
本件に関する質問について、次のとおり回答します。 年 月 日

№

1

2

3

4

5

6

7

質問回答書（１次）

件 名 　八代市本庁舎総合管理業務公募型プロポーザル

令和 3 5 26

質　　問　　事　　項 回　　　　　答

募集要領 P2
2.(3)

　本庁舎の竣工から本業務委託期間前の準備期間を候
補者と別途委託契約をするとありますが、具体的にど
こまでの業務を委託することを想定されていますか。

　詳細は協議によりますが、準備期間においては、統括管理業
務１名、常駐施設管理業務１名、施設警備業務２名とし、２月
からは総合案内業務１名を追加した委託を想定しています。

募集要領 P2
2.(4)

　「本業務の事業費の限度額は上限267,168,000円とす
る（消費税及び地方消費税の額を含まない）。」と記
載がありますが、最低制限価格はありますでしょう
か。

　最低制限価格の設定はありません。

募集要領 P2
2.(6)

　供用開始以降の工事期間中の出入口や通行規制の来
庁者等への案内の計画やサイン等は工事業者及び八代
市で実施されると考えてよいでしょうか。

　お見込みのとおりです。

募集要領 P2
3.

　プレゼンテーション時には企画提案書を要約した資
料（パワーポイント等）を使用してよいでしょうか。

　構いません。

募集要領 P3
4.(1)

本公募型プロポーザルに参加することができる者は、
複数の事業者により構成された共同企業体（ＪＶ）と
し、とありますが、ＪＶとしてのみ参加可能との認識
で宜しいでしょうかご教示願います。

　お見込みのとおりです。

募集要領 P3
4.(1)②

　今年度の随時申請は開始されておりませんが、仮に
６月１５日までに申請し、７月１日までに登録されな
かった場合の取り扱はどのようになるでしょうか。

　「物品・役務」は随時申請可能です。７月１日までに登録さ
れなかった場合は、本件の参加資格要件を満たしません。
　※募集要領 P3 4.(1)参加要件資格に記載の「物件・役務」
の表記は誤りです。正しくは「物品・役務」です。

募集要領 P3
4.(1)②

　令和３年７月１日までに「有資格者名簿に登録され
る者」とありますが、随時申請にて受付して頂いた場
合、申請の最終受付日は何日頃になりますかご教示願
います。

　令和３年６月１５日です。

八代市財務部財産経営課
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№ 質　　問　　事　　項 回　　　　　答

八代市財務部財産経営課

8

9

10

11

12

13

14

募集要領 P3
4.(1)⑨

　「建築物の管理を主体とする業務」とはビル管選任
業務と環境衛生管理業務（空気環境測定・貯水槽清
掃・水質検査・害虫駆除等）を受託した実績でも構わ
ないでしょうか。

　構いません。

募集要領 P3
4.(1)⑩

　構成員の３分の１以上とありますが、これは構成員
の数でしょうか、ＪＶ協定書の出資比率も考慮される
のでしょうか。

　構成員の３分の１以上は、構成員の数です。出資比率は考慮
しません。

募集要領 P3
4.(1)⑩

　構成員の３分の１以上は、本市内に本社、支店又は
営業所を有する者であることとありますが、契約締結
までに有していれば新設でも参加資格要件を満たして
いるかご教示願います。

　本件の「本市内に本社、支店又は営業所を有する者」とは、
本市内に本社、支店又は営業所を有する者であって、かつ、本
市の入札参加有資格者名簿に「市内」の種別で登録されている
者とし、入札参加有資格者名簿に「市内」の種別として登載さ
れる資格要件として、「有資格者名簿への登録日において、１
年以上引き続き店舗をかまえ、その業を営んでいること」が必
要となります。そのため、本件においては契約締結までに新設
された場合であっても、上記要件を満たさない者は、有資格者
として名簿登録がされず、参加資格要件を満たしません。

募集要領 P3
4.(1)⑫

　共同企業体の構成員は他の共同企業体の構成員とし
て参加できないとありますが、協力企業（再委託）と
しての参加は可能でしょうか。

　可能です。

募集要領 P5
7.(4)

　回答方法について、各社からの質問は全社分一斉回
答との認識で宜しいでしょうか。また、２次質疑回答
において、提案の独自性を確保の為、個別での回答を
求める事は可能でしょうか。

　お見込みのとおりです。２次の質疑回答においても、全者分
を一斉回答とします。

募集要項 P5
8.(3)②

　「建物総合管理業務」とありますが、業務項目とし
て、「環境衛生管理業務」・「設備運転監視業務」・
「清掃業務」の３項目でも総合管理業務とみなされま
すでしょうか。具体的に必要な業務項目等があればご
教示願います。

　本仕様書記載の５つの業務のうち、１つでも該当する業務が
あれば、評価の対象となりますので、受託実績調書にご記載く
ださい。

募集要項 P5
8.(3)②

　平成２８年４月以前から開始している契約で、１年
更新での継続契約の実績でもよいでしょうか。

　構いません。
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№ 質　　問　　事　　項 回　　　　　答

八代市財務部財産経営課

15

16

17

18

19

20

21

22

募集要項 P5
8.(3)②

　延床面積5,000㎡以上の施設の建物総合管理業務の実
績は指定管理者（代表企業・構成員ともに）として受
託した契約の実績でもよいでしょうか。

　指定管理者としての実績を含めて構いません。

募集要領 P5
8.(3)②

　「国、地方公共団体その他公法人又は公益法人か
ら、延床面積が5,000㎡以上の規模を有する施設の建物
総合管理業務を元請けとして受注した実績について
は、審査の加点対象とする。」と記載がありますが、
審査の加点はどのように行われるのでしょうか。
8,000㎡でも20,000㎡でも加算点数は変わらないので
しょうか。

　履行実績における業種数及び件数で加算点数は変動します。
延床面積では加算点数は変わりません。

募集要領 P6
9.(3)⑤～⑧

　⑤～⑧の提出は、共同企業体の構成員全て提出が必
要との理解でよろしいでしょうか。

　お見込みのとおりです。

募集要領 P7
9.(7)③

　文字のサイズは１２ポイント程度となっています
が、資料等の文字は少し小さめ（１０ポイント程度）
でもよいでしょうか。

　図表等を配置する場合において字数が収まらないときに限
り、１０ポイント程度でも可とします。

募集要領 P7
9.(7)③

　枚数は４０枚以内とありますが、Ａ４両面で４０枚
以内でしょうか、それとも片面で４０ページ以内で
しょうか。

　Ａ４両面で４０枚以内です。

仕様書 P2
第1章
4.(4)

　その他について本庁舎１階及び２階の市民活用エリ
アの運営について、現在、想定されている市民活用エ
リアの運営方法をご教示願います。

　運営は市の直営ですが、受付業務については仕様書のとおり
委託します。

仕様書 P3
第1章
7.(2)

　本庁舎の供用開始以降、令和４年度中までは引き続
き仮設解体や駐車場整備等が行われるとありますが、
期間中受託にて対応すべき業務があればご教示願いま
す。

　現時点では工事の進捗に応じた駐車場管理業務が生じると考
えます。

仕様書 P3
第1章
7.(3)

　休日について「八代市の休日を定める条例」とあり
ますが、該当条例を例規集で確認できませんでした。
「行政機関の休日に関する法律」に定める休日との判
断でよいでしょうか。

　「八代市の休日を定める条例（平成１７年８月１日　条例第
３号）」は、八代市例規集＞体系目次＞第１編総規　にありま
す。ご確認ください。
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№ 質　　問　　事　　項 回　　　　　答

八代市財務部財産経営課

23

24

25

26

27

28

29

仕様書 P4
第1章
8.(1)①

　統括責任者について、建築物環境衛生管理技術者の
資格を有している者とする、とあるが、統括責任者に
限らず、いずれかの常駐設備員が保有していれば問題
ございませんでしょうか。
　また、統括責任者は「施設警備業務」「総合案内業
務」からの選任は不可との認識でよろしいでしょう
か。

　統括責任者が有資格者であることは必須です。
　後段についてはお見込みのとおりです。

仕様書 P8
第1章
15.(1)

　従事者の事務室の面積、什器類の数、倉庫の面積を
ご教示ください。

　事務室として使用できる室は、管理事務所約３１㎡、和室約
１１㎡、中央監視室約３７㎡、守衛室約１６㎡です。
　什器類の数は、契約後協議します。
　倉庫は２室あり、面積はそれぞれ約５㎡と約１５㎡です。

仕様書 P8
第1章
16.

　保険への加入について、本件についてはＪＶでの参
加を求められておりますが、各構成員が担当する業務
においてそれぞれの構成企業が保険等に加入している
必要があるとの理解でよろしいでしょうか。

　受託されるＪＶにおいてご判断ください。

仕様書 P8
第1章
16.

　保険加入の内容に条件はありますでしょうか。
　条件はありません。想定されるリスクに対応できるようにし
てください。

仕様書 P11
第2章 第1節
2.(1)

　総合管理業務報告書の提出期限が毎月末との記載が
ありますが、２４時間業務ため、毎月末までに提出す
ることは現実的に不可能です。翌月の一定に期日まで
に当月の報告書提出と考えてよいでしょうか。
　また、業務日誌は翌日が休日の時は休日明けの日と
考えてよいでしょうか。

　前段は契約候補者と協議により定めます。
　後段はお見込みのとおりです。

仕様書 P13
第2章 第2節
2.(1)①イ

　「軽微な補修」とはどの程度の補修を指しますか。
また、その材料費の費用分担はどうなりますでしょう
か。

　軽微な補修例については、仕様書１４ページに記載していま
す。その材料費については市が負担します。

仕様書 P14,15
第2章 第2節
2.(2)⑦

　市指定の集積場所と処分場に運搬とありますがどち
らに運搬するかの判断は貴市でされると解釈してよろ
しいでしょうか。

　お見込みのとおりです。
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№ 質　　問　　事　　項 回　　　　　答

八代市財務部財産経営課

30

31

32

33

34

35

36

37

38

仕様書 P15
第2章 第2節
3.(2)①②

　資格要件の記載がありますが、配置スタッフ全員が
経験及び資格を有している必要がありますでしょう
か。

　お見込みのとおりです。

仕様書 P16～18
第2章 第3節
2.

　設備に関する仕様のほかに、設備内容（メーカー、
台数、その他）に関しての情報は参加申し込みまでの
期間に開示されますでしょうか。

　設備内容に関しては、借用希望に応じて貸与する参考資料
（CD-R）でご確認ください。

仕様書 P16～18
第2章 第3節
2.

　法定点検に関しては「設備機器の仕様を参照のも
と」とございますが、参加仕様書に記載の（P16～18）
回数での実施は必須でしょうか。または分離発注とな
る可能性はございますでしょうか。

　前段については必須です。
　法定点検は業務に含まれており、再委託とすることは可能で
す。

仕様書 P17
第2章 第3節
2.

　雑用水水質検査が１回/年となっておりますが、残留
塩素・ＰＨ等が１回/週、大腸菌検査が１回/２か月
（散水利用かトイレ水洗利用によって濁度検査が追
加）ではないでしょうか。

　雑用水水質検査は、残留塩素・ＰＨ等１回/週、大腸菌検査
１回/２月、濁度検査１回/２月とします。

仕様書 P17
第2章 第3節
2.

　排水設備の地下汚水貯留槽清掃が仕様に含まれてお
りますが、実施回数の記載がありませんでした。年間
の実施回数をご教示ください

　１回/年です。

仕様書 P17
第2章 第3節
2.

　空気環境測定が８回/年となっておりますが、６回/
年ではないでしょうか。

　６回/年に修正します。

仕様書 P17
第2章 第3節
2.

　害虫駆除が１２回/年となっておりますが、１回/月
の生息調査（トラップ設置）と２回/年の薬剤散布とい
う認識で宜しいでしょうか。

　４回/年（内訳：生息調査４回/年、薬剤散布２回/年）に修
正します。

仕様書 P19
第2章 第3節
3.

　昇降機設備のメンテナンスについて、１２回/年と
なっておりますが、リモート点検１２回/年、現地点検
４回/年という解釈で宜しいでしょうか。

　リモート点検１２回/年、現地点検４回/年とします。

仕様書 P19
第2章 第3節
3.

　短期・中期・長期修繕計画書作成とありますが、計
画内容等については全て受託者の判断で作成する必要
があるのでしょうか。

　受託者の専門的見地からそのノウハウをもって修繕計画の作
成を求めるものであり、基本的には受託者の判断により作成し
ていただきたいと考えます。
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№ 質　　問　　事　　項 回　　　　　答

八代市財務部財産経営課

39

40

41

42

43

44

45

46

仕様書 P21
第2章 第4節
2.(1)①

　警備員の引継ぎ、休憩時間を考慮するにあたり、施
解錠時間等のタイムスケジュールをご教示ください。
また、特定の時間、曜日で実施する業務についても、
実施時間帯等についてご教示ください。

　出入口の開錠時間は午前７時、施錠時間は午後１０時（一部
午後６時）を予定しており、エリア区分けシャッターの操作は
午後６時を予定しています。
　ただし、木曜日は午後７時までの窓口延長がありますので、
エリア区分けシャッターの操作は午後８時の予定です。

仕様書 P21～22
第2章 第4節
2.(1)～(2)

　今回の業務委託とは別にＡ工事の中に、警備を補完
するシステムとして重要な部屋や出入口を管理監視す
る「入出退管理システム等」を導入する予定はありま
すか。導入する予定があればどのような機器構成かお
教え下さい。
　また、それによって「入出退管理システム等」の異
常時の対応やシステムの監視等が警備員の業務として
追加されてきますでしょうか。

　「入出管理システム」として、カードキーによる電子錠を一
部に導入しています。あくまで、職員用のロッカー入り口や、
バックヤードとの区切りの通路に配置する程度であり、入出退
を完全に管理できるものではありません。
　異常時の状況確認等については、業務内容に含むものとしま
す。（仕様書のとおり）

仕様書 P22
第2章 第4節
2.(1)②

　資格要件の記載がありますが、配置スタッフ全員が
経験または資格を有している必要がありますでしょう
か。

　お見込みのとおりです。

仕様書 P22
第2章 第4節
3.(2)

　「２４時間対応とし、２名体制とする」とあります
が、休憩・仮眠時間は決まっていますでしょうか。
　また、休憩・仮眠中の者も２名体制に含めてよいの
でしょうか。

　休憩・仮眠時間は決まっていません。
　後段については、含めて構いません。ただし、業務履行に支
障がないようにしてください。

仕様書 P23
第2章 第4節
3.(2)

　警備員の休憩を各警備員が交代でとることを想定し
ているのですが警備員の休憩時間帯については１名で
警備実施となることについて問題は無いでしょうか。

　業務履行に支障がないようにしてください。

仕様書 P23
第2章 第5節
2.(1)④

　「簡易な問い合わせ」とありますが、今までの問い
合わせ相当の範囲でしょうか。何か具体的な範囲があ
りますでしょうか。

　具体的な範囲はありません。

仕様書 P23
第2章 第5節
2.(1)⑥

　「施設管理者への報告」とありますが、施設管理者
は「財産経営課」でしょうか。本業務の統括責任者で
しょうか。

　報告先は、財務部（財産経営課）です。

仕様書 P23
第2章 第5節
2.(1)⑧

　「イベント等」については、広報紙に掲載されてい
るものに特化したものですか。

　広報紙に掲載されているものに限らず、市内で開催されるイ
ベントも含みます。
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№ 質　　問　　事　　項 回　　　　　答

八代市財務部財産経営課

47

48

49

50

51

52

仕様書 P23
第2章 第5節
2.(3)①③

　施設の利用受付、予約の調整がありますが、市の会
議室予約システムへの入力作業もありますでしょう
か。

　現段階では入力作業はありません。

　契約電力及び月別電力量の想定は現時点では行っていませ
ん。変圧器容量より各社のノウハウで想定をお願いします。
　主な通信として光回線を利用します。庁内のシステムネット
ワークにつきましては、２重化（有線、無線）したネットワー
ク構築となります。電話の設置台数は約500台を想定していま
す。
　通信設備についての詳細については、現在公告準備中ですの
で提示できません。

仕様書 P23
第2章 第5節
2.(3)②

　「利用料金の徴収」方法は、前納、後納等が決まっ
ていますでしょうか。

　現段階では決まっていません。

仕様書 P23
第2章 第5節
2.(3)②

　「利用料金の徴収」で貸出備品についても料金が発
生しますでしょうか。

　現段階では決まっていません。

別紙
評価基準表
(3)

　提案価格について、採点基準はどのような計算式で
決定されるのでしょうか。

　（最低提案価格/各事業者提案価格）×20
　　　　　　　　　　　　　　※小数点以下四捨五入

仕様書 P23
第2章 第5節
2.(3)③

　「予約の調整」の調整方法の基準がありますでしょ
うか。

　現段階ではありません。

別紙
評価基準表
(1)⑥

　追加サービス・独自のノウハウ等について、追加
サービス提案検討の為、新庁舎において想定されてい
る契約電力及び月別電力量等をご開示願います。ま
た、契約通信量（利用帯域〇Mbps）及び電話の設置台
数と設置場所（図面等）をご開示願います。
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