぎきれなかった外部からの侵入者による破損等にかかる費用は市が負担す
るとありますが、サービス対価以外に随時維持管理を担当する企業から直接請
求をさせて頂くとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

50 要求水準書 39 第5 1 (3)

維持管理業務の役割分担を記載している表中の「定期清掃業務」備考欄に「管
理ブロックは窓掃除のみを対象とする」とありますが、要求水準書Ｐ53，5環境衛
生管理・清掃業務，(3)要求水準，イ定期清掃表中の管理ブロックの内容には、
窓掃除以外の定期清掃内容の記載があり、内容に相違があります。管理ブロッ
クの定期清掃業務の内容としては、窓掃除のみを対象とするとの理解でよろしい
でしょうか、ご教示ください。

管理ブロック廊下・便所は５３ページのとおりとします。管理ブロック諸室について
は、窓掃除のみとします。

51 要求水準書 39 第5 1 (3)
役割分担表では日常清掃業務に食堂が含まれていますが、52頁の要求水準に
は記載されておりません。食堂の清掃は維持管理業務に含まれるというご理解
でよろしいでしょうか。

食堂のうち、厨房の清掃は食堂運営業務に含まれます。食堂（ホール）の清掃は
維持管理業務に含まれます。
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資料名 頁 大 中 小 他 他

該当箇所

内　　容 回　　答Ｎｏ

52 要求水準書 40 第5 1 (3) ｱ

日常的に生ずる経常的な修繕業務は、保守管理業務として対応することを想定
しているとのことですが、常駐の維持管理を要求されているのでしょうか。また、
ガラス破損等の応急処置は貴市にてされるのであれば、ＳＰＣは常駐する必然性
がなくなるのですが、応急処置はどちらがするのでしょうか。

常駐の維持管理は要求水準ではありません。応急処置は市で実施しますが、修
繕はＳＰＣが実施することとします。

53 要求水準書 40 第5 1 (3) (表)
表中、保安警備業務の備考に記載の「防災管理者」は「防火管理者」と同義と解
してよろしいでしょうか。

防火管理者に変更します。

54 要求水準書 41 第5 1 (5) ｴ
業務従事者については、「迅速かつ適切な対応」とあることからも、常勤（常駐）
体制を想定されているように思われますが、いかがでしょうか。

常駐は要求水準ではありません。

55 要求水準書 41 第5 1 (5) ｴ
例えば非常駐での呼び出し対応では業務内容として評価が劣るとお考えでしょ
うか。

審査委員会が客観的に評価を行います。

56 要求水準書 41 第5 1 (5) ｴ
現学校の維持管理体制として、営繕（用務）的人員は配置されていますでしょう
か。配置されているとした場合、その勤務時間及び業務内容について具体的に
ご教示願います。

人員配置は２名配置されており、勤務時間は、基本的に平日８：３０～１７：００で
す。業務内容は軽微な営繕業務となります。

57 要求水準書 42 第5 1 (6) ｲ
6月8日の質疑回答No.106で照明器具のランプ（蛍光灯、電球等）、電池等の購
入費用は市の負担となっております。ランプ・電池のほか、市で負担するものは
何を想定されていますでしょうか。

基本的に消耗品は市で負担します。

58 要求水準書 43 第5 1 (6) イ(ｷ)
業務に必要な資機材(工具類、脚立、消耗材等)を保管するスペースについても
無償使用できると考えてよろしいでしょうか。

ＮＯ，９８ご確認ください。

59 要求水準書 43 第5 1 (6) ウ(ｱ)
月例報告に添付する「打ち合わせ議事録」とは、貴市関係者と行った、打ち合わ
せに関する議事録と考えてよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

60 要求水準書 44 第5 1 (7)
「日常点検」は毎日実施するとの想定ではなく、事業者の提案により部位毎に点
検周期を設定するとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。
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資料名 頁 大 中 小 他 他

該当箇所

内　　容 回　　答Ｎｏ

61 要求水準書 44 第5 1 (7) ア
()内の消耗部品の購入費用については、貴市のご負担という6月8日の回答があ
りましたが、非常照明用の蓄電池や誘導灯用の蓄電池も同様と考えてよろしい
でしょうか。

事業者負担とします。

62 要求水準書 44 第5 1 (7) ウ
機器の生産終了等に伴い、修理用部品の調達が困難となった場合など、機器を
一体的に交換しなければならなくなった際の更新費用について、費用負担の考
え方をお示しいただけるでしょうか。

事業者負担とします。

63 要求水準書 44 第5 1 (7) エ

照明器具の安定器や空調関連機器等は、使用環境や運転時間等の影響により
順次取替えが発生するものであり、部分的な修繕を行えば、定義された大規模
修繕に該当することはないと考えます。しかしながら、期中に多数の取替えが生
じた場合、多額の費用負担が発生することになるため、修繕と大規模修繕を合
理的に判断するための何らかの基準をお示しいただけないでしょうか。（建設大
臣官房官庁営繕部監修「建築物修繕措置判定手法」のような）

市は、事業期間中、市又は第三者の責による破損等による修繕以外は行ないま
せん。また、事業期間終了後においても、5年間は大規模修繕を行わないため、
これを考慮した修繕を行ってください。

64 要求水準書 50 第5 4 (3) オ
適切な植栽管理をしていたにもかかわらず枯れたような場合(給水制限中の節水
による場合等)については、当該植栽の補植は不要と解してよろしいでしょうか。

その時点で協議します。

65 要求水準書 50 第5 4 (3) オ

「高い木や長い枝等が強風で折れないように補強する等管理を行うととも
に、・・・」とあります。高い木の補強については控木を取り付けることと解します
が、長い枝について補強を行うということですとその範囲が広いため、基準につ
いてお示しいただけるでしょうか。

強風時に枝が折れる様な事態が発生した場合に、施設や駐車している車の破
損など、甚大な被害をもたらさない程度の処置を行なってください。

66 要求水準書 50 第5 4 (3) ｵ

「美観を損なわず日常使用に支障がない程度に雑草・苔等の除去を行うこと」と
ありますが、第５・１（３）業務内容で「さわやかロード以外の部分の雑草除去は市
で行う」とあるとおり、当該要求水準はさわやかロード部分のみが対象と考えてよ
ろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

67 要求水準書 51 第5 4 (3) キ
要求水準以外については、メーカー推奨の日常的なメンテナンスを学校側で行
なわれると考えてよろしいでしょうか。（雑草除去やゴミ・異物除去、ブラッシング
等）

ご理解の通りです。

68 要求水準書 51 第5 4 (3) ｷ
夏場の人工芝使用時に散水が必要となった場合は、利用者もしくは市にて対応
いただけると考えてよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

69 要求水準書 51 第5 4 (3) ｷ
・サッカー・ラグビーコートは高校のクラブ活動以外、市民等の借用やJFL等のナ
イターでの試合を想定し、照度等の条件がありますでしょうか。

サッカー・ラグビーコートは高校のクラブ活動程度の想定で結構です。
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資料名 頁 大 中 小 他 他

該当箇所

内　　容 回　　答Ｎｏ

70 要求水準書 51 第5 4 (3) ｸ
合併浄化槽跡の水位を一定に保つこととありますが、配管が密封されている状
況なので定期的に槽内に給水するということでよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

71 要求水準書 53 第5 5 (3) ｱ
「管理部・共用部のごみ箱の内容物を回収し」とありますが、職員室・事務室等で
職員毎に設置する個別のごみ箱等は対象外と考えて宜しいでしょうか。

事務室のみ職員毎に設置する個別のごみ箱も対象となります。

72 要求水準書 52 第5 5 (3) ア(ｲ)

「トイレットペーパー、水石鹸等の消耗品は常に使用可能なように適切に補充す
ること。」とありますが、これは貴市からのご支給品を使用するという理解でよろし
いでしょうか。（事業者負担とされる場合は、対象となる消耗品とそれぞれの年間
使用実績をご提示ください。）

ご理解の通りです。

73 要求水準書 54 第5 5 (3) ｲ
防鼠防虫業務について、食堂（食堂・厨房等）部分の業務費用については、独
立採算の範囲内とし、サービス費には含められないとの理解で宜しいでしょうか。

ホールについては、維持管理業務、厨房等については独立採算とします。

74 要求水準書 54 第5 5 (3) ｲ 「汚水管等貫通清掃業務」とありますが、施設全体を対象としたものでしょうか。 ご理解の通りです。

75 要求水準書 54 第5 5 (3) ｲ
「汚水管等貫通清掃業務」の実施方法は薬剤洗浄でも可と考えてよろしいでしょ
うか。

ご理解の通りです。

76 要求水準書 54 第5 5 (3) ｲ

食堂部分の「グリーストラップ清掃及び汚泥搬出」及び「換気扇清掃」について
は、要求水準の範囲外との理解で宜しいでしょうか。よって、実施する場合には
独立採算の範囲内で行い、サービス費には含められないとの理解で宜しいで
しょうか。

ご理解の通りです。

77 要求水準書 54 第5 6 (2)
「本施設及び本施設内について巡回警備を行う」とありますが、施設内の全域巡
回が標準とお考えでしょうか。

ご理解の通りです。

78 要求水準書 55 第5 6 (4) ｱ
「開校時間外の定期的な巡回（2回以上）」とありますが、（2回以上）の基準となる
のは、日・週・月・年のいずれでしょうか。

一日2回以上です。
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資料名 頁 大 中 小 他 他

該当箇所

内　　容 回　　答Ｎｏ

79 要求水準書 55 第5 6 (4) ｱ 校門の開け閉めについて、おおよその時間を提示いただけますでしょうか。 開門は６時３０分、閉門は２２時を想定しています。

80 要求水準書 55 第5 6 (4) ｱ
校門の開け閉め、校舎の鍵の解錠時間は、定時と考えてよろしいでしょうか。協
議により日々不定期に業務が発生するのであれば、具体的な時間幅・頻度等あ
ればご教示ください。

校門の開け閉めは、ＮＯ，７９ご確認ください。校舎の解錠は、６時３０分頃を想定
しています。

81 要求水準書 55 第5 6 (4) ｱ
「始業時間前に校舎の鍵の開錠を行う」とありますが、開錠するのは玄関及び通
用口が対象であり、各諸室は対象外と考えて宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。

82 要求水準書 55 第5 6 (4) ｱ
「開校時間外の校舎の戸締り、施錠」とありますが、校舎表面口のみの確認で可
でしょうか。機械警備以外の諸室で施錠の必要な場所がありましたら、具体的に
ご教示ください。

外部に面している部分の確認の外、機械警備の諸室を含めた全室（窓、出入り
口）の確認が必要です。

83 要求水準書 55 第5 6 (4) ア(オ)

門の開け閉めについて、「・・・時間については学校と協議すること」とあります
が、終了時間後の閉門について何時ごろを想定しているのでしょうか。また、門
の開閉は生徒の休日（土日，祝祭日，春･夏･冬休み等）を除く学校運営日のみ
との理解でよろしいでしょうか、具体的にご教示ください。

前述については、閉門は22時を想定しています。後述については、学校運営日
は門の開閉を行い、学校の休校日は閉門だけとします。

84 要求水準書 55 第5 6 (4) ｱ
防犯業務において校舎の施錠の確認とありますが、確認は外部に面している１
階部分のみでしょうか。そうでない場合は、施錠確認を行う扉・窓をご教授くださ
い。

No.８２ご確認下さい。

85 要求水準書 55 第5 6 (4) イ(ｷ)
ここでいう「発生するおそれがある時」の初期措置とは、どの程度の措置を想定さ
れているのでしょうか。具体例をご提示ください。

事業者の提案によります。

86 要求水準書 57 第7 3 (2) ア
既存の学校食堂における利用者数及び利用率の調査及び公開頂く事は可能で
しょうか。

利用者数及び利用率は把握しておりません。

87 要求水準書 57 第7 3 (1) ウ
利用者ニーズについては、採算上可能な範囲での対応、食事に関する苦情に
対しては、基本的に客観的事項にのみ対応すればよいと考えてよろしいでしょう
か。（主観的事項：少ない、不味い、辛い、甘い等）

ご理解の通りですが、できる限り要望に沿えるよう努力を行なってください。
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資料名 頁 大 中 小 他 他

該当箇所

内　　容 回　　答Ｎｏ

88 要求水準書 57 第7 3 (2)
食堂運営は独立採算で実施することとなっておりますが、食堂収入や使用料を
ＳＰＣの売上や費用として計上する必要があるのでしょうか？

SPCの売上や費用として計上する必要はありません。

89 要求水準書 58 第7 3 (2)
注１）～注５）までの説明文と本文が相違し、また、どの部分の注釈かが不明に
なっている箇所も見られます。正しい注釈につきいまして、再度ご教示願いま
す。

以下の通り変更します。

年額使用料＝（土地の使用料+建物の使用料）×稼動日数／1 年間の日数×
0.5（食堂の減免率）
なお、0.5 の減免率を適用するには、減免申請書の提出注4）が必要である。

■土地の使用料(年額注1）)
　　　＝土地の時価（1 ㎡当たり）×按分率注2）×使用面積×３／１００
・土地の時価（1 ㎡当たり）：固定資産税の評価額注3）
・使用面積：厨房、休憩室、便所（調理人用）、食品庫とする。（ホールを除く部
分）

■建物の使用料
　　＝建物の時価注5）÷建物全体の延床面積×使用面積×５／１００×１．０５

注1） 使用期間が１年に満たない場合の使用料は，月割をもって計算し，なお１
月に満た　ない
端数があるときは，当該端数分について日割をもって計算する。
注2） 按分率とは、「食堂の面積／食堂棟の延床面積」を指す。
注3） 固定資産税の評価替えの翌年度に改正（３年に１回）
注4） 行政財産の目的外使用となるため毎年申請し使用料は毎年市が計算し毎
年４月に徴収する。
注5） 建物の時価については、提案時には、本件施設整備費用（消費税抜き）を
使用すること。

90 要求水準書 61 第7 3 (3) オ(ｴ)
食物アレルギー体質者等への対応は、アレルギー物質を含む「特定原材料等」
の表示のみを行うものとし、メニューについては特に考慮しなくてもよいと考えて
よろしいでしょうか。

提案としますが、法令等に基づき適切に行なって下さい。

91 要求水準書 61 第7 3 (3) オ(ｴ)
消費税の変動が生じた場合、都度、価格改定を協議できると考えてよろしいで
しょうか。

ご理解の通りです。

92 要求水準書 61 第7 3 (3) ｶ
「食堂の定期的な清掃、防鼠・防虫業務」の費用は独立採算の範囲内とし、サー
ビス費には含められないとの理解で宜しいでしょうか。

厨房及び関連施設については、独立採算の範囲内ですが、ホールはｻｰﾋﾞｽ費
に含みます。

93 要求水準書 61 第7 3 (3) ｶ
要求水準書p39の役割分担表によれば、食堂の日常清掃業務及び定期清掃業
務はSPCの役割となっております。これは独立採算の範囲内とし、サービス費に
は含められないとの理解で宜しいでしょうか。

厨房及び関連施設については、独立採算とします。ホールはｻｰﾋﾞｽ費に含みま
す。
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資料名 頁 大 中 小 他 他

該当箇所

内　　容 回　　答Ｎｏ

94 要求水準書 61 第7 3 (3) カ

「SPCは、衛生管理に十分配慮し、食堂の定期的な清掃・・・なお、本業務につい
ても独立採算の範囲内とする。」とありますが、一方でＰ３９においては、日常清
掃業務・定期清掃業務に「食堂」が含まれており、矛盾が発生していると思われ
ますが、「食堂」の清掃業務費用はサービス対価として支払われるとの理解でよ
ろしいでしょうか。

No.９２ご確認下さい。

95 要求水準書 62 第8 2 ウ 自由提案施設の土地使用料について、減免は可能でしょうか。 現時点では減免は考えておりません。

96 要求水準書 62 第8 2 ウ
自由提案施設の土地使用料は、食堂厨房部分の貸し付けに示す土地の使用料
の式と同様とありますが、この場合の「按分率」はどのように算出するのでしょう
か。

自由提案施設は独立施設と考えているため、按分はありません。

97 要求水準書 62 第8 2 ウ
自由提案施設の土地使用料は、食堂厨房部分の貸し付けに示す土地の使用料
の式と同様とありますが、この場合の0.5(食堂の減免率）も適用になるという理解
で宜しいでしょうか。

No.９５ご確認下さい。

98
要求水準書　　　資

料5

6月8日公表の「要求水準書（案）、事業契約書（案）に関する質問に対する回答」
132において、「事業者用の室」を設けることは「不可」というご回答がありました。
しかしながら、特に日常清掃については、制服の汚れや雨等による水濡れ等に
より着替の必要が生じること、制服で通勤できる作業者の確保が困難なこと、ま
た、清掃器具や各種消耗品を収納するスペースが必要になることから、維持管
理業務に使用するための部屋の設置についてご再考願えないでしょうか。

常駐は、認めないため、事務所機能をもつことは不可としますが、管理ブロック
内に１０㎡以内の機材室（更衣室、休憩室を含む）の設置を可能とします。

99
要求水準書

資料5
2

体育施設
大アリーナ
中アリーナ

トレーニング室

外周部に設ける共同手洗い場とは、アリーナ内ではなく、室外の壁面に設けると
いう理解でよろしいでしょうか。床仕上げの問題から、室外の方がよいかと考えま
すが、ご指示ください。

ご理解の通りです。

100
要求水準書

資料5
4

体育施設
柔道場
剣道場

資料7各室什器諸元表とあわせて読むと、12ｍ角の競技用試合場を１つもつ柔
道場1室と、12ｍ角の競技用試合場を１つもつ剣道場1室を別々に確保するとい
う理解でよろしいか、ご教示ください。

ご理解の通りです。

101
要求水準書

資料5
廊下との間仕切壁には窓を設置するとありますが、中廊下形式の場合でも必要
でしょうか。

必要です。

102
要求水準書

資料5
グラウンドのトラックについては記載のとおり100ｍ直線走路のみ設置する（オー
バルトラックは不要）と考えて宜しいでしょうか。

事業者の提案によります。
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資料名 頁 大 中 小 他 他

該当箇所

内　　容 回　　答Ｎｏ

103
要求水準書

資料5
駐車場80台中車椅子利用者用駐車場は不要と考えて宜しいでしょうか。 来客用に２台分を確保して下さい。

104
要求水準書

資料5
駐輪場（屋根付）とありますが、通路については不要と考えて宜しいでしょうか。 通路にも必要です。

105
要求水準書

資料5
プールについては整備対象外と考えて宜しいでしょうか。（解体対象であるが諸
室諸元表に記載ないため）

ご理解の通りです。

106
要求水準書

資料5

図書・メディア系
図書

図書館

要求水準書（案）に関する質問回答138により、開架21,000冊以下、閉架20,000
冊以下を想定してよろしいでしょうか。

開架21,000以上、閉架20,000冊以上とします。

107
要求水準書
資料5・資料6

(1)営繕用の備品・予備品を保管する室が見当たりませんが設ける必要はありま
せんか。(2)営繕用倉庫を設けた場合,その室に事業のためのSPC所有の備品類
の保管も可能でしょうか。

No.９８ご確認下さい。

108
要求水準書
資料5・資料8

天体観測準備室１・２および天体観測室はご建設予定の室名としてあげられてい
ないようですが、引越し先のご指定をご教示下さい。

物地準備室とします。

109
要求水準書

資料7
1

理科社会系
資料室

資料6各室設備諸元表では給水に○がなく、手洗いの表記があり、資料7では手
洗い、ミニキッチンの表記があります。どちらを正とすればよろしいでしょうか、ご
指示ください。

資料7を正としてください。

110
要求水準書

資料7
1

メディア系
CAI準備室

資料6各室設備諸元表では手洗いの表記があり、資料7では流し台の表記があり
ます。どちらを正とすればよろしいでしょうか、ご指示ください。また、流し台とミニ
キッチンは異なるものなのでしょうか、ご教示ください。

資料7を正としてください。ミニキッチンとは、流し台、レンジ台、吊戸棚のセットを
示します。

111
要求水準書

資料7
1

図書系
事務室

資料6各室設備諸元表では手洗いの表記があり、資料7では洗面化粧台と流し
台の表記があります。どちらを正とすればよろしいでしょうか、ご指示ください。

資料7を正としてください。
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資料名 頁 大 中 小 他 他

該当箇所

内　　容 回　　答Ｎｏ

112
要求水準書

資料7
2

家庭科系
準備室

資料6各室設備諸元表では給水・給湯の表記があり、衛生器具はありません。資
料7では洗面化粧台の表記があります。どちらを正とすればよろしいでしょうか、
ご指示ください。

資料7を正としてください。

113
要求水準書

資料7
2

その他
生徒会室
文化クラブ

資料6各室設備諸元表では給水・手洗いの表記があり、資料7では特記がありま
せん。これは、建築工事でつくる什器ではなく、設備工事で取り付けるという衛生
器具という解釈でよろしいでしょうか、ご指示ください。

ご理解の通りです。

114
要求水準書

資料7
2

その他
購買

資料6各室設備諸元表では給水・手洗いの表記があり、資料7では流し台となっ
ています。どちらを正とすればよろしいでしょうか、ご指示ください。

手洗いと鏡を設置して下さい。

115
要求水準書

資料7
2

食堂
厨房

資料6各室設備諸元表では手洗いの表記があり、資料7では洗面化粧台となっ
ています。どちらを正とすればよろしいでしょうか、ご指示ください。

手洗いと鏡を設置して下さい。

116
要求水準書

資料7
3

管理
教職員
職員室
事務室

資料6各室設備諸元表では手洗いの表記があり、資料7ではミニキッチン、キッチ
ンセットとなっています。両方必要という理解でよろしいか、また、ミニキッチンと
キッチンセットは仕様がどのように異なるのでしょうか、ご教示ください。

前述はご理解のとおりです。後述についてはミニキッチン、キッチンセットは同じ
ものとします。

117
要求水準書

資料7
3

管理
教職員

事務休憩室

資料6各室設備諸元表では手洗いの表記があり、資料7ではミニキッチン、洗面
化粧台となっています。どちらを正としたらよろしいでしょうか、ご指示ください。

手洗いと鏡を設置して下さい。

118
要求水準書

資料7
4

体育施設
体育館
更衣室

資料6各室設備諸元表では手洗いの表記があり、資料7では洗面化粧台となっ
ています。どちらを正としたらよろしいでしょうか、ご指示ください。

手洗いと鏡を設置して下さい。

119
要求水準書

資料7
普通教室

普通教室の教卓・机・椅子は新規購入となるのでしょうか。それとも既存転用とな
るのでしょうか。

机、イスは既存転用とします。教卓は市で購入します。

120
要求水準書

資料7

体育施設
部室棟

ミーティングルーム
イスについては固定式観覧席と考えてよろしいでしょうか。 ご理解の通りです。
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資料名 頁 大 中 小 他 他

該当箇所

内　　容 回　　答Ｎｏ

121
要求水準書
資料7・資料8

普通教室の生徒用机・椅子は引越し対象備品にも各室什器諸元表にも掲載さ
れておりませんが貴市がご用意されるとの理解でよろしいでしょうか、ご教示下さ
い。

生徒が引越しを行ないます。

122
要求水準書

資料8

引越し対象備品に天体観測室および準備室がありますが、現地見学会では拝
見することができませんでした。対象物でも特にカメラ接写台・ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｭｳﾑﾄﾞｰﾑ・
天体投影機の大きさや引越し時の想定がしがたいのですが具体的にご教示下
さい。

参加表明グループを対象に説明会を行なう予定です。

123
要求水準書

資料8
現地見学会では、引越し対象備品の具体的な寸法が実測できませんでした。あ
らためてそのような機会をもうけていただけるかご教示下さい。

No.１２２ご確認下さい。

124
要求水準書

資料8
引越し対象備品にはグランドピアノ等楽器も見受けられますが、ご指定場所への
設置後の調律作業まで作業範囲に含まれているかどうか、ご教示下さい。

調律作業は含みます。

125
要求水準書

資料8

現地見学会では、引越し対象備品に設備との取り合いがどの程度まであるのか
判断できかねました。設備との取り合いがある場合は撤去・取付けまで引越し作
業に含まれているかどうか、ご教示下さい。

設備との取り合いがある場合は撤去・取付けまで引越し作業に含まれます。

126
要求水準書

資料8
部室　野球・サッカー・ラグビーの引越し物品である製氷機が３回引越しの予定
ですが、具体的な時期が分かればご教示下さい。

プール及び部室解体時に旧校舎へ引越し、旧校舎解体時に引越し、新部室完
成時に引越しの３回を想定しています。

127
要求水準書

資料8

天体観測室、同準備室の引越対象備品については、新設校舎に該当室があり
ませんが、移設先をお示し下さい。また、既設天体ドームの扱いについてご教示
願います。

No.１０８ご確認下さい。

128 事業契約書（案） 3 第1章第11条第2項

事業者が、設計・建設・工事監理を準協力企業に委託または請負わせる場合の
参加資格要件を満たしているかどうかの判断基準日は、同条前段の記載に従い
事業者と準協力企業間の業務委託契約予定日の14日前であるとの理解で宜し
いでしょうか。

承諾日を基準としますが、業務委託契約締結日において参加資格要件が充足
されていることが条件となります。

129 事業契約書（案） 3 第11条第3項

再委託、再請負および再々委託、再々請負者においても、当該業務委託契約
予定日の14日前の時点で、募集要綱で定義する参加資格要件を満たしていな
ければならないとの理解で宜しいでしょうか。また、再委託・再請負者等が準協
力企業である場合も同様との理解で宜しいでしょうか。

再委託、再請負および再々委託、再々請負者においても、承諾日を基準としま
すが、業務委託契約締結日において参加資格要件が充足されていることが条件
となります。準協力企業はＳＰＣから直接受託する者ですので、再委託・再請負
者ではありません。

16



資料名 頁 大 中 小 他 他

該当箇所

内　　容 回　　答Ｎｏ

130 事業契約書（案） 3 第12条第1項

平成19年6月8日質問に対する回答190で、事前に予測ができなかった新たな事
実が事業者の調査等により判明した場合は市と事業者の協議とするとなっており
ますが、リスク分担表の調査リスクに関する主旨からも、市が負担すると考えてよ
ろしいでしょうか。

基本的には市が負担しますが、その内容については、協議を行ないます。

131 事業契約書（案） 5 第16条第2項（3）
事業者による設計図書等の複製については、業務遂行上、かなりの頻度になる
と思われますので、事業者の裁量により自由に行えるよう変更していただけ無い
でしょうか。

SPCの内部での使用のみに限るなど、事業者の裁量により自由に行える範囲に
ついては、協議に応じます。

132 事業契約書（案） 8 第22条

不可抗力による工期延長に伴う損害については第24条第４項に記載があります
が、事業者の責に帰すことのできない損害についての記載が見あたらないと存じ
ます。
発生した損害については、不可抗力による損害は第24条第４項に、事業者の責
に帰すことができない事由による損害は第24条第１項により負担すると理解して
よろしいでしょうか。

事業者の責にも市の責にも帰すことのできない事由については、不可抗力に該
当することになります。市の責に帰すべき事由の場合には、２４条１項が適用され
ます。

133 事業契約書（案） 18 第49条第1項

業務委託(再委託を含む)契約を締結している場合について、従事職員の名簿を
提出することになっておりますが、例えば、契約を締結しないで小修繕やスポット
業務を一時的に第三者へ発注するような場合、名簿を提出している従事職員が
業務に立ち会えば、発注先の従事者については、名簿提出不要という理解でよ
ろしいでしょうか。

発注という以上は法律上業務委託関係があると考えられるので、名簿提出を要
します。

134 事業契約書（案） 18 第50条第4項
年次計画書の提出は、要求水準書P.59(3)イ(ｱ)に基づき事業開始予定日の14
日前まででよろしいのでしょうか。

要求水準書の記載とおりとします。

135 事業契約書（案） 19 第53条第3項
経営状態改善のための措置として、具体的にはどのような措置が想定されるで
しょうか。

改善方法はケースバイケースと思われますので、現時点で想定していません。

136 事業契約書（案） 19 第54条第2項
「各諸室の使用量に応じ、水道光熱費を算出し･･･」とありますが、事業者の支払
う水道光熱費は別メーターとするのではないでしょうか。

事業者が使用した水道光熱水費の検針を行なうために別メーターは設置します
が、光熱水費の支払いについては、市が一括して行い、その後ﾒｰﾀｰの検針結
果をもとに、市が事業者から徴収します。なお、提案により、事業者が直接電気・
ガス・水道等と契約を行い直接支払うことも可能とします。

137 事業契約書（案） 20 第５７条３項

上述のとおり、保証事業会社の契約保証では質権設定することにより履行保証
保険と同様の機能を有します。被保険者を事業主とした履行保証保険契約を締
結した時には市を第１順位とする質権設定することとなっていますが、保証時事
業会社の契約保証も同様に扱うという解釈でよろしいでしょうか？ ご理解の通りです。

138 事業契約書（案） 21 第59条第1項

月次業務報告書を各暦月の7日までに提出するように定められておりますが、「７
日まで」を「５営業日」等に変更することをご検討願えないでしょうか。順序として、
ＰＦＩ事業者が委託・再委託者から提出された報告書をチェック・修正後、貴市に
報告書を提出することとなりますが、１月や５月のように休日が続くような場合、そ
の期日での提出が困難です。

契約書（案）において、7日となっている部分はすべて5営業日に変更します。
契約書（案）において、10日となっている部分と14日となっている部分は、はすべ
て10営業日に変更します。
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資料名 頁 大 中 小 他 他

該当箇所

内　　容 回　　答Ｎｏ

139 事業契約書（案） 21 第59条第1項
「各歴月の７日まで」とは、各歴月の７営業日前までにと理解してよろしいでしょう
か。

No.1３８ご確認下さい。

140 事業契約書（案） 21 第57条第5項
維持管理運営期間中は契約保証金又は履行保証保険等付保の義務はないと
考えてよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

141 事業契約書（案） 21 第60条第1項
「事業年度の 終日より１０日以内に」は、１０営業日以内と理解してよろしいで
しょうか。

No.1３８ご確認下さい。

142 事業契約書（案） 23 第66条第2項

「本件施設整備費用及び校内情報システム整備費用に対するサービス対価の
支払いについては、別紙12で定める各支払い日までに本件日程表で予定され
ている業務が履行されていることを停止条件として」とありますが、文脈から考え
て「停止条件」との表現は誤記であり、正しくは「本件施設整備費用及び校内情
報システム整備費用に対するサービス対価の支払いについては、別紙12で定め
る各支払い日までに本件日程表で予定されている業務が履行されていることを
条件として」ではないでしょうか。ご確認願います。

「停止条件」は誤記ではありません。

第59条を以下の通りに変更します。

第59条　事業者は、本件施設の維持管理業務、校内情報システム保守管理業
務及び食堂運営業務状況を正確に反映した月次業務報告書を作成し、各暦月
の５営業日までに前月に係る月次業務報告書を市に対して提出し、市は当該報
告書の記載に従い事業者の業務の監視を行うものとする。

２　市は、前項の業務の監視結果を、当該報告書を受領した日から10営業日ま
でに事業者に確認結果の通知を行なうものとする。なお、市が確認期間を過ぎ
ても事業者側に確認結果を通知しない場合は、市が事業者提出の内容にて了
解したものと見做す。
3 本条第1項に規定する月次業務報告書及び次条に規定する年次業務報告書
の構成は、別紙９に定めるとおりとする。

144 事業契約書（案） 23 第65条第5項

「事業者がその業務の一部を怠った場合、市は、当該業務についてのサービス
対価の市支払いを行わないものとする」と記載されておりますが、例えば維持管
理業務の一部である保安警備業務を怠った場合、保安警備業務に対するサー
ビス対価の支払いが行われないとの理解でよろしいでしょうか。

業務の未実施については、別紙13　5.支払いの減額　ア　重大な事象にあたると
判断されるため、減額ポイントの加算（5ポイント）となり、サービス対価Dからの減
額となります。

145 事業契約書（案） 24 第66条第2項
「各支払い日」が休日の場合は、直近の営業日に前倒しして支払われるものと理
解してよろしいでしょうか。

翌営業日に支払います。

143 第66条第2項

「本件維持管理費用及び校内情報システム保守管理費用に対するサービス対
価の支払いについては、第5条第2節及び第3節に規定する監視等によって、本
契約、募集要項等、事業者提案及び年次業務計画書に従って業務が行われて
いる旨の確認を受けた後、…」とあります。

前述で指定された第5条第2節及び第3節（事業契約書（案）Ｐ21～22：第58条～
63条）を見ると、事業者から提出された月次業務報告書に対する市の確認期間
が明記されておらず、市が恣意的に確認期間を引き延ばすことを可能とする内
容となっており、事業者の立場で見た場合、事業の遂行に際して大きなリスク要
因になりかねないものと考えます。

ついては、本条もしくは第5章第2節及び第3節のいずれかにおいて、市の確認
期間を明確化いただくと共に、「市が確認期間を過ぎても事業者側に確認結果
を通知しない場合は、市が事業者提出の内容にて了解したものと見做す」旨の
条項追加を検討願えませんでしょうか。

事業契約書（案） 23
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資料名 頁 大 中 小 他 他

該当箇所

内　　容 回　　答Ｎｏ

146 事業契約書（案） 26 第76条第1項
「市の改善勧告通知後、定められた期間を経ても･･･」とありますが、定められたと
は具体的にどの程度の期間を想定されておりますでしょうか。

改善すべき内容により、改善が可能な期間が異なると想定されるため、そのつど
市が合理的な期間を設定します。

147 事業契約書（案） 27 第76条第2項
「市は、事業者に対してその旨を書面により通知した上で、相当期間を定めてそ
の改善を求め･･･」とありますが、相当期間とは具体的にどの程度の期間を想定
されておりますでしょうか。

No.1４６ご確認下さい。

148 事業契約書（案） 27 第76条第3項

「構成企業の一部が、自ら破産、会社更生、民事再生･･･」とありますが、当該事
象が発生した場合に直ちに契約を解除されますと、直接協定を締結の意義が半
減してしまうと考えます。安定した公共サービスの提供等の観点からも、協議事
項として頂けませんでしょうか。

原文ままとします。

149
事業契約書（案）

別紙12
57 3

サービス対価Ａにおける一括支払い金についてでありますが、金額が変更にな
ると金融機関での調達金額に影響があり、結果事業スキーム自体にも影響を及
ぼす可能性がありますので、提案書提出前に確定させて頂けませんでしょうか。

原文ままとします。

150
事業契約書（案）

別紙12
57 3

サービス対価Ａの金利計算開始日が何日であっても平成21年度の支払いは、
平成22年度以降の平準化した支払い金額の1/2とならなければならないのでしょ
うか。（第一回の返済額に関して、金利の日割り計算よる金額の変動は可能で
しょうか）

ご質問第１文につきましてはご理解のとおりです。括弧内の点につきまして、記
載内容は原文ままとします。

151
事業契約書（案）

別紙12
59 5

(1)
(2)

サービス対価の支払い時期について、初回と 終回の年月日はそれぞれ、A２
の場合は、平成２２年５月末、平成３６年５月末。Bの場合は、平成２３年５月末、
平成３６年５月末。C2の場合は、平成２２年５月末、平成２７年５月末。Dの場合
は、平成２２年５月末、平成３６年５月末。Eの場合は、平成２２年５月末、平成２７
年５月末。という理解で宜しいでしょうか。

Bの場合は、平成２２年１１月末、平成３６年５月末とします。契約書を変更しま
す。

152
事業契約書（案）

別紙12
59 5 (1)

施設引渡しから第一回目支払いまでの期間と、二回目以降の支払い期間が異
なるように思われますので、サービス対価A２・B・C2それぞれの、第一回目支払
いおよび第２回目以降の支払いに関する金利計算期間をご教示ください。

金利計算期間は6ヶ月となります。

153
事業契約書（案）

別紙13
71 2

「事業終了時の監視において、事業終了時までに改善が確認されない場合、市
が自らが改善を行う場合に想定される適切な費用の限度で、支払未了の施設整
備費等の支払を留保する。」、「当期の支払未了のサービス対価から減額を行
い･･･」とありますが、Ｐ64にてサービス対価Ａ､Ｂ､Ｃの減額は行わないとしている
こと、施設整備費は施設引渡し時の監視において要求水準を達成していること、
瑕疵については適切にリスク負担をしていることから、減額の対象となるサービス
対価は維持管理費との理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

154
事業契約書（案）

別紙13
71 2 (5) イ

事業終了時の監視により要求水準未達成が確認され、改善勧告にも関わらず改
善されない場合には、『自ら改善を行う場合に想定される適切な費用が支払未
了の施設整備費等を超える場合は、当期の支払未了のサービス対価から減額
を行い、』とあります。一方、同別紙13　1.において、サービス対価A～Cの減額
は行わないと明記されていることから、ここでいう『当期の支払未了のサービス対
価』とはサービス対価Dを指すとの理解で宜しいでしょうか。

サービス対価D及びサービス対価Ｅを示します。
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資料名 頁 大 中 小 他 他

該当箇所

内　　容 回　　答Ｎｏ

155
事業契約書（案）

別紙13
71 2 (5) イ

上記の場合で、仮にサービス対価A、Bも減額の対象に含むことを想定されてい
るのであれば、BTO方式における施設整備費相当分に関するサービス対価は、
「モニタリングに関するガイドライン」にも記載のあるとおり、施設の引渡し時に債
権として確定させるべきであり、ペナルティが施設整備費相当分に及ぶことは避
けて頂きたくお願い致します。

No.1５３確認下さい。

156 事業者審査基準 4 第1 5 (2) (ｱ)
提供するサービス水準との整合性にて、建設費と維持管理費の妥当性を評価基
準とされていますが、どのような評価基準になるのか明示して頂けないでしょう
か。単純な相対評価にならないように、ご配慮願います。

提案水準と価格の妥当性を評価します。

157 事業者審査基準 4 第2 5 (2) イ(ア)
様式集の中で記載が義務付けられているものの審査項目に含まれない事項（様
式23「付保する保険の一覧表」、様式33「基本方針」など）は、性能審査の中でど
のように評価されるのでしょうか。

様式23「付保する保険の一覧表」は「・15 年間の安定した事業継続のための、リ
スク分析・リスク管理・リスク顕在化時の対応に関する提案」等の評価や基礎審査
に用います。様式33「基本方針」は施設計画の評価全体に用います。

158 事業者審査基準 4 第２ 5 (2) イ
性能審査点の中で、自由提案による配点はどの部分に含まれるのでしょうか。ま
た評価の視点はどの部分に当たるのでしょうか。

自由提案は性能審査の中では評価しません。ただし、基礎審査段階で、審査を
行ないます。

159 事業者審査基準 4 第2 5 (2)
各性能審査項目の配点において、より細分化された配点を公表頂けませんで
しょうか。

公表はしません。

160 事業者審査基準 5 第2 5 (2) イ
性能審査点で事業計画18点や施設計画30点等における審査項目ごとの内訳点
数配分はあるのでしょうか、ご教示ください。

No.１５９ご確認下さい。

161 事業者審査基準 4,5,6 第2 5 (2)
(ｱ)
～
(ｶ)

性能審査点において、「評価の視点」に基づく詳細の各配点はございますでしょ
うか。もしございますなら、ご提示願えませんでしょうか。

No.１５９ご確認下さい。

162 様式集 1 第1

建設業法26条により配置する技術者証の写し～の（　）の中に工事監理業
務を受託するとありますが、建設業務の間違いではないでしょうか？

ご理解の通りです。

163 様式集 6 第2 1 ｲ
添付資料は採点の対象外ですが、提案内容の根拠を示す証拠書類として、必
要 小限と判断するものを添付できるとの理解で良いのでしょうか。

ご理解の通りです。
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資料名 頁 大 中 小 他 他

該当箇所

内　　容 回　　答Ｎｏ

164 様式集 6 第2 1 ｲ
添付資料、補足資料は、提案書の見易さを優先させるため、書く提案書の末尾
にまとめて添付することにして良いのでしょうか。

添付資料、補足資料は提案書の末尾にまとめて添付してください。また、どの様
式の添付資料であるのかがわかるように記載してください。

165 様式集 6 第3 3
事業期間が２年に満たない企業の「納税証明書」の提出方法につきまして、ご教
示願います。

提出可能な期間の納税証明書と当該法人の設立年月日のわかる登記簿謄本を
提出してください。

166 様式集 6 第3 3 イ
納税証明書は、提出書類に記載の事業所がある都道府県および市町村のもの
でよろしいでしょうか。

以下の通りとします。
1.県外企業（本社が徳島県以外の場合）
　①徳島市内に営業所等がある場合
　　国税、徳島県税、徳島市税の納税証明書を提出してください。
　②徳島市内に営業所等がない場合
　　国税の納税証明書のみ提出してください。都道府県税、市町村税の納税証
明書は必要ありません。
２　県内企業（本社が徳島県内の場合）
　国税、徳島県税、本店所在地の市町村税の納税証明書を提出してください。

167 様式集 6 第3 3
「一括して左綴じし」とありますが提案書の提出と同様に「ファイル綴じ」での提出
でよいのでしょうか。

ご理解の通りです。

168 様式集 7 第3 6 エ
設計に関する提案書等では、A4ファイル綴じされる書類と図面集として別綴じさ
れる書類とがありますが、通し番号については別綴じであることを考慮せずに様
式番号順に振るとの理解でよろしいでしょうか。

ファイルごとに通し番号としてください。

169 様式集 7 第3 7
A3ファイル綴じとする図面集とは、第1提出書類一覧に明示されている「図面」の
ことを示すのか、ご指示ください。また、パースは図面集に含まれると解釈してよ
ろしいか。

様式番号No.41からNo.51、No.55及びNo62からNo.70となります。

170 様式集 7 第3 7
図面以外はA4ファイル綴じということであるが、その場合、様式指定でA3で作成
する指示のある書類はA4に織り込んで綴じると解してよろしいか、ご指示くださ
い。

ご理解の通りです。

171 様式集 7 第3 7 ア 図面集に綴じる様式を具体的にご指示頂けないでしょうか。 No.１６９ご確認下さい。
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172 様式集 15 様式8
納税証明書の写しについては、全ての構成員及び協力企業からの提出が必要
でしょうか。

必要となります。

173 様式集 15 様式8 納税証明書の種類については「その３の３」等のご指定がありますでしょうか。 国税については、「その３の３」としてください。

174 様式集 15 様式8　№4
建設業法第26条により配置する技術者については、提出した予定者が何らかの
事情で対応できない場合、変更可能でしょうか。

可能とします。

175 様式集 15 様式8　№4
「業務契約書写しを工事毎に提出」とありますが、業務契約書とはどのような契約
書でしょうか。

工事の契約書で結構です。

176 様式集 15 様式8　№4
校内情報システムについても「資格証の写し、業務契約書写し」が必要でしょう
か。

校内情報システムについては、必要ありません。

177 様式集 17 様式9
様式10の設計業務実績については、一つの実績でよろしいでしょうか。それとも
複数必要でしょうか。

1つの実績で可能とします。

178 様式集 17 様式10

設計業務実績は募集要項P11(ウ)欄にあるもののみ提出と考えてよろしい
でしょうか？（監理も同じ）

募集要項で必要としている業務実績を満たしていることが客観的にわかる
ように記載してください。契約書で面積が確認できない場合は、図面の添
付を行なうなど、証明書類を合わせて提出してください。

179 様式集 17 様式10

図面等様式集のあとに添付してもよろしいでしょうか？ 募集要項で必要としている業務実績を満たしていることを証明するための
書類のみ添付可能とします。

180 様式集 18 様式11
様式11の工事監理業務実績については一つの実績でよろしいでしょうか。それ
とも複数必要でしょうか。

1つの実績で可能とします。
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181 様式集 31 様式24

外部借入の内訳とは、現在検討している資金調達先の金融機関名称及び貸出
の種類（例：優先貸出）が分かればよいのでしょうか。
提案書の提出までに金額の内訳までを確定することは難しいため、貸出金融機
関の内訳のみに留めて頂きたくお願い致します。

資金調達の確実性が提案書の中で認められれば可能とします。

182 様式集 34 様式27
ＳＰＣの営業収入において、食堂に関する生徒等からの収入は運営事業者が直
接収受してよろしいでしょうか。また、食堂の年額使用料に関しても運営事業者
からの直接支払いとしてよろしいでしょうか。

前述については、事業者の判断とします。後述については、ＳＰＣからの直接支
払いとします。

183 様式集 47 第3
様式40のタイトル欄は「構造計画」とし、様式中にある「PTAとの空調設備契約に
関する提案」については、様式39で記述すればよろしいか、ご指示ください。

様式40のタイトル欄は「構造計画」に修正します。「PTAとの空調設備契約に関
する提案」については、削除します。

184

要求水準書(案)
事業契約書(案)
に関する質問に

対する回答
（6月8日）

3 16
樹木調査業務報告書の調査表にある樹木全てが残存、移植対象となるとのこと
でしょうか。指定緑化率の確保を前提として、移植困難と思われる既存植栽に関
しては伐採・新規植栽の協議は可能でしょうか。

樹木調査業務報告書の調査表にある樹木全てが残存、移植対象となりますが、
移植困難と思われる既存植栽に関しては伐採・新規植栽の協議は行ないます。

185

要求水準書(案)
事業契約書(案)
に関する質問に

対する回答
（6月8日）

30 221
「市は措置を講じる予定」とありますが、具体的にどのような措置を検討されてい
るでしょうか。ご教示願います。

現時点で想定していません。

186 現況用地図
敷地東側道路境界部において、学校敷地内に一部道路施設が入っております
が、今回の事業対象範囲は、道路施設を除いた範囲と考えて宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。

187
樹木調査業務報告

書

既存樹木リストからすると必ずしも塩害に強い樹種だけではないと思われます
が、以下の点においてご教示ください。
①土壌の塩害（地下水塩類の上昇による）の問題は現状確認されているでしょう
か。
②潮風の影響は確認されているでしょうか。
③管理上、または植栽上特別な対応をされたでしょうか。（例えば、潮をかぶった
場合の管理、植栽基盤の遮断層の設置など）

全て確認しておりません。

188 その他
地盤沈下が懸念されますが、地盤沈下について継続計測されたデータもしくは
沈下の有無を判断できる資料があればご提示下さい。

資料はありません。

189 その他
本件事業に関し関係官庁はどこでも問い合わせさせていただいてもよろしいで
しょうか？

市は承諾する立場にありません。
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