
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 ページ 項目 内容 回答

1

事業契約書

（案）

P1 第1条

本契約の対象となる中学校を示す用語として、特に定義がされないまま「対象校」、「中学校」とい

う用語が混在しておりますので、整理統一いただけますでしょうか。

本件実施場所という意味で「中学校」と記載している箇所については、「対象校」に統一し、事業契約書

（案）を修正致します。

●例：第25条、第26条、第42条、第46条、別紙10等です。

2

事業契約書

（案）

P11 第26条

4項に記載の「チェックリスト」の報告は、6項に記載の「完工検査の日程の通知（完工検査の7日

前）」と前後しても宜しいでしょうか。

「完工検査の日程の通知（完工検査の7日前）」の時期にかかわらず、第4項に記載する「チェックリスト

に基づき、工事監理記録等の内容を検査」した結果の報告は、工事監理業務の完了時に提出が必要

な書類と、可能な限りあわせて提出してください。

3

事業契約書

（案）

P15 第35条

完成確認について、市は①事業者からの完工検査の報告から14日以内に完成確認を実施し、②

完成確認後、14日以内に完成確認書の交付を受け完了すると理解しています。工期の関係上、

2018年8月25日の引渡までには、上記①の完成確認までが済んでいれば良いという理解で宜し

いでしょうか。

完成確認書の交付まで事業者は対応する必要があります。但し、完成確認は順次施工が完了した対

象校毎に実施し、完成確認書の交付は引渡日までに行います。

4

事業契約書

（案）

P20 第43条2項

維持管理のサービス対価が対象となる契約保証金の納付期限は、維持管理の開始時までの納

付としていただけないでしょうか（履行保証保険の加入とする場合についても同様です）。

下記の通り、事業契約書（案）を修正致します。

■第43条2項

2　前項第1号の契約保証金の納付時期は、本契約締結前、前項第2号の契約保証金の納付時期は、

維持管理期間の開始時までとする。

5

事業契約書

（案）

P20 第43条5項

「受注者が、施工企業をして、次の各号に定める措置を行った場合は、・・・・」とありますが、SPC又

は施工企業でない代表企業が履行保証保険等、第43条5項の各号に定める措置を行うことを認

めていただけますでしょうか。

SPCが履行保証保険の契約者になることは認めます。施工企業ではない代表企業は認められません。

下記の通り、事業契約書（案）を修正致します。

■第43条5項

5　受注者が、自ら又は施工企業をして、次の各号に定める措置を行った場合は、第1項第1号に掲げる

契約保証金の納付を免除する。なお、保証金額は、第1項第1号に掲げる金額とする。

6

事業契約書

（案）

P20 第43条5項

「受注者が、施工企業をして、次の各号に定める措置を行った場合は、・・・・」とありますが、施工

企業が複数となる場合、各施工企業の業務引受範囲毎に履行保証保険を付保することで要求を

満たすとの理解で宜しいでしょうか。また、施工企業の1社が、全体を取りまとめて付保することは可

能でしょうか。

ご理解のとおりです。

7

事業契約書

（案）

P20 第43条6項

「受注者が、維持管理業をして、次の各号に定める措置を行った場合は、・・・・」とありますが、SPC

が履行保証保険等、第43条5項の各号に定める措置を行うことを認めていただけますでしょうか。

SPCが履行保証保険の契約者になることは認めます。

下記の通り、事業契約書（案）を修正致します。

■第43条6項

6　受注者が、自ら又は維持管理企業をして、次の各号に定める措置を行った場合は、第1項第2号に

掲げる契約保証金の納付を免除する。なお、保証金額は、第1項第2号に掲げる金額とする。

8

事業契約書

（案）

P21 第46条1項、２項

第46条第1項で「受注者は、発注者に対し、平成30年8月25日午前0時に、新規設備を引き渡

す」こととされていますが、同条第2項で「各中学校単位で、新規設備の引渡書を取り交わす」とさ

れていることから、引渡しは各中学校単位で行われるとの理解でよろしいでしょうか。

具体的には、一部の中学校の工事において工期の変更（第36条）等が生じた場合、全ての新規設

備（全ての中学の設備）を一括して引渡すのではなく、工期の変更がない中学校にかかる新規設

備は第46条第1項に定める期限に引渡し（部分引渡し）、工期の変更があった中学校にかかる新

規設備は第36条第1項ないし第3項によって定められる新たな期限に引渡すことになるとの理解で

よろしいでしょうか。

ご理解の通りです。事業契約書（案）第46条3項を下記の様に修正致します。

■46条3項　追記

3　第5章第4節の規定により、一部の対象校に関して工期が変更された場合には、第1項の規定にかか

わらず、工期が変更された対象校については、変更後の工期に従って新規設備を引き渡すものとし、工

期の変更がない対象校については、第1項記載の引渡し時に引き渡すものとする。

併せて、要求水準書P18、3施工業務の要求水準、（1）一般的要件、クを下記の様に修正致します。

■P18、3施工業務の要求水準、（1）一般的要件、ク　ただし書き　追記

ク 事業者は、平成30年8月24日までに、全ての新規設備の引渡が完了できるよう各対象校に設置す

ること。なお、上記の期限は、事業者の提案により変更（前倒し）できる。ただし、工期が変更された場合

には、工期の変更があった対象校については、変更後の工期に従って新規設備を引き渡すものとし、そ

の他の対象校については、平成30年8月25日午前0時に引き渡すものとする。
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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 ページ 項目 内容 回答

9

事業契約書

（案）

Ｐ21　他 第46条1項他

工期の変更等が発生した際に各中学校単位で引渡しが行われる場合、設計・施工等のサービス

対価の一括支払分（5分の4）については、第46条第1項に定める期限に引渡された設備に係る対

価は「平成30年10月末までに一括して支払う」（第66条、別紙11第2項(1)号）こととなり、工期の

変更があった中学校にかかる新規設備は第36条第1項ないし第3項によって新たな支払期限が

定められることになると思われますが、その旨が明らかになる規定が見当たらず、また、その場合の

各中学校ごとの設計・施工等のサービス対価の内訳が明らかではありません。

　したがって、以下の例のように、規定を明確化する修正をご検討いただきますようお願い申し上げ

ます。

・第46条第1項　「平成30年8月25日午前0時、」の後に「各中学校単位で、」を挿入

・第46条第3項として、「３　前二項にかかわらず、第36条による工期の変更により第1項に定める

期限に引渡しができない新規設備（但し、各中学校単位による）があるときは、当該中学校に係る

新規設備の引渡しの期限は、第36条第1項ないし第3項によって定めるものとする。」を新設

・別紙11第2項(1)号の末尾に「但し、第36条による工期の変更により上記の支払期限までに引渡

しができない新規設備（但し、各中学校単位による。以下「工期変更新規設備」という。）があるとき

は、工期変更新規設備に係る設計・施工等のサービス対価の一括支払分については、これを合理

的に案分したうえで、第36条第1項ないし第3項によって定める支払期限に支払うものとする。」と

の記載を追加

下記の通り、事業契約書（案）を修正致します。

■46条1項　追記

1　受注者は、発注者に対し、平成30年8月25日午前0時に、対象校単位で、新規設備を引き渡す。

■46条3項　追記

3　第5章第4節の規定により、一部の対象校に関して工期が変更された場合には、第1項の規定にかか

わらず、工期が変更された対象校については、変更後の工期に従って新規設備を引き渡すものとし、工

期の変更がない対象校については、第1項記載の引渡し時に引き渡すものとする。

■別紙11 2項(1)＜割賦支払分＞末尾　追記

ただし、第36条又は第39条による工期の変更により、上記の引渡期限までに引渡しができない新規設

備があるときは、設備整備費相当額に消費税を加えた金額の一括支払分については、当初の引渡期

限までに引渡しが完了したものの評価額の5分の4を、事業者の請求を受けてから平成30年10月末ま

でに支払うものとする。第36条又は第39条により工期を変更した新規設備については、発注者及び受

注者は協議により別途支払期限を決める。発注者及び受注者の間において協議が整わない場合には、

発注者がその期限を定めるものとし、受注者はそれに従わなければならない。

10

事業契約書

（案）

P31 第72条5項

5項および6項はいずれも「受注者に責がある場合の引渡し前の解除」の場合について規定されて

いますが、完成確認書が交付された学校に関しては、6項が適用されると認識していますが、その

理解で宜しいでしょうか。（事業者帰責による解約は当然のことと考えますが、完成確認書が交付

され、貴市より性能が確認された後は、性能を満たした設備に関しては、原状回復ではなく引渡し

されるのが合理的であると考えます）

原案通りとします。

11

事業契約書

（案）

P32 第72条6項

第７2条6項に記載のある「評価額相当額」と、第７6条3項に記載のある「出来高」の違いについて

ご教示ください。また、どちらも「その時点までに必要とした費用」というようなものを意図すると考え

ますが、これにはSPC設立費等、本事業においてその時点までに支払った費用も含まれることを確

認させてください。

第７2条6項に記載のある「評価額相当額」と、第７6条3項に記載のある「出来高」は同義です。出来形

部分を買取る趣旨ですので、「SPC設立費等、本事業においてその時点までに支払った費用」等は含み

ません。

12

事業契約書

（案）

P69

別紙10

5-（6）

空調設備等が故障し、当該年度の合計減額ポイントが1001ポイント以上となった場合、設計・施

工等のサービス対価が減額されるとのことですが、空調設備等については市への引渡の段階で検

査し、貴市による完成確認が済んでおりますので、減額対象から除外していただけないでしょうか。

（空調設備等に事業者側の瑕疵があった場合には、事業契約書（案）第41条に基づき、事業者が

費用を負担することとなっておりますので、整理できていると理解しています。）

原案通りとします。

13

事業契約書

（案）

Ｐ29－Ｐ４１ 第11章

解除に関する各規定（第11章）は、「全ての新規設備の引渡し」の前後で場合分けされており、例

えば工期の変更等が発生し部分引渡しがあった場合（一部の中学校についてのみ引渡しが完了し

ている場合）の取扱いが明確でないものと思われます。部分引渡しがあった場合（一部の中学校に

ついてのみ引渡しが完了している場合）についての取扱いを規定することをご検討いただきますよう

お願い申し上げます。

原案通りとします。一部中学校の新規設備しか引き渡せていない場合については、72条5項、6項、74

条5項、6項、76条2項、3項、77条6項、7項が規定しています。具体的には、引渡し前のものについて

は出来形部分を評価して支払うことになります。

14 入札説明書 P7 （2）-ア-（ウ） 建築一式で請け負い設計した実績は、「空調設備の設計の元請」という要件に適合しますか。

当該建築一式工事の設計に係る仕様の中に、学校施設及び学校に類する施設における空調設備に係

る設計が含まれている場合については、「空調設備の設計の元請」という要件に適合します。

15 入札説明書 P9 第3－4－（2）

募集及び選定スケジュールについて、入札書及び提案書の提出後、ヒアリングやプレゼンテーショ

ンは予定していないという理解で宜しいでしょうか。

落札者決定基準に記載の通り、提案書の提出後、選定委員に対するプレゼンテーション審査を実施致

します。時期としては、11月下旬頃を予定しています。

16 入札説明書 P4 第2-7-（7）

都市ガスと液化石油ガスはガス空調方式として、同種のエネルギー種別と捉え併用することは可

能ですか。

可能です。

17 　入札説明書 　Ｐ4 第2-7-（7）

空調設備等のエネルギ－の種別において、電力・都市ｶﾞｽ・液化石油ガスのいずれかから適切な

エネルギ－を選択し、又はその組み合わせを選択し、とありますが、これは対象校全体を見た場合

だけでなく、１つの学校においても同じ考え方でよろしいですか。例えば、１つの学校において電気と

液化石油ガスの組み合わせ、又は都市ｶﾞｽと液化石油ガスの組み合わせを選択すると言う事で

す。

ご認識の通りです。
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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 ページ 項目 内容 回答

18 入札説明書 Ｐ5 第３　１（４）

入札参加者の構成企業及び協力企業は、他の入札参加者の構成企業及び協力企業となること

は禁止されております。

しかしながら、本事業において例えば都市ガス供給を行なうインフラ企業は地域に１社しか存在し

ておらず、万が一そのような企業が構成員もしくは協力企業として入札参加者となることは、著しく

公平性を損なうと考えます。

従いまして、都市ガス供給会社は複数応募の禁止に該当しないとの理解でよろしいでしょうか。

もしくはＰ６の入札参加者の共通参加資格要件に「都市ガス供給会社でないもの」との条件を追記

するべきではないでしょうか。

都市ガス供給会社は複数応募の禁止の対象です。なお、エネルギー供給については、市が各エネル

ギー供給会社と契約し、市が使用料を支払います。

19 入札説明書 P7 第３-2-（2）

ここで規定される参加資格要件に示されたア～オの要件を満たす企業は、すべてが構成企業もし

くは協力企業とならなければならないとの理解でよろしいでしょうか。

入札参加者を構成する構成企業及び協力企業については、Ｐ6～7に記す参加資格要件を満たす必要

があります。上記各要件を満たす企業が入札参加者を構成する企業となる必要はありません。

21 入札説明書 P28

サービス対価の支

払方法

一括支払分と初回の割賦支払分の支払タイミングはどちらも平成30年10月末までにとあります

が、どちらも要件を満たせば、同じタイミングでの入金になるのでしょうか。

ご認識の通り、同時に支払います。

なお、事業契約書（案）を入札説明書に合わせて、下記の通り修正致します。

■別紙11 2項(1)＜割賦支払分＞

○修正前）平成30年11月：空調設備の引き渡し日から平成30年9月末までの金利分のみ支払う。

○修正後）平成30年10月：空調設備の引き渡し日から平成30年9月末までの金利分のみ支払う。

22 要求水準書 P9-10 第２　２　（２）イ

集中管理コントローラーや個別リモコンなど教職員が操作する機器の仕様(操作性)は、統一すると

記載がありますが、学校によって既設リモコンがワイヤレス式になっている学校があります。

ワイヤード式又は、ワイヤレス式のどちらかに統一すると考えていいですか。

可能な限りワイヤード方式に統一してください。また、操作する機器については機器相互の差異が生じな

いように配慮することを求めます。

一括支払分として、割賦手数料を含まない「設備整備費」の5分の4の金額を支払います。

なお、本件に関連して以下の部分を修正します。

●入札説明書14ページ・第3・7・（2）・ア・（ア）の「設備整備費相当額（添付資料4「設計・施工等の

サービス対価」）の10％以上」を、「設備整備費相当額（添付資料4「サービス対価について」を参照）に

消費税を加えた金額の10％以上」に修正します。

●入札説明書14ページ・第3・7・（2）・ア・（イ）の「一事業年度の維持管理費相当額（添付資料4「維持

管理のサービス対価」）の10％以上」を、「維持管理費相当額（添付資料4「サービス対価について」を

参照）に消費税を加えた金額の10％以上」に修正します。

●入札説明書18ページ・第5・3・（1）の「…一括支払分として、初年度に設計・施工等のサービス対価

の5 分の4 を、…」を、「…一括支払分として、初年度に設備整備費相当額に消費税を加えた金額の5

分の4 を、…」に修正します。

●入札説明書28ページ・添付資料4・1の表中「施設整備費」を、「設備整備費」に修正します。

●入札説明書28ページ・添付資料4・2の「…一括支払分として、設計・施工等のサービス対価の5分の

4を、…」を、「…一括支払分として、設備整備費相当額の5 分の4 に消費税を加えた金額を、…」に修

正します。

●入札説明書28ページ・添付資料4・2の「設計・施工等のサービス対価のうち、一括支払分…わたっ

て払う。…」を、「設備整備費相当額の5分の1に相当する金額（以下、「割賦元本」という）及び割賦元

本を選定事業者より提案のあった金利を用いて計算される割賦手数料、割賦元本に係る消費税及び

地方消費税を合わせた金額を、事業期間にわたって支払う。…」に修正します。

●事業契約書（案）20ページ・43条・1項・（1）　「空調設備に係る設計・施工等のサービス対価の10％

に…」を「空調設備に係る設備整備費相当額の10％…」に修正します。

●事業契約書（案）20ページ・43条・1項・（2）　「1事業年度の維持管理のサービス対価の10％に…」

を「1事業年度の維持管理費相当額の10％…」に修正します。

20 入札説明書 P28

サービス対価につ

いて（（１）設計・施

工等のサービス対

価の一括支払分）

一括支払分として「設計・施工等のサービス対価の5分の4を」とありますが、割賦手数料も含まれ

るという理解で宜しいでしょうか。また、一括支払分が「割賦手数料も含めたサービス対価の5分の

4」の場合は、割賦手数料の計算方法を教えてください。
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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 ページ 項目 内容 回答

23 要求水準書 P10 第２　２　（３）ア

都市ガス地域においてＧＨＰを採用の場合、将来の空調機増設を見込んだガス引込が必要でしょ

うか。また、将来的に空調機を設置する可能性が高い教室を御教示頂けないでしょうか。

空調機増設を見込んだ引込管の更新等については、事業者からフレキシビリティへの配慮の観点におけ

る提案に委ねます。また、将来的に設置する可能性が高い教室に関する情報は提供できません。

24 要求水準書 P11 第2　３　（１）①イ

各種運用関連データを含む遠隔監視システムの導入と記載がありますが、仕様はどの程度のもの

ですか。

各種運用関連データを含む遠隔監視システムの導入を求めます。システムの水準については、事業者

の提案に委ねます。

25 要求水準書 P11 第2　３　（１）①セ

キュービクルからの配線は、原則埋設配管と記載がありますが、既設予備配管は、流用してよろし

いですか。

使用可能とします。

26 要求水準書 P11 第２　３　（１）①セ

ガス配管の校舎間(例：北棟から南棟)への渡り配管は渡り廊下の躯体を利用して露出配管でも宜

しいでしょうか。

可能とします。ただし、配管等は構造体に堅固に支持を行い、かつ、異なる構造体に支持を取る箇所に

おいては構造体間の変位を吸収する配慮を行うこととします。

27 要求水準書 P12 第2　３　（１）②オ

電気方式による空調導入校については、基本的にデマンドコントローラーを設けることと記載があり

ますが、新設で設置する電気方式のパッケージエアコンがデマンド値への影響が少ない場合は、

不要と考えてよろしいですか。

原則としてデマンドコントローラを設置してください。

28 要求水準書 P12 第 ３-１-①-ナ

「高調波抑制対策ガイドラインに基づき、高調波計算書を作成し、電力会社に提出すること。その

際、必要に応じて高調波対策を講じること。」とありますが高調波計算書は今回計画の空調機器の

みの高調波計算書で宜しいでしょうか、また電力会社より既存校舎全体の既設機器を含む高調波

計算書の提出を求められた場合は、その高調波対策は本事業には含まれないとの理解でよろしい

でしょうか。

原則は本事業で整備する機器のみで結構ですが、電力会社から求められた場合は、事業者が作成し

てください。

29 要求水準書 P12 第 ３-１-①-二

「圧縮機の電動機出力の合計が３．７ｋＷ以上のもので定格出力の力率が８０％未満のものは、進

相コンデンサを設ける等の力率改善を行うこと。」とありますが採用機器の力率が８０％以上あれば

進相コンデンサの設置は不要で宜しいでしょうか。

原案の通り、採用する圧縮機の力率が80％以上であれば進相コンデンサの設置は不要です。

30 要求水準書 P13 第２　３　（１）②サ

変圧器改修に伴い既設変圧器のPCB含有調査を市役所で行われている場合には、調査結果をご

教授下さい。

また、高濃度のPCB含有があった場合の対処方法や費用負担は本事業の対象外との理解でよろ

しいでしょうか。

PCB含有変圧器は全て処分済みです。

31 要求水準書 P13-P１４ 第２　３（１）③

更新に関する事項において、更新に伴い撤去する室外機、室内機で　再利用の予定のあるものの

一覧表を頂けないでしょうか。

現状、更新対象機器は設置から15年以上経過していますので再利用は予定していません。

32 要求水準書 P13－P14 第2　3（１）③

改修対象機器を現地確認しましたが、経年劣化で機器銘版の読みとりが困難な場合も散見され

たため更新対処機器の型式名を御教示いただけませんでしょうか。（フロンガス種別、フロンガス回

収量を正確に把握したい）

更新対象機器の型式名に関する情報を提供することはできません。

33 要求水準書 P15 第2　３　（3）ア

新設設備の空調環境の提供に係る消費エネルギー量を一般消費分とは別に計量できるようにと

記載がありますが、更新機器で電気方式のビルマルチの場合の室内機電源も計量する必要はあり

ますか。

更新機器の計量は不要です。

34 要求水準書 P15 第2　３　（4）イ

計測器は、温度、湿度及び熱中症指数の表示可能なものと記載がありますが、仕様はどの程度の

ものですか。

計測器は、温度、湿度及び熱中症指数の表示及び計測が可能なものを求めます。その他付加機能に

ついては事業者の提案に委ねます。

35 要求水準書 P15 第2　3　（4）

温度、湿度及び熱中症指数の表示が可能な計測器ですが推奨メーカー、参考型番等御教示頂

けないでしょうか。

メーカー等は事業者の提案に委ねます。

36 落札者決定基準 P7 No.3

落札者決定基準における地域貢献に資する市内業者とは大分市内に本店が無くとも、入札説明

書の参加資格要件（P6-第3-2-(1)カ等）において大分市に過去2年間納税する支店、営業所を

構える企業も含まれると考えてもよろしいでしょうか。

入札説明書Ｐ7-第3-2-(3)に定義づけられている通り、市内業者とは「大分市内に本店を有する者」と

なります。したがって、「過去2年間納税する支店、営業所を構える企業」は含まれません。
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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 ページ 項目 内容 回答

37 落札者決定基準 Ｐ7 No.3

体制における市内業者の企業割合及び事業実施における市内業者の活用方策の評価視点につ

いて、「構成企業及び協力企業に市内業者の割合」とありますが、具体的には応募グループの中

に占める市内企業の比率での評価との理解でよろしいでしょうか。

また、構成企業か協力企業で比率を算出するに当って配点に格差を想定されていますか。

「入札参加者における構成企業及び協力企業」のうち、市内業者の占める比率を意味します。構成企

業及び協力企業における市内企業の比率に伴う配点は想定していません。比率に係る審査について

は、選定委員会において評価されます。

38 様式集1 P7

３．「オ　モデル校

計画書」の作成上

の留意事項

様式9-7熱負荷計算書についてエクセルデータの提出が求められておりますが、使用するソフトに

よりエクセル形式にできないものがあります。PDF等のファイル形式での提出も可能として頂けませ

んでしょうか。

可能な限りエクセルデータで提出してください。エクセルデータ提出が困難な場合に限り、ＰＤＦでの提出

を可能とします。

39 様式集 P20 様式2‐7

電気工事で参画を計画する企業についても様式2-7は必要ですか。

必要な場合、「空調方式」や「導入機器」等について空欄で良いですか。

様式2-7の提出は必要です。ただし、記入が困難な項目については、空欄を可能とします。

40 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及び項番8の市税完納証明書につい

て、法人設立1年未満の企業については、支払額が無い事の証明を持って各証明書に充当してよ

ろしいですか。

ご認識の通りです。

41 様式集 P27 様式2-14

「平成29年度　大分市競争入札参加有資格者名簿」への登録の有無を確認するための添付資

料は必要ですか。

必要な場合、「平成29年度　大分市競争入札参加有資格者名簿」の写しもしくは入札参加資格

申請書の「受付票」のいずれかでよろしいですか。

「平成29年度　大分市競争入札参加有資格者名簿」の写しもしくは入札参加資格申請書の「受付票」

等、当該名簿に登録されていることが確認できる資料の提出を求めます。

42 様式集 P27 様式2-14

各法人が支店名義で参画する場合では、支店長印の印鑑証明書が入手できませんので本社の

印鑑証明書と委任状を支店の委任状と合せて提出する事で要件を満たす事としていただけません

か。

本社名義の印鑑証明書及び委任状の提出をもって、代替可能とします。なお、委任状は任意の様式で

作成して結構です。

43 様式集 ― 様式5-7 支出項目内、「公租公課」は何を想定されていますか

一般的な項目を想定しています。例えば、国税である法人税・消費税・印紙税・登録免許税、地方税で

ある道府県民税・市長村民税・事業所税・固定資産税等です。損益計算書を作成する上で、必要かつ

合理的な範囲でご検討下さい、

44 　様式集 ― 様式8-4

【学校別エネルギ－等積算表】の〔エネルギ－費用の算定〕において、欄外星印の「使用するエネ

ルギ－単価は・・・ＬＰガスの単価については、使用した単価の根拠を参考資料として添付するこ

と。」　とありますが、根拠を示す資料とはどの様なものを想定されているのでしょうか。

大分市がＬＰガス供給会社と契約する際に、実際に使用するエネルギー単価がわかる資料の提出を求

めます。例えば、大分市等の公共施設へ導入した単価が明示された過去1年以内の資料等を想定して

います。

45 様式集 ― 様式8-5

様式8-4で算出された合計値を様式8-5に記載することで、様式8-5の機器毎の消費エネルギー

量は記載を省略できませんか

省略可とします。

46 参考図書 ― ―

第2回現地見学会の際、鶴崎中学校の屋上を確認する事ができませんでした。既存設備や配管

経路の確認ができませんでしたので、南校舎の図面一式及び屋上に設置されている空調機器の

仕様が分かる資料の提供をお願いします。

鶴崎中南校舎における空調機器及びその配管等に係る図面を貸与します。

47 ― ― ―

現地見学会において、鶴崎中学校の屋上の室外機設置場所を見学する事が出来ませんでした。

鶴崎中学校を含め、対象校の竣工図を貸与して頂く事は出来ませんでしょうか。

鶴崎中学校の竣工図のみ貸与します。

48 ― ― ―

対象校における電気主任技術者からの年次点検記録及び結線図の貸与をして頂けないでしょう

か。

一定期間について、市役所担当課窓口にて当該資料の閲覧を可能とします。閲覧期間等については、

後日ホームページにて公表します。

49 ― ― ―

コンピューター室の空調換気扇ですが既存空調機と連動運転している箇所があれば御教示頂け

ないでしょうか。また、空調機更新の際、既存空調換気扇との連動が必要でしょうか。

既存空調機器と連動運転している箇所はございません。また、空調機器更新の際は、連動運転は不要

です。
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