愛知県警察運転免許試験場整備等事業「様式集」に関する質問・回答

番号

項目名
（タイトル）

29 使用ソフト

30 会社名の記入

31

参加表明書等の提出書
類

箇所
頁

3

3

3

第

数

3

3

3

(数)

(1)

(1)

ｶﾅ

(ｶﾅ) 英字

ｳ

正本、副本ともに社名やロゴマーク等、応募者
を特定できる表記はしないこととしてもよろし
いでしょうか。

ｴ

(2)

「事業提案書全体を通じてページ番号を付すこ
と」とありますが、枚数制限がない様式もある
ため、枚数が確定するまでページ番号を振るこ
とができません。提案書作成作業の効率化のた
め、通しページを付すのは、中表紙毎にしてい
ただけませんでしょうか。

中表紙ごとで可とします。その場合、中表紙
（各計画）ごとに違いがわかるようページ番号
を付してください（事業計画-1 等）。

CD-Rに保存するデータは、副本のデータでよろ
しいでしょうか。

正本のデータを保存の上、提出してください。

4

3

(3)

ｲ

(ｱ)

33

事業提案書（図面集を
除く）

4

3

(3)

ｲ

(ｱ)

35 事業提案書

4

4

3

3

正本、副本とも、応募者を特定できる表記をし
ないでください。

実施方針に関する質問回答NO.11のとおり、書類 いずれの質問もご理解のとおりです。
の「代表者」は、愛知県建設部入札参加資格者
名簿及び物品の製造等に係る愛知県競争入札参
加者名簿に登録された代表者でよろしいでしょ
うか。この場合、当該代表者が法人の代表取締
役でなかったとしても、代表取締役から当該代
表者への委任状は不要との理解でよろしいで
しょうか。

事業提案書（図面集を
除く）

事業提案書（図面集を
除く）

回答

使用ソフトは、Microsoft Wordあるいは
ご質問の形式により提出してください。
Microsoft Excelを使用することとありますが、
配置計画、建築計画、構造・設備計画、施工計
画にかかる提案書は図面等の情報量が多く、高
度な編集作業が必要となります。文字が選択で
きるなどの保存形式であれば、イラストレー
ター等で作成し、PDFデータ形式のみで提出して
もよろしいでしょうか。

32

34

質問内容

(3)

(3)

ｲ

イ

(ｱ)

＜様式１９＞及び＜様式５９＞の表紙データ
正本のデータを保存の上、提出してください。
は、正本１部、副本29部を通し番号を入れてCDRに保存するのではなく、このうち任意の各1枚
を保存すればよろしいでしょうか。
事業提案書について文字サイズの指定は無いと
の理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりですが、わかりやすさ、見やす
さに配慮してください。読み取れない場合は、
再提出を依頼する場合があります。

1

番号

36

項目名
（タイトル）

＜その他＞会社概要・
営業経歴書

＜様式６＞応募企業又
は応募グループの構成
37
員並びに協力会社一覧
表

＜様式６＞応募企業又
は応募グループの構成
38
員並びに協力会社一覧
表
＜様式８＞設計業務に
39 あたる企業の資格要件
に関する書類
＜様式８＞設計業務に
40 あたる企業の資格要件
に関する書類
＜様式９＞建設業務に
41 あたる企業の資格要件
に関する書類
＜様式１６-１＞入札書
42 及び事業提案書の提出
確認表
＜様式１６-１＞入札書
43 及び事業提案書の提出
確認表

箇所
頁

第

数

14

15

15

18

18
20

19

29

30

3

(数)

ｶﾅ

(ｶﾅ) 英字

質問内容

回答

「貸借対照表、損益計算書、減価償却明細票、
利益処分計算書、諸引当金等が記載された資
料」については直近の決算年度分の提出でよろ
しいでしょうか。
若しくは直近３事業年度分が必要でしょうか。

本項の②に記載のとおり、最新３年分の写しを
提出してください。

「同一業務を複数の者で実施する場合は、当該
業務において分担する業務内容を具体的に記
載」とありますが、複数の者による共同企業体
で行う場合は、例えば、単に「建設」「設計」
と記載すればよろしいでしょうか。

ご理解のとおりですが、分担がわかるように記
載してください。例えば、次のような記載を想
定しています。
建設について、工種（建築工事、電気工事、管
工事、解体・撤去工事等）で分担する場合は担
当する工種を、整備対象施設で分担する場合は
担当する整備対象施設を記載。
維持管理及び附帯事業について、業務ごとに分
担する場合は担当する業務を記載。

＜様式６＞に記載する商号又は名称、及び所在
地は、愛知県入札参加資格者名簿に登録されて
いる商号又は名称、及び所在地でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

実績を証する書類は、資格要件に該当する箇所
ではない金額等については、伏せて提出しても
よろしいでしょうか。

質問のとおりで構いません。

「実績があることを証する書類」とあります
が、実績証明は、契約書の写しとし、延べ面積
の記載がない場合は、計画概要書等の記載箇所
を添付することとして宜しいでしょうか。

構いません。

実績を証する書類は、資格要件に該当する箇所
ではない金額等については、伏せて提出しても
よろしいでしょうか。

質問のとおりで構いません。

＜様式３７＞〜＜様式４０＞の様式タイトルが
「札金額内訳書」になっております。「入札金
額内訳書」ではないでしょうか。

修正の上、公表します。

＜様式５５＞の様式タイトルが「予防保全型の
維持管理への取組」となっておりますので、本
一覧の様式タイトルを「予防保全型の維持管理
への取組」としていただけないでしょうか。

修正の上、公表します。

2

番号

44

項目名
（タイトル）
＜様式２０＞基礎的事
項に関する確認

＜様式２０＞基礎的事
45
項に関する確認

＜様式２６＞長期事業
46 収支計画表（損益計算
書）

＜様式２６＞長期事業
47 収支計画表（損益計算
書）
＜様式２６＞長期事業
48 収支計画表（損益計算
書）
＜様式２６＞長期事業
49 収支計画表（損益計算
書）

箇所
頁

数

(数)

ｶﾅ

(ｶﾅ) 英字

質問内容

回答

「１ 基本方針及び実施体制に関する事項」と
ありますが、落札者決定基準のP5と合わせ、
「１ 事業計画に関する事項」としていただけ
ないでしょうか。

修正の上、公表します。

「確認できる様式番号又は入札参加者による確
認」欄に、事業契約書の別紙等を記入すること
は可能でしょうか。

不可とします。

ご理解のとおりです。

43

「千円単位」となっておりますが、予め千円単
位にして入力した場合、サービス購入料等の各
項目の集計が、入札金額内訳書の当該項目の金
額を千円単位にした場合の金額と必ずしも一致
しない可能性がありますが、これは許容される
と考えてよろしいでしょうか。

43

EXCELでは、関数によっては、小数点以下の数字 ご理解のとおりです。
が出た場合、自動的に四捨五入されて表示され
ることがあります。この結果、誤差のため集計
が合わなくなる可能性が否定できません。これ
は許容されると考えてよろしいでしょうか。

35

37

43

43

＜様式２６＞長期事業
50 収支計画表（損益計算
書）

43

＜様式２６＞長期事業
51 収支計画表（損益計算
書）

43

＜様式２７＞長期事業
52 収支計画表（資金収支
計算書等）

第

44

事業期間終了後に計上すべき項目がある場合
構いません。
は、H48年度の列を挿入して作成してもよろしい
でしょうか。
（単位：千円）とありますが、百の位を四捨五
入すればよろしいでしょうか。

提案に委ねます。

SPC設立費やSPC関連諸経費は、施設整備費相当 ご理解のとおりです。区分して計上していただ
分の「その他の費用（SPC運営費等）」に計上し いても構いません。
てよろしいでしょうか。
SPCの利益の見込み方は、事業者の提案に委ねら ご理解のとおりです。
れるという理解でよろしいでしょうか。
事業期間終了後に計上すべき項目がある場合
構いません。
は、H48年度の列を挿入して作成してもよろしい
でしょうか。

3

番号

項目名
（タイトル）

＜様式２７＞長期事業
53 収支計画表（資金収支
計算書等）
＜様式２８＞入札金額
内訳書 施設整備費相
54
当分・サービス購入料
Ａ全体

＜様式３４＞入札金額
内訳書 施設整備費相
55
当分・事前調査費等の
内訳書
＜様式３４＞入札金額
内訳書 施設整備費相
56
当分・事前調査費等の
内訳書

＜様式３５＞入札金額
57 内訳書 施設整備費相
当分・建設費の内訳書

＜様式３５＞入札金額
58 内訳書 施設整備費相
当分・建設費の内訳書

箇所
頁

第

数

(数)

ｶﾅ

(ｶﾅ) 英字

質問内容

回答

（単位：千円）とありますが、百の位を四捨五
入すればよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

45

周辺家屋影響調査業務・対策業務費、電波障害
調査費、各種申請業務費、SPC設立費、上記に係
る建中金利、SPC運営費、その他 については内
訳書はなく、様式34及び35の合計は、様式28の
合計に一致しないという理解でよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。様式34及び35には、周辺
家屋影響調査業務、電波障害調査費、各種申請
業務費、SPC設立費、上記に係る建中金利、SPC
運営費、その他（本欄に具体的に記載するこ
と）を含めないでください。

52

設計業務費について、解体・撤去施設の取壊し 追加して記載してください。
設計に係る業務費は、一行追加して記載すれば
よろしいでしょうか。それとも、設計業務費が
サービス購入料A-1に含まれることを踏まえ、四
輪技能コースに係る業務費に含めればよろしい
でしょうか。
追加して記載してください。

53

工事監理業務費について、解体・撤去施設に係
る工事監理業務の業務費は、一行追加して記載
すればよろしいでしょうか。それとも表記載の
12項目に適宜割り振ればよろしいでしょうか。

54

「整備対象施設ごとに」とありますが、様式34
に記載の12項目について各1枚（計12枚）作成す
ればよろしいでしょうか。それとも、要求水準
書5頁の表及び事業契約書案別紙3事業概要1(1)
本施設記載の9項目ごとに各1枚（計9枚）作成す
ればよろしいでしょうか。それとも、サービス
購入料Ａの種類ごと（事業契約書案第4条(53)の
ブロックごと）に各1枚（計5枚）作成すればよ
ろしいでしょうか。「整備対象施設」の定義・
分類を明確化願います。

本様式の整備対象施設は、様式３４の項目と一
致させ（計12枚）、外構には余剰地を含めてく
ださい。
なお、ここでの整備対象施設の区分は、事業契
約書（案）別紙７・１の表「サービス購入料」
の種類の「施設整備費相当分」の対象施設の区
分（「」を付していない施設）と整合させるこ
とを想定しています。

「解体・撤去施設ごとに解体費・撤去費を記
載」とありますが、事業契約書別紙3事業概要
1(2)記載の施設ごと（4区分）に解体費・撤去費
を様式1枚にまとめて記載すればよろしいでしょ
うか。「解体・撤去施設」の定義・分類を明確
化願います。

ご理解のとおりですが、運転免許試験場、運転
者講習センター、四輪発着場、二輪発着場、四
輪車庫、二輪車庫、大型自動車車庫に区分して
ください。
なお、ここでの解体・撤去施設の区分は、事業
契約書（案）別紙７・１の表「サービス購入
料」の種類の「施設整備費相当分」の各サービ
ス購入料Ａに含まれる「解体・撤去施設」と整
合させることを想定しています。

44

54

4

番号

項目名
（タイトル）

＜様式３６＞から＜様
59 式４０＞入札金額内訳
書

＜様式３６＞から＜様
60 式４０＞入札金額内訳
書

＜様式３６＞から＜様
61 式４０＞入札金額内訳
書

62

63

64

65

＜様式４３＞配置計画
１

＜様式４５＞建築計画
１

＜様式４７＞建築計画
３ 棟別概要

＜様式４９＞建築計画
５ 外部仕上

箇所
頁

61

61

61

第

数

6

6

6

(数)

ｶﾅ

(ｶﾅ) 英字

質問内容

回答

「「人件費」は各業務の人件費に相当する費用 維持管理業務の受託企業（維持管理を担当する
とし」とありますが、SPCではなく、当該業務の 構成員等）、ＳＰＣ運営費及びその他において
受託企業に発生する人件費を記載すればよろし 発生する人件費としてください。
いでしょうか。（一般的にSPCは各業務を業務受
託企業に委託するため、SPCの立場では、人件費
は発生せず、全ての費用は委託費（物件費）に
該当すると考えられます。）
業務受託企業が業務の一部を外部委託する場
合、委託費は、物件費に記載すればよろしいで
しょうか。

質問の場合、再委託先において発生する人件費
は人件費とし、それ以外を物件費としてくださ
い。

ＳＰＣ運営費として人件費と物件費に分けて欄
が設けられていますが、代表企業へのＳＰＣ運
営委託費及び会計監査費はどちらに含まれるで
しょうか。
また、上記内容含め考え方として人件費・物件
費のどちらかが埋まらないことも考えられま
す。

ＳＰＣ運営委託において発生する人件費は人件
費とし、それ以外を物件費としてください。会
計監査費は提案に委ねます。

64

当様式について、P2の提出書類一覧には「Ａ４ 提出一覧が正です。修正の上、公表します。
版３枚」とありますが、P64の脚注部分には「Ａ
４版２枚以内」とあります。どちらを正とすれ
ばよろしいでしょうか。

66

当様式について、P2の提出書類一覧には「Ａ４ 提出一覧が正です。修正の上、公表します。
版３枚」とありますがP66の脚注部分には「Ａ４
版２枚以内」とあります。どちらを正とすれば
よろしいでしょうか。

69

「整備対象施設ごとに」とありますが、様式34 本様式の整備対象施設は、様式３４の項目（建
に記載の12項目の内の建物ごとに各1枚作成すれ 築物）と一致さてください。
ばよろしいでしょうか。それとも、要求水準書5
頁の表及び事業契約書（案）別紙3事業概要1(1)
本施設の9項目の内の建物ごとに各1枚作成すれ
ばよろしいでしょうか。それとも、事業者の判
断で分類し記載すればよろしいでしょうか。

71

「整備対象施設ごとに」とありますが、様式34
に記載の12項目の内の建物ごとに各1枚作成すれ
ばよろしいでしょうか。それとも、要求水準書5
頁の表及び事業契約書（案）別紙3事業概要1(1)
本施設の9項目の内の建物ごとに各1枚作成すれ
ばよろしいでしょうか。それとも、事業者の判
断で分類し記載すればよろしいでしょうか。

本様式の整備対象施設は、様式３４の項目（建
築物）と一致さてください。なお、本様式の体
裁例のように本様式１枚中に複数施設を記載可
能な場合は、整備対象施設ごとに１枚とする必
要はありません。

5

番号

項目名
（タイトル）

66 ＜様式５１＞施工計画

箇所
頁

73

第

数

(数)

ｶﾅ

(ｶﾅ) 英字

質問内容

回答

事業工程表（A3版横1枚）及び施工計画図（A3版 原案のとおりとします。
横・枚数任意）は、A4版で織り込むのではな
く、A3版のまま図面集の後部に添付する形式と
していただけませんでしょうか。

6

