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№ 資料名 ページ 項　目　名 質　　　　　　　　　問 回　　　　　答

2 募集要項 3
６　事業方式
【市と事業者との
役割分担】

保育所事業は「ＰＦＩ事業の対象外」とあり
ますが、保育所運営者が当所にて事業継続が
困難になった場合においても、建物・設備維
持管理業務を含めて、他のＰＦＩ事業に全く
影響が及ばないと考えてよろしいでしょう
か。
また、全く影響が及ばないようにする具体的
な契約方法などをお示しください。

そのようにお考え下さい。
ＰＦＩの特定事業契約とは全く別の契
約を結ぶことになります。

2 募集要項 3
６　事業方式
【市と事業者との
役割分担】

「市は、保育所施設を保育所運営事業者に使
用貸借する予定」とありますが、無償で貸与
するということでしょうか。
また使用貸借では、原則として貸主はいつで
も借主に対して契約を解除することができる
ことになっております。サービス水準を適正
に保っている保育所運営事業者が、当所にて
ある期間事業を継続することを担保できる根
拠として何をお考えでしょうか。

無償での貸与を予定しています。ま
た、この地域に必要性の高い施設とい
うことで設置する保育所であり、本市
からの契約解除は考えられませんが、
必要があれば施設使用貸借契約の中で
定めることも考えます。

2 募集要項 4～5
９－ア　市が支払
う建物、設備及び
什器備品等の代金

「事業期間中あらかじめ定める額を市が支払
い、事業者の収入となる。」とありますが、
この収入は建物・設備他の代金の延払いと考
えて、課税対象の期間収入から控除できるの
でしょうか。

代金の延払いの基準を満たしていると
考えております。

2 募集要項 7
1－（1）中学校・
給食室・公会堂の
施設など

「提案価格算定にあたって、基準金利は平成
１４年７月５日の値を基準とする。」とあり
ますが、具体的数値をお示し下さい。

０．４８５％となります。
配布した様式第８４号－１の基準金利
を修正して下さい。シートの保護をは
ずし（パスワードの設定は無し）、修
正を行って下さい。

2 募集要項 8
４－イ　第三者賠
償責任保険

「保険内容は応募者が提案するものとす
る。」とありますが、その評価はどのように
されるのでしょうか。「別紙５　事業提案審
査基準」の具体的な評価項目に沿ってお答え
願います。

的確な内容かどうか提案確認します。

2 募集要項 11
２－（２）要求す
る性能及びサービ
ス水準

「特定事業契約の条件を規定した条件規定書
等に」とありますが、条件規定書はいつ、ど
のタイミングで公表されるのでしょうか。

公表してあります。

2 募集要項 13
（４）－ア－
（ア）資格審査

市で期待されている建物他の水準を推察する
ためにも、ＰＳＣの公表は不可欠と考えてお
りますが、いつ公表されるのでしょうか。
公表されない場合、その理由をお教えくださ
い。

PSCを公表するか否かは､現在検討中で
す。早急にHP上で回答します。

2 募集要項 22
別紙２－基本コン
セプト－●③

「民間事業者や…交流アイデアを募集する」
とありますが、今回の提案には含まれないも
のと考えてよろしいでしょうか。

今回の提案に含まれます。
本事業では、交流アイデアに基づく施
設提案をしていただくことになりま
す。また、市川市ケアハウス整備等事
業では、交流プログラムの提案も求め
ております。

2 募集要項 26
別紙５　事業提案
審査基準－施設整
備内容－給食室

「民間調理委託事業者が効率的に作業可能な
面積とレイアウト及び設備内容」とあります
が、個々の民間事業者ごとにそれぞれが各社
のノウハウとなっているのではないでしょう
か。個別の事業者のノウハウを織り込むこ
と、あるいはそれを評価することは困難と考
えますが、いかがでしょうか。

これまでの市の整備・運営経験に基づ
き、施設整備内容の評価項目に沿って
評価します。

募集要項等に関する質問・回答等（市川市第七中学校校舎等整備等ＰＦＩ事業）
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募集要項等に関する質問・回答等（市川市第七中学校校舎等整備等ＰＦＩ事業）

2
要求水準
書

5
（４）－イ　既存
杭の扱い

「なお、…既存杭が避けられず引き抜き・撤
去の必要な杭が出てきた場合には、…」とあ
りますが、この場合の工期の延長は市の責
任・負担と考えてよろしいでしょうか。

現在参考４で提供している杭図と平成
１４年１０月～１１月頃に実施する測
量結果が異なった場合を想定しており
ます。着工前に引き抜き・撤去を行う
ように措置すべきと考えております。
杭の引き抜きが生じる場合の工期の延
長はないものと考えます。費用は市の
負担とします。

2
要求水準
書

18～19
３－（１）－ウ
想定される活用法
方途機能

「なお、この提案に関しては仕様とともに参
考として提案価格を表記すること。」とあり
ますが、この提案価格とはどのようなもので
すか。ＰＳＣと比較するための価格には算入
せずに、コストパフォーマンス評価に用いる
価格には算入されるということでしょうか。

参考提案であり、コストパフォーマン
ス評価には含まれません。

2
要求水準
書

20 ケ　管理室

「職員２名」とは、公会堂の維持管理業務に
２名を想定されているということでしょう
か。それとも公会堂の運営を含めて市の、あ
るいは委託業者の職員２名が常駐するという
ことでしょうか。

運営要員としての職員2名です。

2
要求水準
書

22 サ　什器・備品等

「什器備品の種類及び水準並びに価格等を参
考として提案するものとする。」とあります
が、どのように評価されるのでしょうか。評
価されない場合、優先交渉権者のみに提示を
求められてはいかがでしょうか。

様式第A66号-2でコストパフォーマン
ス評価をします。

2
要求水準
書

26
４－（１）企画・
設計の体制

「保育所施設の企画・設計に…市と、保育所
の施設使用貸借契約／維持管理契約を締結す
る。」とありますが、保育所運営のパフォー
マンスと、２契約の関係はどのようにお考え
でしょうか。

保育所運営契約は当ＰＦＩ事業とは別
の契約になります。

2
要求水準
書

29
（４）駐輪場の設
置

「屋根の設置は特に必要ないと考えてい
る。」とあります。屋根があるほうが利用者
の利便性は高いと考えられますが、特に必要
ないと考えられる理由は何でしょうか。

都市景観に配慮し、屋根は設置しませ
ん。

2
要求水準
書

29
（４）駐輪場の設
置－ウ

「マイクロバスによる送迎をするため…」と
ありますが、マイクロバスの使用を規定して
いるようにも受け取れますが、いかがでしょ
うか。

マイクロバスの使用を規定するもので
はなく、デイサービスセンターでは定
員２５名全員の送迎サービスが実施さ
れることを意図しております。

2
要求水準
書

36 ＩＩ－２－（２）

「校舎・給食室は引っ越し、備品の搬入…」
とありますが、これらの業務は当ＰＦＩ事業
には含まれないものと考えてよろしいでしょ
うか。

ＰＦＩ事業に含みません。

2
要求水準
書

42 ３－（１）－ウ

「解体撤去計画策定にあたり…」とあります
が、解体撤去計画の妥当性については、どの
ように評価されるのでしょうか。

評価項目とはしていませんが、的確な
内容かどうか提案内容を確認します。

2
要求水準
書

46～47
１３　大規模修繕
計画立案

大規模修繕計画は全く評価の対象とならない
のでしょうか。評価されない場合、優先交渉
権者のみに提案を求められてはいかがでしょ
うか。

将来計画のため必要になると考え、参
考として提案をお願いします。

2



H14.7.23

№ 資料名 ページ 項　目　名 質　　　　　　　　　問 回　　　　　答

募集要項等に関する質問・回答等（市川市第七中学校校舎等整備等ＰＦＩ事業）

2
要求水準
書

48～49
（５）緊急時の対
応

「この場合の増加費用は、…」とあります
が、ケアハウス、デイサービスセンターの場
合の負担は、どのように考えればよろしいで
しょうか。

ケアハウス整備等の要求水準書を参照
してください。

2
要求水準
書

49
（６）仮使用中の
維持管理業務－イ

「提案価格に含めること」の提案価格とは、
何をさすのでしょうか。初期投資費用のよう
にも取れますが、いかがでしょうか。
他の「提案価格」あるいは「価格の提案」と
いうフレーズとともに、明確な定義をお示し
ください。

今次応募提案に際しては、初期投資扱
いとして様式集第６６号－２で仮使用
期間の維持管理費を提案して下さい。
実際の取扱は、条件規定書別紙１０を
参照してください。

2
要求水準
書

50
Ｖ－１　補助金と
起債の考え方

各種補助金交付のための施設面での基準は、
要求水準を満たしていればクリアしていると
考えてよろしいでしょうか。また、施設面で
要求水準を満たしていて、なおかつ施設面の
不備で補助金が交付されない場合は想定され
ていますでしょうか。さらにその場合、資金
面での手当てを含めてどのような対応をお考
えでしょうか。

補助条件をクリアーできる要求水準と
考えています。なお、補助金が受けら
れない場合、市の負担とします。

3 募集要項 5
基本協定の締結に
ついて

基本協定の締結は特にSPCが行うのではな
く、代表企業が行うものと考えて宜しいで
しょうか。（19ページに仮契約の締結までに
SPCを設立と記載あり）

そのようにお考え下さい。

3 募集要項 5
基本協定案、特定
事業契約、条件規
定書等の配布

事業日程等に、基本協定書案、特定事業契
約、条件規定書配布について特に記載があり
ませんが、配布は何時になりますか。本件を
検討するにあたり、大変重要なポイントであ
りますので、それらに対する質疑は受け付け
ていただけますでしょうか。

条件規定書を参照してください。

3 募集要項 7 金利設定の基準日

金利設定の基準日が特定事業契約の仮契約を
締結する日の７前日となっておりますが、仮
契約締結予定日では設計建設期間に相当する
フォワードのコストあるいはコミットメント
フィー等の金融費用が発生するため、結果と
して市の財政負担の増加を招来すると考えま
す。基準金利の決定を竣工引渡時や運営開始
時とすることはできないでしょうか。ご再考
ください。

募集要項のとおりです。

3 募集要項 8
市所有部分の火災
保険について

市は、市所有部分の火災保険は付保すると
なっていますが、機械保険、動産保険等の加
入は予定されないのでしょうか。

全国市長会建物総合損害共済保険に加
入を予定しています。

3 募集要項 8
建設工事保険の加
入について

事業者が建設工事保険に加入となっておりま
すが、本来建設工事業者が加入します。建設
工事業者が加入すると同等と考えてよろしい
でしょうか。

同等と考えてよろしいです。

3 募集要項 14
最優秀交渉権者と
の交渉期間につい
て

最優秀交渉権者との協議が整わない場合と在
りますが、協議期間については特に記載があ
りません。最大どのくらいを想定しているの
かお示しください。

平成１５年２月には仮契約の締結が必
要不可欠と考えております。
事前に契約に向けたスケジュールを設
定し、交渉打ち切りの条件と時点を優
先交渉権者と市双方協議の上設定する
ことを考えております。
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募集要項等に関する質問・回答等（市川市第七中学校校舎等整備等ＰＦＩ事業）

3 募集要項 23
将来のクラス数の
増減にも柔軟に対
応について

将来のクラス数の増減にも柔軟に対応とは、
減少する対応は簡単ですが増加するばあいは
対応が難しくなります。現在予定されている
範囲のレイアウト内での対応を考えておけば
宜しいでしょうか。（屋上に増設可能等を考
えると荷重条件を入れておかなければ難し
い）

資料室（大）の普通教室転用で対応す
ることを考えています。

3 募集要項 24
リスク負担、金利
について

共通段階の金利が市と事業者の両方ですが、
どのような区分で負担を行うのかお示しくだ
さい。

5年毎の金利の見直しに伴うリスクは
市の負担とし、それ以外は事業者の負
担とします。

3
要求水準
書

9
設備計画で一敷地
一引き込みを前提
について

電気設備において、受電設備は一敷地一引き
込みを前提と記載されています。既設の引き
込みと変電所が西側の行徳支所側に在ること
から、その付近に受電施設を新設することに
なると考えられますが、新設及び既設の配置
並びに公会堂と既存行徳支所との動線を考慮
すると、既存Ｂ棟の西側と行徳支所の間（Ｐ
ＦＩ事業エリア外）に受電設備、既設及び新
設分の変電設備に加え、受水槽やポンプ室を
配置することも考えられると思われます。Ｐ
ＦＩ事業エリア外への配置の提案は可能で
しょうか。

Ｂ棟の西側と行徳支所の間は駐車場用
地として考えていますので、ＰＦＩ事
業エリア内での計画をしてください。
なお、仮設受水槽、キュービクル等は
ｐ３３を参照してください。

3
要求水準
書

9
防災・警備設備の
一体的に管理とは

既存を含め敷地内を一体的に管理できるよう
にするとなっていますが。集中した管理室を
設けて行うのか、個々の施設（中学校Ａ棟・
公会堂・保育所・ケアハウス＝消防法別棟）
に設けた設備を単なる監視（単純な警報）を
纏める程度なのか、お示しください。

法令を遵守して行ってください。

3
要求水準
書

10 保安警備について

夜間等における不法侵入の防止ですが、夜間
無人の建物については、機械警備で可能と考
えられます。敷地内への侵入の監視について
は、敷地が広いため校庭内や既存及び新設の
各棟周囲を定期的に巡回することが必要と考
えられますが如何でしょうか、（ケアハウス
や公会堂を考えると最も良い方法と思われま
す。）

通常の中学校の警備で、夜間の敷地の
警備は考えていません。

3
要求水準
書

12
既存ＢＣ棟につい
て

既存Ｂ・Ｃ棟は、参考11からすると改修工事
が発生します。ＰＦＩ事業に含まれる改修と
市が別途行う改修工事の責任分担を明確にす
るため、詳細な工事の区分をお示し頂けない
でしょうか。例えば、別途工事だがＰＦＩ事
業者への発注を考えているものがあるのか等
です。

別途工事で新Ａ棟との関連で行う工事
はＰＦＩ事業者にお願いする予定であ
ります。

3
要求水準
書

20,21
公会堂管理室につ
いて

職員は2名となっておりますが、これは運営
の為の市の職員が２名常時配置されるという
ことでしょうか。また、事業者が配置する場
合、常時2名配置するのでしょうか、それと
も2名のうち1名が常駐し、1名は各所の管理
や確認等の対応を兼ねて良いのかお示しくだ
さい。また、中学校（Ａ棟及びＢ・Ｃ棟）・
保育所・ケアハウス等を含めた全体の管理室
を兼ねても良いのかお示しください。

・公会堂運営のために市職員2名の配
置を考えています。
・当管理室は全体の管理室を兼ねませ
ん。
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募集要項等に関する質問・回答等（市川市第七中学校校舎等整備等ＰＦＩ事業）

3
要求水準
書

28
保育所の機械設備
や防災設備につい
て

保育所の維持管理・運営業務は運営事業者と
なっておりますが、機械警備や防災設備に関
してのみ、運営事業者からPFI事業者に管理
が委託されると考えて宜しいでしょうか。ま
た、その際の契約は、市を介し、ＰＦＩ事業
者との契約となのかお示しください。

保育所運営事業者の責任となっている
維持管理業務全般について、ＰＦＩ事
業者へ業務委託していただくことにな
ります。
なお、契約は保育所運営事業者とＰＦ
Ｉ事業者とが直接行うこととします。

3 募集要項 12
（３）ア（ク）事
業部門の区分経理

事業の独立性を確保するため、事業部門の区
分経理を実施するとありますが、事業部門と
は具体的に何を示しているのでしょうか。

グループ構成員の内部にて、本事業を
一つの事業として会計上の区分経理を
行う又は組織上の要員配置を行ってい
ただくことを意図しております。

3 募集要項 13
（３）ウ参加資格
基準日

参加資格基準日は平成１４年８月４日の誤り
ですか。

資格審査申請書類の受付が平成14年8
月2日までのため、平成14年7月4日が
基準日となります。

3 募集要項 7

Ⅱ １ （１）中学
校・給食室・公会
堂の施設等（保育
所部分を除く。）

「補助金並びに起債等が得られる場合には、
その時点で元本の一部を一括して支払うこと
とし、」とありますが、ファイナンス契約を
固めた後に、補助金、起債等の額が確定さ
れ、借入元本が変更になった場合、ファイナ
ンス契約を変更することになりペナルティや
手数料が発生することになります。これは市
が負担すると考えてよろしいでしょうか。

事業者の負担といたします。
補助金並びに起債についての関係者と
の協議結果やスケジュールについて
は、逐次事業者にお知らせします。

3
要求水準
書

50
Ⅴ １補助金と起
債の考え方

補助金、起債を想定しない公会堂を除く部分
については、補助金額、起債額は確定なので
しょうか。あるいは、提案条件・価格によっ
て変動するのでしょうか。

・ともに確定ではありません。
・応募資料は以下により作成してくだ
さい。　　　　　　　　　　　　　①
補助金額はP50・51に記載の額として
ください。
②起債額は校舎と給食室は記載の額、
保育所は工事費の80%から補助金を差
し引き、その80%（10万円未満切り捨
て）の額としてください。保育所の起
債額は工事費により変動しますので、
ご注意ください。

3
要求水準
書

50
Ⅴ １補助金と起
債の考え方

補助金、起債の考え方は以下でよろしいで
しょうか。（事業費－各種補助金）×（充当
率）＝起債額

上記によりご承知ください。

3
要求水準
書

51
２ （１） 分割払
い対象金額と金利
設定

「市の支払総額（現在価値）算出に当って
は、１項の補助金及び起債が実施されること
を前提条件とする。」とありますが、これは
１項に起債のある補助金額、起債額を前提に
するということを意味するのでしょうか。そ
れとも、補助金、起債額の考え方を前提にす
るという意味なのでしょうか。

上記によりご承知ください。

3
要求水準
書

51 ２ （３）（ア）

補助金を除く市が負担する施設譲渡に対する
一括支払分とありますが、これは起債額と同
義と考えてよろしいでしょうか。

校舎及び給食室については補助対象事
業費分、保育所については初期投資費
用全額をいいます。

3
要求水準
書

51
２ （３）（イ）
起債の償還分

起債の償還分とありますが、償還期間ならび
に利率はどう考えればよろしいでしょうか。

要求水準書P50及び様式第A84-2をご参
照ください。

3
要求水準
書

29
植栽面積と管理に
ついて

中学校校舎・給食室・公会堂整備等並びに保
育所整備に掛る緑地面積をご提示ください。
また、市が整備する新校舎Ａ棟グランド側の
植栽の管理は市が行うと考えられますが如何
でしょうか。尚、Ａ棟グランド側の植栽を事
業者が維持管理する場合には植栽計画書等を
お示しください。

・計画地内で300㎡以上の緑地面積を
確保してください。
・管理は計画地外（緑地面積約2,056
㎡）も併せて管理して頂くことを考え
ています。

5
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3
要求水準
書

32
雨水貯留施設につ
いて

グランドでの雨水貯留施設1085tの貯水方法
は、周囲に約10cm程度の立ち上がりがあれば
可能と考えられます。既にその施設が出来て
いるのか、第七中学校校舎・給食室・公会堂
整備等並びに保育所整備やケアハウス側のと
ころで仕切って行う事も含めて方法について
お示しください。

貯留施設はできていません。グランド
周辺は既存の緑地帯及び新設する緑地
帯での立ち上りで行い、新設建物側は
建物並びに構造物等で仕切ることを考
えています。

3
要求水準
書

45 清掃について

年1回の中学校全校舎の外窓清掃となってい
ますが、既存のＢ・Ｃ棟も含むと考えて宜し
いでしょうか。また、日常の清掃はエントラ
ンスを含む公会堂の全体となっていますが、
それ以外の施設は各運営事業者等が行い、事
業者からは、日常の清掃は除かれる（例：中
学校全校舎の清掃は生徒が、給食室の清掃は
給食業者が行う）と考えられますが、2ヶ月
に1回程度の本清掃（例：ワックス掛け等）
については事業者の提案となるのか、範囲も
含めてお示しください。

参考資料集の参考２を参照してくださ
い。

3 募集要項 4
８ ウ 施設の維持
管理保守業務

情報機器等に関する業務は市が行い本事業の
対象外とするとあるが、別途情報機器の整備
も市が行うのでしょうか。また、情報機器の
設置工事が施設の引渡しスケジュール等に影
響を与えた場合のリスク負担は市と考えてよ
ろしいでしょうか。

情報機器に関する業務とは、校内ＬＡ
Ｎ構築に伴うｻｰﾊﾞｰや端末の設置運用
及び維持管理を指します。
市の責任で行うものですので、PFIｽｹ
ｼﾞｭｰﾙ等への影響はありません。

3 募集要項 7
１ （２）保育所
施設部分

平成16年度中に事業者へ一括して支払うとあ
りますが、平成17年3月末日を意味するので
しょうか。それとも、平成16年度予算での支
払期限中として、例えば5月までずれ込むこ
とはあり得るのでしょうか。

平成17年5月末の支払いを考えていま
す。

3 募集要項 19 ２　②

一定期間、事業者の株式を保有する旨を約す
とありますが、一定期間とはいつまででしょ
うか。

事業期間を通じての保有となります。

3 募集要項 24
共通 不可抗力リ
スク

不可抗力リスクの内容に工事費増大、維持管
理費の増大が含まれておりませんが、誤りで
はありませんか。

不可抗力としては捉えておりません
が、個別の項目でリスク分担を示して
います。

3
要求水準
書

5
（４）地質条件
イ

提案価格は、引き抜き・撤去費用を控除して
評価するとありますが、提案価格にも含め
ず、参考価格として表示するのでしょうか。

様式第６６号ー２に記入欄がありま
す。コストパフォーマンス得点算出の
提案価格には含まれます。

3
要求水準
書

11
（２）環境保全及
び環境負荷低減

屋上緑化の具体的なアイデアについては、そ
の仕様を示すとともに、見積書においては参
考価格として提案価格を表記することとあり
ますが、どういう評価をされるのでしょう
か。

仕様と見積額の関係を確認し、特定事
業契約締結協議へと反映いたします。
環境負荷低減への配慮は別紙５事業提
案審査基準の施設整備内容の評価項目
に沿って評価します。

3
要求水準
書

46
（２）オ 廃棄物
処理

廃棄物処理に伴う費用は事業者の負担とする
とありますが、ＰＦＩ事業の範囲のみと考え
てよろしいでしょうか。

そのとおりです。

3
特定事業
の選定に
ついて

3
（７）事業の範囲
ア

1.設計・施工を同一企業が行うことは可能で
すか。
2. 可能な場合、工事監理業務をその同一企
業の設計組織（１級建築事務所）が行うこと
は可能ですか。

第３者機関を想定しています。

6
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3
要求水準
書参考資
料集

＜参考７＞関連

既存施設の詳細図面、資料一式（既存改修、
解体見積等の参考資料として）頂きたい。ま
た、中学校Ｂ、Ｃ棟の構造関連資料（計算書
含む）を頂きたい。

閲覧又は必要な場合は１日期限の貸出
しとします。

3
要求水準
書参考資
料集

＜参考１１＞関連

1.新築A棟の普通教室数　８室　B，C棟参考
レイアウト図の普通教室　１５室計２３室と
なりますが、学年の割り振りの計画あれば、
ご示唆ください。
2.また、改修範囲は、用途を変更する部分に
限定するのか、すべての内装をリニュアルす
るのか、構想ありましたらご示唆ください。

１．割り振り計画はありません。
２．用途変更部分とＢ棟の耐震改修部
分を考えています。

3
要求水準
書

16,31 （オ）、Ⅰ-3

既存、Ｂ、Ｃ棟の改修（外装、内装、耐震診
断、耐震補強、設備リニュアル等）は、今回
の提案に含まないと考えてよいですか。ま
た、改修の時期、期間、仮設等の考え方があ
れば、ご示唆ください。事業者が行う中学校
施設維持管理に、B，C棟を含みますか。含む
のであれば、その管理の為の設備、新築棟と
の関連等の区分はどのようにお考えですか。

・そのとおりです。
・影響のある工事についてはPFI事業
者にお願いする予定です。       ・
参考資料集の参考２を参照してくださ
い。

3
要求水準
書

14,15,
16

ウ，エ

この考え方は、必須事項と捕らえて宜しいで
すか。また、ウ-（コ）ベランダは南側のみ
設置すること　とあるのは、南側にバルコ
ニーを設けることが必須条件ということで
しょうか。エ-(ア)　建築基準法上は、あく
まで既存棟含めて１棟という解釈で宜しいで
すか。

必須事項と考えます。ウ－（コ）南側
のバルコニーは必須条件です。  エ－
（ア）既存棟含めて１棟と考えます
が、別棟認定になるように提案してく
ださい。

3
要求水準
書

18 （１）

多目的な用途への対応になっていますが、
ホールは平土間と考えて宜しいですか。

平土間で席は可動式を考えています。

3
要求水準
書

14 イ

什器備品類は、要求水準書参考資料集に記載
のリストがすべてと考えて宜しいですか。イ
に記載の校舎と一体化する備品とは具体的に
どのようなものをイメージされているのか、
ご示唆ください。また、16Ｐ（キ）に記載の
別途参考提案の見積項目との区分が不明確だ
と思われますが、具体的なイメージをご示唆
ください。

・リストには市が必要と考えた備品を
拾っています。
・一体化する備品とは原則として＜参
考15校舎・給食室建具（家具）リスト
＞にリストアップしたものです。
・本事業のコンセプトから応募者が必
要と考えるものがあれば提案していた
だき検討のうえＰＦＩ事業に加えると
の趣旨です。

3
要求水準
書

28 （４）イ

保育所関連の什器備品は、記載事項以外はす
べて、事業外と考えて宜しいですか。

そのようにお考えください。

3
要求水準
書様式集

提案書様式

提案書様式に記載の、用紙サイズA3,A4は、
用紙をA3に統一し、A4の内容をA3用紙に記載
しても宜しいですか。また、規定枚数記載の
ないシートは枚数の制限がないと考えて宜し
いですか。また、断面計画を表現するシート
がありませんが、不要でしょうか。

指定した用紙を使ってください。枚数
記載のないシートは制限がありませ
ん。断面計画の表現シートは、様式第
Ａ１９号を「立面図並びに断面図」と
訂正し、立面図は１枚（必須）、断面
図は必要に応じて１枚でご提案下さ
い。

4 募集要項 3 施設内容

対象施設（中学校校舎、給食室、公会堂、保
育所）の規模設定を提示願います。

要求水準書に示した規模で提案してく
ださい。

4 募集要項 3 施設内容

建設中の中学校に対する給食サービスはどの
ように対応するのでしょうか？

外部（他の学校）から搬入することを
考えています。

4 募集要項 3 施設内容
既存校舎の図面（一般図等）を提示願いま
す。

閲覧します。なお、必要な場合は、1
日期限で貸出しをします。

7
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4 募集要項 3
Ⅰ　事業概要　６
事業方式

「事業者は、保育所施設の企画・設計等を行
うに際して、保育所を運営する資格及び実績
のある保育所運営事業者の助言を受けること
を義務づける。」について、「保育所を運営
する資格及び実績のある保育所運営事業者」
に関する具体的な基準があればご教示願いま
す。

募集要項の応募者の資格等のとおりで
す。

4 募集要項 4

Ⅰ　事業概要　８
事業範囲　ウ　施
設の維持管理保守
業務

「機能維持のための日常修繕」について、市
が要求する具体的な修繕項目・方法がありま
したらご教示願います。

提案してください。

4 募集要項 5
１１　事業日程
（予定）

中学校・給食室の供用開始がＨ１６，９と施
設の所有権移転（Ｈ１７，１）前となってお
りますが、供用開始は実質的な引渡しとなる
ため、中学校・給食室部分の供用開始後の保
険については市に火災保険等を付保いただけ
ると考えてよろしいでしょうか？

市が全国市長会建物総合損害保険に加
入する予定です。

4 募集要項 5
Ⅰ.事業概要
11.事業日程（予
定）

本PFI事業の施設の供用開始時期と引渡し時
期につきまして、中学校・給食室の供用開始
時期が平成16年9月、公会堂の供用開始が平
成17年1月となっており、一方所有権の移転
は平成17年1月となっております。平成16年9
月から市への所有権移転までの間の、施設に
関する権利関係（PFI事業者から市への使用
貸借とするのか等）や危険負担（火災等の際
の責任分担等）等について明確にしていただ
きたい。

施設に関する権利関係は使用貸借と考
えます。危険負担については原因者負
担と考えます。（工事上での原因は事
業者負担）

4 募集要項 7

Ⅱ　事業の条件
１　市の施設整備
費の支払（１）中
学校・給食室・公
会堂の施設等（保
育所部分を除
く。）

保育所部分を除いた中学校・給食室・公会堂
の施設等の設計・建設並びに什器備品等にか
かる初期投資に相当する費用の支払につい
て、年４回の支払はそれぞれ何月何日になり
ますか。

条件規定書（別紙10）でお示ししまし
たが、原則として四半期毎の後払いに
なります。

4 募集要項 7

Ⅱ　事業の条件
１　市の施設整備
費の支払（１）中
学校・給食室・公
会堂の施設等（保
育所部分を除
く。）

「市は国庫補助金並びに起債等が得られる場
合には、その時点で元本部分の一部を一括し
て支払うこととし、以降の分割支払額の見直
しを行う」とされていますが、元本部分の一
括支払及び以降の分割支払額の見直しがなさ
れた結果として、事業者が借り入れた事業資
金の金融機関への返済スケジュールを変更せ
ざるを得ずこのために追加費用の負担が事業
者に発生した場合は、市により当該追加費用
が補償されるものと理解してよろしいです
か。

事業者の負担といたします。
補助金並びに起債についての関係者と
の協議結果やスケジュールについて
は、逐次事業者へお知らせします。

4 募集要項 7

Ⅱ　事業の条件
１　市の施設整備
費の支払（１）中
学校・給食室・公
会堂の施設等（保
育所部分を除
く。）

「特定事業契約における基準金利は、特定事
業契約の仮契約を締結した翌日の値とする」
とされていますが、これは事業者による事業
資金の借入時期は「特定事業契約の仮契約を
締結した翌日」とする、という条件提示で
しょうか。

事業者による資金の借入時期を特定す
る条件ではございません。

8
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4 募集要項 7

Ⅱ　事業の条件
１　市の施設整備
費の支払　（１）
中学校・給食室・
公会堂の施設等
（保育所部分を除
く。）

「市の施設整備費支払のうち基準金利見直し
期間については、特定事業契約において定め
る」とされていますが、提案書に記載した
「市の施設整備費支払のうち基準金利見直
し」に係る条件と、特定契約において定めら
れた基準金利見直しに係る条件が一致しない
場合に事業者が負担する追加費用は市により
補償されるものと理解してよいですか。

条件が変更になった場合は、その条件
にそった提案（割賦利率等）をしてい
ただくことになると考えます。

4 募集要項 8 法令等の遵守

関係法令の管轄窓口は個別にヒアリングを
行ってよろしいのでしょうか？

基本は個別として考えておりますが、
状況によってはその他のことも検討す
ることになります。

4 募集要項 8
Ⅱ　事業の条件
３　市の維持管理
費の支払

「維持管理費の事業者への支払は毎年度四半
期（４回）後払とする」とされていますが、
四半期（４回）後払はそれぞれ何月何日にな
りますか。

特定事業契約で明示します。

4 募集要項 8
Ⅱ　事業の条件
４　保険

市が付保する火災保険の保険内容をご教示願
います。

全国市長会建物総合損害共済保険に加
入を予定しています。

4 募集要項 7,8 Ⅱ事業の条件

事業者の支払は、施設整備費が年４回、維持
管理費が毎年度４半期（年４回）となってお
りますが、金利を定めるにあたり月日が必要
ですので、明示いただけますでしょうか。ま
たその際、４半期の末日もしくはその翌日と
していただけないでしょうか。

条件規定書（別紙10）でお示ししまし
たが、原則として四半期毎の後払いに
なります。

4 募集要項 7,8
Ⅱ事業の条件１－
（１）

施設整備費の支払で「基準金利を特定事業契
約の仮契約を締結する日の７前日の値とす
る。」とありますが、引渡しの日の値として
いただけないでしょうか。

募集要項のとおりです。

4 募集要項 8
Ⅱ.事業の条件
3.市の維持管理費
の支払

市の維持管理費の支払につきまして、特に
「平準化して支払う」旨の記載がありません
が、平準化していない提案も可能でしょう
か。

可能です。

4 募集要項 13
（4）提案審査及
び事業者の選定に
関する事項

（ア）資格審査
「市は、事業提案書類を受付後、ｺﾝｿｰｼｱﾑ単
位に提案価格を合計し、PSCを下回っている
ことを確認する。…」とありますが、PSCの
上限値はどれくらいと考えれば宜しいので
しょうか。御提示願います。

PSCを公表するか否かは､現在検討中で
す。早急にHP上で回答します。

4 募集要項 19
Ⅴ　契約に関する
事項　２　基本協
定書

基本協定書の契約当事者は、優先交渉権者と
市であると理解してよいですか。この場合、
基本協定書には優先交渉権者となったグルー
プの構成員全員が記名されますか。

現在は、代表企業との締結を考えてい
ます。

4 募集要項 19
Ⅴ　契約に関する
事項　２　基本協
定書

②について、事業者による事業資金の調達に
おいて金融機関から事業者の株式につき担保
提供が要求される可能性があると考えられま
すが、このような場合には市による了承は得
られるものと理解してよろしいですか。

市との協議を前提とした承諾事項と考
えます。

9
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4 募集要項 20

Ⅴ　契約に関する
事項　３　特定事
業契約並びに仮契
約

「事業者は、市の承諾がある場合を除き、特
定事業契約上の地位及び権利義務を譲渡、担
保提供その他の方法により処分してはならな
い」とされていますが、事業者による事業資
金の調達において金融機関から事業者の特定
事業契約上の地位及び権利義務につき担保提
供が要求される可能性があると考えられま
す。このような場合には市による了承は得ら
れるものと理解してよろしいですか。

市との協議を前提とした承諾事項と考
えます。

4 募集要項 21
別紙1　市川市立
第七中学校校舎建
設等事業の概要

スキーム図内に「市川市立第七中学校校舎・
給食室・公会堂整備等並びに保育所整備PFI
事業」のSPC（PFI事業者）と「市川市ケアハ
ウス整備事業等PFI事業」ケアハウス（デイ
サービスセンター付帯）（PFI事業者）と、2
箇所（下線箇所）に「PFI事業者」という表
記がありますが、それぞれ別のPFI事業者と
理解してよろしいでしょうか。

そのとおりです。

4 募集要項 24

別紙４　予想され
るリスク並びに市
と事業者との責任
分担　共通　瑕疵
担保

事業者の負担とされている「隠れた瑕疵の担
保責任」について市が想定されている瑕疵担
保期間をご教示願います。

１０年となります。ただし什器備品は
１年とします。

4 募集要項 24

別紙４　予想され
るリスク並びに市
と事業者との責任
分担　計画・設計
段階　測量・調査
の誤り

（想定部分を除く）の「想定部分」とは具体
的に何を意味するのでしょうか。

既に市が示している測量図面等をいい
ます。

4 募集要項 24

別紙４　予想され
るリスク並びに市
と事業者との責任
分担　計画・設計
段階　設計変更

「設計期間中の法制度の変更に係わるもの」
については、市が主分担、事業者が従分担と
されていますが、市及び事業者のいずれの責
任にも帰すことのできないリスクと思われま
すので、市の負担としていただきたくご検討
をお願いします。

募集要項どおりといたします。

4 募集要項 24

別紙４　予想され
るリスク並びに市
と事業者との責任
分担　建設段階
工事遅延

「法制度の変更によるもの（工事遅延）」に
ついては、市が主分担、事業者が従分担とさ
れていますが、市及び事業者のいずれの責任
にも帰すことのできないリスクと思われます
ので、市の負担としていただきたくご検討を
お願いします。

募集要項どおりといたします。

4 募集要項 24

別紙４　予想され
るリスク並びに市
と事業者の責任分
担

不可抗力リスクは、市が主分担で事業者が副
分担となっておりますが、この副分担につい
て、供用開始前は施設整備費の１％、供用開
始後は維持管理費の１％と考えてよろしいで
しょうか？

具体的には特定事業契約にて規定しま
す。
所有権移転・施設譲渡前（建設期間
中）は条件規定書第４．１７規定のと
おり、損害及び復旧に係る費用の
１％、所有権移転・施設譲渡後は第１
０章での規定とおりです。

4 募集要項 25

別紙４　予想され
るリスク並びに市
と事業者の責任分
担

維持管理関連の物価変動リスクは、市が主分
担となっておりますが、具体的な算出根拠を
お示しいただけないでしょうか。

物価変動による維持管理費の変動を受
け入れることを考えております。
具体的には事業者の提案に基づき規定
することを考えております。

4
要求水準
書

5 地質調査柱状図

＜参考３＞地質調査柱状図は大変判読しにく
い状態にあります。「地質調査報告書を資格
審査終了順に１日期限で貸し出すので速やか
にコピーし返却すること。」となっておりま
すが、なるべく早い段階での閲覧は可能で
しょうか。

いつでも閲覧は可能です。また、必要
な場合、1日期限で貸出します。

10
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4
要求水準
書

9
４　施設配置、構
成及び全体動線計
画

（２）敷地活用、施設配置の考え方
オ　「歩道をｾｯﾄﾊﾞｯｸするとともに、…」と
有りますが、現地説明会ではPFI事業で歩道
を２ｍぐらい拡張するとありましたが、拡張
の正確な寸法、桜の木がほとんど当たる物と
考えられますが、桜の木の移設もPFI事業と
考えた方が宜しいのでしょうか。

基本は桜の木を残しての遊歩道的な整
備を考えています。（幅員についても
２ｍとれない部分がでる可能性もあり
ます）

4
要求水準
書

9
５　設備計画の考
え方

1）電気設備
「イ　防災・警備設備については、既存校舎
B、C棟も含めて…」とありますが、既存B・C
棟の防災・警備設備図面を御提示願います。

閲覧できます。

4
要求水準
書

30 公共下水道接続

記載内容は、新設建物については、既存に関
係なく単独に下水放流することと解釈してよ
ろしいですか？

基本的には単独に下水放流を考えてい
ます。

4
要求水準
書

32
雨水貯留施設の設
置

雨水貯留施設の構造等について、計画与条件
（積載荷重等）はありますか？

地下ピット式を考えています。

4
要求水準
書

32 北側歩道拡幅

拡幅範囲に既存樹木があった場合は、伐採処
理と考えて宜しいでしょうか？また、移植等
の必要がある場合は、場所の指定をお願いし
ます。

基本的には計画地内での移植で、困難
な場合には計画地外（校内）での移植
を考えています。

4
要求水準
書

38 建設期間中の業務

工事の施工に際して、現在明確になっている
施工条件はどのようなものがありますか？
（時間規制、車両通行規制等）　また、旧体
育館は現在、部室等含めて工事期間中は完全
に使用しないと考えて宜しいですか？

工事時間は８時３０分～５時と考えて
います。日曜日、祭日は休みです。車
両通行規制はありません。工事期間中
も体育館は使用します。体育館の取り
壊し時期は参考資料集の参考６に示し
てあります。

4
要求水準
書

41
２　業務期間
（２）ｽｹｼﾞｭｰﾙへ
の要望

本施設の配置プラン上、仮設事務所、資材置
場の設置ｽﾍﾟｰｽの確保が難しくなっていま
す。工事着工前に体育館の解体を行い、ﾃﾆｽ
ｺｰﾄの新設を早め、既存のﾃﾆｽｺｰﾄ部分への仮
設事務所、資材置場の確保を行う計画を考え
ても宜しいでしょうか。

工事期間中も体育館は使用します。体
育館の取り壊し時期は参考資料集の参
考６に示してあります。

4
要求水準
書

41 解体施設

ﾄﾞﾗｲｼｽﾃﾑ化推進事業・単独校調理場施設」の
補助金を受給するにあたって、その基準面積
を本件の整備規模と考えるのでしょうか？

26学級900食/日対応の規模です。補助
金の基準面積ではありません。

4
要求水準
書

41
Ⅲ解体・撤去業務
１業務の目的と対
象

（１）解体施設のア給食室、イ現行体育館の
既存図面の御提示お願いします。又、合わせ
て、地下排水水槽、焼却炉の図面も御提示お
願いします。

給食室及び体育館については閲覧しま
す。また、必要な場合は1日期限の貸
出しをします。地下排水水槽及び焼却
炉については現地で確認してくださ
い。

4
要求水準
書参考資
料集

参考2 ２）維持管理事業

既設校舎B、C棟の維持管理は、市の負担で事
業者の責任で行う業務とありますが、設備、
外構、清掃、保安、環境衛生の中身が見えま
せん。具体的な内容、数量等ありましたら、
御指示願います。

要求水準書参考資料集の参考２で規定
しております。
具体的な業務内容については提案を求
めます。

4 様式集
様式第A81号　大
規模修繕項目の見
積書

大規模修繕については本PFI事業の範囲対象
外と理解しておりますが、本様式の位置付け
をご教授ください。

将来計画のため必要になると考え、参
考として提案をお願いしております。

4 様式集 様式第A83号-2

維持管理費の0年目※4に「学校施設が仮使用
で供用開始してから全体完成・譲渡までの維
持管理費」とありますが、所有権移転時期が
平成17年1月であることから、0年目の維持管
理費は「平成17年3月までの維持管理費」と
理解してよろしいでしょうか。

仮使用から施設譲渡までの期間の維持
管理費を記入して下さい。
様式第66号－２のウ－４の値と整合す
るものと考えます。

11
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5
要求水準
書参考資
料集

参考2
（1）整備事業
ｲ）

ｲ）設計・建設・改修業務（含む仮設）～見
積事項、と提案事項と明確に区分しておりま
すが、どのような意味合いでこの見積価格を
提出するのでしょうか。基本的には、本事業
の優先交渉権者となったコンソーシアムが本
事業とは別の事業として市より発注を受ける
と考えても宜しいのでしょうか。

仕様を明示できる部分については、価
格競争をしていただくことで、適正事
業費を設定するためです。

5
要求水準
書参考資
料集

参考13
学習情報センター
レイアウトイメー
ジ図

学習情報センターレイアウトイメージ図の
データが粗いため、文字を識別することが困
難となっております。柱状図等と同様に、期
日を定めて貸し出して頂く、出力した現物を
配布して頂く、もしくはホームページ上に高
密度のデータを張り直して頂く、といういず
れかの方法にて再度広報をお願い致します。

必要な場合、教育委員会で閲覧等がで
きます。

5

説明会当
日の現地
説明に関
して

B棟に設置してあ
る階段の移設につ
いて

説明会の当日には、B棟に北側に設置してあ
る階段を南側移設する予定との説明がありま
したが、市側の負担にて移設するとの認識で
宜しいのでしょうか。また、その移設した階
段は、工事竣工後も南側に設置してあるとい
う認識で宜しいでしょうか。

・階段の移設はPFI事業で行います。
・移設した階段は将来的にもこれを利
用します。

6
要求水準
書様式集

様式
第A3号

参加表明書・グ
ループ内委任状

「コンソーシアム名称」及び「登録グループ
名称」には代表企業名を用いるとあります
が、これは２つのPFI事業を代表する応募コ
ンソーシアム代表企業か、または本事業（学
校PFI事業）の代表企業なのか、各欄の定
義、記入例を明確に提示して頂けますでしょ
うか。

本事業の代表者がコンソーシアム名称
となり、かつ本事業の登録グループ名
となります。

6
要求水準
書様式集

様式
第A3号

参加表明書・グ
ループ内委任状

「グループ構成員表」の建設企業を複数によ
るJVを想定している場合の記入方法を示して
頂けますでしょうか。また※３及び※４は本
欄に対応していると解釈して宜しいでしょう
か。

ＪＶの代表企業を建設企業欄に記入し
ていただき、構成員は番号５以降の欄
にご記入下さい。
※３、※４は本欄に対応いたします。

6
要求水準
書様式集

様式
第A4号

グループ構成員表
（参加表明等）

「グループ構成員表」の建設企業を複数によ
るJVを想定している場合の記入方法を示して
頂けますか。

ＪＶの代表企業を建設企業欄に記入し
ていただき、構成員は様式Ａ４号－２
にご記入下さい。

6
要求水準
書様式集

様式
第A5号

委任状　（代表企
業内）

本様式の主旨及び書き方を明確に提示して欲
しい。受任者としてどのようなものを想定し
ているのでしょうか。

本事業推進の責任者を任命いただくこ
とを想定しております。

6
要求水準
書様式集

様式
第A12
号

提案内容一覧（目
次）

本表には市の確認欄で「審査対象外」のもの
が示されていますが、募集要項別紙2.3の評
価項目と一致しない箇所が見受けられます
が、どのように解釈すれば宜しいのでしょう
か。

大規模修繕については、審査対象外と
して評価項目を訂正させていただきま
す。その他は評価項目が優先されま
す。

6
要求水準
書様式集

様式
第A16
号

建築概要

建蔽率及び容積率算定の基準となる敷地面積
を敷地境界図等を基に明確に示して頂けます
か。（要求水準書参考資料集＜参考図22＞等
では敷地形状が変わるように想定されま
す。）

敷地の形状が変わっても敷地面積の変
更はありません。

6
提案募集
にあたっ
ての条件

2 事業者選定

提案価格合計がＰＳＣを上回ると失格とある
が、PSCは、両PFI事業の合計額に関して設定
されていると考えてよろしいのでしょうか。

そのとおりです。

12



H14.7.23

№ 資料名 ページ 項　目　名 質　　　　　　　　　問 回　　　　　答

募集要項等に関する質問・回答等（市川市第七中学校校舎等整備等ＰＦＩ事業）

6
提案募集
にあたっ
ての条件

2
保育所運営事業者
との契約

市は特定事業契約を締結するコンソーシアム
に含まれる社会福祉法人の保育所運営事業者
と別途、施設使用貸借契約及び維持管理契約
を締結するとあるが、コンソーシアム組成に
際しての保育所運営事業者との協議にあた
り、その契約書案が必要となる場合があるた
め、開示して頂きたいと思います。

契約書案は、現在開示できるものはあ
りません。基本的な事項として、施設
は無償貸与を予定しており、維持管理
は参考資料集・参考２・維持管理事業
を参照、光熱費は運営事業者の負担と
します。

6
提案募集
にあたっ
ての条件

5～7 別紙２～４

表中に国庫補助金申請・受給に向けた事務処
理対応（会計検査対応）とあるが、会計検査
対応において具体的にどのような対応書類等
を要するのか、事業別に示して頂きたいと思
います。また実施時期及び期間等を含めて申
請・受給ごとに参考例を示して頂きたいと思
います。

市が行う補助金申請上必要となる施設
建設関係図面等の作成をお願いしま
す。会計検査時には施設の施工者とし
て市から事業者に図面等の説明を求め
るなども想定されます。

6 募集要項 4 ８　事業範囲　ア

事業範囲⑦電波障害対策とあるが、同調査に
基づく対策費（CATV等）を含めて提案するの
でしょうか？（状況によっては事業費増の要
因となると思われますが、本件に関する市の
見解を示して頂きたいと思います。）

CATV等も含めて提案してください。

6 募集要項 5
１１　事業日程
（予定）

実施方針の回答では、建設期間に給食室の試
運転期間を含むとありましたが、900食/日食
の厨房設備の試運転期間に関する市の考え方
を示して下さい。

２週間程度の中で試運転は出来ると考
えています。

6 募集要項 7
１　市の施設整備
費の支払　(１)

分割支払い期間は、平成17年4月1日の第1回
支払より平成32年1月1日迄の60回と考えてよ
ろしいでしょうか。

四半期毎の後払いです。

6 募集要項 7
１　市の施設整備
費の支払　(１)

特定事業契約における基準金利は特定事業契
約の仮契約締結する日の翌日の値とあります
が、契約書記載の基準金利との間に生じる誤
差はどの時点で修正すればよろしいでしょう
か。

仮契約を締結する７前日の値としま
す。

6 募集要項 7
１　市の施設整備
費の支払　(２)

事業者への一括支払いの日時は特定頂けない
でしょうか。また平成17年3月末日までの間
ということであれば、別途覚書等に基づく建
設企業の代理受領として頂くことは可能で
しょうか。

平成17年5月末日を予定しています。
代理受領は不可とします。

6 募集要項 8
３　市の維持管理
費の支払

モニタリング後のお支払いになると考えられ
ますが、対象期間に基づくお支払日の計画を
お示し下さい。また、1の施設整備費の支払
いとはリンクしないと考えて、受領する銀行
口座等は別途に設定できると考えてよろしい
でしょうか。

・条件規定書（別紙10）でお示ししま
したが、原則として四半期毎の後払い
になります。
・銀行口座はそのようにお考えくださ
い。

6 募集要項 16
(３)　質問及び回
答

募集要項説明会においては条件規定書は早急
にホームページで公開するとのことでした
が、7月14日時点でも公開されていないよう
に思われます。条件規定書に関する質疑期間
は別途設定して頂けるものと考えて宜しいで
しょうか。

ホームページをご覧ください。

6 不動産取得税

実施方針の回答では、不動産取得税は非課税
とありましたが、他のPFI案件を参考にする
と、本件については自治体によって見解に相
違があるように思われます。本事業では確実
に非課税と捉えるためにも、県の見解書等を
示して頂けないでしょうか。

確認中ですが、非課税を前提に提案し
てください。
事業契約締結以前に課税・非課税の見
解を明確にし、特定事業契約にはその
見解内容を反映することを目指しま
す。

13
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№ 資料名 ページ 項　目　名 質　　　　　　　　　問 回　　　　　答

募集要項等に関する質問・回答等（市川市第七中学校校舎等整備等ＰＦＩ事業）

6
要求水準
書参考資
料集

<14>　校舎備品
リスト（その1～
9）

品目（例えば「畳」等）によっては、維持管
理と修繕更新のどちらともとれる軽微な更新
が必要なものがありますが、判断は応募者の
考え方によるものとして宜しいでしょうか。
また、同様に＜参考19＞給食室備品リストに
も軽微な修繕（例えば車輪等）が必要なもの
が考えられます。予備品等の義務はあります
でしょうか。

応募者の判断でかまいませんが、備品
の修繕は市が行います。

6
要求水準
書

4
Ⅰ－１　１　前提
条件

「保育所については、財産を区分して普通財
産とし、」とありますが、普通財産化による
施設計画上の制約はあるのでしょうか。

特にありません。

6
要求水準
書

8
Ⅰ－１　４　施設
配置、構成及び全
体動線計画

「実質的には給食室の上に公会堂のホールを
配置することになる。」とございますが、こ
の配置は遵守すべき項目でしょうか。

遵守してください。

6
要求水準
書

8
Ⅰ－１　４　施設
配置、構成及び全
体動線計画

「エントランスを行徳支所側に配置し、行徳
支所敷地との動線上のつながりにも配慮し
た・・・」とございますが、敷地は支所と一
体と考えるのでしょうか。

敷地は別々の敷地ですが、整備は一体
と考えています。

6
要求水準
書

9
Ⅰ－１　５　設備
計画の考え方

「受電設備は一敷地一引き込み」とございま
すが、学校部分の仮使用時の電源はどのよう
にすれば宜しいでしょうか。（本設か、仮設
か）

基本的には本設として考えます。

6
要求水準
書

41 Ⅲ　２　業務期間

「旧テニスコート跡地の一部に市が駐車場を
設置する。」とございますが、参考資料集の
＜参考２２　植栽計画参考図＞に植栽が施さ
れていない部分に駐車場が整備されるという
解釈で宜しいでしょうか。施設計画・動線計
画上も重要であると考えられるため、具体的
な駐車場計画をお示し頂けますでしょうか。

Ｂ棟・Ｃ棟の西側と行徳支所の間を駐
車場用地として考えています。

8 募集要項 5
Ⅰ－１０－イ予想
されるリスクと責
任分担

隣接するマンション等のテレビ電波障害、日
照権の問題が発生した場合の費用負担につい
てご指示下さい。

費用は市が負担します。

8 募集要項 15
Ⅳ－２－（５）－
ウ提供した資料の
取り扱い

「検討の範囲内であっても、市の承諾を得る
ことなく、第三者に対しこれを使用させまた
は内容を提示することはできないものとす
る」とされていますが、本事業提案において
は、金融機関との事前の調整は多く、また関
心表明書等の入手においてもそれなりに資料
を開示すべきと考えています。よって、金融
機関については、この場合の第三者には当た
らない、ないしは貴市の事前承諾を得ること
なく内容提示が可能な第三者と理解している
のですが、よろしいでしょうか。

資金調達先並びに調達候補先となる金
融機関は、第三者にはあたらないと考
えております。

8 募集要項 19
Ⅴ－２－②基本協
定書

優先交渉権者が事業者の株式を保有しなけれ
ばならない一定期間とは、どの程度の期間を
想定されているのでしょうか。

事業期間中となります。

8
要求水準
書

4

Ⅰ－１－１（１）
財産を区分する上
での制約事項につ
いて

複数用途の合築である本施設を保育所部分を
財産区分し普通財産とすると記載されていま
すが、１棟の建物を行政財産と普通財産とに
区分するために必要な設計・建設・運営面で
の制約はあるのでしょうか。もし、ございま
したらご教示下さい。

ありません。

14
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№ 資料名 ページ 項　目　名 質　　　　　　　　　問 回　　　　　答

募集要項等に関する質問・回答等（市川市第七中学校校舎等整備等ＰＦＩ事業）

8
要求水準
書

8
Ⅰ－１－４－
（１）ウ公会堂

公会堂に併設する会議室は、３つの均等分割
すなわち６０名×３室というような分割でな
ければならないのでしょうか。分割する場合
の収容人数を提案することは可能なのでしょ
うか。

基本は３つの均等分割が望ましいが、
分割する場合の収容人数を提案するこ
とも可能です。

8
要求水準
書

9
Ⅰ－１－４－
（３）仕上計画

「揮発性有機化合物等の化学物質の削減等健
康と安全性に配慮し」、とあります。貴市と
して、化学物質削減に対する具体的数値基準
をお持ちでしょうか。ございましたら、ご教
示下さい。

市としてはありません。
校舎については、文部科学省が定める
「学校環境衛生の基準」の判定基準を
クリアーしててください。同基準に基
づき実施する定期環境衛生検査で判定
基準を超えた場合は事業者のリスクと
します。
同基準については、文部科学省のホー
ムページを参照ください。

8
要求水準
書

11
Ⅰ－１－７－
（１）地域性・景
観性の面

行徳地区の歴史的背景を調べるための参考文
献、参考図書等ありましたら、ご教示下さ
い。

中央図書館の市川市史等やインター
ネット等でご確認ください。

8
要求水準
書

12
Ⅰ－２－１－
（１）ア基本的な
考え方

『②｢ゆとり｣ある学習環境づくり』とありま
す。貴市として、施設面での｢ゆとり｣に対す
る定義をお持ちでしょうか、ございました
ら、ご教示下さい。

第七中学校のコンセプトを参照してく
ださい。

8
要求水準
書

13
[表１－１ 新設校
舎Ａ棟の必要諸
室]

表中、特殊学級が２室とありますが、１室あ
たりの定員は何人を想定していますか。また
特殊学級の面積要件があればご指示願いま
す。

普通教室と同じ広さとしてください。

8
要求水準
書

14
［表１－２ 新設
校舎Ａ棟の必要諸
室（つづき）］

表中、帰国子女室の定員、及び教室の面積要
件をご指示願います。また、適応指導室につ
いても同様にご指示願います。

普通教室と同じ広さとしてください。

8
要求水準
書

16

Ⅰ－２－１－
（２）エ－(エ)学
校施設開放とセ
キュリティ

「学校運営に支障がない範囲での施設開放と
なる。」とあります。貴市として、学校運営
に支障がない範囲に対するお考えを、具体的
に教えてください。

学校の授業に支障のない、放課後、夜
間、土曜日、日曜日の開放が基本とな
ります。

8
要求水準
書

18
Ⅰ－２－２－
（１）オ－（イ）
空調仕様について

「空調設備を設置すること。」とあります。
貴市として調理室内空調温度管理に対して、
室温基準をお持ちですか、ございましたら、
ご教示下さい。

厨房はスポットクーリング、他は居室
並を想定しています。

8
要求水準
書

28
Ⅰ－２－５－
（１）中学校正門
及び生徒出入口

正門の門扉を道路（主要地方道市川浦安線）
に停車することなく開閉できる様にとありま
すが、敷地内に車寄せを設置すると考えて宜
しいでしょうか。また、正門の機能上、歩行
者（生徒）と車動線の分離が望ましいと考え
られますが具体的に配慮すべき点がございま
したらご教示下さい。

・敷地内の車寄せで検討を願います。
・分離が可能であればお願いします。

8
要求水準
書

29
Ⅰ－２－５－
（３）駐車場ス
ペースの確保

必要な駐車スペースを確保することとされ、
かつ貴市の想定台数が記載されています。こ
の際、想定台数を上回る台数を提案する場
合、その費用負担についてはどのようにお考
えなのでしょうか。

ＰＳＣとの比較、コストパフォーマン
ス得点算出ともに対象といたします。

15
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募集要項等に関する質問・回答等（市川市第七中学校校舎等整備等ＰＦＩ事業）

8
要求水準
書

32
Ⅰ－３－３北側歩
道拡幅

歩道拡幅の部分は「参考資料-7」の建設用地
に掛かる歩道延長とし、隣接する市川市行徳
支所の敷地部分は対象外と考えて宜しいで
しょうか。また、正門の位置が変わることか
ら歩行切り下げ部分の移設等も発生しますが
この費用も改修見積に加えると考えて宜しい
でしょうか。

・行徳支所の歩道拡幅は別途市が整備
します。
・歩道切り下げ費用はＰＦＩ事業で行
います。

8
要求水準
書参考資
料

参考21
（２）特殊附帯施
設費

「次に掲げるもののほか、特に必要と認めら
れるものについて実施事業費による対象とす
る」とありますが、必要と認められないもの
を運営事業者の負担で備えた場合には、事業
期間終了時は現状復旧をすることとなるので
しょうか。市への無償譲渡等の可能性もある
のでしょうか。

原状復旧が原則となります。
事業期間終了時点のままにするかどう
かは、その時の協議事項になります。

8
様式集Ｆ
Ｄ

学校７
事業費
見積他

「（計算用）」
シートの扱いにつ
いて

貴市より頂戴した様式集ＦＤのエクセルデー
タファイルに「（計算用）」シートがつけら
れています。このシートの使途は、割賦料算
定用のものなのでしょうか、それとも銀行借
り入れの元利払い算定用のものなのでしょう
か。また、元利払い算定用のものの場合、借
入期間は１５年（含む据え置き）返済でＦＩ
Ｘされてしまうのでしょうか。

割賦料算定のもので、市の支払総額を
算定するものです。

9 募集要項 7

(1) 中学校・給
食・公会堂の施設
等（保育所部分を
除く。）

６～１０年目及び１１～１５年目の見直し期
間中の基準金利は特定事業契約の中で別途定
めることになっておりますが、１～５年目の
実行金利は特定事業契約において設定される
基準金利（実質的には特定事業契約の仮契約
を締結する７前日のレート）＋スプレッドで
確定されるということでしょうか？特定事業
契約において設定される基準金利は所有権移
転から約２年前のレートであり、事業者とし
ては約２年間の金利リスクをスプレッドに反
映せざるを得ないため、結果として、事業コ
ストの増大に繋がります。よって、事業コス
ト縮減のため、１～５年目、６～１０年目及
び１１～１５年目の基準金利確定日を各金利
実行日の２～３日前のレートとすることをご
提案致します

仮契約締結日の７日前の基準金利に基
づき設定された割賦利率が１～５年目
についても適用されます。

9 募集要項 7～8

１ 市の施設整備
費の支払  ３
市の維持管理費の
支払

市の支払う施設整備費と維持管理は債権とし
て分離されていると考えてよろしいでしょう
か？

分離しません。

9 募集要項 7～8

１ 市の施設整備
費の支払  ３
市の維持管理費の
支払

市の支払う施設整備費等に対する質権等の担
保設定について、市の承諾は頂けるでしょう
か？

特定事業契約上の地位及び権利義務を
担保提供することは、市との協議を前
提とした承諾事項と考えます。

10
要求水準
書

9
ユニバーサルデザ
イン

視覚及び聴覚障害者の誘導が可能な設備は公
会堂のみの設置でよろしいでしょうか。

基本的には全ての施設を考えていま
す。

10
要求水準
書

50,51 補助金

補助申請及び申請書類の作成は市川市が行う
と考えてよろしいでしょうか。

基本的なものは市で行いますが、面積
の算定等は市と事業者と共同で行うこ
とになります。

10
要求水準
書

13 普通教室

8.0ｍ×8.5ｍ以上とするとありますが、面積
（68㎡以上あればよい）と考えればよろしい
でしょうか。それとも有効長さのことでしょ
うか。

8.0ｍ×8.5ｍを基本とします。

16
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募集要項等に関する質問・回答等（市川市第七中学校校舎等整備等ＰＦＩ事業）

10
要求水準
書

32,33 北側歩道拡幅
歩道の拡幅によって敷地境界線は変更するの
でしょうか。

変更しません。

10
要求水準
書

34 設計

建築、設備、電気工事は
「建築工事共通仕様書（国土交通省）」
「機械設備工事共通仕様書（国土交通省）」
「電気設備工事共通仕様書（国土交通省）」
に基づいた設計と考えて宜しいでしょうか。

その他に建築学会の仕様書に基づいた
設計としてください。

10
要求水準
書

14 廊下

４ｍというのは幅と考えてよろしいでしょう
か。その場合は有効幅でしょうか、参考資料
図面のような柱－柱間と考えてよろしいで
しょうか。又、渡り廊下にも適用するので
しょうか。

・有効幅ではありません。基本的には
壁芯～壁芯として考えています。
・渡り廊下には適用しません。また、
渡り廊下の1階部分は北と南に生徒が
通り抜けできるピロティ方式を考えて
います。

10
要求水準
書

28 駐車場スペース

公会堂用は市で整備するとありますが、具体
的にどの場所に何台分位整備するのでしょう
か。又、公会堂用駐車場を整備することに
よって今回の計画部分に対して影響はあるの
でしょうか。

公会堂用は市で整備します。Ｂ、Ｃ棟
の西側部分のテニスコート用地を行徳
支所と一体の駐車場として整備する計
画です。中学校部分には３４台程度の
駐車場を整備する計画があります。

10
要求水準
書

30 ゴミ収集場

中学校の部分は既存分も含め新築校舎側に設
置するのでしょうか。または既存部分に新築
中学校部分にも対応できる収集場がある（新
たに設置するのは公会堂、保育所、デイサー
ビスセンター、ケアハウス部分）と考えてよ
ろしいでしょうか。

ゴミ収集場は新築校舎側に施設毎に設
置する考えです。

10
要求水準
書

17 ストーブ

ストーブは灯油を利用とありますが、灯油を
使用することは前提でしょうか。他の方法の
提案は可能でしょうか。又、灯油を使用する
場合、灯油置場は必要でしょうか。その場合
どの位の大きさが必要でしょうか。

・ストーブは灯油とします。
・灯油置場は必要です。大きさは参考
で２㎡を想定しています。

10
参考資料
集

参考17 校庭用便所

校庭用の便所が校舎内に設置されています
が、別棟と考えても宜しいでしょうか。

基本的には階段の下を考えています。

10

主要地方道市川浦安線の騒音レベルの測定は
行われているのでしょうか。あればデータを
お知らせください。

市のホームページをご覧下さい。（環
境清掃部→環境についてはこちら→環
境保全対策１→騒音・振動→自動車交
通騒音・振動をクリックしてくださ
い）

11 実施方針 24
予想されるﾘｽｸ並
びに市と事業者の
責任分担

事業期間中の維持管理費、運用費に関りのあ
る水道法等の変更は｢本事業に直接影響を及
ぼす法令等の変更｣として市の負担と考えて
よろしいでしょうか。

市の負担とします。

11
要求水準
書

11
7－（2）環境保全
及び環境負荷低減

「屋上緑化等の具体的なアイデアについて
は、その仕様を示すとともに、見積書におい
ては参考として提案価格を表記すること。」
となっていますが、「仕様を示す」用紙及び
「見積書」の様式、記入方法を教えてくださ
い。

様式集第16号の3番目に記載してあり
ます。なお、その提示内容に様式第24
号に記述して下さいと記載してありま
す。
提案価格については、様式第６６号－
２の指定の記入欄に記入して下さい。

11
要求水準
書

13 （キ）特別教室等

中学校に新設する地域開放施設について、想
定されている稼働時間・稼働日数（月間・年
間）及び利用受付方法についてお知らせ下さ
い。

・学校側で利用していない時間で平日
は放課後から午後9時（予定）まで、
土、日、祭日は午前9時～午後9時（予
定）を開放する考えでいます。
・受付方法は団体登録をして利用する
よう考えています。

17
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№ 資料名 ページ 項　目　名 質　　　　　　　　　問 回　　　　　答

募集要項等に関する質問・回答等（市川市第七中学校校舎等整備等ＰＦＩ事業）

11
要求水準
書

20
ホール等の機能及
び性能

管理室の機能及び性能について、「職員2名
に対応した管理室とする」と明記されており
ますが、ここでいう職員とは、市の職員の事
を想定されているのでしょうか？

市の職員を想定しています。

11
要求水準
書

45
10－（1）清掃業
務の範囲・内容

イ 事業者は、施設の利用に支障を与えない
ように、効率的に実施する」について、想定
される施設の利用時間・利用日および作業可
能時間・可能日について、中学校・公会堂並
びに保育所別に教えてください。

一般的な施設の休館日等を想定してく
ださい。

11
要求水準
書

46
12－（1）環境衛
生管理業務の範
囲・内容－イ

「ゴミの処分」とありますが、環境衛生業務
の履行により発生する汚水・汚泥等を想定し
ていると考えてよろしいでしょうか？

お考えのとおりです。

11
要求水準
書

45,46 清掃業務

清掃業務における廃棄物処理は、事業者が施
設内のゴミを廃棄物保管室まで一次運搬し、
市が自らの費用負担で最終処分までを行うと
の理解で宜しいでしょうか？

・学校、給食室は一次運搬から最終処
分まで市の責任とします。
・公会堂は一次運搬から最終処分まで
ＳＰＣの業務とします。
・保育所、ケア、デイは一次運搬から
最終処分まで運営事業者の責任としま
す。

11
要求水準
書

45,46
廃棄物処理につい
て

各施設における廃棄物処理について以下の考
えでよいかご教示願います。
・外構施設で発生した植栽ゴミの運搬処理費
用は事業者負担とする。
・中学校・公会堂の清掃で分別収集するゴミ
の運搬処理費用は市の負担とする。
・環境衛生業務で発生した、汚水・汚泥等の
運搬処理費用は事業者の負担とする。

植栽ゴミ及び環境衛生業務で発生した
ものについては、そのとおりです。
・中学校は一次運搬から最終処分まで
市の責任とする。
・公会堂は一次運搬から最終処分まで
ＳＰＣの業務とする。

11
要求水準
書

47
大規模修繕計画立
案

大規模修繕・更新は事業者が施設の機能維
持・向上の為に立案し、市の負担により実施
すると明記されております。一方、実施方針
別紙５のリスク分担において、性能リスクに
おける要求仕様不適合等のリスクは事業者の
リスクとされておりますが、市の事情により
計画通り修繕・更新が実施されない事による
性能低下リスクは、事業者に問われないと考
えて宜しいでしょうか？

そのとおりです。

11
要求水準
書

参考2
参考2 事業範囲の
（2）維持管理事
業

既設Ｂ･Ｃ棟について下記資料を提示願いま
す。
① 図面（平面図、立面図、電気図面、設備
図面）
② 面積表（床面、ガラス）
③ 害虫駆除対象個所がわかるもの
④ 機械警備計画
⑤ 現在の維持管理体制
以上

閲覧をします。

11
要求水準
書

参考2
参考2 事業範囲の
（2）維持管理事
業

既設Ｂ･Ｃ棟の設備保守管理業務は、整備対
象となった設備に限るとありますが、改修工
事の対象設備以外は管理対象外と考えて宜し
いでしょうか？その場合、管理対象外部分の
設備保守管理者についてご教示願います。

そのとおりです。
設備保守管理者は市となります。

18
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№ 資料名 ページ 項　目　名 質　　　　　　　　　問 回　　　　　答

募集要項等に関する質問・回答等（市川市第七中学校校舎等整備等ＰＦＩ事業）

12
要求水準
書

13
新設校舎Ａ棟の必
要諸室

学校のトイレの仕様について、詳細をご指示
ください。

・トイレはウェット方式（防水仕様）
とするが、使い勝手をドライ方式とす
る。（何かのときに水洗いも可能であ
るようにしておく）
・職員トイレには、男子便所、女子便
所共ウォッシュレットを各1個つけ
る。                            ・
便器は暖房便座とする。なお、和式便
器を各1箇所設置する。
・壁の仕上げは、はがれないような材
料とする。（タイルは基本的には使用
しない）
・出入口の扉は無くし、目隠し板を設
置する。

12 募集要項 12
応募者の資格等
（（３）－ア－
（イ））

特別目的会社（事業者）への出資条件とし
て、代表者の出資比率に条件はございますで
しょうか。また、代表者以外の構成員につい
ては、出資義務・条件はないものと理解して
よろしいでしょうか。

事業期間を通じ、常に最大かつ1/3超
に保つことを条件とします。
構成員の出資義務・条件は特に設定し
ておりません。しかし、出資者になれ
るのは、構成員のみといたします。

12 募集要項 13
提案審査及び事業
者の選定に関する
事項

ＰＳＣの値は提案前に公表していただけるの
でしょうか。

PSCを公表するか否かは､現在検討中で
す。早急にHP上で回答します。

12 募集要項 7
市の施設整備費の
支払（１）

提案時の基準金利（7月5日のLIBORレート）
は、様式集「様式第Ａ84－１」に記載されて
いる「0.52％」と理解してよろしいでしょう
か。また、提案時の起債金利も、同様に
「2.00％」と理解してよろしいでしょうか。

０．４８５％となります。
配布した様式第８４号－１の基準金利
を修正して下さい。シートの保護をは
ずし（パスワードの設定は無し）、修
正を行って下さい。
起債金利については、「2.00％」とな
ります。

12 募集要項 14
市による審査結果
の整理等　（エ－
（イ））

例えば定性評価点が同点の場合等、点数の上
位３位以内に４案（以上）が入る場合が考え
られますが、その場合、最終評価は上位３位
以内の全ての提案（４つとも）について行う
のでしょうか。それとも委員会にて３案に絞
り込むのでしょうか。また、３案に絞り込む
場合は、どのような基準で選抜されるので
しょうか。

上位３位以内全ての提案について最終
評価を行います。
ご質問の例では、４案とも最終評価を
行います。

12 様式集 A84-2
（３）資金調達計
画　①主な資金調
達先

借入先を具体的に記入すると提案者が特定で
きてしまう場合には、どのように記入すれば
よろしいでしょうか。募集要項P18において
「提案者が特定できる名称等は使用できな
い」とありますので、例えば構成員が特別目
的会社に融資するような場合には、「構成員
からの借入」という程度の具体性でよろしい
のでしょうか。

構成員の場合は、「構成員」と、関心
表明を出している金融機関の場合は
「関心表明金融機関」と調達先に記入
して下さい。その他の場合は、出来る
限りの具体的な記入をお願いいたしま
す。

13
要求水準
書

7

コンクリートの耐
久設計基準強度に
ついて【３　施設
構造　（２）耐久
性能　4行目】

「コンクリートの耐久設計基準強度は２４Ｎ
／ｍ㎡以上とすること」とのご指示ですが、
割増強度は考慮しないと考えて宜しいでしょ
うか？

割増強度は考慮するものとします。

13
要求水準
書

9

保育所の管理につ
いて【５設備計画
の考え方　（１）
電気設備　イの1
行目】

防災・警備設備については、既存校舎Ｂ，Ｃ
棟も含め、敷地内の全ての建物を対象に一体
的に管理できるようにする。」とのことです
が、個別運営である保育所については、どの
ように考えれば宜しいでしょうか？

保育所も対象となります。

19
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№ 資料名 ページ 項　目　名 質　　　　　　　　　問 回　　　　　答

募集要項等に関する質問・回答等（市川市第七中学校校舎等整備等ＰＦＩ事業）

13 募集要項 4

保育所の竣工と所
有権移転の時期に
ついて（Ⅰ事業概
要　８事業範囲
イ施設等の所有権
移転業務　1行
目）

「事業者は、各施設の竣工後平成17年1月
に、施設及び設備等の所有権を市に移転す
る。」と記述されておりますが、保育所につ
いても、供用開始が4月にも係わらず竣工と
所有権移転の時期は各々1月までなのでしょ
うか？

そのとおりです。

13 募集要項 12

代表者の変更につ
いて【Ⅳ事業者の
募集及び選定の手
順　２募集及び選
定　(3)応募者の
資格等（イ）及び
（キ）】

「グループの代表者」は、同じグループ構成
者であれば変更することは認められるので
しょうか？

認められません。

13
要求水準
書募集要
項

50,51
24

補助金と起債の支
払いスケジュール
について要求水準
書【Ⅴ事業の前提
条件　１補助金と
起債の考え方　７
行目】【（４）保
育所　ア補助金
3行目】募集要項
【別紙４予想され
るリスク並びに市
と事業者の責任分
担「支払遅延・不
能」】

「補助金、起債とも平成17年5月末には市へ
の入金が行われる予定である。」「平成17年
5月に受領の予定である。」と各々記載され
ておりますが、市の責任の有無に係わらず市
への当該入金が遅れた場合は、事業者への
「支払遅延行為」として市のリスク負担と考
え、金利等の負担が発生すると理解して宜し
いでしょうか？

そのとおりです。

13 募集要項 7

基準金利と提案ス
プレッドについて
【Ⅱ事業の条件
１市の施設整備費
の支払　（１）中
学校・給食室・公
会堂の施設等（保
育所部分を除く）
3行目、23行目】

「金利部分（基準金利＋提案スプレッド）」
「提案価格算定にあたって、基準金利は平成
14年7月5日の値を基準とする。」と各々記述
されておりますが、契約時は、基準金利は平
成14年7月5日の値とし、その基準金利に契約
時のスプレッド分を加味して実際の金利を確
定すると考えて宜しいのでしょうか？

仮契約締結日の７日前の基準金利に基
づき設定されます。

13
募集要項
要求水準
書

7、51

保育所の支払いに
ついて募集要項
【Ⅱ事業の条件
１市の施設整備費
の支払　(2)保育
所施設部分2行
目】要求水準書
【Ｖ事業の前提条
件　１補助金と起
債の考え方　ア補
助金3行目】

「～平成16年度中に事業者へ一括して支払う
ものとする。」「～平成17年5月に受領の予
定である。」と各々記述されておりますが、
保育所の支払いについては、市は補助金の入
金の有無に係わらず、平成16年度中に一括し
て事業者にお支払い頂けると考えて宜しいで
しょうか？

平成16年度中の支払いとは、出納整理
期間を含め平成17年5月末日までと
なっています。

13
要求水準
書

28

公会堂の駐車場に
ついて【Ⅰ-２企
画・設計・建設業
務対象施設　５外
構施設（３）駐車
場スペースの確保
の1行目】

「公会堂の駐車場は、隣接する行徳支所側に
市が整備する。」とありますが、公会堂の当
該駐車場整備については、本ＰＦＩ事業の範
囲外と理解して宜しいのでしょうか？また、
行徳支所側の当該スペースは、公会堂の駐車
場スペースのみに使用されると理解して宜し
いのでしょうか？

公会堂の駐車場整備はＰＦＩ事業の対
象外です。また、公会堂の駐車場は西
側の学校敷地のテニスコート部分を利
用して行徳支所と一体の駐車場として
利用することを考えています。

15 募集要項 4 電波障害

電波障害を検討するにあたり、電波到来方向
等についてご提示下さい。

ＶとＵとＢＳ、ＣＳに対応したものを
検討してください。

20
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№ 資料名 ページ 項　目　名 質　　　　　　　　　問 回　　　　　答

募集要項等に関する質問・回答等（市川市第七中学校校舎等整備等ＰＦＩ事業）

15 募集要項 5
議会のスケジュー
ルについて

施設を設計及び建設していく上で、特に考慮
すべき議会スケジュールはありますでしょう
か。

15年2月議会に契約議案を提出予定で
す。

15 募集要項 23
街との共存、街と
の景観の調和

当事業を実施するにあたり既に近隣との話し
合い（説明会等）を実施されていましたら議
事録を開示していただきたくお願いいたしま
す。

工事中の騒音の問題や建物が何階建に
なるのか等の質問が現在出ておりま
す。詳細についてはホームページで掲
載します。

15
要求水準
書

5 解体後の造成

校舎Ａ棟の解体後、どこまでの造成を考えて
いるか明示お願いいたします。

現況の高さを復旧する計画です。

15
要求水準
書

6 騒音規制

本敷地における騒音規制値についてご提示下
さい。

市のホームページをご覧下さい。（条
例・規則検索→環境保全条例並びに施
行規則の別表第１０）

15
要求水準
書

10 雨水の活用

雨水貯留施設の雨水を、植栽への散水など中
水として使用して問題ないでしょうか。

植栽への散水は雨水の再利用として問
題ありません。

15
要求水準
書

11 屋上緑化

屋上緑化についてその仕様を示し、見積書に
おいては参考として提案価格を提示するとあ
りますが、屋上緑化は市の負担で実施される
と考えてよろしいでしょうか。

市の負担でＰＦＩ事業の中に入れるこ
とを考えています。

15
要求水準
書

13
新設校舎Ａ棟の必
要諸室必要諸室

必要諸室の中に開放用便所がありません。外
部施設利用は、職員用便所、生徒用便所のど
ちらを使うと想定されていますか。

身障者便所、生徒用便所、職員用便所
等を含め、プランニングで検討してく
ださい。

15
要求水準
書

19
公会堂ホールの内
部仕切り

ホールを分割利用する提案も受けるとありま
すが、分割するシステム（仕切り等）は市の
負担において実施されると考えてよろしいで
しょうか。

市の負担と考えますが、簡易的なもの
しか想定していません。

15
要求水準
書

19 公会堂の運営時間

現在想定されている公会堂の運営時間がござ
いましたらご提示下さい。

一般的な施設の休館日等を想定してく
ださい。

15
要求水準
書

28
中学校正門及び生
徒出入り口

正門及び生徒出入り口の整備について、主要
地方道市川浦安線側の正門のみ新たに整備す
ればよいのか、南北の４つの生徒出入り口、
及び正門全てを新たに整備する必要があるの
かご教示ください。

北側の2箇所の正門を整備することを
考えています。

15
要求水準
書

30 排水設備

排水整備にあたり、現況の排水設備図及び既
存の公共桝の位置・高さについてご提示下さ
い。

１／２５０の現況測量図を渡します。

15
要求水準
書

38 工事監理者の選定

建設工事を担当する構成員あるいは委託先企
業自身が、工事監理業務を兼ねて行うことも
可能でしょうか。工事監理者が企画・提案し
た什器・備品を設置、整備することを考慮す
ると建設工事をより円滑に進める上でもメ
リットがあると考えます。

可能であると考えます。

15
要求水準
書

46 清掃業務

清掃業務における廃棄物処理に伴う費用は市
の負担と考えてよろしいでしょうか。

・学校、給食室は一次運搬から最終処
分まで市の責任とします。
・公会堂は一次運搬から最終処分まで
ＳＰＣの業務とします。
・保育所、ケア、デイは一次運搬から
最終処分まで運営事業者の責任としま
す。

15
要求水準
書参考資
料集

参考6
学校行事と工事手
順フロー

学校行事等による工事中断は発生しないと考
えてよろしいでしょうか。また、市川中学校
の年間行事スケジュールをご提示下さい。

特殊な場合を除いて工事中断は殆どな
いと考えます。
年間スケジュールは別途渡します。

15
要求水準
書参考資
料集

参考17
Ａ・Ｂ・Ｃ棟、校
内ＬＡＮ参考図

記号凡例で、無印はＬＡ．とありますがその
意味をご教示ください。

データ変換により一部が消えたもので
す。
（誤）無印はＬＡ．
（正）無印はＬＡＮ対象外
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№ 資料名 ページ 項　目　名 質　　　　　　　　　問 回　　　　　答

募集要項等に関する質問・回答等（市川市第七中学校校舎等整備等ＰＦＩ事業）

15
現地現況
図

建設敷地内の第３
者の往来について

建設期間中、学校施設利用者が主要地方道市
川浦安線側から建設敷地内を通り南側に抜け
るルートを確保する必要があるのでしょう
か。上記のルートが必須である場合建設敷地
が分断され建設効率がさがると予期されま
す。

工事中はありませんが、完成後は建物
のピロティ部分を（北側～南側）通り
抜けて生徒が歩くことを考えていま
す。

15
要求水準
書様式集

様式
第A15
号

施設全体パース
施設全体パースは模型による表現でもよろし
いでしょうか。

不可です。

15 募集要項 12 応募者の構成等

複数の企業によるグループで応募した場合、
代表者以外の構成員は、ＳＰＣに出資しなけ
ればならないのでしょうか。

構成員の出資義務についての条件は特
に設定しておりません。しかし、出資
者になれるのは、構成員のみといたし
ます。
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