
大分市立中学校空調設備整備PFI事業　実施方針等に関する質問及び意見に対する回答

№ 資料名 ページ 項目 内容 回答

1

実施方針 2 Ⅰ.１.（７） 所有権の移転時期はいつを想定されていますでしょうか。

全校一括でしょうか、それとも完工したものから順に行うのでしょうか。

空調設備等の所有権移転は、平成30年8月24日に行います。全校

一括で移転することを想定しています。

2

実施方針 3 Ⅰ.１．（１０） 市は、空調設備等の設計・施工・工事管理・所有権移転に係る費用

の一部を施工完了・所有権移転時に事業者に支払うとありますが、見

込みの金額を教えて頂けないでしょうか。

市のサービス対価の支払方法について、詳細は入札説明書等で示し

ます。

3

実施方針 10 Ⅱ.５.（2） 本事業においては、市内企業が代表企業として参画することが必須

であり、さらに構成企業、協力企業等にも多くの市内企業の参画が求

められています。そのため、設計業務、施工業務、工事監理業務、維

持管理業務といった事業実施の直接的な業務以外に、PFI事業の円

滑な遂行のための間接的な支援業務等を行う事業者も含めた体制

が構築できるよう、他都市の類似事例でも認められている、その他の

本事業と関連する業務を行う「その他企業」の参画を認めていただけ

ないでしょうか。

本事業の円滑な遂行に寄与できると判断し、本事業の入札参加者と

して、間接的な支援業務等を行う、「その他企業」の参画を認めま

す。なお、参加資格要件等、詳細は入札説明書等に示します。

4

実施方針 11 Ⅱ.5.（2）.エ（ア） エネルギー方式での運用に必要な資格とは、法的に必要な資格を満

たせばよいとの理解でよろしいでしょうか

ご理解のとおりです。

5

実施方針 11 Ⅱ.5.(2).ｳ.(ｳ) 「空調設備の設計の元請としての実績を有すること」とありますが、教

育施設の空調設備の工事監理業務の元請としての実績と読み換え

てもよろしいでしょうか。

実施方針に記載の通りです。「教育施設とそれに類する施設の空調

設備の設計の元請としての実績」を有していることを求めます。

6

実施方針 11 Ⅱ.5．（2）．イ．（エ） 「施工業務」を行なう者の「管工事」登録の企業については、空調設

備の施工実績を有することとされているが、都市ガス及び液化石油ガ

ス設備に限った施工を行なう予定の「管工事」企業については、この

施工実績は不問でよいのではないでしょうか。

原案のとおりとします。本業務の入札参加者を構成する構成企業又

は協力企業として、施工業務を担当する企業については、「空調設備

の施工の元請としての施工実績を有していること」を求めます。なお、

構成企業及び協力企業から業務を請け負う、又は委託される下請企

業については、当該施工実績は求めていません。

7

実施方針 11 Ⅱ.５.（2） エ「空調設備等の維持管理業務」において、複数企業が参加した場

合、その中の１社がフロン関連の資格を保有していれば良いでしょう

か？

空調設備等の維持管理業務を複数企業で担う場合、全ての企業

が、要求水準書第6・1・（3）・イ・（ア）の条件を満たす、フロン排出抑

制法に基づく定期点検を実施する担当技術者を雇用している必要は

ありませんが、法に基づく定期点検を実施するにあたり、十分な体制

が構築できることを求めます。なお、要求水準書第6・1・（3）・イ・（ア）

の「…定期点検に必要な資格を有する者」は、「…定期点検に必要な

知見を有する者」とし、修正は、入札説明書等に反映します。

8

実施方針 11 Ⅱ.5.（2） 「設計業務」と「工事監理業務」については実績に台数等の規模要件

は不要ですか。

不要です。

9

実施方針 12 Ⅱ.５.（４）.ア 構成企業及び代表企業のうち、1の企業が参加資格を喪失した場

合、つまり代表企業が参加資格を喪失した場合も構成企業が代表の

資格があれば参加資格の再編成が可能との理解でよろしいでしょう

か。

本項の後段に記載のとおり、「応募企業のうち、代表企業が参加資格

要件を喪失した場合は、当該入札参加者の参加資格を取り消す」こ

ととします。本項の「入札参加者の構成企業及び代表企業のうち」は、

「入札参加資格審査書類に明示が義務づけられている者（以下「応

募企業」という。）のうち」とし、修正は、入札説明書等に反映します。

10

実施方針 13 Ⅱ.６.（２） 評価結果を受けて、市が落札者として決定するとは、選定委員会で

決まった落札者を市が決裁するとの意味で選定委員会の決定を市が

変更はしないとの理解でよろしいでしょうか。

市は、選定委員会の答申を踏まえて、選定委員会において選定され

た落札候補者を、落札者として決定します。

11

実施方針 19 別紙１ 「不可抗力リスク」としての自然災害について、要求水準書（案）にある

「９遵守すべき法制度等」の各種法令等に規定された範囲を想定範

囲と考えておけばよろしいですか。

詳細は、入札説明書等において示します。

12

実施方針 21 （別紙１）リスク分担

表（案）.４５

性能の担保について、環境や使用状況によって性能が大きく変わるこ

とが予想されます。それらを想定したうえで設定してよろしいでしょう

か。

詳細は、入札説明書等において示します。



№ 資料名 ページ 項目 内容 回答

13

実施方針

（別紙1）

21 No.41、No.42 選定事業者の責めによらない第三者による毀損傷の場合はどのよう

に考えればよろしいでしょうか。

詳細は、入札説明書等において示します。

14

実施方針

（別紙1）

22 【注釈】※5 資金調達の観点から、「基準金利がマイナスになった場合、基準金利

をゼロとみなす。」という記載に変更いただけないでしょうか。

「基準金利がマイナスとなり、事業者が得られるスプレッド金利と合わ

せた適用金利がマイナスとなった場合は、適用金利をゼロとみなす。」

は、「基準金利がマイナスとなった場合は、基準金利をゼロとみな

す。」とし、修正は、入札説明書等に反映します。

15

要求水準書

（案）

1 第1.3.（1） 近隣住民等の安全への十分な配慮についてですが、学校周辺に住

居等も多く見受けられました。「近隣」については各学校の立地により

異なると思いますが、どこまでの範囲を「近隣」として理解すべきでしょ

うか。御教示下さい。

学校敷地周囲の道路に面する住宅や、工事に関わる車両が通過す

る学校への進入路に面した住宅等、本事業の実施により、影響を受

ける可能性がある範囲とします。

16

要求水準書

（案）

4 第1.7.ア．（エ） 「申請書・届出等の副本は市に提出すること」とありますが、副本の提

出は貴市以外の所轄官庁への申請及び届出等についてとの理解で

宜しいでしょうか。具体的に想定されている提出物がございましたら御

教示下さい。

ご理解のとおり、各官庁への申請及び届出等の副本を提出してくださ

い。また、その他具体的な提出物はございません。

17

要求水準書

（案）

4 第1.7.ア．（オ） 「容易に識別できる服装」とは制服・作業着等を指すのでしょうか。打

合せの際にはスーツに腕章等の着用も可能でしょうか。

学校関係者が見て、本事業の関係者であることを容易に識別できる

服装であることを求めます。なお、打合せの際の服装等については、

目的等に応じた、適切な服装を判断して着用してください。

18

要求水準書

（案）

8 第2.1.（3） ①.イ.管理技術者は設備設計一級建築士と建築設備士の両方の資

格を有する必要がありますか。

本項の「…電気設備・機械設備の設計趣旨・内容を総括的に反映で

きる者とし、設備設計一級建築士、建築設備士でなければならな

い。」は、「…電気設備・機械設備の設計趣旨・内容を総括的に反映

できる者とし、設備設計一級建築士又は建築設備士でなければなら

ない。」とし、修正は、入札説明書等に反映します。

19

要求水準書

（案）

11 第2．3．（1）．①．ク あと施工アンカーは、一般的に室内機や屋内配管類の支持等には、

めねじ形メカニカルアンカー等も使用しています。本要求水準の項目

は、屋外設置の重量物等にはおねじ形メカニカルアンカーまたは接着

系アンカーを使用するというように変更できませんでしょうか。

原則は、公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)によるも

のとしますが、詳細は設計時に協議するものとします。

20

要求水準書

（案）

11 第2.3.（1） イ.遠隔監視システムについての所有権はどちらになりますか 本事業において導入する遠隔監視システムのうち、当該システムを

運用するために学校施設等に設置される機器、配線等の設備の所

有権は、市に帰属します。一方、既に民間事業者が提供している遠

隔監視サービス等において使われている仕組み自体の所有権を、市

に移転することを求めるものではありません。

21

要求水準書

（案）

11 第2.3.（1） ス.屋外露出配線は厚鋼電線管とありますが、ケーブルラック等の採

用は可能ですか。

原則は、厚鋼電線管管内配線とします。ただし、学校関係者が触れ

ない箇所に限り、ケーブルラック等の採用も可としますが、詳細は設

計時に協議するものとします。

22

要求水準書

（案）

11 第2.3.（1） キ.室外機の設置場所にベランダの記載がありませんが、設置可能範

囲に含まれるという解釈でよろしいですか。

原則として含みません。ただし、選定事業者側で構造計算書により安

全であることを確認のうえ、市の承諾を得た場合においては、この限り

ではありません。

23

要求水準書

（案）

12 第2.3.（1）.①.ト 「市、対象校、PTA及び地域等の承諾を得て」とありますが、承諾につ

いては書面での承諾が必要でしょうか、御教示下さい。

既存樹木の撤去にあたっては、選定事業者は対象校、PTA及び地域

住民の承諾を得た旨の報告書類を市に提出してください。既存樹木

の移植及び枝払いにあたっては、市及び学校と協議し、合意が得られ

た経緯が把握できる協議書類を市に提出してください。なお、花壇等

の附合物の撤去及び移設に際しても同様に、市及び学校との協議書

類を市に提出してください。

24

要求水準書

（案）

13 第2.3.（1）.③エ 「既存冷媒配管の再使用が不可と判断される場合、または、再使用

を行わないとはんだんする場合は、市及び対象校と協議を行い、冷媒

配管を新設する。」とありますが、こちらは現地見学会の際に協議を行

う形式でしょうか。教示ください。

協議は、設計段階で実施することを想定しています。なお、現地見学

会では、質問に対する回答は行いません。



№ 資料名 ページ 項目 内容 回答

25

要求水準書

（案）

13 第2.3.（1） ク.救助袋を設置している対象校のリストは開示されますか 救助袋を設置している対象校リストを参考図書として開示します。詳

細は、入札説明書等において示します。

26

要求水準書

（案）

16 第2．3．（5）．ク～コ 本要求水準の記述内容では、液化石油ガスの供給についてはボンベ

での供給を指定しているようにも受け取れますが、諸条件で問題なけ

ればバルクタンクでの供給でも良いでしょうか。

提案に委ねます。ただし、バルクタンクの設置にあたっては、補充の際

の搬入動線や敷地内の有効スペース確保、及び学校関係者の安全

(フェンスの設置等)への留意を行うこととします。

27

要求水準書

（案）

17 第３.１.（１）.（イ） 植栽その他の移設について現場調査等によって想定はいたしますが

それぞれの学校との協議の中で想定外の施設移動や撤去が発生す

ることが予想されます。その場合は協議が可能との理解でよろしいで

しょうか。

ご理解のとおりです。

28

要求水準書

（案）

17 第3.１.（3）.ア 学校ごとに配置された補助員（主任技術者）は、資格が必要でしょう

か。

補助員に資格は必要ありません。

29

要求水準書

（案）

17 第3.1.（3）．①.ア 主任（監理）技術者と現場代理人の配置については、施工事業全体

について専任の主任（監理）技術者を1名配置し、学校ごとに補助員

（主任技術者）を配置する。補助員（主任技術者）の専任・非専任は

建設業法の規定による。現場代理人は学校ごとに配置するという解

釈でよいでしょうか。

法令等を遵守し、事業者の提案する施工スケジュール等に応じて、

適切に配置を行ってください。

30

要求水準書

（案）

17 第3.1.（3） ①.建設業法に規定する資格者を配置した上で、学校ごとの補助員は

複数校の兼務を認めていただけますか。兼務可能な場合は、兼務数

に制限はありますか。

事業者の提案する施工スケジュール等に応じて、適切に配置を行っ

てください。

31

要求水準書

（案）

18 第3.3.（1）.オ 「工事（試運転調整を含む。）に必要な工事用電力、水道、ガスを有

償で使用できる。」とありますが、有償金額については各校同じ金額と

なりますでしょうか。有償金額の設定等があればご教示ください。

学校と各エネルギー供給会社との契約内容に準じます。各学校ごと

に契約内容やエネルギー使用量が異なるため、有償金額は学校ごと

に異なります。

32

要求水準書

（案）

27 第６.１．（４）②ア こちらで記載の「事業年度が開始する１ヶ月前まで」「空調環境の提

供開始時の１ヶ月前まで」については、それぞれ年度の何月頃を想定

されておられますでしょうか。御教示頂けますと幸甚です。

「事業年度が開始する１ヶ月前まで」は、前の事業年度の2月末まで、

「空調環境の提供開始時の１ヶ月前まで」は、平成30年7月末頃を示

します。

33

要求水準書

（案）

29 第6.3.（１） イ.シーズンイン点検は年2回、全校全室が対象ですか。又、実施時期

については事業者からの提案は可能ですか。

全校全室を対象とし、1シーズンごとに点検を実施してください。また、

実施時期については事業者からの提案に委ねます。

34

要求水準書

（案）

29 第６.３.（３）.ア 継続的に利用できる状態を保つことを前提に点検、修繕等の頻度等

は事業者の提案でよいとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

35

要求水準書

（案）

33 別紙2 備考欄記載の「事業期間内に大規模改造工事実施予定」とあります

が、各６校の現状の工事実施予定時期等を御教示頂けますでしょう

か。事業期間内のどの時点と大規模改造工事が干渉するのかによ

り、事業費に影響が出るものと思料致します。

大規模改造工事は、本事業の設計・施工期間には実施の予定は無

く、所有権移転後の維持管理期間に実施を予定しています。

36

その他（参考

図書）

貸与頂いた参考図書に含まれる単線結線図の変圧器容量が現地と

異なっていました。確認を含めた修正配布の予定はありますでしょう

か。又、他の学校についても事前に確認して頂けないでしょうか。

修正配布の予定はありません。なお、本事業において配布する資料

（図面、データ等）は、あくまでも参考資料として提供するものであり、

資料と現地の間で齟齬がある場合は、現地を正として扱うものとしま

す。


