
令和２年 ８月１３日 

 

プロポーザルに関 する質 問 ・回 答 について（回 答 ） 

 
物 件 名 ：白井市公共施設包括管理業務委託事業者選定プロポーザル 

 
白井市公共施設包括管理業務委託事業者選定プロポーザルの一次審査に関す

る質問がありましたので、下記のとおり回答します。 

 

No. 質   問 回   答 

１ 

本事業選定における入札手続きの一

切を管轄する支店長に委任することは

できるでしょうか？その際は代表者か

ら支店長への委任状（任意書式）を添

付することでよろしいでしょうか？ 

白井市入札参加者適格者名簿の登録時に代理

人として選任されている場合は、委任状の添付

は必要ありません。 

代理人として選任されていない場合は、委任

状を添付してください。 

様式は、任意で構いませんが、本事業のプロ

ポーザル、契約手続きを委任することを記載し

てください。 

 

２ 

参加事業者構成表（様式２）につい

て事業者単独応募の際も作成、提出が

必要でしょうか？ 

 

単独応募の場合も提出してください。 

その場合、表中の「称号又は名称」欄に「単

独での参加のためなし」と記載してください。

 

３ 

参加資格実績要件調書（様式４）、過

去の業務実績（様式５）に記載する物

件は重複してもよろしいでしょうか？

その際の添付書類は二重に添付しなく

てよろしいでしょうか？ 

 

重複しても構いませんが、様式４、５とも必

要事項は、記載してください。 

また、添付資料は、二重に添付する必要はあ

りません。 

４ 

参加資格実績要件調書（様式４）、過

去の業務実績（様式５）に添付する契

約関係書類ですが、単年度契約の場合

は直近 2 か年分の添付でよろしいでし

ょうか？ 

 

参加資格実績要件は単年度でも構いません

が、過去の業務実績については、単年度契約の

場合は、評価外となります。 

なお、複数年度の契約とは、履行期間が複数

の年度をまたいで締結されている契約となり、

地方公共団体等との契約であると長期継続契約

や債務負担行為を設定した契約となります。 

 



５ 

白井市公共施設包括管理業務委託仕

様書（案）第 1 章一般事項３．用語の

定義（４）（５）に業務責任者という記

載がございますが、「業務主任担当者」

と同義ということでよろしいでしょう

か？ 

「業務主任担当者」と読み替えてください。

また、審査要領３．評価方法（３）一次審査

の評価要領⑤業務主任担当者の実績・能力等に

も業務責任者と記載がありますので、同様に「業

務主任担当者」と読み替えてください。 

 

６ 

リスク検討のため契約書案の開示い

ただけないでしょうか？（賃金又は物

価の変動に基づくインフレスライド条

項の有無確認などはございますか？）

 

本業務の契約書様式は、白井市の一般委託契

約の標準契約書を使用することで考えていま

す。 

参考に別途添付しますのでご確認ください。

なお、インフレスライド条項に関しては、あ

りません。 

 

７ 

【参考】施設別保守点検等一覧表（小

中学校）の表中、貯水槽清掃維持管理

が全中学校となっていますが、仕様書

別紙-8【受水槽設備】の表では白井中

学校のみ受水槽仕様の記載があります

が、その他の中学校の仕様等があれば

ご教示ください。 

 

その他の中学校の受水槽仕様を追記した「仕

様書（案）」、「仕様書別紙」を別添しますので、

以前の資料と差し替えてください。 

８ 

管理する施設ごとの図面（平面図、

設備図面等）を頂くことは可能でしょ

うか。 

 

事業者選定後ご提示します。 

プロポーザル時点では、資料として添付して

いるものを基にご提案してください。 

９ 

管理をする現場において閉鎖又は増

築等があった場合、契約額の変動はあ

りますか。 

 

お見込みのとおり。 

このような事態を見込み事業者の選定後に施

設、委託ごとの詳細な見積を徴収することを考

えています。 

 

１０ 

新規サービスの提案については、提

案上限額内の提案に限られますか。 

 

提案上限額以内としてください。 

１１ 

現在の各施設ごとの業者と実績額を

ご教示願います。 

 

現時点での事業者名と契約額のご質問と思わ

れますが、事業者の選定及び費用については、

プロポーザルの提案において、ご提案頂ける事

項と考えていることから、公表している資料を

基にご提案をお願いします。 

 



１２ 

提案上限額として、533,412,000 円

（5 年間・税込）との記載がございま

すが、5 年間の提案額として上限を越

えなければ、年度ごとの金額は 5 年平

均額である 106,682,400 円を超えても

問題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。 

5 年間の合計額の限度が提案上限額として示

させていただいております。 

年度によっては、保守・点検・管理などの内

容が変わっていますので、各年度の委託費の高

低が見込まれます。 

したがって、5 年間の平均額を超える年度も

あり、下回る年度もあります。 

 

１３ 

提案事業費の積算根拠の資料（税込

み、税抜き）をご教授願います。 

 

No.11 のとおり。 

１４ 

提案書提出時の様式 10-1、10-2 にお

いては参考見積書となっております

が、契約金額は、提案時に提出された

見積金額を超えることができず、協議

の中で、提案時仕様から変更等がある

場合は、見積額の変更が可能との認識

でよろしいでしょうか。 

 

お見込みのとおり。 

１５ 

参加者の資格②について、過去 3 か

年度中（平成 29 年～令和元年度）又は

本プロポーザルの募集要項公表日まで

に年間を通して建築設備の保守管理業

務を完了した実績との記載がありま

す。 

①国、地方公共団体等に、民間建築

物の実績は含むとの理解でよろし

いでしょうか。 

②契約年度が複数年度にわたる場合

（例：平成 29 年度～令和 3 年度ま

でが契約期間）は、完了していると

みなしてよろしいでしょうか。 

③建築設備の保守管理業務として想

定されていらっしゃる業務名称が

ございましたらご教授ください。 

 

① 国、地方公共団体等とは、以下のとおりです。

○ 国・特殊法人等（「公共工事の入札及び契約

の適正化の促進に関する法律施行令」第 1 条

に規定する法人） 

○ 都道府県及び市町村並びに地方公共団体の

組合（地方地自法第 284 条第 1 項に規定する

組合） 

② 参加資格につきましては、契約履行期間が満

了している実績としてください。 

③ 特に想定等はしておりません。 

１６ 

入札保証金について、白井市財務規

則第 123 条 1 項に「予算執行者は、一

般競争入札に付そうとするときは～入

入札保証金は必要ありません。 



札保証金の全部又は一部を納めさせな

いことができる」と記載されておりま

す。1 項 2 号該当する場合、入札保証

金は不要との認識でよろしかったでし

ょうか。また、その実績の証明はどの

ような書類が必要となりますでしょう

か。 

若しくは、本プロポーザルでは免除

されるとの理解でよろしいでしょう

か。ご教授願います。 

 

１７ 

契約保証金について、第 139 条 4 項

に「契約保証金の全部又は一部を納付

させないことができる」と記載されて

おります。また 4 項 3 号に該当する場

合は、どのような書類が必要となりま

すでしょうか。 

若しくは、本プロポーザルにおいて

は免除されるとの理解でよろしいでし

ょうか。ご教授願います。 

 

契約保証金は必要となります。 

白井市財務規則第 139 条第 4 項第 3 号に該当

する場合は、契約書の写しを提出してください。

その場合、実績の確認に契約相手方に履行状

況等を確認する場合もありますので、ご了承く

ださい。 

１８ 

プロポーザル審査における、白井市

公共施設包括管理業務事業者選定委員

会について、所属等について情報開示

をいただけますでしょうか。 

 

選定委員会の委員については、事業者選定へ

の公平性、透明性の観点から非公表としていま

す。 

１９ 

過去の業務実績について、複数の公

共施設で多種にわたる設備を包括した

業務（以下、「同種業務」という。）に

ついては、本プロポーザルが募集要項

の「公民連携（PPP）の効果を 大限発

揮させるため」と記載の通り、PPP に

含まれている、PFI 事業や指定管理者

制度の公共施設を含め多種にわたる設

備を対象とした業務との理解でよろし

いでしょうか。 

例えば、指定管理者制度となる場合

は、公営住宅の指定管理者は該当しま

すでしょうか。 

また、複数棟の公共施設（スポーツ

「複数の公共施設で多種にわたる設備を包括

した業務」とは、今回の業務と同様の包括管理

業務に該当するもの（複数の建物用途、市内等

に点在する（敷地を別とする）複数の公共施設

の業務）を同種業務とします。 

 



施設）の複数業務の維持管理業務は該

当しますでしょうか。 

 

２０ 

過去 5か年度（平成 27 年度から令和

元年度）又は今年度中で参加表明書提

出時までに完了した実績（完了実績と

は、複数年で契約を締結しているもの

で 2 過年度以上契約が完了しているも

のを実績として評価する）とは、例え

ば平成30年4月 1日からの5年間の複

数年契約であれば、平成 30 年度及び令

和元年度の完了実績として評価いただ

けるとの理解でよろしいでしょうか。

また、年度途中の契約開始の場合、2

か年年度の内、1 か年度分はカウント

されるとの理解でよろしいでしょう

か。（例：平成 31 年１月 1 日からの 5

年間の複数年契約の場合では平成 30

年度分は 1 か年度としてカウントして

良いでしょうか） 

 

お見込みのとおり、年度途中で契約したもの

で年度末を迎えているものも実績として取り扱

います。 

２１ 

業務主任担当者について、「業務完了

実績」とは、「業務の立上から維持管理

業務を担当した経験がある」との理解

でよろしいでしょうか。 

 

業務主任担当者とは、業務内容の管理をつか

さどる者（業務に関し、主として指揮・監督を

行う者。）となります。 

２２ 

提出書類に関して、各種認証等の写

しの提出は、直近分のみご提出をする

という理解でよろしいでしょうか。 

 

お見込みのとおり。 

２３ 

業務実績等においては、契約書の写

し等の添付書類提出が求められており

ますが、契約先との場合によっては、

文章の全部又は一部において守秘が必

要な場合は、黒塗り等の措置を施して

もよろしいのでしょうか。 

 

黒塗り等の処理をしても構いませんが、 低

限、契約相手先、契約履行期間、業務実績とし

て求めている業務内容がわかる範囲を示してく

ださい。 

２４ 

参加表明及び一次審査に係る提出書

類に関しては、正本・副本の各 1 部の

2部提出でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりですが、白黒でコピーした

場合、識別のしずらいカラー刷りのものは、カ

ラーコピーとしてください。 



副本については、各様式は写しで問

題ないとの理解でよろしいでしょう

か。 

 

２５ 

二次審査に係る提出書類について、

正本 1 部、副本 7 部の計 8 部の提出で

よろしいでしょうか。 

また、注意事項記載の通り、正本に

ついても事業者の名称等は使用しない

との理解でよろしいでしょうか。 

 

お見込みのとおり。 

２６ 

提案書は自由様式とし、とあります

が、作成ソフトも自由との理解でよろ

しいでしょうか。また、提出書類とし

てデータ（ＣＤやＤＶＤ）での提出も

不要との理解でよろしいでしょうか。

 

お見込みのとおり。 

２７ 

内訳書は、各施設の金額を分けて計

上し、との記載がございますが、様式

10-2 年度別内訳のシートは「巡回点検

管理」「保守点検費」「諸経費」で区分

されております。 

年度別内訳シートを基に、本業務対

象の見積額を 3 区分で記載すればよろ

しいでしょうか。もしくは、各施設ご

とに 3 区分での記載が必要でしょう

か。ご教授願います。 

 

保守点検費を施設ごとに分けて積み上げ計上

してください。 

施設ごとの内訳書の様式は自由とします。 

その他の巡回点検管理、諸経費については、

年度ごとの一式計上で構いません。 

２８ 

「業務主任担当者」は必ずしも常駐

をする必要がありますでしょうか。ご

教授願います。 

 

常駐を求めているものではありません。 

２９ 

本件受託に際し、受託者側で選任の

必要のある資格についてご開示願いま

す。 

 

資格要件等はありません。 

３０ 

【仕様書（案）】 

応急措置等について、本業務の対象

設備において応急措置を施すものとす

る。簡易な部材を用いて補修を行うこ

 軽易な作業と同義と扱ってください。 

 簡易な部材につきましては、入手が容易で安

価なものを想定しています。 

なお、この仕様書は案であり、提案内容や協



とにより当面の間、破損又は故障した

施設及び機器の維持ができる場合は受

注者負担にて補修をするとの記載がご

ざいます。 

こちらは、「軽易な作業」と同義との

認識でよろしいでしょうか。また、想

定されている簡易な部材について、ご

教授願います。また、過去 3 年分にお

いて対応された実績をご開示くださ

い。 

 

議により決定していく考えでおりますので、参

加事業者の豊富な実績からの提案を期待してお

ります。 

 また、当市において、包括管理業務の過去の

実績はありませんので、提示する実績等はござ

いません。 

３１ 

【仕様書（案）】 

不具合等への対応について、業務の

対象となる建築物及び設備の不具合に

ついて、とは本業務の対象施設の保守

対象設備との理解でよろしいでしょう

か。 

また、過去 3 年間での本対象業務で

の対応実績をご教授ください。 

 

この仕様書は案であり、仕様を決定して発注

をしているものではありません。 

提案内容や協議により決定していく考えでお

りますので、提案限度額の範囲において参加事

業者の豊富な実績からの提案を期待しておりま

す。 

また、当市において、包括管理業務の過去の

実績はありませんので、提示する実績等はござ

いません。 

 

３２ 

【仕様書（案）】 

不具合等への対応について、不具合

後、メーカーや専門業者の派遣を行い、

その後対応が必要となる修繕工事や復

旧工事は別途との認識で宜しいでしょ

うか。 

 

お見込みのとおり。 

３３ 

【仕様書（案）】 

仕様書案記載の軽易な修繕の「ケ：

その他これらに類する軽易な作業に必

要なもの」など状況に応じてはコスト

負担が重くなるようなケースも想定さ

れます。また、応急措置等の内容や不

具合等への対応についてなど、受託者

との協議の中で「各種定義づけ」や対

応内容、費用についても選定後、十分

に協議させていただくという理解でよ

ろしいでしょうか。 

 

お見込みのとおり。 



３４ 

【仕様書（案）】 

連結送水管耐圧性能試験の過去の実

施年度をご教示ください。(別紙-３…

記載なし) 

 

白井第二小学校（令和 2 年度） 

白井第三小学校（令和 2 年度） 

白井中学校（平成 30 年度） 

３５ 

【仕様書（案）】 

非常用発電機の負荷試験は本業務に

含まれるでしょうか。 

含まれる場合、対象となる施設は「別

紙 3」記載の 1.市役所本・東庁舎と 2.

保健福祉センターとの認識でよろしい

でしょうか。 

 

お見込みのとおり。 

３６ 

【仕様書案、特記仕様書】 

備考欄に『施設 No.16～20、23～25

（中略）の乗用昇降機の令和 3 年度の

業務は対象外とする』との記述がござ

いますが「施設別保守点検等一覧表」

を見る限り、14.白井第一小と 15.白井

第二小についても同様の契約と見受け

られます。 

施設No.14・15のR3年度分について、

本業務に含まれるかご教示下さい。 

 

お見込みのとおり令和 3 年度は業務に含みま

せん。 

３７ 

【仕様書案、特記仕様書】 

空調設備保守点検業務について、フ

ィルターの枚数とサイズをご教示くだ

さい。 

 

全ての空調設備のフィルタ枚数、サイズを把

握していませんので、室内機の台数を参考にし

てください。 

 

３８ 

【仕様書案、特記仕様書】 

空調設備保守点検業務について、予

備のフィルターのご用意はありますで

しょうか。 

ご用意がある場合、全体の何％程度

かご教示ください。 

 

予備フィルタの用意はありません。 

３９ 

【仕様書案、特記仕様書】 

自動制御(計装)設備保守点検業務の

現行の作業内容がわかる資料がありま

したらご開示ください。 

事業者選定後、お示しします。 



４０ 

【仕様書案、特記仕様書】 

プール用機器保守点検業務の各機器

（ろ過装置、モーターポンプ、塩素減

菌装置、ヘアキャッチャー）のメーカ

ー、型番をご提示ください。 

 

メーカー等を把握しておりません。 

４１ 

【仕様書案、特記仕様書】 

プール用機器保守点検業務の薬剤は

別途との認識でよろしいでしょうか。

本業務に含まれる場合、品名と年間

使用数量をご教示ください。 

 

薬剤の購入は、別途市で行っています。 

４２ 

【仕様書案、特記仕様書】 

雨水処理装置保守点検業務の薬剤

(次亜塩素酸ソーダ溶液等)の年間使用

量をご教示ください。 

 

市役所本庁舎、保健福祉センターとも年間

60L 程度使用しています。 

４３ 

【仕様書案、特記仕様書】 

ボイラ設備保守点検業務の煤煙測定

が必要となる機器の設置はありますで

しょうか。必要な場合、本業務に含ま

れるかご教示ください。 

 

ボイラ設備の煤煙測定はありません。 

４４ 

【仕様書案、特記仕様書】 

浄化槽設備保守点検業務の発生汚泥

の処分費は別途との認識でよろしいで

しょうか。業務に含まれる場合、年間

の処分量をご教示ください。また、汚

泥が産業廃棄物の場合は、法令に従い、

受託者は支払い代行との認識でよろし

かったでしょうか。 

 

発生汚泥の処分は市で別途契約します。 

４５ 

【仕様書案、特記仕様書】 

法定点検について、全て 3 年に 1 回

の「フロン排出抑制法」に基づく法定

点検との認識でよろしいでしょうか。

また、次回実施年度についてご教授

ください。 

 

定格出力により点検周期が決められています

ので、定格出力にあった周期での点検をお願い

します。 



４６ 

【設備別仕様書【その他設備】】 

非常用自家発電設備の内、1.白井市

役所本・東庁舎と 7.七次中継ポンプ場

について、「別紙-4 設備別仕様書【自

家用電気工作物】」に記載の自家発電設

備とは別の設備との認識でよろしいで

しょうか。 

 

同一の設備です。 

４７ 

全小中学校が対象となっている、非

構造部材耐震点検について、前回実施

の点検報告書をご開示ください。 

 

事業者の選定後、提供します。 

４８ 

別紙と異なる記載がある場合、どち

らが正になりますでしょうか。また、

別紙に記載なしとなっている内容があ

る場合は、各情報をご開示ください。

（参考）施設別保守点検業務一覧表につきま

しては、あくまでも参考として、現在市で契約

締結している委託業務の名称を列記したものと

なり、記載の業務の中に各種付属、関連する業

務内容が含まれるものがあります。 

また、別紙につきましては、「仕様書別紙」を

本回答とともに添付しますので、以前のものと

差し替えてください。 

施設 No.9.10 の桜台、清水口保育園は、受水

槽設備があるものの業務としては、別途市で契

約している業務に含めているため、今回の業務

の対象外となっています。 

小中学校の空調設備の保守点検等の範囲は、

仕様書別紙 6-2 を参考にしてください。 

貯水槽につきましては、回答 No.7 のとおり。

 

４９ 

【別紙-11 特定建築物定期報告対象

施設一覧表】 

点検項目の中の「建築物」について、

下記施設の点検頻度についても 3 年に

1回との認識でよろしいでしょうか。

・3.文化センター 

・4.公民センター 

・10.清水口保育園 

・11.南山保育園 

・40-43.センター 

・44.学習等供用施設 

 

建築基準法第 12 条に基づく法定点検となる

ことから、建物用途により実施時期や特定行政

庁へ報告する時期が決まっていますので、法令

に遵守し、業務を履行してください。 

 



５０ 

【施設別保守点検等一覧表】 

1.白井市役所本・東庁舎の出退表示

設備について、設備詳細をご開示くだ

さい。（メーカー、型番、数量等） 

 

シチズン TIC の出退表示システム、出退表示

用サーバ 1 台、表示ディスプレイ 10 台となりま

す。 

５１ 

現行の作業報告書をご開示くださ

い。 

 

事業者を選定後、提供します。 

５２ 

各種点検項目について、平日日中帯

以外の作業が発生する業務がありまし

たらご教示下さい。 

 

空調設備等の清掃作業、受水槽の清掃、停電

を伴う点検、鳴動試験など施設を利用している

時間帯に作業の困難なものがあります。 

 

５３ 

本業務の対象について、業務ごとの

直近の受託企業及び契約額（税抜）を

ご教授ください。 

 

No.11 のとおり。 

 


