
荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業
入札説明書　新旧対照表

Ｎｏ 頁 第1 1 (１) 1) ① a 項目等 修正前 修正後 備考

1 15 第2 5 (8) ①
（８）提案に係
る書類の受付

①　受付期間：令和2年12月21日（月）から令和2年12月25日（金）までの午前9時から正
午まで及び午後1時から午後5時までとする。

①　受付期間：令和3年1月12日（火）から令和3年1月18日（月）までの午前9時から正午
まで及び午後1時から午後5時までとする。

2 16 第5 2 (9) ⑥
（９）入札の手
順

a.開札日時：令和3年2月中旬（予定） a.開札日時：令和3年3月上旬（予定）

3 16 第5 2 (9) ⑩
（９）入札の手
順

⑩　落札者となった入札参加者の代表企業に対して、令和3年2月下旬までに
決定通知を行う。

⑩　落札者となった入札参加者の代表企業に対して、令和3年3月中旬までに
決定通知を行う。

4 16 第5 2 (10)
（１０）ヒアリン
グ等の実施

本市は、入札参加者に対し、令和3年2月中旬に提案書の内容に関するヒアリ
ング等を実施する。

本市は、入札参加者に対し、令和3年3月上旬に提案書の内容に関するヒアリ
ング等を実施する。



荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業
事業仮契約書（案）、事業契約約款（案）　新旧対照表

Ｎｏ
契約
書

契約
約款

頁 章 節 条 1 (１) ア 項目等 修正前 修正後 備考

1 ○ 14 5 6 42 4
契約不適合責
任

４　前２項の規定にかかわらず、事業者が当該契約不適合を知っていたとき、その契約
不適合又は損害が、事業者の故意又は重大な過失によって生じた場合には、当該請求
を行うことのできる期間は10年とする。

４　前２項の規定にかかわらず、事業者が当該契約不適合を知っていたとき、その契約
不適合が、事業者の故意又は重大な過失によって生じた場合には、本条第1項に規定
する請求を行うことのできる期間は10年とする。



荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業
事業仮契約書（案）別紙　新旧対照表

Ｎｏ
別紙
番号

頁 1 (１) ① ア （a） 項目等 修正前 修正後 備考

1 1 38 (9)
 用語の定義
（第１条　関
係）

（９）「事業者提案」とは、事業者が、市に提出した提案書及び交渉時に提出された提案
図書による提案をいう。

（９）「事業者提案」とは、落札者が、市に提出した提案書及び交渉時に提出された提案
図書による提案をいう。



荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業
要求水準書、添付資料　新旧対照表

Ｎｏ 頁 章 節 1 (１) 1) ① i) 項目等 修正前 修正後 備考

1 添付資料一覧 ― 資料13   （参考）既存庁舎光熱水費

2 5 1 3 4 (1)
立体駐車場の
供用開始日

※市営荷揚中央駐車場を解体し、一体整備する提案の場合、立体駐車場の供用開始
前日までの期間、仮設駐車場（平面駐車場）100台分程度を事業予定地内に確保するこ
と。

※市営荷揚中央駐車場を解体し、一体整備する提案の場合、立体駐車場の供用開始
前日までの期間、仮設駐車場（平面駐車場）80台分以上を事業予定地内に確保するこ
と。

3 30 3 2 1 業務期間
なお、市営荷揚中央駐車場を解体・撤去し、一体整備する場合は、立体駐車場の供用
開始前日までの期間、事業予定地において仮設駐車場（平面駐車場）100台分程度を確
保すること。

なお、市営荷揚中央駐車場を解体・撤去し、一体整備する場合は、立体駐車場の供用
開始前日までの期間、事業予定地において仮設駐車場（平面駐車場）80台分以上を確
保すること。

4
資料6　（参
考）諸室リスト

複合公共施設
施設名：本市執務室等　A執務室
諸室：2 部長室
職員数・想定利用人数（人）： 1

複合公共施設
施設名：本市執務室等　A執務室
諸室：2　部長室
職員数・想定利用人数（人）： 3

5
資料6　（参
考）諸室リスト

複合公共施設
施設名：本市執務室等　B執務室
諸室：2 部長室
職員数・想定利用人数（人）： 1

複合公共施設
施設名：本市執務室等　B執務室
諸室：2 部長室
職員数・想定利用人数（人）： 3

6
資料6　（参
考）諸室リスト

複合公共施設
施設名：本市執務室等　D執務室
諸室：2 部長室
職員数・想定利用人数（人）： 1

複合公共施設
施設名：本市執務室等　D執務室
諸室：2 部長室
職員数・想定利用人数（人）： 3

7
資料9　（参
考）電気・機械
要求性能表

複合公共施設
施設名：共用部
諸室：集中管理室
映像音響： ○

複合公共施設
施設名：共用部
諸室：集中管理室
映像音響： ＿

8
資料9　（参
考）電気・機械
要求性能表

複合公共施設
施設名：共用部
諸室：電気室（管理）
映像音響： ○

複合公共施設
施設名：共用部
諸室：電気室（管理）
映像音響： ＿



荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業
様式集及び作成要領　新旧対照表

Ｎｏ 書類名 様式番号 1 項目等 修正前 修正後 備考

1

維持管理業務を
行う者の参加資
格等要件に関す

る書類

2-5
２．過去15年以内に、公共施設又はオフィスビル等の維持管理業
務を完了した実績を有している者であることを証する書類の写しを
本様式の後（うしろ）に添付します。

２．過去15年以内に、公共施設又はオフィスビル等の維持管理業
務の実績を有している者であることを証する書類の写しを本様式
の後（うしろ）に添付します。

2
基礎審査項目
チェックシート

N-1 （別紙１参照）



確認事項
様式
Ｎｏ

入札参
加者
確認

項目等

建設・工事監理業務は、本施設を対象とし、事業者は、設計図書、事業契約書、本要求水準書、入札時の提案
書類に基づいて、本施設の建設及び工事監理を行い、企画・提案した什器・備品等を整備すること。

本施設は、令和6年1月末日までに建設工事を完了すること。

なお、市営荷揚中央駐車場を解体・撤去し、一体整備する場合は、立体駐車場の供用開始前日までの期間、事
業予定地において仮設駐車場（平面駐車場）80台分以上を確保すること。

事業契約書に定められた本施設の建設・工事監理及び什器・備品の整備履行のために必要となる業務は、事業
契約書において本市が実施することとしている業務を除き、事業者の責任において実施すること。
本事業の着手に先立つ近隣住民等への説明及び調整は、本市が実施する。ただし、民間施設に係わる近隣地区
住民への説明及び調整は、事業者が実施すること。
本施設の建設に当たって必要な関係諸官庁との協議に起因する遅延については、事業者の責とする。
本市が実施する近隣説明等に起因する遅延については、本市の責とし、事業者が実施する本施設の建設に係わ
る近隣への対応等に起因する遅延については、事業者の責とする。
事業予定地の境界調査及び、本施設の敷地と民間施設の敷地の境界設定（測量）は、事業者が実施する。
本施設の建設にあたり、関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等を参照して適切な工事計画を策定するこ
と。

本施設の建設にあたり、騒音、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞、その他、建設工事が近隣の生活環境に与え
る影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施すること。

本施設の建設にあたり、近隣への対応について、事業者は本市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を
報告すること。
本施設の建設にあたり、近隣に対して工事内容を周知徹底して理解を得、作業時間の了承を得ること。
本施設の建設にあたり、工事に伴う影響（特に車両の交通障害、騒音、振動等）を最小限に抑えるための工夫
を行うこと。

本施設の建設にあたり、建築確認申請等、建築工事に伴う各種申請の手続きを事業スケジュールに支障がない
ように実施すること。

必要に応じて、各種許認可等の書類の写しを本市に提出すること。

本施設の着工に先立ち、近隣住民との調整、建築準備調査等（周辺家屋影響調査を含む）を十分に行い、工事
の円滑な進行と近隣の理解及び安全を確保すること。
本施設の建設にあたり、本市の事前調査を参考にしつつ、建物及びその工事によって近隣に及ぼす諸影響を検
討し、問題があれば適切な対策を講じること。

本施設の建設にあたり、近隣への説明等を実施し、工事工程等についての了解を得ること。
事業者は建設工事着工前に工事監理主旨書（工事監理のポイント等）、詳細工程表（総合定例打合せ日程や各
種検査日程等も明記）を含む工事監理計画書を作成し、以下の書類とともに本市に提出して、承認を得るこ
と。

 i)工事監理体制：1部
 ii)工事監理者選任届（経歴書を添付）：1部

 iii)工事監理業務着手届：1部
事業者は、建設工事着工前に、詳細工程表を含む施工計画書を作成し、以下の書類とともに本市に提出して、
承認を得ること。

【着工時の提出書類】
      i)工事実施体制届：1部

      ii)工事着工届：1部
 iii)現場代理人及び監理技術者届（経歴書を添付）：1部

 iv)承諾願（仮設計画書）：1部
 v)承諾願（工事記録写真撮影計画書）：1部

     vi)承諾願（施工計画書）：1部
    vii)承諾願（主要資機材一覧表）：1部

 viii)報告書（下請業者一覧表）：1部
 ix)上記の全てのデジタルデータ：一式

※　ただし、承諾願は、建設工事会社が工事監理者に提出し、その承諾を受けた後、工事監理者が本市に提出
するものとする。

(1)　建設工事 各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画書に従って本施設の建設・工
事監理を実施すること。
事業者は、工事現場に工事記録を常に整備すること。

工事施工においては、本市に対し、以下の事項に留意すること。

事業者は、工事監理者を通じて工事進捗状況を本市に毎月報告する他、本市から要請があれば施工の事前説明
及び事後報告を行うこと。

事業者は、本市と協議の上、必要に応じて、各種検査・試験及び中間検査を行うこと。なお、検査・試験項目
及び日程については、事前に本市に連絡し、承認を得ること。

本市は、事業者又は建設会社が行う工程会議に立会うことができるとともに、必要に応じて随時、工事現場で
の施工状況の確認を行うことができるものとする。

工事に伴って周辺家屋等に電波障害が発生するおそれがある場合は、事前に調査を行い、必要な時期に適切に
その対策工事を実施すること。

市営荷揚中央駐車場を解体・撤去する場合には、解体計画書を作成し、事前に本市の確認を得ること。解体・
撤去・処分の実施に当たっては、本市と事前に協議を行うこと。また、発生する産業廃棄物等を適正に処理す
ること。周辺への騒音や振動には十分配慮すること。

 第3章建設・工事監理業務

 第3節業務の内容

1.　基本的な考え方

2.　工事計画策定にあたり留意す
べき項目

3.　着工前業務

(1)　各種申請等

(2)　近隣調査・準備調査等

(3)　工事監理計画書の提出

(4)　施工計画書の提出

4.　建設期間中業務

 第1節業務の対象範囲

 第2節業務期間

1.　業務期間
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別紙１


