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令和４年１２月 

富山市 



頁

1 入札説明書
事業者募集等のスケ
ジュール

13 4 4-1 プレゼンの日程はいつ公表されますでしょうか？ 令和5年2月下旬頃に入札参加者の代表企業に通知します。

2 入札説明書等 確認申請について
水橋地区義務教育学校は市立の学校のため、確認申請においては、
計画通知にて行えると考えてよろしいでしょうか。
ご教示ください。

当該事業においては、選定事業者が設立する特別目的会社を
建築主として建築確認等を行っていただくことから、計画通知で
はありません。

3 事業契約書（案）
契約関係書類の適用関
係

4 1
質問の機会が第2回で終了しますが、以降、疑義となった場合には、事
業契約約款、要求水準書、入札説明書、様式集及び作成要領、落札
者決定基準の順に優先して適用されると考えてよろしいでしょうか。

事業契約約款（案）第4条及び別紙1に規定するとおりであり、事
業契約書等、要求水準書（添付資料、閲覧資料、質問回答含
む）、入札説明書（落札者決定基準、作成要領、様式集、質問回
答含む）、事業者提案及び設計図書等の順に適用します。
なお、疑義が生じた場合は、基本協定締結後に市と協議の上、
その記載内容に関する事項を決定していくこととなります。

4 事業契約書（案）
施設引渡し後の契約解
除

28 68 4 （2） ア
「当該事業年度のサービス購入費D及びE-2の10分の1に相当する違
約金を支払う。」とありますが、上記違約金に係る消費税相当分も加算
されるとの理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

5 事業契約書（案）
別紙５サービス購入費
の支払方法

46 2 (2) ②
割賦支払金の入金は年4回ですが、その入金日は、指定月の月初で
しょうか。銀行の決済が月末となることからお聞きしてます。

指定月下旬の支払を予定しています。

6 事業契約書（案）
別紙５サービス購入費
の支払方法

47 2 (5) 2）

「２回目以降の毎回の支払額については消費税等相当額を含めて同
額となるようにする（端数が生じる場合には２回目の支払額にて調整）」
とあります。確認ですが、端数が生じる場合には３回目以降が同額との
理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

7 事業契約書（案）
別紙５サービス購入費
の支払方法

47 2 (5) 2）
確認ですが、「端数」は小数点以下という理解でよろしいでしょうか。
百の位以下でもよろしいでしょうか。

資料全般における「端数」はお見込みのとおりの認識で結構です
が、当該項目における「端数」は3回目以降が同額となるように調
整頂いた際の端数ですので、小数点以下とは限りません。

8 事業契約書（案）
別紙５サービス購入費
の支払方法

49 3 (2) ②
0回の「消費税及び地方消費税相当額」の欄には、割賦支払金の総額
に対する消費税等相当額を記載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。

9 事業契約書（案）
別紙５サービス購入費
の支払方法

49 3 (2) ②
1回の「割賦手数料（非課税）」の欄には、2月から３月分の利息分（金
融期間には2か月据置）を記載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。

10 事業契約書（案）
別紙５サービス購入費
の支払方法

49 3 (2) ②
2回の「税込み計」の欄には、「割賦元金」と「割賦手数料（非課税）」の
合計を記載するという理解でよろしいでしょうか。その理解でよろしけれ
ば「税込み」が不要かと思います。

前段については、お見込みのとおり「割賦元金」と「割賦手数料
（非課税）」の合計を記載してください。後段について、修正が必
要な場合は基本協定締結時に協議します。

11 要求水準書 計画の考え方 17 2 2-1 (2) 1) イ ②

入札説明書等に対する質問N0.97で、南側道路の拡幅工事の工期に
ついて「令和６、７年度（工期：各年ともに秋着工から翌３月末完成）を
想定・・・当該拡幅に伴う部分の供用開始時期については工事完了後
の翌年度（令和８年４月）を見込む」とありますが、南側用水路に橋掛
け工事をするにあたり、拡幅工事と同じ農閑期に用水を止めて工事を
する必要があります。工期中の橋掛け工事は保証されておりますで
しょうか。道路管理者との協議によって不可になる可能性もありますで
しょうか。

当該架橋の目的や概要説明を通して、関係機関のご理解が一
定程度得られているものと考えております。
なお、橋掛け工事は、事業者からご提案いただく橋の設置場所、
仕様や施工に要する期間などをもとに、関係機関や事業者と協
議・調整の上で進めていただくものと考えております。
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12 要求水準書 什器・備品等 20 2 2-1 (3) 4) ③

入札説明書等に対する質問N0.196の「ICT環境の整備を重視し・・・こ
れらの機器は市で用意するとの理解でよろしいか」の質問に対し」「パ
ソコン、タブレットは本市にて用意します。その他の機器については、提
案に委ねます。提案がないその他の機器については、統合元校より移
設します。」との回答がありましたが、民間でのICT機器の新規調達を
提案しない場合は、市の負担により統合元学校より移設を行うという理
解でよろしいでしょうか。

ICT機器の新規調達についての提案をしない場合でも、統合元
校から学校運営に必要なICT機器などの移設についてはＰＦＩ事
業の業務として行っていただくこととなります。
なお、「（参考資料）移設（引越し）備品候補のリスト」に記載がな
く、新規調達の提案をしない場合は、同リストに追加が必要と考
える機器の移設を見込んでの計画をお願いするものです。

13 要求水準書 図書室 38 2 2-2 (1） 3） ク ⑦
「ノートパソコン５台程度設置できるようレイアウトすること」の記載ござ
いますがこれに使用されるデスクとして、資料7での閲覧テーブル以外
に専用に使用するための家具調達が必要でしょうか。

「様式7 什器・備品等リスト」に記載のない家具についても、学
習・情報センターを提案する上で必要な場合、適宜、提案をお願
いします。

14 要求水準書
統括管理業務に関する
要求水準

60 3 3-1 （5） 1) C
統括管理業務における「適合判定計画書」とはどのようなものかご教
示ください。

事業全般における要求水準書と提案された業務内容が合致して
いるかを明らかにする適合判定に関する計画を提示いただくも
のです。

15 要求水準書
統括管理業務に関する
要求水準

62 3 3-2 (3) 2) ⑦
ここで記載されている「利用者」とは、学校利用者（児童生徒、先生、用
務員、地域の方々）との理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

16 要求水準書
本事業に伴う許認可等
の各種申請及び届出等
の義務

67 4 4-2 (4)

協議、各種申請及び手続き等に列挙されている接道許可について、本
敷地はすでに北側にて接道されているため建築基準法43条2項2号の
接道許可は不要と考えられますが、この条項以外に該当する接道許
可が必要でしょうか。あるいは本敷地は建築基準法43条1項の接道義
務を満たしていないため改めて手続きが必要という意味でしょうか。

お見込みのとおり、本敷地の設定は、すでに北側県道と接道し
ており、建築基準法43条2項2号の接道許可は不要であるとの考
えです。
ただし、事業者事由により必要となる場合には申請及び手続き
等をお願いします。

17 要求水準書
既存施設解体撤去・杭
撤去業務における基本
事項

79 7 7-1 (1)

「（仮称）水橋義務教育学校整備事業　実施方針（案）・要求水準書
（案）に対する意見」のNo.9やNo.10にて、地盤の安定性や工期短縮な
どの観点から一部杭の撤去をしない旨の意見が出ておりますが、既存
杭は全数全撤去という条件は変わらないという認識でよろしいでしょう
か。

既存地下工作物（杭含む）については、後々のトラブルを考慮
し、全数全撤去を原則としております。
原則以外となる具体事例については想定しておりませんが、こ
れまでの実施方針・要求水準書に対する同様の質問への回答も
参照ください。
なお、単に工期短縮や費用削減などを理由として残置させること
は、廃棄物処理の観点からも適切ではないものと考えておりま
す。

18 要求水準書 解体・撤去等 82 7 7-2 (1) 2） ①

「既存施設（既存体育館、浄化槽、油ピット、防火水槽、埋設配管、樹
木、門柱、舗装等を含む。）を解体・撤去し、」とありますが、借用した既
存図面「25公共下水道接続（H15）」の3枚目に、既存合併浄化槽につ
いて「各槽底版に穴明け（150φ）後山砂にて埋戻し、転圧のこと」との
記載がございます。GL-1.0m以下の躯体は残置していると読み取れま
すが、現状躯体残地はしているのでしょうか。また、今回事業ではこち
らの残地部分の躯体も要求水準書の「浄化槽」にあたり撤去するとの
理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

19 要求水準書 引越業務 84 8 8-2 （2）
8-2(1）①で新規什器・調達備品等について「什器備品台帳」の作成が
明記されておりますが、（2）既存什器については台帳の更新・作成は
不要という認識で良いでしょうか。

「什器備品台帳」の作成は、新規什器・調達備品等について行っ
ていただくこととしており、既存什器については不要という認識で
構いません。

20 要求水準書 引越業務 84 8 8-2 （2）
8-2(1）②で新規什器・調達備品等への標示シールの貼り付けが明記
されていますが、（2）既存什器については標示シールは貼り替えをせ
ずに現状のままご使用されるという認識で良いでしょうか。

標示シールは、新規什器・調達備品等について貼っていただくこ
ととしており、既存什器については不要という認識で構いませ
ん。
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21 要求水準書
既存什器・備品等の統
合元学校からの引越業
務

85 8 8-2 （2） ①

入札説明書等に対する質問の回答No.173にて「すべてを移設するわけ
ではありません。」との回答がございましたが、移設する品目の選別
（学校がどれを必要としているか等）を事業者側で行うのは困難なた
め、費用算出上はほぼ全て移設する想定で見込んでおけばよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

22 要求水準書 什器保管について 86 8 8-2 (2)
③
⑤

入札説明書等に対する質問N0.175で、「什器備品の保管場所は事業
者の責任による保全を前提として、事業者のご提案に委ねます。」とあ
りますが、移設予定の物品が学校生活の中で破損等で使用不能に
なった場合、新規調達の費用は市でご負担くださると理解してよろしい
でしょうか。

移設予定の物品が学校生活の中で破損等で使用不能になった
場合、当該備品が学校運営上必須であり、かつ他の統合元校で
の代替も不可能な場合は、新規調達することとなり、追加費用は
市による負担となります。

23
要求水準書
添付資料

資料8　建設業務に含む
什器・備品リスト

前期課程用体育館ステージの固定ステージおよび後期課程用体育館
ステージの壁面収納ステージにおける備考でプロセニアムアーチ部が
W14,632×H68,370mmとの記載がありますが、本寸法は参考値との理
解でよろしいでしょうか。
提案によって寸法を設定してかまいませんでしょうか。

お見込みのとおりです。

24
要求水準書
添付資料

資料7.資料8
通級指導教室

要求水準書で提示いただいている通級指導教室は2室ですので資料
7、資料8で計画される数量は2室分の提案で良いでしょうか。

お見込みのとおりです。

25
要求水準書
添付資料

入札説明書等に関する
質問の回答（11月16日
公表）
No.176什器備品の維持
管理

資料7および8の什器備品は建築物等に該当し、維持管理業務の範囲
に含まれるとのことですが、資料8（参考）移設（引越し）備品は経年劣
化等が見込まれますので、本事業の維持管理業務の対象とならないと
の理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

26
入札参加資格審査
提案審査
作成要領

提案審査に関する提出
書類

2 1 (2) 1)
様式１－１－２全体工程表の上限枚数が任意となっていますので、複
数枚、例えば4枚での可ということでしょうか？

お見込みのとおりです。

27
入札参加資格審査
提案審査
様式集Ⅲ　Excel

様式１－２－２資金調達
計画

１ ①
様式１－２－２資金調達計画　１．表①の調達形態　出資者名は、正本
には記載しますが、副本は、空欄でよろしいでしょうか。

副本には企業名は記載せず、「代表企業」、「構成企業1」「金融
機関1」等を記載してください。

28
入札参加資格審査
提案審査
様式集Ⅲ　Excel

様式１－２－２資金調達
計画

１ ①
様式１－２－２資金調達計画　１．表①の出資形態について、「普通・優
先株式等の優先劣後構造」を記載することになっておりますが、各社自
ら資金を調達する場合には「自己資金」でよろしいでしょうか。

１．表①の出資形態の欄は、自己資産などの資金調達方法を記
入するものではなく、構成企業等の株主が保有する株式に優先
株式等の特別な権利が付与される種類の株式を発行している場
合に記入していただくものです。普通株式の場合は、記入不要で
す。

29
入札参加資格審査
提案審査
様式集Ⅲ　Excel

様式１－２－２資金調達
計画

2 (2)
様式１－２－２資金調達計画　２．（２）「割賦手数料の概説」を記載する
ことになっておりますが、期限、元金返済方法及び利払方法、担保、そ
の他貸付条件等各でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
詳細な記載内容については入札参加者の提案によりますが、割
賦手数料（提案金利）の設定条件、根拠等を記載してください。

30
入札参加資格審査
提案審査
様式集Ⅲ　Excel

様式１－２－4ーa　サー
ビス購入費内訳書

ハンチ（灰色の塗りつぶし）は、記載しない箇所とされていいるように推
察しますが、サービス購入費A-1、B、C、E-1は「うち一括払い分」、D、
E-2は「うち割賦払い分」にも記載してもよろしいでしょうか。

灰色塗りつぶし箇所に記載する必要はありません。様式の「うち
一括払い分」、「うち割賦払い分」はサービス購入費A-2にのみ
該当する箇所です。

31
入札参加資格審査
提案審査
様式集Ⅲ　Excel

様式１－２－５ーa　サー
ビス購入費支払計画表
（サービス購入費A-2）

本シートに一時支払金を算出するために、建設業務を遂行する費用、
国庫補助対象事業費や計算式を記載してもよろしいでしょうか。

余白への記載を認めます。



頁 項目
質問 回答No.

対象資料
文書名

タイトル
該当箇所

32
入札参加資格審査
提案審査
様式集Ⅲ　Excel

様式１－２－５ーｂ　サー
ビス購入費内訳書（施設
整備費内訳書）

確認ですが、A-2における建設業務を遂行する費用とは、１．建設工事
２．共通費　３．その他経費　ということでよろしいでしょうか。

様式1-2-4-bのことであれば、お見込みのとおりです。


