
大分市立中学校空調設備整備PFI事業　入札説明書等に関する質問に対する回答

ID 資料名 頁 項目 内容 回答

1

入札説明書 P11-12 第3-5-（5） 第一次審査「入札参加表明及び入札参加資格確認申請書類」の
内、様式2-6～2-9の提出は構成企業のみでよろしいですか。協力
企業も必要ですか。
また、その配置予定者については各業務の着手前までに変更可能
で業務経験については、企業の参加資格要件と必ずしも合致しなく
て良いとの解釈でよろしいですか。
尚、様式2-7と2-8については資格者個人の要件を入札説明書等
で求められていない事からそもそもの提出要否についても教えて下さ
い。

入札説明書に記す資格審査及び要求水準書に記す業務の実施体
制について、現時点での実現可能性を確認できる書類の提出を求
めます。したがって、構成企業だけでなく、協力企業についても様式
2-6～2-9を提出してください。
また、配置予定者についてはご認識の通りです。

2

入札説明書 P11-13 第3-5-（1）～（7） 提出書類を提出する際、紙と電子データを両方提出する必要があ
るものと紙だけの提出で良いものとの区分がはっきりしません。提出
書類一覧に明示して頂けませんか。

様式集P7の「4.提出方法」に記載の通り、全ての必要書類を紙及び
電子データで提出してください。

3

入札説明書 P14-15 第3-7-（2） 契約保証金の納付は履行保証保険付保が選択でき、「オ．」にて維
持管理期間中の付保は毎年更新が認められています。
契約保証金納付の段階では、平成30年度中の履行保証保険が付
保され31年度以降は更新で対応する事でよろしいですか。

ご認識の通りです。

4

入札説明書 P29 添付資料4
2－（2）－イ

基準金利の基準日について、「平成30年8月22日（水）」となってお
りますが、設備の引渡日が変更される可能性があることを鑑み、「施
設引渡し予定日の2銀行営業日前」に修正いただけないでしょうか。

原案の通りです。

5

様式集 P17、18 様式2-4、2-5 双方の様式について、製本はせず、差入する方法で提出させていた
だくことを認めていただけますでしょうか。
その他書類については2穴のA4サイズのファイルに綴じるとの理解で
よろしいですか。

製本する必要はありませんが、その他資料と同様のファイルに綴じて
提出してください。ファイルの綴じ方については、様式集（word版）の
P2～4に記載する書式に従ってください。

6

様式集 P20 様式2-7 施工監督技術者配置予定調書について、本様式に記載する施工
監督技術者とは要求水準書P17に記載されている（「建設業法第26
条第1項に規定する主任技術者または同第2項に規定する監理技
術者を選任で配置する」）技術者をさしているとの理解でよろしいで
しょうか。
又、参加グループで提出は1人という認識でよろしいでしょうか。

ご認識の通りです。また、提出は参加グループの中で少なくとも1人
について提出してください。

7

様式集 P27 様式2‐14 項番6の法人税納税証明書、項番7の消費税納税証明書につい
て、添付書類は「納税証明書その3の3」でよろしいでしょうか。
また、市税完納証明書について、大分市内に事務所がない場合に
は、添付不要という理解でよろしいでしょうか。

御認識の通りです。国税庁の発効する「納税証明書その3の3」の提
出を求めます。

8

様式集 P39 様式4‐3 「設計・施工等のサービス対価」の「その他経費」についても、「割賦
手数料（金利）」と同様、注意事項に「必ずしも各校別の金額を記入
する必要はない。（前項合計欄のみでも構わない。）」と追記いただ
けないでしょうか。

「その他経費」についても、各校別の金額を記入する必要はございま
せん。

9

様式集 P41 様式4‐5 様式の冒頭「委任状（代理人）」の記載ですと、様式2－3に記載さ
れた「代表企業の代表者」のことを示すこととなるため、「委任状（復
代理人）」ではないでしょうか。
よって、下記についても修正が必要ではないでしょうか。
①「私は、・・・・・を復代理人として定め下記の権限を委任します」
②「２．復々代理人選任に関する一切の件」

様式2-3は、各構成企業から代表企業への委任を、様式4-5は、代
表企業から入札者への委任を行うのに用いるもので、各様式の文言
については、当該様式の中での2者の関係を示すものとご理解くださ
い。
なお、様式4-5の「委任状（代理人）」は、「委任状」と修正します。



ID 資料名 頁 項目 内容 回答

10

様式集 - 様式8-5 機器仕様について、製造者名、型番を記載する欄がございますが、
記載する製造者名、型番はあくまでも提案段階における参考で、実
施設計段階において同等程度機能を有する製品への変更は可能と
の認識でよろしいでしょうか。

記載する製造者名、型番については、実施設計段階において同等
程度又はそれ以上の機能を有する製品への変更は可能です。

11
様式集 - 様式9-7 熱負荷計算書を提出するにあたり、モデル校の断熱構造が分かる

資料を提示して下さい。
モデル校について、矩計図又は断面詳細図を、別途、参考資料とし
て提供します。

12

　様式集（Ｗ
ｏｒｄ）　／
入札説明書
本文　／
要求水準書
本文

　様式
2-7
／　　Ｐ7
／　　Ｐ
17

　様式本文
／　第3-2-（2）-イ
／　第3-1-（3）

資格審査の申請書類の中で様式2-7「施工監督技術者配置予定
調書」について、提出の必要の有無と、提出する場合の記述内容に
ついて質問します。
①　本様式は、施工業務を行う者の「配置予定技術者」の調書と思
われますが、入札説明書では、配置予定技術者については要件の
記述がありません。本様式の提出は必要でしょうか。
②　あるいは、要求水準書に、「事業者は主任（監理）技術者を専任
で適切に配置する」とありますので、このことから、建設業法第26条
に規定された有資格技術者の配置予定を届け出るということでしょう
か。
③　届出が必要な場合、本様式には施工業務経験の内容を記入す
る欄がありますが、大分市の一般的な工事案件の入札では、大分
市の「様式　第4号（その１）　配置予定技術者の資格・建設工事等
経験」をもちいて、工事に必要な資格の記入と免許・資格者証・保
険証の写しなどを添付するようになっています。本件の場合も主任
（監理）技術者の施工実績は要件になっていないようですので、施工
実績の記入は不要でよいでしょうか。
④　届出が必要な場合、技術者は、事業者の施工業務を行う者の
中から1名の届出でよいでしょうか。
⑤　その時の技術者は「管工事」の企業に所属する管工事に必要な
有資格者でよいでしょうか。
⑥　届出が必要な場合、本事業の施工時期は平成30年3月から
で、一般的な入札工事と違い、申請時からかなり先の時期になりま
す。この段階で配置予定技術者を固定するのには、影響が大きく負
担になると考えます。複数名の申請を可とするか、同等の有資格者
との交代を可とするかなどの緩和条件を付けていただけませんでしょ
うか。

①～③：ID1及びID6における回答の通り、ご提出は必要です。
④：ID6における回答の通り、参加グループの中で少なくとも1人につ
いてご提出ください。
⑤：建設業法第26条に規定された主任技術者及び監理技術者を
想定しています。
それ以外の資格等の提出は任意であり、記載する資格等は事業者
に委ねます。
⑥:現時点での配置予定者を確認するための資料のため、届出書類
の内容で固定されるものではありません。

13

要求水準書 P4-5 第1-9-(1)-ス 9 遵守すべき法制度等イ　本文　…本事業に必要な法令を遵守す
るとありますが、
ス エネルギーの使用合理化に関する法律において、本業務におい
て外皮に関する外壁・屋根・外気に面する床の面積及び平均熱貫
流率の算出のための検討を要しますか。
具体的には建物全体の外壁・開口面積、非空調コア部、隠ぺい部
分の断熱仕様の確認及び、建築的な施工を踏まえて消費エネル
ギー量の削減を図ることを要しますか。

不要です。

14

要求水準書 P29 3（1）カ ここで言う新規設備とは、本事業において施工期間中において新た
に設置する空調機器等を指し、事業期間中に例えば空調対象教室
が増えた場合に新たに設置する空調機器等は除かれるとの理解で
よろしいでしょうか。

新規設備には、SPCと市のPFI事業契約に基づき設置した空調機器
等が含まれます。事業期間中に、市が当該PFI事業契約とは別の契
約で設置した空調機器等は含まれません。



ID 資料名 頁 項目 内容 回答

15

事業契約書
（案）

P7 第13条3項 入札説明書等に記載されている既存図面について、あくまでも参考
資料とのことですが、万が一記載されている内容と現地に大きな齟
齬があることが事業開始後、実施設計や施工を進める中で判明した
場合の増加費用の負担は、貴市が負担されるとの理解でよろしいで
しょうか。

追加負担は致しません。
事業契約書P7、第13条3項でも記載の通り、発注者は図面を参考
資料として提供しております。事業者には事前に全校現地調査の機
会を設けており、実施設計や施工を進める上での必要な情報の提
供は実施済みです。

16

事業契約書
（案）

P8 第19条第1項 設計が完了した場合、その都度事業者から書類等を提出することと
なっておりますが、資金調達の観点から、地元設計業者に考慮した
事業計画（設計業務完了時に支払）とするため、各中学校単位で設
計業務が完了した時点で、「業務完了通知書の受領書」を発行いた
だけないでしょうか。

事業者が「業務完了通知受領書」を発行し、市に提出する場合に限
り、その提出の度に、市が当該資料に確認印を押印します。

17
事業契約書
（案）

P11 第25条 施工が完了した際、事業契約書（案）別紙4「2」（3）の提出は必要あ
りませんでしょうか。

ご提出の必要があります。
発注者が実施する完工確認の際、ご提出下さい。

18

事業契約書
（案）

P11 第25条 工事検査を行うとありますが、
資金調達の観点から、地元施工業者に配慮した事業計画（工事完
了ごとの支払い）とするため、各学校ごとの完成検査を以って、それ
ぞれ所有権移転を行うことを認めて頂けないでしょうか。
また、これが難しい場合、検査完了の際に「完成検査報告書の受領
書」を発行頂けないでしょうか。

所有権の引き渡し時期は一括で平成30年8月25日午前0時となっ
ており、この変更は認められません。
事業者が「業務完了通知受領書」を発行する場合に限り、市が当該
資料に確認印を押印します。

19

事業契約書
（案）

P12 第26条6項 完成検査を行う7日前までの通知するという期限を、工事繁忙の中
での日程調整になると推察されるため、3日前までに短縮していただ
きたい。

発注者側の調整事項もあり、通知期限の短縮は認められません。

20
事業契約書
（案）

P13以降 第31条以降 本文31条、32条が目次に記載されていない為、目次と本文の整合
がとれていません。改訂版を出して頂けませんか。

目次と本文の整合性（リンク）は事業契約書（案）（修正版）にて適宜
修正対応します。

21

事業契約書
（案）

P14 第32条 アスベストの処理について、「すべて受注者が負担するもの」とありま
すが、「発注者が負担する」ことについてお考えいただけないでしょう
か。

事業契約書（案）第32条は、事業者に既存アスベストの除去等を全
て求めるものではなく、既存アスベストの飛散がない方法をとって空
調設備の整備を行うことを想定した上で、飛散防止処理に係る施工
及び処分等に要する費用負担を事業者に求めるものです。

22

事業契約書
（案）

P14 第32条 現時点において、アスベストが存在する学校、教室をご教示くださ
い。

飛散性アスベストが存在する学校はございません。非飛散性アスベ
ストについては、非飛散性アスベスト成形板等が確認され、空調設
備施工時に撤去の必要が生じた場合には、事業者の負担で法令等
を遵守のうえ、適切な処置を講じてください。

23

事業契約書
（案）

P30 第72条第3項-（1）
-ウ

「1事業年度の維持管理のサービス対価に10分の1を乗じた額を支
払う」とありますが、対象となるサービス対価は、事業契約締結時の
消費税率（8％）で算出されたものという理解でよろしいでしょうか。

ご認識の通りです。

24

事業契約書
（案）

P31 第72条第5項 「設計・施工等のサービス対価から割賦手数料を控除した金額の10
分の1を乗じた額を支払う」とありますが、対象となるサービス対価
は、事業契約締結時の消費税率（8％）で算出されたものという理解
でよろしいでしょうか。

ご認識の通りです。

25

事業契約書
（案）

Ｐ69 別紙10
（6）①イ）

空調設備の単位時間当たりの使用エネルギー量（燃費）が、事業者
の提案する水準から乖離した状態が連続的または断続的に発生す
るとありますが、具体的な乖離の水準、連続的または断続的の度合
いをご教示ください。

「具体的な乖離の水準」は事業契約書P69記載の通りです。
「連続的または断続的の度合い」はその時の状況に依るところもあり
ますが、原則2回以上、または、1回おきの逸脱が発生した場合で
す。



ID 資料名 頁 項目 内容 回答

26

事業契約書
（案）

P79 別紙11
2－（2）

維持管理のサービス対価は、入札説明書（添付資料4、P30、（3））
記載の通り、半年毎に「各回一定額を想定している」とのことですが、
初回となる平成30年度分については、定額ではなく7ヶ月分をお支
払いただけるという理解でよろしいでしょうか。

ご認識の通りです。初回の支払は引き渡し時期を勘案し、変則的に
なります。

27

事業契約書
（案）

P80 別紙11
別表2

「維持管理のサービス対価の各期支払金額」について、最終支払時
期が平成43年11月となっていますが、平成43年5月が最終回という
理解でよろしいでしょうか。

ご認識の通りです。事業契約書（案）（修正版）にて適宜修正対応し
ます。

28

事業契約書
（案）

全般 - 事業契約書（案）の細かい内容（変更要望等）については、事業者
選定後から事業契約書締結までに協議の機会が設けられるという
認識でよろしいですか。

ご認識の通り、協議の機会は設定致します。但し、金額等事業条件
の変更に関わる協議には応じられません。

29

参考図書 - （ウ）単線結線図 各校受変電設備の維持管理委託業者は九州電気保安協会で宜し
いでしょうか。
委託業者に変圧器利用率の聞き取りをしても宜しいでしょうか。

変圧器利用率については、平成28年度分の変圧器利用率一覧を、
別途、参考資料として提供します。

30

参考図書 - （カ）対象校別ガス
利用状況

都市ガス供給可能性ありとなっている中学校は、エネルギーの種別
について都市ガスを採用できるとの認識で宜しいでしょうか。
又、引込管整備費用・本管延伸費用は市の負担との認識でよろしい
でしょうか。

都市ガス供給可能性校の中には、引込管が整備されていない学
校、本管延伸が実施できていない学校が含まれます。そのため、当
該対象校については、引込管整備及び本管延伸が完了した後、都
市ガスを採用することが可能です。
また、引込管整備費用は事業費に含みますが、本管延伸費用は含
まないため、事業者負担となります。

31
- - - 各校、各教室の生徒数（使用人数）の資料は提示いただけますで

しょうか。
要求水準書P39に記す、「在室人員」を前提としてください。


