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H240528様式集に関する質問への回答

頁

1 様式集 (全般）
余白の大きさは変更可能でしょうか？ 可能です。

2 様式集 1 1 (1)

入札参加者資格
確認申請時の必
要書類（関係様
式）

様式Ⅰ-6の（別添1）「各業務の実績一覧」は、受
託実績を証明する書類を添えて提出するものと理解
してよろしいでしょうか。

添付は不要ですが、本市が求めた場合は提出してい
ただきます。

3 様式集 1 1 (1)
入札参加資格確
認申請時の必要
書類

入札参加資格確認申請時の必要書類（関係様式：様
式Ⅰ）における正本と副本の違いは、押印の有無の
みとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

4 様式集 1 1 (1)
入札参加資格確
認申請時の必要
書類

入札参加資格確認申請時の必要書類（関係様式：様
式Ⅰ）の右肩に「代表企業名」とある様式について
は、正本・副本問わず、代表企業名を記入する必要
があるとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

5 様式集 1 1 (1)
入札参加者資格
確認申請時の必
要書類

入札参加資格確認申請時の必要書類（関係様式：様
式Ⅰ）の「代表者名」及び「押印」は、岡崎市の入
札参加資格者名簿の「代表者職氏名」及び「当該職
印」でよろしいでしょうか。それとも、「代表取締
役」及び「社印」でなければならないでしょうか。

前段のご理解のとおりです。

6 様式集 1 1 (1) (ｱ) b 法人登記簿謄本

法人登記簿謄本とは履歴事項全部証明書が必要で
しょうか。または現在事項や一部証明書でも可能で
しょうか。

履歴事項全部証明書をお願いします。

7 様式集 1 1 (1) (ｱ) b 法人登記簿謄本

法人登記簿謄本の正本1部は、写しではなく原本の
提出が必要でしょうか。また、副本4部は、原本で
はなく写しの提出で良いでしょうか。

前段、後段ともにご理解のとおりです。

8 様式集 1 1 (1) (ｲ) c
d

浄水処理の設計
業務を実施する
者

「ただし、設計業務を実施する者が複数である場合
は、そのうちの1者が満たせばよい。」とあります
が、入札説明書では「ただし、設計業務を実施する
複数の者で上記設計実績を満たすことも可能とす
る。」とありますので、表記を統一していただけな
いでしょうか。

統一するよう修正致します。

№ 資料名 該当箇所 タイトル 様式集の質問項 回　答
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H240528様式集に関する質問への回答

頁
№ 資料名 該当箇所 タイトル 様式集の質問項 回　答

9 様式集 1
様式Ⅰ－６　受
託実績申請書兼
誓約書について

様式Ⅰ－６（別添１）に記入する各業務の実績で
は、建設業務における電気工事業者の業務実績は求
められないと理解しますがよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

10 様式集 2 1 (1) (ｳ) c
d

浄水処理の建設
業務を実施する
者

「ただし、建設業務を実施する者が複数である場合
は、そのうちの1者が満たせばよい。」とあります
が、入札説明書では「ただし、建設業務を実施する
複数の者で上記建設実績を満たすことも可能とす
る。」とありますので、表記を統一していただけな
いでしょうか。

統一するよう修正致します。

11 様式集 4 1 (2) 入札時の必要書
類

「副本には、入札参加者等の名称（企業名）、所在
地・・・等は記載しないこと」とありますが、「入
札参加者等」とは「入札参加者等の構成員」である
と理解してよろしいでしょうか。

入札参加者とは、SPCの構成員、SPCの協力企業を指
します。なお、副本には、あらゆる企業名を記載し
ないで下さい。

12 様式集 4 1 (2) 入札時の必要書
類

（様式Ⅱ－１）入札時必要書類一覧表の正本1部と
副本4部の違いについて、ご教示ください。

内容としては同一です。

13 様式集 4 1 (2) 入札時の必要書
類

「オ及びカは5部提出」とありますが、カの「（様
式Ⅴ）受託実績申請書兼誓約書」は押印欄がありま
すので、正本1部（押印あり）と副本4部（押印な
し）提出との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

14 様式集 4 1 (2) 入札時の必要書
類

「入札参加グループ番号を、様式の右肩に適宜記
入」とありますが、様式Ⅲ及び様式Ⅳの右肩の「提
案受付番号欄」に番号を記入すればよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

15 様式集 4 1 (2) 入札時の必要書
類

「提案書別添資料（指定様式なし）」の記載があり
ませんが、提出が任意のため、項目として表記して
いないのでしょうか。

追記致します。

16 様式集 4 1 (2) イ 技術提案書

イ「技術提案書（様式Ⅲ）」に「浄水施設主要設備
リスト（機械設備）」がありませんが、必要ではな
いでしょうか。

修正致します。
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H240528様式集に関する質問への回答

頁
№ 資料名 該当箇所 タイトル 様式集の質問項 回　答

17 様式集 8 2 (3) ア (ｴ) 提案書別添資料

「技術提案書（様式Ⅳ）及び事業提案書（様式Ⅳ）
については、別添資料を添付することが可能であ
る。ただし、別添資料の記載内容は図表のみとす
る。」とあります。
提案書別添資料としては図表のみで図面を添付する
ことはできないということでしょうか。その場合、
全体配置図や各施設図面など図面の添付は不要とい
うことでしょうか。
また、容量計算書等の検討資料も添付は不要という
ことでしょうか。

前段：図表としていますのは、図及び表を指します
ので図面は、添付して下さい。
中段：別添資料は提案内容の根拠を示すものであ
り、提案本文ではないものとご理解ください。
後段：容量計算書等の根拠は、簡潔にまとめて図及
び表に記載して下さい。

18 様式集 8 2 (3) ア (ｴ)
入札時の必要書
類（関係様式：
様式Ⅱ～Ⅴ）

提案書別添資料について、公平性確保のため、枚数
制限を設けていただけませんでしょうか。

A4版4枚以内とします。

19 様式集 8 2 (3) ア (ｴ)
入札時の必要書
類（関係様式：
様式Ⅱ～Ⅴ）

提案書別添資料について、「記載内容は図表のみと
する。」とありますが、様式Ⅲ-9、Ⅳ-17等の様式
に指示があるように、内容に応じて関心表明書等も
添付できると考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。様式集を修正します。

20 様式集 8 2 (3) 図面集

必要書類の中に図面集についての記載がありません
が、図面に関しては、技術提案書の各様式の中に記
載すればよろしいのでしょうか。或いは、提案書別
添資料として、添付することは可能でしょうか。

別添資料に、以下の図面をそれぞれA3版で1枚（縮
尺サイズは自由）ずつご提出下さい。
パース図、配置図、水位高低図、各施設一般図、計
装フローシート、単線結線図、監視制御システム構
成図。

21 様式集 8 2 (3) ア (ｴ) 提案書添付資料

提案書添付資料は図表のみとされておりますが、容
量計算書等は図表のみで示すことが難しい部分があ
ります。
したがいまして、多少の説明文章を入れることをご
了承いただけないでしょうか。

容量計算書等の根拠は、計算式を含め簡潔にまとめ
て図及び表に記載してA3版2枚(A4版では4枚)として
下さい。

22 様式集 8 2 (3) ア 提出書類及び記
載要領

1枚あたりの行数に制限はありますか。 1枚あたりの行数に制限はありません。

23 様式集 8 2 (3) ア 提出書類及び記
載要領

提案書の枚数が超過した場合は評価されないので
しょうか。

提案書の枚数は超過しないで下さい。超過した部分
については評価の対象とはなりません。

24 様式集 8 2 (3) ア (ｲ) 技術提案書(様
式Ⅲ）

A3版の用紙の横使用も可とありますが、A3版の用紙
を使った場合、A3版の用紙1枚はA4版用紙2枚分の扱
いとなるのでしょうか。

ご理解のとおりです。
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H240528様式集に関する質問への回答

頁
№ 資料名 該当箇所 タイトル 様式集の質問項 回　答

25 様式集 8 2 (3) ア (ｴ) 提案書別途資料

「別途資料を添付することが可能である」とありま
す。
枚数に制限はあるのでしょうか。また、この資料は
評価対象になるのでしょうか。

前段については、A3版2枚以内とします。
後段については、提出される提案書全てが審査対象
です。

26 様式集 8 2 (3) ア (ｲ)
技術提案書(様
式Ⅲ）

「必要に応じ、A3版の用紙の横使用も可とする。」
とありますが、A3版横書きとした場合でも、1枚（1
ページ）とカウントするのでしょうか。（A4版2
ページと指定されている提案項目では、A3版2枚に
てA4版4ページ相当となります。）

A3版の用紙を使った場合、A3版の用紙1枚はA4版用
紙2枚分の扱いとなります。

27 様式集 8 2 (3) ア (ｳ) 事業提案書（様
式Ⅳ）

「必要に応じ、A3版の用紙の横使用も可とする。」
とありますが、A3版横書きとした場合でも、1枚（1
ページ）とカウントするのでしょうか。（A4版2
ページと指定されている提案項目では、A3版2枚に
てA4版4ページ相当となります。）

A3版の用紙を使った場合、A3版の用紙1枚はA4版用
紙2枚分の扱いとなります。

28 様式集 8 2 (3) ア (ｴ)
提案書別添資料
（指定様式な
し）

「提案書別添資料（指定様式なし）」にページ数の
上限はないとの理解でよろしいでしょうか。

A3版2枚以内とします。

29 様式集 8 2 (3) ア (ｴ)
提案書別添資料
（指定様式な
し）

「別添資料の記載内容は図表のみとする。」とあり
ますが、この「図表」の定義について、例えば、容
量計算書が図表か否かなど、具体的にお示しいただ
けないでしょうか。

前段：図表とは、文章ではなく、形等を描いたもの
や数値が一目でわかるように記載したものです。
後段：容量計算書等の根拠は、計算式を含め簡潔に
まとめて図及び表に記載してA3版2枚(A4版では4枚)
として下さい。

30 様式集 8 2 (3) (ｴ) 提案書別添資料

「別添資料の記載内容は図表のみとする。」とあり
ますが、図表の説明文は記載することは可能でしょ
うか？その場合の文字数等に指定はありますか？

容量計算書等の根拠は、計算式を含め簡潔にまとめ
て図及び表に記載してA3版2枚(A4版では4枚)として
下さい。

31 様式集 8 2 (3) (ｴ) 提案書別添資料

提案書別添資料についても、副本には入札参加者等
の名称（企業名）、所在地、企業名を特定・類推で
きるマーク（社章）等は記載しないこと、という理
解でよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

32 様式集 9 2 (3) ア (ｵ) 提案書要約版

提案書要約版の使用目的をご教示願います。また、
提案書要約版は加点審査の対象書類に該当していま
せんが、加点審査には影響がない書類なのでしょう
か。

要約版は提案の審査に使用します。提出される提案
書全てが審査対象です。
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H240528様式集に関する質問への回答

頁
№ 資料名 該当箇所 タイトル 様式集の質問項 回　答

33 様式集 9 2 (3) ア (ｶ) 決算報告書等

ａ～ｄの決算書等は、3月決算の企業の場合、平成
20年度、21年度、22年度の3期分を提出すればよい
と考えてよろしいでしょうか。

入札時において決算内容が確定している直近3期分
を提出して下さい。3月決算の企業の場合、平成23
年度決算が確定している場合は、平成21年度、22年
度、23年度を提出して下さい。

34 様式集 9 2 (3) ア (ｷ) 受託実績書類
（様式Ⅴ）

「副本は正本と同様に作成すること。」とあります
が、正本と副本の違いは何でしょうか。

正本と副本の違いは押印及び企業名の有無です。な
お、様式Ｖは修正致します。

35 様式集 9 2 (3) ア (ｷ) 受託実績書類
（様式Ⅴ）

「正本1部副本4部」とありますが、4頁記載の「オ
及びカは5部提出」と同義であると考えてよろしい
でしょうか。

正本と副本の違いは押印及び企業名の有無です。な
お、様式Ｖは修正致します。

36 様式集 9 2 (3) ア (ｷ) 受託実績書類
（様式Ⅴ）

「（ただし、副本への押印は不要）」との記載があ
りますが、これは様式Ⅴ受託実績申請書兼誓約書を
指しており、様式Ⅴ別添1及び別添2は正本・副本に
関わらず押印の必要はないと考えてよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。なお、副本に企業名は記載し
ないでください。

37 様式集 9 2 (3) イ 提出要領

「シミュレーションはMicrosoft社製Ecxel2003で作
成」とありますが、Ecxelの特徴として、関数に
よっては小数点以下の数字が自動的に四捨五入され
て表示されるため、場合によっては、数字の合計が
合わなくなる可能性があります。これは許容される
と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

38 様式集 9 2 (3) イ 提出要領

「文書はMicrosoft社製Word2003で作成」とありま
すが、違うアプリケーションソフトで作成すること
は可能でしょうか。

指定したファイルで作成して下さい。

39 様式集 9 2 (3) イ 提出要領

「電子データが保存されているフロッピーディスク
又はCD-ROMを1セット」とありますが、文書ファイ
ルをPDFにして保存し提出しても構わないでしょう
か。

文書ファイルはMicrosoft社製Word及びExcelファイ
ルで提出して下さい。

40 様式集 9 2 (3) イ 提出要領

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌのバージョンは、それぞれ拡
張子が.docx、.xlsxで作成しても宜しいでしょう
か。

．doc、.xlsで作成して下さい。
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H240528様式集に関する質問への回答

頁
№ 資料名 該当箇所 タイトル 様式集の質問項 回　答

41 様式集 9 2 (3) イ 提出要領

officeのバージョンは、2003が指定されています
が、上位バージョンの2007か2010で作成しても宜し
いでしょうか。（データファイルの容量が抑えられ
るなどのメリットが沢山ございます。）

指定したファイルで作成して下さい。

42 様式集 9 2 (3) イ 提出要領
提出媒体は、ＤＶＤもしくはＵＳＢメモリーでも、
宜しいでしょうか？

指定した媒体で提出して下さい。

43 様式集 9 2 (3) ア (ｵ)
提案書要約版
（指定様式な
し）

「提案書要約版（指定様式なし）」と提案書説明に
使用する「（様式Ⅲ－１）技術提案概要説明書」と
は、事業提案部分に差異がありますが、技術提案部
分の内容や使用目的は同じと思料されますので、統
合を検討していただけないでしょうか。

技術提案概要説明書は技術提案に関する内容を、提
案書要約版は技術提案も含めた提案内容全体を記載
して下さい。なお、記載内容が重複してもかまいま
せん。

44 様式集 9 2 (3) ア (ｵ)
提案書要約版
（指定様式な
し）

「提案書要約版（指定様式なし）」は落札者決定基
準p.5の表2「定性的事項の評価項目と配点」の様式
欄に記載がありませんので、加点審査には使用され
ないとの理解でよろしいでしょうか。もしその場
合、当該様式の使用目的を具体的にお示しいただけ
ないでしょうか。

要約版は提案の審査に使用します。提出される提案
書全てが審査対象です。

45 様式集 9 2 (3) ア (ｶ) 決算報告書等

「（最近3期分）」とありますが、3月決算の会社の
場合、平成22年度が直近年度でしょうか。それと
も、平成23年度が直近年度になるのでしょうか。

入札時において決算内容が確定している直近3期分
を提出して下さい。3月決算の企業の場合、平成23
年度決算が確定している場合は、平成21年度、22年
度、23年度を提出して下さい。

46 様式集 9 2 (3) ア (ｷ) 受託実績書類
（様式Ⅴ）

「（様式Ⅴ　別添1）」と「（様式Ⅰ－６）（別添
1）」の記載要件は全く同じと思料いたしますが、
提出時期が異なりますので、それぞれ、全く同じ内
容でも全く違う内容でも構わないとの理解でよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

47 様式集 9 2 (3) イ 提出要領

「電子データが保存されているフロッピーディスク
又はCD－ROMを1セット提出」とありますが、
「Microsoft社製Word2003」及び「Microsoft社製
Excel2003」以外で提出可能な電子ファイル形式は
他にありますでしょうか。

図面集はPDF形式とします。

48 様式集 10 3 様式Ⅱ-2
入札書の金額の頭に「￥」の記載は必要でしょう
か。

数字の直前に「￥」又は「金」を記入してくださ
い。岡崎市一般競争入札参加心得を参照してくださ
い。
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H240528様式集に関する質問への回答

頁
№ 資料名 該当箇所 タイトル 様式集の質問項 回　答

49 様式集 11 3 様式Ⅰ-1

「排水処理施設の建設業務を実施する者の濃縮設備
及び機械脱水設備が含まれている上水道の浄水場若
しくは下水処理場の排水処理施設の建設実績（元請
としての施工実績）」とありますが、排水処理施設
の建屋担当会社か機械設備担当会社のどちらかが施
工実績をもっていればよろしいでしょうか？

機械設置導入実績とご理解ください。

50 様式集 11 3

（様式Ⅰ－１）
入札参加資格確
認申請時必要書
類一覧表

「浄水処理の設計業務を実施する者」及び「浄水処
理の建設業務を実施する者」について、浄水池また
は排水池の実績項目及びチェック欄がありません
が、必要ではないでしょうか。

修正致します。

51 様式集 14 3 様式Ⅰ-3

本様式に記載する名称は、岡崎市入札参加資格者名
簿の登載名と同じと考えてよろしいでしょうか。ま
た、他の入札参加資格確認申請時の書類（様式Ⅰ-
2、Ⅰ-4、Ⅰ-5、Ⅰ-6、別添1）の記載名称も同じ考
え方でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

52 様式集 14 3 様式Ⅰ-3

入札参加者等の構成員一覧表には、ＳＰＣに出資を
行わない、ファイナンシャルアドバイザー、法律事
務所、会計・経理事務所等は記載不要という理解で
宜しいでしょうか。

「入札参加者」にはSPCに出資を行わない協力企業
も含まれます。協力企業と位置づける場合は記載が
必要です。協力会社（下請け会社）の記載は不要で
す。

53 様式集 14 3 様式Ⅰ-3

押印に要する期間短縮のため、入札参加者等の構成
員が各々様式Ⅰ-3を1枚づつ作成し、これらを袋と
じの上、代表企業が割印を押印して提出してもよろ
しいでしょうか。

ご希望の方法で提出頂いてもかまいません。

54 様式集 14 3
（様式Ⅰ－３）
入札参加者等の
構成員一覧表

前回の実施方針に関する質問・回答No.149に「参加
表明書提出時には、SPCの構成員、SPCの協力企業の
別を明らかにする必要はないが、可能な限りその別
を記載してください。」とありますが、入札参加資
格確認申請時に、出資の有無を確定できなかった場
合は、（様式Ⅰ－３）の「出資者・協力企業のいず
れかに○」の対応として、どちらかに仮で○を記入
しておけば、入札時に変更が可能でしょうか。それ
とも、未定の場合は○を記入せずに提出した方が、
良いでしょうか。

未定の場合は、未定である旨を記載して下さい。
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H240528様式集に関する質問への回答

頁
№ 資料名 該当箇所 タイトル 様式集の質問項 回　答

55 様式集 15 3 様式Ⅰ-4

押印に要する期間短縮のため、入札参加者等の構成
員が各々様式Ⅰ-4の委任状を作成し、これらを袋と
じの上、代表企業が割印を押印して提出してもよろ
しいでしょうか。

ご希望の方法で提出頂いてもかまいません。

56 様式集 18 3 様式Ⅰ－6（別
添1）

「様式Ⅰ－６（別添1）」は、入札時に提出する
「様式Ⅴ別添1」と同じものですが、入札時に提出
する様式Ⅴ別添1の記載実績が、入札参加資格確認
申請時に提出した「様式Ⅰ－６（別添1）」の記載
実績と異なることは認められますでしょうか？

「（様式Ⅴ　別添1）」と「（様式Ⅰ－６）（別添
1）」の記載内容は同一である必要はありません。
なお、いずれの様式とも修正致します。

57 様式集 18 3 様式Ⅰ－6（別
添1）

10,000ｍ3以上の浄水能力・・・・の実績一覧と、
5,000ｍ3以上の浄水池・・・・の実績一覧を求めら
れていますが、それぞれ様式Ⅰ-6（別添1）（つま
り2枚）に記載するという認識でよろしかったで
しょうか？

「（様式Ⅴ　別添1）」と「（様式Ⅰ－６）（別添
1）」、いずれの様式とも修正致します。

58 様式集 18 3 様式Ⅰ－6（別
添1）

実施する業務ごとに５件を上限とされております
が、提示する件数は評価に繋がるのでしょうか。ご
教示願います。

修正致します。様式Ⅰ－6（別添1）は入札参加資格
を確認するものであり、評価の対象とはなりませ
ん。

59 様式集 25 3 様式Ⅱ-2

入札価格は、サービス対価Ａ～Ｄの単純合計で、現
在価値換算額ではないと理解してよろしいでしょう
か。入札価格の定義を明確化いただきたくお願いい
たします。

前段のご理解のとおりです。

60 様式集 25 3 様式Ⅱ-2

様式Ⅱ-2入札書の入札価格は円単位ですが、様式Ⅳ
の見積や収支に関わる様式は、千円単位となってお
ります。入札価格は、様式Ⅳ－13－①長期収支計画
①と整合すると思われることから、入札価格の千円
未満の数字は「000」となると考えてよろしいで
しょうか。それとも、円単位で別途積算した数値を
記載するのでしょうか。この場合、入札価格の適否
は、どのように検証されるのでしょうか。

入札価格に千円未満の数字があっても構いません。
入札価格と、千円未満の記載のない様式とは、千円
単位で整合を確認します。
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H240528様式集に関する質問への回答

頁
№ 資料名 該当箇所 タイトル 様式集の質問項 回　答

61 様式集 25 3 様式Ⅱ-2（入札
書）

本様式に記載する名称は、岡崎市入札参加資格者名
簿の登載名と同じと考えてよろしいでしょうか。ま
た、他の入札時の書類（様式Ⅱ-3、Ⅱ-4）の記載名
称も同じ考え方でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

62 様式集 26 3 様式Ⅱ-3（委任
状）

委任状に記載する受任者は、実際に入札書を持参す
る代表企業の従業員だと考えてよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

63 様式集 28 Ⅲ 1 技術提案概要説
明書

様式Ⅲの提案を要約した「技術提案概要説明書」と
様式Ⅲと様式Ⅳの提案を要約した「提案書要約版」
は、記載する内容が重複するように思えるのです
が、それぞれどのように違った内容を記載すればよ
ろしいでしょうか。

技術提案概要説明書は技術提案に関する内容を、提
案書要約版は技術提案も含めた提案内容全体を記載
して下さい。なお、記載内容が重複してもかまいま
せん。

64 様式集 28

様
式
Ⅲ-
1

技術提案概要説
明書

「提案書説明を実施する場合は、本様式で説明を
行ってください。」とありますが、提案書説明と
は、入札説明書20ページの3(5)イのヒアリングの実
施（必要に応じて）の際に行うこととの理解でよろ
しいでしょうか？

提案書説明とヒアリング（必要に応じて実施）は同
時に行うものではありません。
提案書説明は入札説明書20ページの3(5)アで行いま
す。

65 様式集 28
（様式Ⅲ-1）技
術提案概要説明
書

本様式は、見かけ上、A4版となっていますが、A3版
で作成することになっているため、A3版横置きに修
正し作成するという認識でよろしいでしょうか。ま
た、その他提案項目においても同様の考えでよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

66 様式集 31 Ⅲ 4 実施設計

提案書に図面を添付して提案したい場合には、Ａ４
版が２ページ以上の様式において、Ａ４版２ページ
をＡ３版１ページにて提案してもよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

67 様式集 31

様
式
Ⅲ-
4

男川浄水場整備
業務（実施設
計）

「更新時においても動線に無駄がない」について、
建設業務期間中の施工時における動線のことを指し
ているのでしょうか？それとも、維持管理期間中の
部分更新時におけるそれを指しているのでしょう
か？

更新後の施設配置においても動線に無駄がないこと
を示しています。
様式集を修正します。
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H240528様式集に関する質問への回答

頁
№ 資料名 該当箇所 タイトル 様式集の質問項 回　答

68 様式集 31

様
式
Ⅲ-
4

男川浄水場整備
業務（実施設
計）

「将来の更新計画」とは、事業期間中の更新計画の
こととの理解でよろしいでしょうか？

事業期間中の更新は発生しないものと考えておりま
す。「将来の更新計画」とは、耐用年数経過後の更
新を想定しています。

69 様式集 32

様
式
Ⅲ-
5

男川浄水場整備
業務（建設業務
実施体制、施工
計画）

「施工体型」とは「施工体系」の意味であるとの理
解でよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。修正します。

70 様式集 33

様
式
Ⅲ-
6

男川浄水場整備
業務（建設業務
周辺に配慮した
施工計画）

「災害対策計画」とは、建設業務期間中の施工時に
災害が発生した場合の対策計画のことを指すとの理
解でよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

71 様式集 35 4 様式Ⅲ-8

様式Ⅲ-8のタイトルは「男川浄水場整備業務（建設
業務　水質の安全性・水量の安定性を確保する施設
計画）」と記載されていますが、様式Ⅱ-1入札時必
要書類一覧表の様式Ⅲ-8は「男川浄水場整備業務
（建設業務　水質の安全性・水量の安定性を確保す
る施工計画）」と記載されています。どちらを正と
すればよろしいでしょうか。

様式Ⅱ-1を施設計画に統一するよう修正します。

72 様式集 35

様
式
Ⅲ-
8

男川浄水場整備
業務（建設業務
水質の安全性・
水量の安定性を
確保する施設計
画）

「緊急時及び異常時の対応マニュアル」について、
要求水準書に示されている危機管理マニュアルに含
まれるものとしてよろしいでしょうか？

修正致します。運転管理マニュアルです。

73 様式集 35

様
式
Ⅲ-
8

男川浄水場整備
業務（建設業務
水質の安全性・
水量の安定性を
確保する施設計
画）

「緊急時及び異常時の人員配置」とは、維持管理期
間中の緊急時及び異常時に必要とされる人員配置と
の理解でよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。運転人員のことです。修正致
します。

74 様式集 35

様
式
Ⅲ-
8

男川浄水場整備
業務（建設業務
水質の安全性・
水量の安定性を
確保する施設計
画）

「薬品の搬入計画」とは、薬品の調達方法の意味で
はなく、薬品を浄水場内に受け入れ、薬品貯蔵槽へ
投入するまでの方法についての意味であるとの理解
でよろしいでしょうか？

薬品の受入から注入までを指します。
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H240528様式集に関する質問への回答

頁
№ 資料名 該当箇所 タイトル 様式集の質問項 回　答

75 様式集 35

様
式
Ⅲ-
8

男川浄水場整備
業務（建設業務
水質の安全性・
水量の安定性を
確保する施設計
画）

各設備の安定性及び効率性について、要求水準書に
記載されている要求事項は前提条件であるため、改
めて提案書に要求事項の内容を記述しなくても要求
水準未達という評価にはならないとの理解でよろし
いでしょうか？

提案内容について、要求水準を満たしていること、
要求水準より優れている点がよくわかるように工夫
して記載して下さい。

76 様式集 35 様式Ⅲ-8

薬品注入施設構造の安定性とありますが、薬注設備
に関わる機器類、特に貯槽における耐震性を示せば
よろしいでしょうか。

ご質問の内容も一例と考えます。

77 様式集 36

様
式
Ⅲ-
9

男川浄水場整備
業務（建設業務
省エネルギー、
環境保全に配慮
した施設計画）

「導入施設の環境眼」とは、環境配慮の観点という
意味でしょうか？

ご理解のとおりです。「導入施設の環境面」と修正
致します。

78 様式集 36

様
式
Ⅲ-
9

男川浄水場整備
業務（建設業務
省エネルギー、
環境保全に配慮
した施設計画）

「脱水ケーキの有効利用を実現するための設備計
画」について、浄水場内で可能な脱水ケーキの破
砕、造粒等の工程で必要となる設備のこととの理解
でよろしいでしょうか？

ご質問の内容も一例と考えますが、脱水ケーキ有効
利用を実現するための一連の設備計画とご理解下さ
い。

79 様式集 36 様式Ⅲ-9

設備動力から発生するＣＯ２量について、原単位を
教示願います。

環境省平成２４年１月発表の「平成２２年度の電気
事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表
について（お知らせ）」の中部電力調整後排出係数
0.000341t-co2/kwhをご使用下さい。
様式集に追記します。

80 様式集 36 様式Ⅲ-9

二酸化炭素排出量試算において使用する算出式、出
典をご教示ください。

環境省平成２４年１月発表の「平成２２年度の電気
事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表
について（お知らせ）」の中部電力調整後排出係数
0.000341t-co2/kwhをご使用下さい。
様式集に追記します。

81 様式集 37

様
式
Ⅲ-
10

男川浄水場整備
業務（建設業務
人員の省力化に
資する施設計
画）

「運転管理マニュアル」、「計装管理マニュア
ル」、「監視設備マニュアル」について、運転マ
ニュアル以外は要求水準書に示されていませんが、
全て整備が必要との理解でよろしいでしょうか？そ
れとも「計装管理マニュアル」や「監視設備マニュ
アル」は内容に応じて運転管理マニュアルや保守点
検マニュアルに含まれるものとしてよろしいでしょ
うか？

様式集を修正します。
計装管理及び監視設備等に該当する内容は「運転管
理マニュアル」や「保守点検マニュアル」の一部と
してご提案下さい。
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H240528様式集に関する質問への回答

頁
№ 資料名 該当箇所 タイトル 様式集の質問項 回　答

82 様式集 40 様式Ⅲ-13

保守点検業務担当者の実績について問われています
が、具体的担当者を示すことを想定されているで
しょうか。
もしくは、ここで示すのはあくまで計画（予定）で
あって、どのような実績を持つものを配置予定とい
うことを示せばよいのでしょうか。

前段について可能な限り具体的な担当者をを示して
下さい。
後段についてご理解のとおりです。

83 様式集 40 様式Ⅲ-13

保守点検業務の担当者は、業務期間中に交代するこ
とも想定されます。
ここで示す実績とは、事業期間開始時に配置する担
当者個人を示すのではなく、どのような実績を持つ
ものを配置予定か示すということでしょうか。

可能な限り具体的な担当者を示して下さい。

84 様式集 41

様
式
Ⅲ-
14

男川浄水場維持
管理業務（保守
点検　実施計
画）

「原水水質及び水量の変動を考慮した各処理工程管
理について」、保守点検に限定される内容ではない
と思料しますが、岡崎市様が担当される運転管理へ
の提案も含めた総合的なものとして記載するものと
の理解でよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

85 様式集 41

様
式
Ⅲ-
14

男川浄水場維持
管理業務（保守
点検　実施計
画）

「市の運転人数を想定した設備計画」とあります
が、既存施設における現状の岡崎市様の運転人数
（何人×何班、役割分担等）をご教示下さい。

昼間４名、夜間２名です。

86 様式集 41

様
式
Ⅲ-
14

男川浄水場維持
管理業務（保守
点検　実施計
画）

市の運転員の資質向上に向けた提案として、運転方
法の教育訓練体制や運転マニュアルの整備が例示さ
れていますが、供用開始後の維持管理期間中にも教
育訓練の実施や運転マニュアルの改訂等を行うこと
は可能であるとの理解でよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

87 様式集 41

様
式
Ⅲ-
14

男川浄水場維持
管理業務（保守
点検　実施計
画）

「安全性確保のためのマニュアル整備」について、
要求水準書に示されている保守点検マニュアルに含
まれるものとしてよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

88 様式集 42

様
式
Ⅲ-
15

男川浄水場維持
管理業務（修繕
業務）

「更新計画への反映手法」の更新計画とは、事業期
間中の更新計画のこととの理解でよろしいでしょう
か？

更新計画は事業期間中、後を含みます。ただし、事
業期間中の大規模な更新は想定しておりません。
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H240528様式集に関する質問への回答

頁
№ 資料名 該当箇所 タイトル 様式集の質問項 回　答

89 様式集 42

様
式
Ⅲ-
15

男川浄水場維持
管理業務（修繕
業務）

「修繕の具体的提案」について、修繕計画は事業開
始後に作成するもので、本提案書では修繕計画その
ものを記載するのではなく、修繕計画の作成方法、
妥当性の評価、有効性の評価等をどのように確立す
るかを具体的に記載するとの理解でよろしいでしょ
うか？

様式集を修正します。
提案書提出時点で作成した修繕計画（年度別、工種
別の費用）に基づき修繕計画の内容について記載し
てください。

90 様式集 43 3 様式Ⅲ-16

「整備工事」とは具体的に何をさすかご教示くださ
い。

男川浄水場整備業務を指します。

91 様式集 43

様
式
Ⅲ-
16

男川浄水場維持
管理業務（災害
及び事故対策業
務）

「災害対策及び事故対策マニュアル」や「浸水対策
マニュアル」について、要求水準書に示されている
危機管理マニュアルに含まれるものとしてよろしい
でしょうか？

ご理解のとおりです。

92 様式集 46 3

（様式Ⅲ－19）
男川浄水場維持
管理業務（脱水
ケーキ有効利用
計画業務）

「確約書及び表明書などを提出」とありますが、
「確約書」と「表明書」の違いについて、具体的に
お示しいただけないでしょうか。

受入確約書は受入を確約していることを証明する書
類で、受入表明書は受入に関心があることを示して
いる書類です。

93 様式集 46 3

（様式Ⅲ－19）
男川浄水場維持
管理業務（脱水
ケーキ有効利用
計画業務）

「確約書及び表明書などを提出」とありますが、
「確約書」は「（様式Ⅲ－42）受入表明書」を加工
して作成するとの理解でよろしいでしょうか。もし
その場合、受入表明書に追記する項目等があれば、
ご教示ください。

様式Ⅲ－42を修正致しました。受入確約書、受入表
明書は様式Ⅲ－42を使用して下さい。

94 様式集 46

様
式
Ⅲ-
19

男川浄水場維持
管理業務（脱水
ケーキ有効利用
計画業務）

「確約書及び表明書などを提出する」とあります
が、様式Ⅲ-42の受入表明書の他に、確約書および
表明書などを提案書別添資料として提出するという
意味でしょうか？

ご理解のとおりです。

95 様式集 48 3 様式Ⅲ-21

様式Ⅲ-21のタイトルは「男川浄水場維持管理業務
及び場外施設等維持管理業務（事業終了時の引継ぎ
業務）」と記載されていますが、様式Ⅱ-1入札時必
要書類一覧表の様式Ⅲ-21は「男川浄水場維持管理
業務（事業終了時の引継ぎ業務）」と記載されてい
ます。どちらを正とすればよろしいでしょうか。

一覧表を修正します。
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H240528様式集に関する質問への回答

頁
№ 資料名 該当箇所 タイトル 様式集の質問項 回　答

96 様式集 48

様
式
Ⅲ-
21

男川浄水場維持
管理業務及び場
外施設等維持管
理業務（事業終
了時の引継ぎ業
務）

「維持管理調書」とは、要求水準書に示されてい
る、事業報告書や維持管理マニュアルのことでしょ
うか？それとも事業者側で必要と判断する書類も含
めたものという意味でしょうか？

維持管理マニュアルを含む維持管理に必要な調書類
を指しますので、維持管理業務において引継ぎに必
要な調書等です。

97 様式集 48

様
式
Ⅲ-
21

男川浄水場維持
管理業務及び場
外施設等維持管
理業務（事業終
了時の引継ぎ業
務）

過去に維持管理業者から提出された「維持管理調
書」は閲覧することが可能でしょうか？

水道局工務課にて閲覧可能です。

98 様式集 50 Ⅲ-23
浄水処理フロー
シート

浄水処理フローシート図は本様式に添付し、規定の
2ページ以内に納める必要があるでしょうか。それ
とも、別添資料として規定ページ以外に添付するこ
とにしても宜しいでしょうか。

規定の枚数に従い記述してください。

99 様式集 50 様式Ⅲ-23

浄水処理のフローシートに記載について、Ａ３版２
ページ以内とされておりますが、ページ数を増やし
ていただけないでしょうか。

規定の枚数に従い記述してください。

100 様式集 51 Ⅲ-24
排水処理フロー
シート

排水処理フローシート図は本様式に添付し、規定の
1ページ以内に納める必要があるでしょうか。それ
とも、別添資料として規定ページ以外に添付するこ
とにしても宜しいでしょうか。

規定の枚数に従い記述してください。

101 様式集 52 3

（様式Ⅲ－25）
浄水施設主要施
設リスト（建築
構造物・土木構
造物）

「取水施設」および「導水施設」に主要施設リスト
の様式がありませんが、これらについては、（様式
Ⅲ－25）に記載すれば良いとの理解でよろしいで
しょうか。

様式Ⅲ-25に記載してください。

102 様式集 52 3

（様式Ⅲ－25）
浄水施設主要施
設リスト（建築
構造物・土木構
造物）

（様式Ⅲ－25）～（様式Ⅲ－35）の「各主要施設リ
スト」の様式単位について、整合性の観点より、入
札説明書p.5「2(7)本事業の概要」や、要求水準書
p.2「1(2)オ対象施設及び対象業務」の項目単位に
名称やレベル等を合わせて、構成しなおしていただ
けないでしょうか。

様式集の記載要領で作成して下さい。
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H240528様式集に関する質問への回答

頁
№ 資料名 該当箇所 タイトル 様式集の質問項 回　答

103 様式集 52 3

（様式Ⅲ－25）
浄水施設主要施
設リスト（建築
構造物・土木構
造物）

（様式Ⅲ－25）～（様式Ⅲ－35）の「各主要施設リ
スト」の「番号」について、付番体系や他様式のリ
ストの番号と重複してはいけない等のルールがあれ
ば、ご教示ください。

ルールは決めていませんので体系づけて作成して下
さい。

104 様式集 52 3

（様式Ⅲ－25）
浄水施設主要施
設リスト（建築
構造物・土木構
造物）

（様式Ⅲ－25）～（様式Ⅲ－35）の「各主要施設リ
スト」はそれぞれＡ４版１～２ページ以内と規定さ
れていますが、設備の種類によってはページ数が超
過する可能性がありますので、ページ数の規定を外
していただけないでしょうか。

主要施設を記載していただくものであり、指定ペー
ジ内で記載してください。

105 様式集 52 様式Ⅲ-25

浄水施設主要施設リスト（建築構造物、土木構造
物）とありますが、浄水機器類もこちらの様式にま
とめればよろしいでしょうか。

Ⅲ-26を修正しますのでこちらに記載して下さい。

106 様式集 56 3
(様式Ⅲ-29）排
水処理主要設備
リスト

「台数、機器名は設備容量計算と合わせてくださ
い」とあります。容量計算書の提出は、別途資料で
提出することと解釈すればよろしいか。

Ⅲ-29を修正します。
容量計算書の添付は必要ありません。

107 様式集 56 3

（様式Ⅲ－29）
排水処理主要設
備リスト（機械
設備）

「台数や機器名については、設備容量計算と合わせ
てください。」とありますが、「容量計算書」は、
必ず技術提案書に含めなければならないのでしょう
か。もしその場合、「提案書別添資料」扱いとなる
のでしょうか。

容量計算書の添付は必要ありません。

108 様式集 57 3

（様式Ⅲ－30）
薬品設備主要設
備リスト（機械
設備）

「番号については、浄水処理フローシート及び排水
処理フローシートに示す番号と合わせてくださ
い。」とありますが、今回の要求水準では「排水処
理フロー」に「薬注設備」は含まれないと思料いた
しますが、「マンガン処理施設」の「薬注設備」を
対象とするのでしょうか。

ご理解のとおりです。
修正致します。

109 様式集 58 3
(様式Ⅲ-31）場
内配管主要リス
ト

「場内配管計画に示す場内配管図」とあります。場
内配管計画は様式集のどこに記載すればよろしいで
しょうか。配管図は別途資料でよろしいですか。

配置図に記載して下さい。
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H240528様式集に関する質問への回答

頁
№ 資料名 該当箇所 タイトル 様式集の質問項 回　答

110 様式集 58 3

（様式Ⅲ－31）
場内配管主要リ
スト（建築構造
物・土木構造
物）

「場内配管計画（建築構造物・土木構造物）に示す
場内配管図」とありますが、この「場内配管計画
（建築構造物・土木構造物）」の提案様式につい
て、ご教示ください。また、「場内配管図」は、必
ず技術提案書に含めなければならないのでしょう
か。もしその場合、「提案書別添資料」扱いとなる
のでしょうか。

前段については配置図に記載して下さい。
後段については様式集を修正します。

111 様式集 59 3
（様式Ⅲ－32）
電気設備主要設
備リスト

「電気設備計画中の単線結線図」とありますが、こ
の「電気設備計画」の提案様式について、ご教示く
ださい。また、「単線結線図」は、必ず技術提案書
に含めなければならないのでしょうか。もしその場
合、「提案書別添資料」扱いとなるのでしょうか。

電気設備計画の単線結線図を追記するよう修正しま
す。

112 様式集 59 Ⅲ-32 単線結線図

「また、番号については、電気設備計画中の単線結
線図と合わせてください。」とありますが、電気設
備計画とはどの提案書を指すのでしょうか。また、
単線結線図はどこに添付するのでしょうか。提案書
として必要な図面のリストがあればご教示くださ
い。

電気設備計画の単線結線図を追記するよう修正しま
す。

113 様式集 59 様式Ⅲ-32

電気設備計画中の単線結線図と記載が有りますが、
提案書別添資料として作成すれば宜しいでしょう
か。

電気設備計画の単線結線図を追記するよう修正しま
す。

114 様式集 60 3
（様式Ⅲ－33）
計装設備主要設
備リスト

「計装設備計画における計装フローシート」とあり
ますが、この「計装設備計画」の提案様式につい
て、ご教示ください。また、「計装フローシート」
は、必ず技術提案書に含めなければならないので
しょうか。もしその場合、「提案書別添資料」扱い
となるのでしょうか。

計装フローシートに追記するよう修正します。

115 様式集 60 Ⅲ-33
計装フローシー
ト

「また、番号については、計装設備計画における計
装フローシートと合わせてください。」とあります
が、計装設備計画とはどの提案書を指すのでしょう
か。また、計装フローシートはどこに添付するので
しょうか。提案書として必要な図面のリストがあれ
ばご教示ください。

計装フローシートに追記するよう修正します。
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H240528様式集に関する質問への回答

頁
№ 資料名 該当箇所 タイトル 様式集の質問項 回　答

116 様式集 60 様式Ⅲ-33

計装設備計画における計装フローシートと記載が有
りますが、提案書別添資料として作成すれば宜しい
でしょうか。

計装フローシートに追記するよう修正します。

117 様式集 61 3
（様式Ⅲ－34）
監視制御設備主
要設備リスト

「番号については監視制御整備計画と合わせてくだ
さい。」とありますが、この「監視制御整備計画」
の提案様式について、ご教示ください。

監視制御システム構成図に追記するよう修正しま
す。

118 様式集 61 Ⅲ-34
監視制御整備計
画

「また、番号については、監視制御整備計画と合わ
せてください。」とありますが、監視制御設備計画
とはどの提案書を指すのでしょうか。また、監視制
御整備計画としてどのような図面が必要なのでしょ
うか。提案書として必要な図面のリストがあればご
教示ください。

監視制御システム構成図に追記するよう修正しま
す。

119 様式集 61 様式Ⅲ-34

監視制御整備計画と記載が有りますが、提案書別添
資料として作成すれば宜しいでしょうか。

監視制御システム構成図に追記するよう修正しま
す。

120 様式集 65

様
式
Ⅲ-
38

その他の評価項
目（リスクに対
する対応）

「緊急時」とは、設備故障等、市及び事業者のいず
れかの責に帰す事象の他、事業契約書（案）で不可
抗力として定義されている事象を含むとの理解でよ
ろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

121 様式集 67 3 様式Ⅲ-40

構成員、協力企業、協力会社と地元企業の参画形態
を記載するようになっていますので、それぞれの加
点に軽重があると思われます。評価点を計算する上
での計算方法をお教えください。

加点審査の内容については回答致しません。

122 様式集 67 3 様式Ⅲ-40

地元からの雇用人数が記載するようになっています
が、この場合、地元企業でなくても新規雇用がある
場合は加点があると考えてよろしいでしょうか？

地元からの新規雇用を確保するためのものであり、
雇用主を限定するものではありません。
加点審査の内容については回答しません。

123 様式集 67 3 様式Ⅲ-40

地元企業でなくとも、岡崎市内からの雇用者が多い
企業に発注の場合も加点対象になるのでしょうか？
またそれが認められた場合の評価方法をお教えくだ
さい。

地元企業は本市内に本店があることが条件です。
加点審査の内容については回答しません。
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124 様式集 67 3 様式Ⅲ-40

地元企業でなくとも、岡崎市内からの雇用者が多い
企業に発注の場合も加点対象になるのでしょうか？
またそれが認められる場合の評価方法をお教えくだ
さい。

地元企業は本市内に本店があることが条件です。
加点審査の内容については回答しません。

125 様式集 67 3 様式Ⅲ-40

地元企業でなくとも、法人住民税を支払っている工
場、営業所への発注の場合も加点対象になるので
しょうか？またそれが認められる場合の評価方法を
お教えください。

地元企業は本市内に本店があることが条件です。
加点審査の内容については回答しません。

126 様式集 67 3 様式Ⅲ-40

業務に伴って、従業員の居住地、住民票を岡崎市に
移した場合、加点対象になるのでしょうか？またそ
れが認められる場合の評価方法をお教えください。

地元からの新規雇用が評価対象となります。

127 様式集 67 3 様式Ⅲ-40

全体の発注予定金額が、最終段階まではっきりしま
せん。そのためここの業務の発注金額もはっきりし
ませんので、予定価格ベースでの記載でよろしいで
しょうか？

ご理解のとおりですが、提案した内容は遵守してく
ださい。

128 様式集 67 3 様式Ⅲ-40

関心表明に関する書類がもらえない場合、事業者側
の希望として記載してもよろしいでしょうか？

ご理解のとおりですが、提案した内容は遵守してく
ださい。

129 様式集 67 3 様式Ⅲ-40

技術提案書の副本にも具体的な会社名まで記載して
よろしいでしょうか？

副本には、入札参加者等の名称（企業名）、所在
地、企業名を特定・類推できるマーク（社章）等は
記載しないで下さい。

130 様式集 67

様
式
Ⅲ-
40

その他の評価項
目（地域経済へ
の配慮）

「地元企業の事業への参画程度」、「地元からの新
規雇用人数」、「地元から調達する資材等の予定金
額」について、これらの予定について記載するとい
うことで宜しいでしょうか？その場合、確実性を評
価するために必要な書類について岡崎市様のお考え
がありましたらご教示下さい。

前段については、ご理解のとおりですが、提案した
内容は遵守してください。
後段については、関心表明書等の書類が考えられま
す。
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131 様式集 68 3
（様式Ⅲ－41）
脱水ケーキの有
効利用計画書

脱水ケーキの有効利用業務を提案する場合は、15年
間の全量受入が前提だと思料いたしますが、各年度
の脱水ケーキの全量予測は事業者の提案によるもの
との理解でよろしいでしょうか。尚、その場合は、
全量予測内容や精度について、評価の対象となるの
でしょうか。

前段：ご理解のとおりですが、既設の実績量が基準
となりますので、現状と極端に少ない場合や、多い
場合には根拠を示してください。
後段：内容及び精度は評価の対象ではありません
が、上記のような場合には、根拠について確認し、
有効利用提案に該当するか判断します。

132 様式集 68 3
（様式Ⅲ－41）
脱水ケーキの有
効利用計画書

p.68の記述要領は、「技術提案書」として提出する
必要がないページとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおり記載する内容の説明です。

133 様式集 68 3
（様式Ⅲ－41）
脱水ケーキの有
効利用計画書

「脱水ケーキ量は重量（t）で記述してくださ
い。」とありますが、この重量（t）は、乾燥重量
（ds-t）ベースでしょうか。それとも、湿重量
（wet-t）ベースでしょうか。

実際に取り引きする重量を想定しておりますので、
脱水ケーキとして有効利用を図る場合の重量です。

134 様式集 68 3
（様式Ⅲ－41）
脱水ケーキの有
効利用計画書

「受入表明書がある場合は受入表明書を添付してく
ださい。」とありますが、受入表明書のない有効利
用先を自由に記載しても良いとの理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりですが、確実性の判断が困難となる
ため、可能な限り添付してください。

135 様式集 68

様
式
Ⅲ-
41

脱水ケーキの有
効利用計画書

脱水ケーキ量の表記は、乾燥重量（ｔ）でよろしい
でしょうか？

実際に取り引きする重量を想定しておりますので、
脱水ケーキとして有効利用を図る場合の重量です。

136 様式集 68

様
式
Ⅲ-
41

脱水ケーキの有
効利用計画書

本様式については、69ページの表に必要事項を記載
するとの理解でよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

137 様式集 69 3
（様式Ⅲ－41）
脱水ケーキの有
効利用計画書

「④脱水ケーキ受入先」に資料番号の欄と「別添資
料等の資料番号を記入してください。」とあります
が、添付すべき別添資料の内容についてご教示くだ
さい。また、p.68の記述要領に「資料には有効利用
番号を付けて添付してください。」とあり、資料側
に本計画書の有効利用番号が振られるため、④の資
料番号の欄自体が不要ではないでしょうか。

修正します。

138 様式集 69 3
（様式Ⅲ－41）
脱水ケーキの有
効利用計画書

「⑥有効利用されるまでの運搬経路」に複数の表記
番号と運搬先欄がありますが、具体的な記載方法に
ついて、ご教示ください。尚、今回は、産廃処理を
前提としない有価利用で、積み替え等は発生しない
ため、複数の運搬先欄は不要ではないでしょうか。

前段：積み替えを想定しています。
後段：提案内容によりますので、複数の運搬先欄を
記載できるようにしたものです。
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頁
№ 資料名 該当箇所 タイトル 様式集の質問項 回　答

139 様式集 69 3
（様式Ⅲ－41）
脱水ケーキの有
効利用計画書

「⑦有効利用工程」欄がありますが、有効利用の各
工程は「（様式Ⅲ－43）脱水ケーキ有効利用フロ－
図」に記載しますので、本項目は不要ではないで
しょうか。また、注記に「（例として有効利用を行
わない等）」とありますが、今回有効利用を行わな
い提案は不可能ではないのでしょうか。

前段：「⑦有効利用工程」とは脱水ケーキの受け入
れ先で有効利用する工程を記載してください。
後段：注記は修正します。

140 様式集 70 3 （様式Ⅲ－42）
受入表明書

受入表明書に「有効利用番号」を記入する欄があり
ませんので、記入欄を追加していただけないでしょ
うか。

修正します。

141 様式集 71 3
（様式Ⅲ－43）
脱水ケーキ有効
利用フロ－図

脱水ケーキは、貴市からSPCに全量が有償で譲渡さ
れますが、その「買取単価」の提案はどの様式に記
載すればよろしいでしょうか。また、単価設定単位
（t-ds、t-wet、 ）など買取単価の設定条件につ
いて、ご教示ください。

様式集Ⅲ-43を修正します。
単価設定について、指定はありません。

142 様式集 71

様
式
Ⅲ-
43

脱水ケーキ有効
利用フロー図

「排水処理施設内の脱水ケーキ貯留設備から有効利
用するまでの各工程」について、様式Ⅲ-41の８
「脱水ケーキが有効利用されるまでの工程」と同様
の内容になるものと思料しますが、それでよろしい
でしょうか？

本様式では「排水処理施設内の脱水ケーキ貯留設備
から有効利用するまでの各工程」について、可能な
限り具体的に記載してください。

143 様式集 71

様
式
Ⅲ-
44

エネルギー使用
計算書

エネルギー使用計算書の作成において、対象となる
処理水量、給水量および3箇所の配水池へのそれぞ
れの送水量等、水量に関する条件をご提示頂けない
でしょうか？

処理水量は、計画取水量とし、負荷率を80%として
下さい。各配水池への送水量は、上記負荷率を使用
して要求水準書P.13表2-7平成23年度1日最大送水量
実績値の按分により求めて下さい。

144 様式集 71

様
式
Ⅲ-
44

エネルギー使用
計算書

エネルギー使用量の算出において、ご指示頂いた水
量を平準化して処理および送水するとの考えでよろ
しいでしょうか？

負荷率を80%として算出して下さい。

145 様式集 72 3
（様式Ⅲ－44）
エネルギー使用
計算書

「Microsoft社製Excel版で作成」とありますが、
Excel版のファイルが貴市のホームページからダウ
ンロードできない様式が当様式の他にも複数ありま
すが、これら全てのファイルについて、貴市のホー
ムページからダウンロードできるようにしていただ
けないでしょうか。もし一部のみ対応可能な場合
は、定型様式による公平な審査が望ましい「（様式
Ⅲ－62）エネルギー使用計算書」及び「（様式Ⅳ－
14）損益計画」について、ご検討いただけないで
しょうか。

エネルギー使用計算書及び損益計画については、計
算書はWord、損益計画については、Excelで作成し
て下さい。
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頁
№ 資料名 該当箇所 タイトル 様式集の質問項 回　答

146 様式集 73 3 様式Ⅲ－45

本様式に記載する年額は、消費税及び地方消費税を
抜いた金額を記載すればよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

147 様式集 73 3 様式Ⅲ-45

四半期毎に記載する金額は、支払いベースで記載す
るのでしょうか。それとも、発生ベースで記載する
のでしょうか。

発生ベースで記入して下さい。

148 様式集 73 3
（様式Ⅲ－45）
年度別維持管理
計画表

「様式Ⅳ-8分類」の初期表記ですが、整合性の観点
より、入札説明書p.5「2(7)本事業の概要」や、要
求水準書p.2「1(2)オ対象施設及び対象業務」の項
目単位に名称やレベル等を合わせて、変更していた
だけないでしょうか。

Ⅲ-45を修正します。

149 様式集 73 3
（様式Ⅲ－45）
年度別維持管理
計画表

「区分」「番号」「名称」「工種」について、（様
式Ⅲ－25）～（様式Ⅲ－35）の「各主要施設リス
ト」の「名称」及び「各項目」を転記するとの理解
でよろしいでしょうか。

可能な限り集約して記載して下さい。

150 様式集 73 （様式Ⅲ-45）

当該様式の1年目を「平成29年度」とすると、15年
目は「平成43年度」となり、維持管理期間終了予定
の平成45年1月末日に相当する「平成44年度」の記
載が漏れてしまいます。16年目も作成すればよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

151 様式集 86 3 技術提案書(様
式Ⅳ）

様式Ⅳの形式は、枠の大きさ等も含めてこのままの
様式を使うのでしょうか。それとも、こちらで枠の
大きさを変更してもよいのでしょうか。

枠の大きさ等は変更してもかまいません。

152 様式集 88 3 様式Ⅳ-2-①

事業スキーム上に登場する企業名は、正本・副本と
もにこの様式Ⅳ-2-①に関しては実名記載で宜しい
でしょうか。（マスキング等は不要か）

副本には、入札参加者等の名称（企業名）、所在
地、企業名を特定・類推できるマーク（社章）等は
記載しないで下さい。なお、担当する業種等を記載
してください。

153 様式集 88 3
（様式Ⅳ－２－
①）事業スキー
ム図

明記はされていませんが、「（様式Ⅳ－２－①）事
業スキーム図」には、「入札参加者の構成員ではな
い出資者」を含む、全ての出資者を記載する必要が
あるとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

154 様式集 90

様
式
Ⅳ-
3

全体マネジメン
ト体制

２　当面のマネジメント担当予定者とは代表企業の
監理技術者を指すものとの理解でよろしいでしょう
か？

ご質問の内容も一例と考えます。
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頁
№ 資料名 該当箇所 タイトル 様式集の質問項 回　答

155 様式集 92

様
式
Ⅳ-
5

セルフモニタリ
ング計画

様式Ⅲ-39にもモニタリングについての記載が求め
られていますが、Ⅲ-39は業務内容に対するモニタ
リングでⅣ-5はSPCの経営に対するモニタリングも
含むものとの理解でよろしいでしょうか？

様式Ⅲ－39、様式Ⅳ－5は修正致しました。

156 様式集 94 3 様式Ⅳ－７－①
Ａ

金額を千円未満切捨てで記入すると、各枠内記載の
数値の合計が、小計欄の数値と合致しなくなる恐れ
がありますが、ご了解頂けますでしょうか。

千円単位で整合を確認します。原則四捨五入で計算
して下さい。四捨五入による相違はかまいません。

157 様式集 94 3 様式Ⅳ－７－①
Ａ

本様式に記載する年額は、消費税及び地方消費税を
抜いた金額を記載すればよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

158 様式集 94 3 様式Ⅳ－７－①
Ａ

本様式には、費用の発生する時期に応じて記載する
と考えてよろしいでしょうか。それとも、実際の支
払い時期に応じて記載するのでしょうか。前者の場
合は、出来高を記載するのでしょうか。それとも、
市から支払われる金額（出来高の10分の9以内）を
記載するのでしょうか。

様式Ⅳ－７－①A～様式Ⅳ－８Dについては、想定さ
れる出来高に応じて記載して下さい。

159 様式集 94 3 様式Ⅳ－７－①
Ａ及びＢ

様式Ⅳ－７－①Ａ及びＢの「開業関連費」の一部費
目が一致しておりません。Ａには「特別目的会社組
成費用」「調達金利」「融資手数料」とあり、Ｂに
は「契約関連経費」となっております。いずれに合
せればよろしいでしょうか。

様式Ⅳ－７－①Aに合せて下さい。様式Ⅳ－７－①B
は修正致します。

160 様式集 94 3
（様式Ⅳ－７－
①Ａ）施設整備
費見積り

「施設整備費見積り」は、物価変動を除いた、出来
高の10 分の９以内の額である「サービス対価Ａ」
の額を記載すればよろしいでしょうか。

想定される出来高を記入して下さい。

161 様式集 94 3
（様式Ⅳ－７－
①Ａ）施設整備
費見積り

（様式Ⅳ－７－①Ａ）の「事業者用作業所」や（様
式Ⅳ－７－①Ｂ）の「事業者用管理棟」について、
具体的な内容をご教示ください。

修正します。

162 様式集 94 様式Ⅳ-7-①Ａ
（注1）積算根拠欄がありませんが、合計欄の右に
作成するというイメージでしょうか。

積算根拠は様式Ⅳ－７－①Bに記載して下さい。

163 様式集 94 様式Ⅳ-7-①Ａ
記載金額は、税込表示でしょうか。税抜表示でしょ
うか。

税抜表示です。

164 様式集 95 様式Ⅳ-7-①B

本様式については、ページ数に規定はないものとの
理解でよろしいでしょうか？その場合、どこまでの
明細が必要となるのでしょうか？

前段：ページ数に規程はありません。
後段：一般的にいう明細書までです。
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頁
№ 資料名 該当箇所 タイトル 様式集の質問項 回　答

165 様式集 97 1 様式Ⅳ-8Ａ
各項目の費用については、場外施設も含めた合算値
でよろしいでしょうか。

様式集を修正致します。

166 様式集 97 3 様式Ⅳ－８Ａ

「脱水ケーキの有効利用業務」を提案する場合、当
該業務に要する費用は、別途費目を追加して計上す
ればよろしいでしょうか。それとも、「その他」に
計上するのでしょうか。その場合は入札金額には含
まれないのでしょうか。

様式集を修正致します。

167 様式集 97 3 様式Ⅳ－８Ａ

「脱水ケーキの有効利用業務」を提案する場合、当
該業務に必要となる設備等の初期費用は、維持管理
期間の年額に平準化して計上するのでしょうか。そ
れとも、様式Ⅳ-7-①Ａの施設整備費見積りに計上
するのでしょうか。

様式Ⅳ-7-①Aの施設整備費見積りに記載して下さ
い。

168 様式集 97 3 様式Ⅳ－８Ａ

サービス対価Ｂの対象である「男川浄水場の維持管
理費」とサービス対価Ｄの対象である「場外施設等
の維持管理費」は、同じ費目にまとめて計上するの
でしょうか。それとも、分けて計上するのでしょう
か。また、該当する費目がない場合、費目を追加し
てもよろしいでしょうか。

様式集を修正致します。

169 様式集 97 3 様式Ⅳ－８Ａ

特別目的会社運営費用は「その他の費用」に計上す
ればよろしいでしょうか。

特別目的会社運営費用を計上する場合は「その他の
費用」に、特別目的会社運営費用がわかるように計
上して下さい。

170 様式集 97 3
（様式Ⅳ－８
Ａ）維持管理業
務費見積り

「場外施設等維持管理業務」の業務内容は、「男川
浄水場維持管理業務」と同様に、入札説明書や要求
水準書にて、整合性が保たれた状態で詳細項目まで
定義されておりますので、見積り表の初期項目を全
体的に見直していただけないでしょうか。

様式Ⅳ-8-Ａを修正致します。

171 様式集 97 3
（様式Ⅳ－８
Ａ）維持管理業
務費見積り

「（注２）初年度の４月～翌年３月の１年間の費用
を記入してください。」とありますが、事業開始初
年度は２月～３月の２ヶ月間のため、「翌年度の４
月～」との理解でよろしいでしょうか。

初年度は２ヶ月分請求してください。

23/29



H240528様式集に関する質問への回答

頁
№ 資料名 該当箇所 タイトル 様式集の質問項 回　答

172 様式集 97 3
（様式Ⅳ－８
Ａ）維持管理業
務費見積り

民間事業者控え室等のユーティリティーは事業者負
担ですが、公平な審査を行うために、貴市が設定す
る電気代等の単価を公表し、全ての応募グル―プ
が、一律単価による提案となるようにしていただけ
ないでしょうか。

中部電力の従量料金（120kwh以下）の17.05円/kwh
とし基本料金は、0として下さい。

173 様式集 97 Ⅳ-8Ａ
維持管理業務費
用見積り

「脱水ケーキの有効利用業務」を提案する場合、当
該業務に要する費用は、別途費目を追加して計上す
ればよろしいでしょうか。それとも、「その他」に
計上するのでしょうか。その場合は入札金額には含
まれないのでしょうか。

様式集を修正致します。

174 様式集 97 Ⅳ-8Ａ
維持管理業務費
用見積り

「脱水ケーキの有効利用業務」を提案する場合、当
該業務に必要となる設備等の初期費用は、維持管理
期間中の年額に平準化して計上するのでしょうか。
それとも、様式Ⅳ-7-①Ａの施設整備費積算表に計
上するのでしょうか。

様式Ⅳ-7-①Aの施設整備費見積りに記載して下さ
い。

175 様式集 97 Ⅳ-8Ａ
維持管理業務費
用見積り

当該様式は、サービス対価Ｂ及びＤの内訳と理解し
てよろしいでしょうか。その場合、サービス対価Ｂ
の対象である「男川浄水場の維持管理費」とサービ
ス対価Ｄの対象である「場外施設の維持管理費」
は、同じ費目にまとめて計上するのでしょうか。そ
れとも、分けて計上するのでしょうか。また、該当
する費目がない場合、費目を追加してもよろしいで
しょうか。

前段のご理解のとおりです。

176 様式集 97 様式Ⅳ-8Ａ

記載金額は、税込表示でしょうか。税抜表示でしょ
うか。

税抜表示です。

177 様式集 98

様
式
Ⅳ-
8-B

維持管理業務費
積算表

本様式については、ページ数に規定はないものとの
理解でよろしいでしょうか？その場合、どこまでの
明細が必要となるのでしょうか？

ページ数に規定はありません。一般的な明細書レベ
ルを想定していますが、可能な限り詳細について記
載してください

178 様式集 99 1 様式Ⅳ-8B

最終年度が「15年目」と記載されていますが、16年
目の誤りという理解でよろしいでしょうか。「平成
29年度」を「１年目」とした場合、記載がずれるこ
とになります。

ご理解のとおりです。
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179 様式集 99 3 様式Ⅳ－８Ｃ

本様式に記載する年額は、消費税及び地方消費税を
抜いた金額を記載すればよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

180 様式集 99 3 様式Ⅳ－８Ａ

要求水準書（案）に対する質問回答NO.759によると
「パンフレット等の作成費用はイニシャルコストと
して考えている」とのことでしたが、当該作成費用
は、「施設見学対応協力業務費」として事業期間で
平準化した金額を年額に計上するのでしょうか。

パンフレット等の作成費用は施設整備費に含めて下
さい。

181 様式集 99 3
（様式Ⅳ－８
Ｃ）修繕業務費
見積り

「（注４）入札説明書別添資料５「事業契約書
（案）」に該当する費用」とありますが、この注記
の意味合いについて、ご教示ください。

（注）4は、削除致します。

182 様式集 99
（様式Ⅳ-8Ｃ）
修繕業務費見積
り

当該見積の平成44年度は、16年目と思われます。16
年目と修正してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

183 様式集 100

様
式
Ⅳ-
8-D

修繕業務費積算
表

本様式については、ページ数に規定はないものとの
理解でよろしいでしょうか？その場合、どこまでの
明細が必要となるのでしょうか？

ページ数に規定はありません。一般的な明細書レベ
ルを想定していますが、可能な限り詳細について記
載してください

184 様式集 101 3

（様式Ⅳ－９）
年度別サービス
の対価支払予定
表

年度の単位が四半期別になっていますが、サービス
対価Ａの支払いは年度末１回のため、設計・工事期
間中は年度別の表で良いとの理解でよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

185 様式集 101 様式Ⅳ-9

整備業務工程を短縮した場合、維持管理業務開始が
早まりますが、維持管理におけるサービス対価B、
C、Dの支払いも業務開始にあわせ早まると考えてよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

186 様式集 102 3 様式Ⅳ-10

借入先（融資者）の名称は、正本・副本ともに実名
記載しても宜しいのでしょうか。

副本には、会社の名称（企業名）、所在地、企業名
を特定・類推できるマーク（社章）等は記載しない
で下さい。
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187 様式集 103 3 様式Ⅳ-11

融資者からの関心表明書を添付する場合、正本・副
本ともに融資者の名前は実名記載しても宜しいので
しょうか。

副本には、会社の名称（企業名）、所在地、企業名
を特定・類推できるマーク（社章）等は記載しない
で下さい。

188 様式集 104 3 様式Ⅳ－12

本様式は、外部借入金を予定しない場合は、所定の
表には数値等を記入せず、空白で提出すればよろし
いでしょうか。

様式集を修正致します。

189 様式集 104 3 様式Ⅳ-12

単位が千円となっていますが、百円以下の数値は四
捨五入や切り捨て等、長期収支計画等の数値と合致
するように、事業者の判断で作成して宜しいでしょ
うか。

千円未満の記載のない様式は、千円単位で整合を確
認します。

190 様式集 104 3 様式Ⅳ-12

外部借入金が無い場合は、提出不要と考えて宜しい
でしょうか。

様式集を修正致します。

191 様式集 104 3
（様式Ⅳ－12）
借入金返済計画
等

「資金管理に関する考え方を記載してください」と
ありますが、定型書式のため「考え方」を記載する
箇所がありませんので、表を作成することが考え方
を示すことになるとの理解でよろしいでしょうか。

様式集を修正致します。

192 様式集 104

様
式
Ⅳ-
12

借入金返済計画
等

「外部借入金を計画している場合のみ」とあります
が、外部借入金を計画していない場合、本様式は除
外してもよろしいでしょうか？

様式集を修正致します。

193 様式集 104 借入金返済計画
等

借入金が無い場合は、様式Ⅳ-12は提出する必要が
ないと考えてよろしいのでしょうか。

様式集を修正致します。

194 様式集 105 3 様式Ⅳ-13-①

収入内の「余裕金運用益」が意味するものをお示し
下さい。

預貯金等の資産の運用益収入です。
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195 様式集 105 3 様式Ⅳ-13-①

資金需要中の「初期投資」と「設備投資」の違いを
お示し下さい。

施設引渡時までに投資するものを初期投資に、施設
引渡後に投資するものを設備投資として記入して下
さい。

196 様式集 105 3 様式Ⅳ-13

単位が千円となっていますが、百円以下の数値は四
捨五入や切り捨て等、事業者の判断で作成して宜し
いでしょうか。

千円単位で整合を確認します。原則四捨五入で計算
して下さい。四捨五入による相違はかまいません。

197 様式集 105 3 様式Ⅳ－13－①

消費税及び地方消費税を抜いた金額を記載するよう
ご指示されておりますが、資金計画において、仮払
い消費税や消費税還付については、考慮しなくても
構わないでしょうか。考慮すべき場合は、今後入札
までの間に消費税率が引き上げが決定した場合の計
算方法について、ご指示願います。

前段のご理解のとおりです。

198 様式集 105 3 様式Ⅳ－13－①

「脱水ケーキの有効利用業務」を提案する場合、脱
水ケーキの売却収入は、サービス対価収入とは別に
営業収入として売上計上し、脱水ケーキの譲渡を受
けるため市にお支払いする費用は、営業費用に計上
するのでしょうか。それとも、当該業務に係わる収
支は、営業外損益として扱うのでしょうか。

前段の方法で計上されると考えます。

199 様式集 105 3
（様式Ⅳ－13－
①）長期収支計
画①

用紙はＡ３版の複数ページでも可能でしょうか。 可能です。

200 様式集 106 3
（様式Ⅳ－13－
②）長期収支計
画②

「初年度の金額」とありますが、年度とは「４月か
ら翌年３月まで」との理解でよろしいでしょうか。
もしその場合、維持管理開始が４月以外の可能性が
高いため、維持管理期間中に最初に到来する「４月
から翌年３月まで」が、初年度との理解でよろしい
でしょうか。

様式集を修正致します。

201 様式集 107 3 様式Ⅳ－14

損益計算書は、発生主義で作成すればよろしいで
しょうか。この場合、売上（サービス対価Ａ）は、
当該年度の想定出来高を計上するのでしょうか。そ
れとも市からの対価支払想定額（出来高の10分の
9）を計上するのでしょうか。

損益計算書は発生主義で作成してください。
対価が未収のものは未収部分がわかるように計上し
てください。
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202 様式集 107 3 様式Ⅳ－14
（注2）の「社外流出額」とは具体的に何を指すの
でしょうか。

配当金等が考えられます。

203 様式集 107 3 様式Ⅳ-14

損益計算は、長期収支計画のＰ/Ｌ（損益計算書）
で代える事は可能でしょうか。その他、標記が必要
な項目等があれば、具体的にお示し頂けませんで
しょうか。

可能です。なお、売上高、売上原価、売上総利益、
販売費・一般管理費、営業利益、営業外利益、営業
外費用、経常利益、当期利益については記載して下
さい。

204 様式集 107 3 （様式Ⅳ－14）
損益計画

用紙はＡ３版の複数ページでも可能でしょうか。 可能です。

205 様式集 107 Ⅳ-14 損益計画

「脱水ケーキの有効利用業務」を提案する場合、脱
水ケーキの売却収入は、サービス対価収入とは別に
営業収入として売上計上し、脱水ケーキの譲渡を受
けるため市にお支払いする費用は、営業費用に計上
するのでしょうか。それとも、当該業務に係わる収
支は、営業外損益として扱うのでしょうか。

前段の方法で計上されると考えます。

206 様式集 107

様
式
Ⅳ-
14

損益計画

「社外流出額」とは、配当、支払い、借入金返済の
こととの理解でよろしいでしょうか？

配当金が該当します。

207 様式集 107 様式Ⅳ-14

損益計算書の見込みに関して、様式Ⅳ-13-①記載の
収支計画欄の部分がそのものと思われますが、当該
様式を提出する必要性について、ご教示願います。

損益計算書は収支計画よりも細かい内容での記載を
求めています。

208 様式集 109 3 （様式Ⅳ－16）
リスク対応計画

（注２）の「本事業の実施方針別紙２のリスク分担
表」とは、「本事業の実施方針p.19の【リスクと責
任分担表】」との理解でよろしいでしょうか。

様式集を修正致します。

209 様式集 109

様
式
Ⅳ-
16

リスク対応計画

様式Ⅲ-38にもリスク対応についての記載が求めら
れていますが、Ⅲ-38は建設や維持管理業務を実施
する上でのリスク対応についての記載、Ⅳ-16はSPC
の経営に関するリスクも含むものとの理解でよろし
いでしょうか？

様式集を修正します。

210 様式集
101
(73
)

3 様式Ⅳ-9（及び
Ⅲ-45）

単位が千円となっていますが、百円以下の数値は四
捨五入や切り捨て等、総計欄の合計金額が様式Ⅱ-2
と合致するように、事業者の判断で作成して宜しい
でしょうか。

千円単位で整合を確認します。原則四捨五入で計算
して下さい。四捨五入による相違はかまいません。
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211 様式集
73
～
75

3 様式Ⅲ－45

単位が千円となっていますが、百円以下の数値は四
捨五入や切り捨て等、事業者の判断で作成して宜し
いでしょうか。また、金額は税抜表示で宜しいで
しょうか。

千円単位で整合を確認します。原則四捨五入で計算
して下さい。四捨五入による相違はかまいません。

212 様式集

94
97
99
101
102
104
105

1 金額の記載

当初記載されていた「千円未満切捨て」との記載が
削除されましたが、変わらず金額は、「千円未満切
捨て」との理解でよろしいでしょうか。

千円単位で整合を確認します。原則四捨五入で計算
して下さい。四捨五入による相違はかまいません。

213 様式集
97
(99
)

3 様式Ⅳ-8Ａ（及
び8Ｃ）

金額を千円未満切捨てで記入すると、各枠内記載の
数値の合計が、小計欄の数値と合致しなくなる恐れ
がありますが、ご了解頂けますでしょうか。また、
金額は税抜表示で宜しいでしょうか。

千円単位で整合を確認します。原則四捨五入で計算
して下さい。四捨五入による相違はかまいません。

214 様式集 HP

HP雛形のデータ
「 様式集／3-
10、3-64、4-7-
1A（EXCLE：
49.5KB）」

様式Ⅲ-10はⅢ-7、様式Ⅲ-64はⅣ-8（表右上の標記
含む）の誤りという理解でよろしいでしょうか。

様式集を修正致します。

215 様式集 鳥瞰図、立面図

鳥瞰図や立面図については、記載するかしないかの
判断は、事業者側の判断でよろしいでしょうか。
また、記載する場合には、鳥瞰図、立面図のカット
数は事業者側の提案でよろしいでしょうか。

前段：提案書別添資料を参照して下さい。
後段：同上の規定に従って下さい。
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