
（１）

No 資料名 頁 項目 内容 回答

1 要求水準書 3 1.3.3.

設計・施工期間：事業契約締結日～平
成32年3月31日（約1年間）とあります
が、阿品台中学校大規模改修工事と
空調設備整備（仮設置及び移設など）
が重なる為、平成32年12月までの工期
と考えて宜しいでしょうか？

・仮設置は、平成31年7月中旬まで。
・管理特別教室棟は、平成32年3月ま
で。
・普通教室棟への移設は、平成32年
10月まで。
と考えてください。

2 要求水準書 6 1.4.1.ア

総括責任者を事業期間にわたり１名配
置するように記載がありますが、変更す
る場合の記載がありますので、施工期
間中及び維持管理期間で総括責任者
を変更することは可能との理解で宜し
いでしょうか？

ご理解のとおりです。

3 要求水準書 7 1.8.

『事業最終年度の空調設備の運用期
間中に一斉点検を行い、…、事業期間
終了の2年前までに終了後5年間の維
持管理・修繕計画を策定し、……提案
を行うこと。』とありますが、事業期間終
了の2年前までに計画を策定すると、
事業最終年度の一斉点検結果を反映
するは出来ませんが宜しいでしょう
か？

終了後5年間の維持管理・修繕計画を
把握し、概略の計画を立案する目的で
す。
最終年度の一斉点検結果について
は、必要に応じて修正等の提案をして
ください。

4 要求水準書 9 2.3.2.(4)

設計企業：自主検査を実施
              結果の報告
　事業者 ：（設計図の）完了検査を実
施
               　　　　　　結果の報告
　 貴市　 ：完了確認検査を実施
となっていますが、この事業者とは誰で
しょうか？
設計図に関しての自主検査結果の報
告を受け、完了検査を実施することが
できる事業者は、設計企業しか無いと
考えますので、事業者＝設計企業と読
み替えて宜しいでしょうか？

構成企業以外の設計企業が設計した
場合、設計を行った企業が自主検査
を行い、完了検査は構成企業の設計
企業が実施してください。
全ての対象校を構成企業の設計企業
が実施する場合は事業者＝設計企業
という理解ですが、設計企業が1社の
場合は、自主検査を行う技術者と完了
検査を行う技術者は別とし、構成企業
内に複数の設計企業で構成する場合
は、それぞれ別企業が実施してくださ
い。

5 要求水準書 9，13
2.3.2.(2)，
3.3.2.(2)

各種関係機関の連絡先リストはご開示
頂けるとの理解で宜しいでしょうか？ま
た、ご開示頂ける場合、いつ頃の予定
でしょうか？

提示できる資料については、必要な時
期に準備します。

6 要求水準書 10 3.2.1.

施工責任者の条件である監理技術者
とは、元請工事、下請工事、官公庁、
民間、建物種別等の制限はないとの理
解で宜しいでしょうか？

本事業の専任であると、ご理解くださ
い。

7 要求水準書 10 3.2.2.
施工担当者について、協力会社から
選任する事は可能との理解で宜しいで
しょうか？

構成企業からの選任であると、ご理解
ください。

8 要求水準書 10 3.3.1.(1)イ
阿品台中学校大規模改修工事の図
面、工程表等資料はいつご提供頂け
る予定でしょうか？

提示できる図面等の資料については、
必要な時期に準備します。

9 要求水準書
10，
15

3.3.1.(1)ア，
3.3.2.(4)エ

『平成32年3月31日までに空調設備の
引渡しが完了し』とありますが、阿品台
中学校の空調設備引渡日も同様に平
成32年3月31日までで、引渡し後に移
設業務があるとの理解で宜しいでしょう
か？

ご理解のとおりです。

10 要求水準書 11 3.3.1.（4）

作業日は原則として土曜日、日曜日、
祝日とありますが、休日中の鍵の開錠
等については学校側で対応して頂ける
ものと理解して宜しいでしょうか？ま
た、警備員等を配置する必要がありま
すでしょうか？必要な場合は事業者負
担でしょうか？

基本的には本市（各学校含む）で対応
する予定です。そのため、警備員等の
配置は考えていませんが、作業等で
必要であれば事業者負担で対応して
ください。

  「廿日市市立小中学校空調設備整備事業」　入札説明書等に関する質問回答書



11 要求水準書 11 3.3.1.(4)ア
各校の行事予定、長期休業日の情報
はご開示頂けるとの理解で宜しいで
しょうか？

ご理解のとおりです。

12 要求水準書 11 3.3.1.(4).ア

現場作業日は、原則として土曜日、日
曜日、祝日、対象校が定める休校日及
び長期休業日とありますが、学校関係
者が立ち会われるとの理解で宜しいで
しょうか？

学校関係者の立会いは、考えていま
せん。

13 要求水準書 11 3.3.1.(4).ウ

やむを得ない事由により平日作業等が
必要なる場合は協議とありますが工程
上、厳しいと判断した場合、協議により
平日作業は可能であるとの理解で宜し
いでしょうか？

作業内容にもよりますが、協議により平
日作業は可能であると、ご理解くださ
い。

14 要求水準書 11 3.3.1.(1)カ

生徒・児童の作品等については唯一
無二のものであるため、保護の観点か
ら、夏休み等の長期休暇期間中は
各々ご家庭にお持ち帰り頂くか、本事
業の対象室以外の教室等に移動させ
ておいて頂くことは可能でしょうか？

作業に支障となる作品等については
移動可能ですが、それ以外の移動は
考えていません。

15 要求水準書 12 3.3.1.（5）
学校内に仮設事務所・休憩所等の設
備を設置することは可能との理解で宜
しいでしょうか？

ご理解のとおりです。

16 要求水準書 13 3.3.2.(2)ア
電気容量増設に伴う年間保守費用の
総額分は貴市にてご負担されるとの理
解で宜しいでしょうか？

ご理解のとおりです。

17 要求水準書 14 3.3.2.(2)エ

事業者が負担する費用として警備解除
費用及び未警戒状態になった場合の
ガードマン費用について記載がありま
せんが、費用が発生した場合は貴市に
てご負担されるとの認識で宜しいでしょ
うか？

当該費用及び未警戒状態が生じない
ような施工計画及び仮設計画としてく
ださい。

18 要求水準書 14 3.3.2.（2）エ

「本工事の着手前に市、対象校及び市
が委託する警備管理業者と協議し、」と
記載がありますが、「着手前」とは事業
契約締結後～対象校の工事着手前の
期間との理解で宜しいでしょうか？

ご理解のとおりです。

19 要求水準書 14 3.3.2.（4）ア

「市はこれより空調設備を使用するもの
とする。」との記載がありますが、引渡し
検査前に使用するとの理解で宜しいで
しょうか？

部分使用の手続きを行い、引渡し検査
前に使用するよう考えています。

20 要求水準書 15 3.3.2.(4)

　 施工企業　 ：自主検査を実施
    　　　           結果の報告
工事監理企業：①監理者検査を実施
 
　　　事業者　 ：②完成検査を実施（①
の後）
               　　　　　結果の報告
　 　　貴市　　 ：引渡し検査を実施
となっていますが、この事業者とは誰で
しょうか？
施工に関しての自主検査結果の報告
を受け、完了検査を実施することがで
きる事業者は、施工企業しか無いと考
えますので、事業者＝施工企業と読み
替えて宜しいでしょうか？それとも工事
監理企業でしょうか？
・また、①監理者検査の実施依頼は貴
市にてなされるとの理解で宜しいでしょ
うか？この場合、依頼から監理者検査
実施日までの期限は可能な限り短い
期間を設定して頂けないでしょうか？
（事業者が設定した引渡日に引き渡す
ことができないリスクになります）

構成企業以外の施工企業が施工した
場合、自主検査は施工を担った企業
が行ない、完了検査は構成企業の施
工企業が実施してください。
全ての対象校を構成企業の施工企業
が実施する場合は事業者＝施工企業
という理解ですが、１社で施工業務を
行う場合は、自主検査を行う技術者と
完了検査を行う技術者は別とし、構成
企業内に複数の施工企業で構成する
場合は、それぞれ別企業が実施してく
ださい。
監理者検査はご理解のとおりです。そ
のため、スケジュールについては、供
用開始時期及び監理者検査の期間を
考慮してください。



21 要求水準書 15 3.3.2.（5）

既存空調施設の撤去業務について機
器・配管・冷媒ガス回収及び処分も含
まれているとの理解で宜しいでしょう
か？

ご理解のとおりです。

22 要求水準書 20 6.2.1.シ、ス
塗装スペース確保及び臭気を考慮し、
ＶＥ管及び塗装無しのの提案が可能と
なるよう変更して頂けないでしょうか？

要求水準書どおりでお願いします。
ただし、屋外露出配管のため、劣化や
景観に対し配慮されたものであれば、
内容により可能とします。

23 要求水準書 21 6.2.1.ツ

『実施方針等に関する質問回答書』に
おいて、撤去器具のPCB含有調査に
ついて、「空調設備の設置に伴い撤去
した器具のみ調査する」とのご回答で
したが撤去した器具は全数調査でしょ
うか？また、「市が保管する内容に変
更する」とのご回答でしたが、「市が保
管する」との記載がありません。「結果
を市に報告し、含有が認められた既存
器具の安定器は市が保管する。」との
理解で宜しいでしょうか？

同一型番は１台の調査と考えてくださ
い。
ＰＣＢ含有の安定器等は、市が保管し
ます。

24 要求水準書 21 6.2.1.

『実施方針等に関する質問回答書』に
おいて、屋外条件は「廿日市・大野・宮
島地域、佐伯地域、吉和地域に分け
る」とのご回答でしたが、各地域の室外
条件が示されておりませんのでご教授
頂けないでしょうか？

屋外条件については、気象庁の観測
データから、「廿日市・大野・宮島地
域」を大竹観測所、「佐伯地域」を廿日
市津田観測所、「吉和地域」を加計観
測所としてください。
なお、屋外条件について
　乾球温度　夏季  34.3→34.9（14時）
  絶対湿度　夏季  19.7→18.1（14時）
               　冬季    2.3→   2.7
に変更します。

25 要求水準書 21 4.3.1.(3)ウ

対象校該当する観測所とは
廿日市津田観測所：「友和小学校」、
「津田小学校」、「佐伯中学校」
加計観測所：「吉和学園」
大竹観測所：上記４つ以外
との認識で宜しいでしょうか？

ご理解のとおりです。

26 要求水準書 21 6.2.1.セ

施工の工期工程上及び既存埋設配管
を考慮し、人及び既存構造物等に支
障がない場合は、基本架空及び露出
配管にて対応させて頂けないでしょう
か。

露出配管は可能です。また、架空につ
いては、施工上困難な場合に限り可能
とします。

27 要求水準書 22 6.2.2.ス

「積雪地域では防雪対策を検討」との
記載がありますが、防雪対策としてどの
ような対策を想定されているかご教示
頂けないでしょうか？

「防雪フード及び架台」等を想定して
います。

28 要求水準書 22 6.2.2.ス

『実施方針等に関する質問回答書』に
おいて、「積雪地域」は佐伯地域、吉
和市域との事でしたが、具体的には
「友和小学校」、「津田小学校」、「佐伯
中学校」、「吉和学園」との理解で宜し
いでしょうか？

ご理解のとおりです。

29 要求水準書 22 6.2.2.ケ

ボール等による破損防止として室外機
を保護する囲い等を設置とありますが、
囲い等とは室外機付属品の防護ネット
（学校空調用）も含まれるとの理解で宜
しいでしょうか？

防護ネットは含みますが、ボール等に
よる破損防止、児童・生徒への安全確
保が図れる囲い等にしてください。

30 要求水準書 22 6.2.2.ケ

生徒が近ずく恐れのない場所（施錠さ
れた場所等）に設置する室外機につい
ては、室外機を保護する囲い等を設置
しない計画として宜しいでしょうか？

ご理解のとおりです。

31 要求水準書 22 6.2.2.セ

パッケージエアコンの室外機の場合、
コンクリート基礎ではなく置型ブロック
基礎とし、転倒防止金具にて転倒対策
する施工方法で耐震対策とする計画を
ご提案して宜しいでしょうか？

ご理解のとおりです。ただし、屋上等
に設置する場合は、耐震及び防振対
策を行ってください。



32 要求水準書 22 6.2.3.エ

照明、火災報知機、扇風機、スクリーン
などが干渉する場合、事前に市及び対
象校と協議し、撤去又は移設などを行
い適切に処置することとありますが、既
存の暖房機器の撤去費用は、貴市に
て負担されるとの理解で宜しいでしょう
か？

既存の暖房機器については撤去は行
いません。ただし、作業の支障となる
場合は、本業務で撤去等の対応をお
願いします。

33 要求水準書 23 6.3.2.

空調設備のドレンはルーフドレン、雨
水側溝、植栽などに放流となっていま
すが、いずれか直近の放流先に放流
するとの理解で宜しいでしょうか？

ご理解のとおりです。

34 要求水準書 23 6.4.3.イ

既存キュービクルに対して改修等行わ
ず、別置でキュービクルを増設（新設）
する場合、既存キュービクルに対して
の塗装は行わなくてもよいとの理解で
宜しいでしょうか？

既存キュービクルの外装部分の塗装
を実施してください。

35 要求水準書 24 6.5.ウ
撤去予定のトランス類のみPCB含有調
査を行うとの理解で宜しいでしょうか？

ご理解のとおりです。

36 要求水準書 24 6.5.ウ

『実施方針等に関する質問回答書』に
おいて、「市が保管する内容に変更す
る」とのご回答でしたが、「市が保管す
る」との記載がありません。「結果を市
に報告し、含有が認められた既存機器
は市が保管する。」との理解で宜しい
でしょうか？

ご理解のとおりです。

37 要求水準書 27 7.2.1.

質問No.4と同様ですが、【設計業務完
了後】の提出書類のうち、「事業者によ
る完了検査記録」の事業者とは誰で
しょうか？

構成企業の設計企業を担う事業者を
示します。

38 要求水準書 28 7.2.2.

質問No.20と同様ですが、【施工業務
完了時】の提出書類のうち、「事業者に
よる完成検査記録」の事業者とは誰で
しょうか？

構成企業の施工業務を担う事業者を
示します。

39 要求水準書 30 7.2.3.イ

10月10日、4月10日までにと日付指定
がありますが、休日の場合が考えられ
るので、10月10日（休日に当たる場合
は翌開庁日）のような表現に変えて頂く
ことは可能でしょうか？

後に公表する、事業契約書（案）をご
確認ください。

40 様式集

押印が必要な提出書類の各社の印鑑
は指定がありますでしょうか？（社長・
貴市入札参加資格名簿で委任先の支
店等があれば支店長等）

入札参加資格申請で届出している印
鑑を使用してください。

41 様式集

提案受付番号はどの時点で付与され
るのでしょうか？
提案書印刷時点で付与されていない
場合は空白で提出して宜しいでしょう
か？

入札参加資格審査結果の通知とあわ
せて、提案書受付番号をお伝えしま
す。

42 様式集

様式5
－3，
様式5
－4

消費税率は一律8％で計算して宜しい
でしょうか？
また、消費税率が変更になった場合
は、変更になった税率で再計算し、お
支払いいただけるとの理解で宜しいで
しょうか？

後に公表する、事業契約書（案）をご
確認ください。

43 様式集
様式
11-10

年間水光熱費の算定に用いる電力料
金の「基本料金」・「従量料金（電力用
料金・燃料費調整単価・再エネ発電促
進賦課金）」は中国電力株式会社様の
値を用いて宜しいでしょうか？また、燃
料費調整単価・再エネ発電促進賦課
金は月々調整されます（値が変わりま
す）が、何月の単価を用いれば宜しい
でしょうか？
同様に、ガス料金（都市ガス・ＬＰＧ）に
関してもどの会社の・いつ時点の単価
を用いれば良いでしょうか？

別途、資料提供いたします。



44 入札説明書 8 4.1.2.ウ

元請の経験（現場代理人、主任技術者
又は監理技術者としての経験に限る）
を有する技術者とありますが、官公庁、
民間、建物種別等の制限はないとの理
解で宜しいでしょうか？

住宅等のルームエアコンについては
実績として想定していません。

45 入札説明書 20 1.ア

空調設備整備教室配置図の中で、学
校が室外機の設置を希望しない場所
が数校ありますが、室外機設置可能
（希望）場所をお示し頂くことは可能で
しょうか？

要求水準書【6.2.2.】を参照してくださ
い。

（２）

1
入札説明書
要求水準書

16
5
22

別紙1
1.3.4

6.2.3 ｳ

平良小学校の普通教室ｵｰﾌﾟﾝ形態に
ついて、空調ｴﾘｱは教室のみとし廊下
は空調しないと考えて宜しいでしょう
か。その場合、ｵｰﾌﾟﾝ空間への空調空
気の流出を抑制する措置を行うと考え
れば宜しいでしょうか。

ｵｰﾌﾟﾝ形態の設計主旨を踏襲し、空
調使用期間における空調空気の流出
抑制措置を事業者負担で行う提案に
してください。

2
入札説明書
要求水準書

16
5
19

別紙1
1.3.4
5 ｱ

阿品台中学校、平成31年度・平成32
年度の大規模改修工事について、設
計図、電力会社・消防等との協議議事
録、教室移転ローテーション図をご提
示願います。

提示できる資料については準備しま
す。

3
入札説明書
要求水準書

16
5
19

別紙1
1.3.4
5 ｱ

阿品台中学校の工程は、【平成31年
度】①仮教室へ空調設置14室、②仮
教室へ移転、③管理特別教室棟へ空
調設置9室、④管理特別教室棟へ移
転、【平成32年度】⑤普通教室棟へ空
調設置14室と考えて宜しいでしょうか。
また、⑤の14室分は全て仮教室からの
移設と考えて宜しいでしょうか。

・仮教室へ空調設置（14室）は、平成
31年7月中旬まで。（その後、管理特
別教室棟が移転）
・管理特別教室棟へ空調設置（9室）
は、平成32年3月まで。（その後、仮教
室から管理特別教室棟へ移転）
・普通教室棟への空調移設（14室）
は、平成32年10月まで。
と考えてください。

4 要求水準書 8 2.1 ｲ
その他付随する業務で想定されている
項目があればご教示願います。

現時点では想定している業務は特に
ありませんが、事業開始後、設計業務
を実施するに当たり、必要な付随業務
が発生した場合は対応してください。

5 要求水準書 15 3.3.2 (5)
撤去対象教室の位置をご教示願いま
す。

提示できる資料については準備しま
す。

6 要求水準書 19 5 ｲ.ｳ.ｴ
本項における移設対象機器は本事業
にて整備した機器のみと考えて宜しい
でしょうか。（既存機器は含まない）

ご理解のとおりです。

7 要求水準書 20 6.1 ｱ

給食室の温湿度条件は、実施方針等
に関する質問回答書No.54,56の通り、
温度は調理時間外で25℃以下、湿度
は成行と考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

8 要求水準書 20 6.2.1 ｼ.ｽ
金属管を溶融亜鉛ﾒｯｷ管とした場合、
塗装は不要と考えて宜しいでしょうか。

塗装は必要と考えてください。

9 要求水準書 21 6.2.1 ｿ
屋外ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの仕様は、塩害地域を
除きｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製としても宜しいで
しょうか。

屋外ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの仕様は、ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
製としてください。

10 要求水準書 21 屋外条件

実施方針等に関する質問回答書
No.62にて、廿日市・大野・宮島地域、
佐伯地域、吉和地域に分けて検討とあ
ります。各地域の屋外条件をご提示願
います。

屋外条件については、気象庁の観測
データから、「廿日市・大野・宮島地
域」を大竹観測所、「佐伯地域」を廿日
市津田観測所、「吉和地域」を加計観
測所としてください。
なお、屋外条件について
　乾球温度　夏季  34.3→34.9（14時）
  絶対湿度　夏季  19.7→18.1（14時）
               　冬季    2.3→   2.7
に変更します。



11 要求水準書 21 外気負荷

学校環境衛生基準に記載のある通り、
容積180m3に対する換気量と考え、教
室形態に関わらず一律同じ換気量と考
えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

12 要求水準書
21

6.2.1 ﾁ

既存分電盤の予備回路や既存分電盤
の容量増設を行い、本事業で設置す
る機器の電力量の計量を可能とした場
合、既存分電盤より配線工事を行って
も宜しいでしょうか。

既存分電盤より配線工事を行うことは
可能です。

13 要求水準書 22 6.2.2 ｹ
室外機を保護する囲い等は周囲環境
によりﾌｪﾝｽ・ﾈｯﾄ等提案できると考えて
宜しいでしょうか。

ボール等による破損防止、児童・生徒
への安全確保が図れる囲い等での提
案を考えてください。

14 要求水準書 22 6.2.2 ｹ
室外機を保護する囲いについて、既存
の室外機がある場合、概ね既存に合わ
せた囲いと考えて宜しいでしょうか。

ボール等による破損防止、児童・生徒
への安全確保が図れる囲い等での提
案を考えてください。

15 要求水準書 22 6.2.3 ｵ

室内機振れとめ対策としての4面に斜
め材設置が困難な場合、同様な効果
での方法を提案できると考えて宜しい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

16 要求水準書 23 6.3.1 ｶ
屋外露出の配管仕上げは、塩害地域
を除きｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾗｯｷﾝｸﾞとしても宜しい
でしょうか。

屋外露出の配管仕上げは、ｽﾃﾝﾚｽﾗｯ
ｷﾝｸﾞとしてください。

17 要求水準書 23 6.4.3 ｲ

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内の回路・ブレーカを増設す
るのみの改修の場合や設置後間もな
いｷｭｰﾋﾞｸﾙの改修を行う場合は、協議
により塗装を省略する事は可能でしょう
か。

既存ｷｭｰﾋﾞｸﾙの状態により、判断した
いと考えます。

18 要求水準書
21
24

6.2.1 ﾂ
6.5 ｳ

PCB含有が確認された場合、実施方
針等に関する質問回答書No.61の通
り、市へ引き渡しと(学校内指定場所へ
残置等）と考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

19 要求水準書 24 6.5 ｳ

本事業において既設設備の老朽化を
起因とする既設設備の不具合につい
ては仮復旧費用も含め別途費用と考
えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

20 要求水準書 24 6.5 ｳ
ｷｭｰﾋﾞｸﾙの増設や分電盤を新設する
場合の機器仕様について、廿日市市
仕様とする必要はございますか。

要求水準書【1.3.2.ｳ】を参照してくださ
い。

21 要求水準書 27,28 7.2.1
設計図は空調設備設計図、電気設備
設計図の区分とし内容は任意と考えて
宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

22 要求水準書 27,28 7.2.1
積算書は数量に関する書類のみとし、
単価や労務費等の内訳書は不要と考
えて宜しいでしょうか。

国への交付金申請のための積算書
（単価等も含む）は必要となります。

23 要求水準書 27,28 7.2.1
見積検討資料とは具体的にどのような
ものかご教示願います。

積算書を作成する際に使用した見積
書等を想定しています。

24
既存受変電設備の変圧器容量及び契
約電力、既存最大負荷電流値等の資
料をご提供願います。

提示できる資料については準備しま
す。

25
監理業務との関わりについてご教示願
います。

設計協議、施工監理を想定していま
す。

（３）



1 要求水準書 7 1.8.

事業最終年度の空調設備の運用期間
中に一斉点検を行い、事業期間終了
の２年前までに終了後２年前までに終了後２年前までに終了後２年前までに終了後５年間の維持管
理、修繕計画を策定と有りますが、最
終年数と状態が変わりますが宜しいで
しょうか？

終了後5年間の維持管理・修繕計画を
把握し、概略の計画を立案する目的で
す。
最終年度の一斉点検結果について
は、必要に応じて修正等の提案をして
ください。

2 要求水準書 12 3.3.1(6)ア・イ

現地での騒音値測定について、学校
及び周辺の様々な音（風や虫(夏季は
セミ)の音、近隣の生活音、交通音な
ど）を拾うため、試験室のような状態を
作ることはできず、正確に機械音を測
定するのは困難です。(測定した数値
が機械音なのか、その他の音なのか識
別できません。)
そのため、弊社の試運転における音の
確認基準は、サービスマンの視聴によ
る異常音の有無とさせて頂いていま
す。
本件の確認方法は、測定ではなく、視
聴による異常音の有無確認でも良いで
しょうか。
（要求水準書（案）の時も同様の質疑を
行っていますが、同じ回答でしょうか。）

事業者の提案に委ねますが、騒音な
ど異常がないことを市へ報告し、市の
了承を得る確認方法としてください。

3 要求水準書 12 3.3.1(6)イ

現地での室内機の風量確認作業につ
いて、全台数となると作業時間とコスト
が大変多くなります。
そこで、1校毎にランダムに選定した代
表室内機による風量確認作業でも良
いでしょうか。
製品は量産品であり、機械的に生産ラ
インで製造されているので、全台数確
認を行っても同じ製品を考えられ、ま
た、室内機故障の確認であれば、試運
転時に機器データ等でも確認を行うこ
とが可能です。
（要求水準書（案）の時も同様の質疑を
行っていますが、同じ回答でしょうか。）

事業者の提案に委ねますが、選定し
た室内機について、市に合意を取り、
作業確認及び異常がないことを市に
報告し、了承を得てください。

4 要求水準書 13 3.3.1(6)エ

全教室の温度測定を行いますと、作業
時間とコストが大変多くなります。そこ
で、1校毎にランダムに選定した代表教
室による確認作業でも良いでしょうか。
各教室の機種は、面積に比例して同じ
ような選定になると考えられます。（平
米あたりの熱負荷は概ね同様の値と思
われます。）熱負荷が高いと考えられる
最上階の1教室で如何でしょうか。
（要求水準書（案）の時も同様の質疑を
行っていますが、同じ回答でしょうか。）

事業者の提案に委ねますが、選定し
た室内機について、市に合意を取り、
作業確認及び異常がないことを市に
報告し、了承を得てください。

5 要求水準書 20 6.1.ア

給食室において、25℃以下の室内温
度は、目標値との解釈でも良いでしょう
か。調理設備がある室内を絶対に25℃
以下に維持する場合、ダクト式の大規
模空調設備となる場合があり、【7.2.3
イ】にある厨房用エアコンでは困難で
す。そこで、25℃以下はあくまで目標
値とさせて頂きたく、お願いします。
（要求水準書（案）の時も同様の質疑を
行っていますが、同じ回答でしょうか。）

衛生管理基準上、25℃以下と定めら
れております。既設に設置するため、
調理中（火気を使用する時間）につい
ては、目標値といたしますが、それ以
外については、25℃以下になるよう対
応してください。



6 要求水準書 20 6.1.ア

給食室において、80％以下の室内湿
度は、成り行きとさせて頂きたく、お願
いします。調理設備がある室内では常
に水分が多く、絶対に80％以下に維持
する場合、大規模な換気設備・除湿設
備が必要な場合があります。また、
【7.2.3イ】にある厨房用エアコンでは、
湿度監視が出来ません。ただ、厨房用
エアコンは、冷房運転稼働中は除湿を
行います。そこで、厨房用エアコン稼
働及び換気設備による除湿（＝湿度監
視は出来ない⇒湿度成り行き)でも良
いでしょうか。

湿度については、空調設備のみでは
設定することは困難であるため、成行
とします。

7 要求水準書 23 6.4.1カ

全熱交換機との連動について、阿品台
中学校の計画内容が分からないため、
連動可能であるか確認が取れません。
計画内容の公表をお願いします。

提示できる資料については準備しま
す。

8 要求水準書
30、
33

7.2.3

基準燃費は、機器の定格燃費や安全
率等を乗じた値となっていますが、開
始後1年間の計測によって見直しと
なっています。開始1年目は機器も新
品で効率が良く、2年目以降は故障で
はなくとも機器劣化による燃費悪化が
懸念されます。また、計測1年目の気温
で冷夏・暖冬(＝燃費少ない)であり、2
年目以降で酷暑・寒冬(＝燃費多い)と
なると、どうしても基準燃費以下となら
ない場合も懸念されます。
基準燃費の想定は、1年目の測定結果
のみならず、気象条件や使用状況に
応じ、別途協議とさせて頂きたく、お願
い致します。
（要求水準書（案）の時も同様の質疑を
行っていますが、同じ回答でしょうか。）

本（案）のままでお願いします。
安全率は学校の現状（老朽度等）、冷
媒配管長の補正、空調設備の経年劣
化、応募者の維持管理内容を踏まえ
て、値を設定していただくことを想定し
ております。
2年目以降、基準燃費より実燃費が上
回る要因が、外気温や学校運用上な
ど第三者による影響であるか否かにつ
いては、モニタリングにより、市及び事
業者と協議の上、判断するものとしま
す。

1 入札説明書 14 8.8.1

『事業契約書(案)』を参照すること。と記
載していますが事業契約書(案)はいつ
公表されますか？公表から質問締切ま
で何日猶予を頂けますか？

11月中旬頃には、公表予定です。

2 入札説明書 16 別紙1

※3の阿品台中学校の大規模改修工
事の工程表は頂けますか？又粗方の
調整は自治体様がしてくれるのでしょう
か？

提示できる資料については準備しま
す。また、必要な調整は市（各学校含
む）及び関係者で行うことを想定して
います。


