
実施方針　質問回答

Ｎｏ 頁 1 1.1 (1) 1) ① a) a 項目等 質問内容 回答

1 4 1 1.1 (7)

事業者の収

入

サービス対価の支払いについて、一時及び定期の支払いの割合

をご教授下さい。

交付金及び起債の相当分について本施設の引渡時の一時金とし

て支払うことを想定しており、金額については入札説明書等で提

示します。

2 5 1 1.1 (9)

事業スケ

ジュール（予

定）

一期工事部分及び二期工事部分の維持管理期間の始期が異な

りますが、サービス対価はそれぞれについて支払われるとの理解

でよろしいでしょうか、ご教授下さい。

お見込みのとおりです。

3 5 1 1.1 (9)

事業スケ

ジュール（予

定）

設計・建設期間について全体工期が二期に分かれて工事を行うと

ありますが屋内運動場及びプール建設を二期工事とすることは可

能でしょうかご指示ください。

一期工事で屋内運動場及びプール建設を行ってください。

4 5 1 1.1 (9)

事業スケ

ジュール（予

定）

表中の設計・建設期間：事業契約締結日～令和5年3月末日とあ

り、二期工事：事業契約締結時～令和5年11月末日とあります。表

中の設計・建設期間については、事業契約締結日～令和5年11月

末日と解釈してよろしいでしょうか。

ご指摘のとおりであり、「事業契約締結日～令和5年11月末日」に

修正します。

5 5 1 1.1 (9)

事業スケ

ジュール（予

定）

本文中記載の「事業契約締結日～令和5年3月末日」はどの業務

の期間になりますでしょうか。一期工事及び二期工事の設計・建

設期間の記載と符合いたしません。ご教授下さい。

No4を参照してください。

6 9 2 2.2 (1)

募集及び選

定スケ

ジュール

「入札説明書等に関する第2回質問・回答の公表（令和元年12月

下旬）」から「入札及び提案に係る書類の受付締切（令和2年1月

上旬）」までの期間が非常にタイトであり、回答結果を踏まえると

提案計画変更の可能性もあることから、質問回答の時期を早める

か、提案書類の受付を遅らせるかの変更をお願いできませんで

しょうか。

入札説明書等に関する第2回質問・回答の公表を令和元年12月

中旬、入札及び提案に係る書類の受付締切を令和2年1月中旬へ

修正します。

7 11 2 2.2 (4)

落札者を決

定しない場

合

1グループ応札でも入札は成立するという理解でよろしいでしょう

か。

お見込みのとおりです。

8 11 2.3 ③

入札参加者

の構成等

ｸﾞﾙｰﾌﾟ構成企業は必ずＳＰＣに出資しなければならないのでしょう

か。

お見込みのとおりです。

様式1-2



Ｎｏ 頁 1 1.1 (1) 1) ① a) a 項目等 質問内容 回答

9 12 2 2.3 (2) a) c

設計業務を

行う者

ｃ）工事監理業務を行う者と同様、「c.公告日おいて、九州に本店

（本社）または本市との契約について委任を受けた営業所（支店

等）があること。」の項目を削除して頂けませんでしょうか。

原案のとおりとします。

10 12 2 2.3 (2) b)

建設業務を

行う者

建設業務の参加形態は単独企業、または共同企業体、どちらの

形態でも可能でしょうか。

建設業務を行う者の参加資格要件を満たしていれば、単独でも複

数の建設企業での参加でもどちらでも参加することが可能です。

なお、本事業では共同企業体（JV）ではなく、SPCの設立を義務付

けています。

11 13 2 2.3 (2) b) c

建設業務を

行う者

「c.本市内に建設業法に基づく主たる営業所を有すること。」につ

いても、建設業務を複数の建設企業で実施する場合は、1者以上

が該当することとして頂けませんでしょうか。

原案のとおりとします。

12 13 2 2.3 (2) b) ｄ

建設業務を

行う者

「令和元年度において、建築一式工事、電気工事又は管工事がＡ

等級に格付けされていること。」とありますが、3工種全てがＡ等級

ということでしょうか。3工種のいずれかがＡ等級ということでしょう

か。また、等級格付けは、大分県格付けを基準としてよろしいで

しょうか。

いずれかの工種において大分県の格付けでA等級である必要が

あります。

13 13 2 2.3 (2) b) d

建設業務を

行う者

単独企業での参加の場合、当該企業が建築一式工事でA等級に

格付けされていれば要件を満たしていると理解してよろしいでしょ

うか。

お見込みのとおり、P13に記載のd)「令和元年度において、建築一

式工事、電気工事又は管工事がA 等級に格付けされているこ

と。」の要件については満たしていることになります。

14 13 2 2.3 (2) b) d

建設業務を

行う者

共同施工による共同企業体（甲型）での参加が可能の場合、共同

企業体構成員すべてが建築一式工事でA等級に格付けされてい

れば要件を満たしていると理解してよろしいでしょうか。

No10に記載のとおり、本事業では共同企業体（JV）ではなく、SPC

の設立を義務付けています。SPCを構成する建設企業が複数あ

る場合については、すべての建設企業が実施方針P12（２）b)a～d

の要件を満たす必要があります。

15 13 2 2.3 (2) b) e

建設業務を

行う者

官公庁が発注した学校校舎の工事を完了した実績を有しているこ

と。とありますが、学校校舎の実績は、新築・改築・改修等や構造

（鉄筋コンクリート造，鉄骨造，鉄骨鉄筋コンクリート造等）の制限

はありますか。

制限はありません。

16 15 2 2.3 (6)

入札参加者

及び協力企

業の変更

構成企業及び協力企業の変更について、いつの時点の変更まで

可能でしょうか、ご教授下さい。

やむを得ないと本市が判断する場合を除いて変更することはでき

ません。



Ｎｏ 頁 1 1.1 (1) 1) ① a) a 項目等 質問内容 回答

17 15 2 2.4 (1) 著作権

提案書の著作権は入札参加者に帰属しますので、貴市が提案書

の全部又は一部を使用する場合には、事前に事業者の承諾を得

て使用されるとの理解でよろしいでしょうか。

本事業において公表等が必要と認めるときは、本市が提案書の

全部又は一部を使用できることについて、本事業の入札に事業者

が参加することをもって、事業者は承諾しているものとみなし、都

度の事前の承諾を得るものではありません。

18 16 2 2.5 (1)

提案等の審

査

「提案価格に関する審査」について、本事業の予定価格は公表さ

れるという理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおり、入札説明書で公表する予定です。

19 16 2 2.5 (1)

提案等の審

査

入札参加者独自の提案に関する審査とありますが、任意提案と

理解してよろしいでしょうか

提案審査の評価に含まれますので、提案内容によっては、提案し

た方が評価が高くなることがあります。

20 16 2 2.5 (1)

提案等の審

査

入札参加者独自の提案に関する審査とありますが、どのような内

容の提案を求められるのでしょうか。

提案内容については、要求水準書には記載していない内容も含

めて事業者のアイデアや創意工夫がある提案を期待しています。

21 19 4 4.1

既存施設の

概要

表中にプールの記載がありませんが、解体対象施設になるので

あれば、付け加えていただけないでしょうか。

表にプールを追記するように修正します。

昭和58年度建築ＲＣ造　水面積300㎡

22 19 4 4.1 ⑤ 設備インフラ

電力及び通信インフラについても、開示願います。 事業者にて供給事業者へ確認してください。

23 24

資料1リスク

分担表

No.21

上記以外の第三者等の事由による第三者への賠償において、事

業者がリスク負担するのはどのような場合か具体的な事象、リス

ク区分内容をご教示願います。

例えば、児童が参加できる設計時のワークショップや、施工時の

体験学習等において事故が起きた場合等を想定しています。

24 24

資料1リスク

分担表

No.22

戦争、天災、暴動等の不可抗力による事業の中断・中止に伴う設

計・建設・維持管理に係る費用の増加その他の損害において、市

と事業者がリスク負担区分、内容についてご教示願います。

公告の際に事業契約書（案）で提示します。

25 24

資料1リスク

分担表

No.25

入札価格に対し、設計・建設～維持管理期間中において、国際情

勢の中で、外国における紛争の勃発等に起因して、ガソリン価格

の高騰等により、急激な物価変動が発生した場合、不可抗力リス

クもしくは物価変動リスクとして、市が主分担、事業者が従分担で

事業費変更の協議を行っていただけるのでしょうか。

不可抗力や物価変動によるサービスの対価の改定については、

事業契約書（案）で定める指標の数値の変動幅によって判断する

こととし、一定程度までの物価変動は事業者の負担、一定程度を

超える変動については本市の負担とすることを想定しています。

詳細は事業契約書（案）で提示します。



Ｎｏ 頁 1 1.1 (1) 1) ① a) a 項目等 質問内容 回答

26 24

資料1リスク

分担表

No.25

物価変動リスクとして、「運用開始までの物価変動に伴う事業者

の費用の増加」とありますが、入札時から建設工事完了時までの

物価変動リスクは、事業者が主分担となるのでしょうか。

設計・建設期間の物価変動について、一定程度までの物価変動

は事業者の負担とし、一定程度を超える変動については本市の

負担とすることを想定しています。詳細は事業契約書（案）で提示

します。

27 24

資料1リスク

分担表

No.22,No.26

不可抗力リスク、物価変動リスク等において、従分担の表記があ

りますが、従分担とは、どの程度の負担を求められるものなので

しょうか。

従分担は、数パーセント程度の変動リスクを負担することを想定し

ています。詳細は事業契約書（案）で提示します。

28 24

資料1リスク

分担表

No.25

運用開始までの物価変動に伴う事業者の費用増加において、市

と事業者がリスク負担区分、内容についてご教示願います。

実施方針質問No26、No27を参照してください。

29 26

資料1リスク

分担表

No.64

施設瑕疵リスクに「建設の構造に補修を要する瑕疵が見つかった

場合」とありますが、この瑕疵責任の期間をご教示下さい。

公共工事標準請負契約約款第44条に記載の期間と同程度を想

定しており、詳細は事業契約書（案）で提示します。


