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令和４年９月１４日 

 

令和４年９月２７日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書 

№ 
発注

番号 
入札件名 発注課名 ページ 

７ 22657 
学校運営協議会用パソコン・プリンタ賃貸借（長

期継続契約） 
指導課 ２ 

１４ 22664 令和４年度我孫子市橋梁定期点検業務委託 道路課 ８ 

 

※ №は令和４年９月２７日執行の我孫子市公募型競争入札公告（令和４年９月２７

日付け我孫子市公告第９４号）の＜入札案件一覧＞に記載された№に該当します。 
※ 上表に記載のない案件については、質疑がありませんでした。 
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№７ 質疑回答（１／６） 

件 

名 

学校運営協議会用パソコン・プリンタ賃

貸借（長期継続契約） 

発注番号 ２２６５７ 

発注主管課名 指導課 

質      疑 回     答 

１ 代替機について 

プリンタ PX-105 の代替機としてリ

コー製プリンタ「RICOH SG 3200 安心 3

年モデル」は認められますか。（カタロ

グ添付いたします） 

 

２ 無線LANの規格はIEEE802.11b/g/n対

応で構わないか。 

 

 

３ ソフトウェアの作業について 

「我孫子市教育委員会が指定するソ

フトウェアの設定」とありますが、ソフ

ト名や数量等詳細について教えてくだ

さい。 

 

４ 本仕様書に記載の無いソフトウェア

の作業がある場合、ライセンス等は、発

注者側にてご用意するとの認識で宜し

いでしょうか。 

 

５ 設定作業について 

納品前に事前キッティングを行いそ

の後現地納入とするため、事前に各種設

定情報及び本調達に含まれないソフト

ウェアのライセンス等を受け取る事は

可能でしょうか。 

 

６ 納品作業について 

納品作業は平日 9 時から 17 時の間に

実施するとの認識で宜しいでしょうか。

また時間外や休日対応が必要な個所が

ある場合は作業費算出のため教えてい

ただきたい。 

 

７ 保守について 

プリンタのインク及びUSBケーブルは

消耗品扱いなので、ケーブル破損等は保

守対象外となるが構わないでしょうか 

１ 質問中にある機種については、プ

リンタ PX-105の代替機として認め

ません。 

 

 

 

２ 運用想定の中に、WEB 会議がある

ため、Wi-Fi５以上を想定していま

す。 

 

３ Office等についてデスクトップ画

面にショートカット作成するなどの

設定を予定しています。契約後、改

めて詳細についてお伝えします。 

 

 

４ お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

５ 可能です。 

 

 

 

 

 

 

６ お見込みのとおりです。時間外及

び休日対応はありません。 

 

 

 

 

 

７ お見込みのとおりです。 
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№７ 質疑回答（２／６） 

質      疑 回     答 

８ 保守対応方法について 

一部機種について、センドバック保守

ではなく訪問修理対応となっても構い

ませんでしょうか。 

 

９ 契約書案はホームページにある賃貸

借契約書を基に調整可能という認識で

よろしいでしょうか。 

 

10 今後のコロナウイルス感染拡大と長

期化によっては、物流遅延等の不測事態

が発生し、納期遅延となる可能性があり

ます。コロナウイルスの影響で納期遅延

となった場合、指名停止処分や賠償請

求、違約金等なく契約期間変更等の協議

に応じて頂けますでしょうか。 

 

11 世界的な半導体不足による納期遅延

についても、上記同様指名停止処分や賠

償請求、違約金等なく契約期間変更等の

協議に応じて頂けますでしょうか。 

 

12 本件、賃貸借満了後無償譲渡という内

容ですので、賃貸借期間中の固定資産税

は賃貸借料には含まない認識でよろし

いでしょうか。 

 

13 落札予定者は受注実績（契約書写）を

提出する必要がありますが、実績は我孫

子市様に限らず全国自治体であればよ

ろしいでしょうか。また、提示は一件で

よろしいでしょうか。 

 

14 別紙 1 ノート型パソコン 機能及

びサービス Office の項目で

「Microsoft 365 Education GIGA 

Promo72 ヶ月」と記載がありますが、同

製品は 2022 年 3 月で販売終了した認識

です。代わりに「Office 365 A3」を使

用する事になるかと思いますが、こちら

は年間契約となり 72 カ月の一括契約が

出来ません。Office を本調達から切り

離して頂けないでしょうか。 

８ 保守について訪問修理対応は可と

します。 

 

 

 

９ 公告Ⅰ共通事項１５契約の締結

（３）契約書の作成に記載の通りで

すが、別途契約後に案内いたします。 

 

10 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

11 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

12 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

13 官公庁又は官公庁以外の受注実績

が１件でもあれば可とします。 

 

 

 

 

14 仕様を変更いたします。Microsoft 

365 のライセンスについては、今回

の調達には含めません。 
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№７ 質疑回答（３／６） 

質      疑 回     答 

15 仕様書別紙 １ノート型パソコン 

機能及びサービス 

モニタ（画面サイズ）：10.1W×GA

（1,280×800）以上とございますが 11.6

インチ（1366 x 768）の商品でお認めい

ただけますでしょうか 

 

16 仕様書別紙 １ノート型パソコン 

機能及びサービス 

インターフェース：USB- TypeC 

(USB3.1) ×1 以上 micro SD とござい

ますが micro SD 搭載なしモデルでお認

めいただけますでしょうか 

 

17 仕様書別紙 １ノート型パソコン 

機能及びサービス 

Office ： Microsoft 365 

Education GIGA Promo72 ヶ月とござ

いますが終息商品となっておりますの

で Microsoft 365 A1 for devices でよ

ろしいでしょうか 

 

18 仕様書 ６その他 ２） 

「機器の設定については指導課の指

示に従う」とございますが、既存の Azure

環境に接続する認識でよろしいでしょ

うか 

 

19 仕様書 4 項 内容  

同項に調達品目がノート型パソコン

と表記されていますが、別紙１ ノート

型パソコンの機能及びサービスの表中

に「インターフェース（タブレット・画

面）」とあります。 

記載内容からノートパソコンともタ

ブレットとも読み取れるものの為、今回

選定しております製品で良いかご確認

をお願いします。 

選定製品：NEC 製 VersaPro VK540/C-B 

 

15 モニタ（画面サイズ）について、

質問中の 11.6 インチ（1366 x 768）

の商品は可とします。 

 

 

 

 

16  micro SD 搭載なしモデルで可と

しますが、外付けタイプの micro SD

リーダーライターをご用意くださ

い。 

 

 

 

17 14 の回答と同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

18 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

19 ノート型パソコンを想定していま

す。質問中にある選定製品：NEC 製 

VersaPro VK540/C-B を可とします。 
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№７ 質疑回答（４／６） 

質      疑 回     答 

20 別紙１ ノート型パソコンの機能及

びサービスの表中に、「インターフェス

（キーボード）USB2.0-TypeA×2 以上」

とありますが、弊社で提供可能な製品で

は、USB Type-C 搭載モデルしかないた

め、TypeC-A の変換ケーブルを必要数用

意する事で対応させていただけますで

しょうか。 

 

21 別紙１ ノート型パソコンの機能及

びサービスの表中に、「3年間引き取り

修理」とありますが、3年間出張修理の

保守対応でもよろしいでしょうか。 

 

22 別紙１ ノート型パソコンの機能及

びサービスの表中の「Microsoft 365 

Education GIGA Promo 72 カ月」は現在

提供が終了しております為、「CSP 

Microsoft 365 A1」のライセンスでの対

応でよろしかったでしょうか。 

ご確認をお願いします。 

 

23 USB ケーブルについて 

USB ケーブルの規格は今回導入するパ

ソコンとプリンタ間で接続できるタイ

プでご用意すれば宜しいでしょうか。 

また、納入するケーブル長についても

指定下さい。 

 

24 別紙１ ノート型パソコン 

下記製品を選定しておりますが問題

ないでしょうか。 

選定製品：NEC製 VersaPro E VEE11/R-9 

仕様書との相違点は下記の通りです。 

・モニタ（画面サイズ） 

要求仕様：10.1W×GA（1,280×800）以上 

選定製品：11.6 型ワイド TFT カラー液晶 

（HD：1,366×768 ドット） 

・インターフェース  

要求製品：USB- TypeC (USB3.1)×1 以上  

選定製品：USB 3.0 Type-C 

 

20 TypeC-A の変換ケーブルを必要数

用意する事での対応を可とします。 

 

 

 

 

 

 

 

21 ８の回答と同じです。 

 

 

 

 

22 14 の回答と同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

23 お見込みのとおりです。ケーブル

の長さについては３ｍ以上でお願い

します。 

 

 

 

 

24 質問中にある選定製品：NEC 製 

VersaPro E VEE11/R-9を可とします。 
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№７ 質疑回答（５／６） 

質      疑 回     答 

25 仕様書 ６その他 （12）について 

本物件のリース終了後、無償譲渡す

る。と記載あります。 

契約期間終了後に、貴市への本物件の

所有権移転が決まっていることから非

課税対象となり、落札者に固定資産税の

支払義務は発生しない、と認識しており

ますがよろしいでしょうか。 

 

26 賃貸借物件の納入、保守など本件に含

まれる業務を第三者に委託しても問題

無いでしょうか。 

 

27 保守について、修理等受付はメーカー

又は販売店の受付窓口へ我孫子市様か

ら直接連絡していただく体制となりま

すが宜しいでしょうか。 

 

28 入札金額は税抜きの月額賃貸借料で

よろしいでしょうか。 

 

 

29 本契約に動産総合保険は含みますで

しょうか。また、含まれる場合、動産総

合保険は一般的な内容で問題無いでし

ょうか。 

 

30 本件、リース満了後に無償譲渡の条件

ですが、本件賃貸借契約に固定資産税は

含みますでしょうか。 

 

31 ノートパソコン仕様について 

モニタ画面解像度1366×768でも構い

ませんでしょうか。 

 

32 インターフェースの micro SD スロッ

トは外付けタイプでも構いませんでし

ょうか。 

 

25 12 の回答と同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 お見込みのとおりです。ただし、

公告 I共通事項３一括再委託の禁止

についてご確認ください。 

 

27 保守の対応については、仕様書の

とおり又は訪問修理のみ可としま

す。ご質問について、このことを満

たしていれば可とします。 

 

28 公告Ⅰ共通事項８入札参加資格審

査申請書等の提出（２）提出物作成

上の注意エの通りです。 

 

29 問題ありません。 

 

 

 

 

30 12 の回答と同じです。 

 

 

 

31 問題ありません。 

 

 

 

32 お見込みのとおりです。 
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№７ 質疑回答（６／６） 

質      疑 回     答 

33 office について 

Microsoft 365 Education GIGA 

Promo72 ヶ月は 2022 年 3 月 31 日にて終

息商品となっており、後継品は

「Microsoft 365 A1」となりますがこち

らを代替品として可能でしょうか。 

また、可能な場合は教職員用と生徒用

でライセンスが異なりますので、それぞ

れの本数を教えていただけますでしょ

うか。 

【教職員用】Microsoft 365 A1 for 

devices for faculty (72 ヵ月一括)  

【学生用】Microsoft 365 A1 for devices 

for students（72 ヵ月一括） 

 

33 14 の回答と同じです。 
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№１４ 質疑回答（１／３） 

件

名 

令和４年度我孫子市橋梁定期点検業務委

託 

発注番号 ２２６６４ 

発注主管課名 道路課 

質      疑 回     答 

１ 本案件について、積算上の単価適用年

月をご教示いただけますでしょうか。 

 

２ 本工事費内訳表の「旅費交通費」につ

いて、ライトバンで計上されている場

合、積算上の「1 日当り運転時間」，「運

転日数」をそれぞれご教示いただけます

でしょうか。 

 

３ 本工事費内訳表の「旅費交通費」につ

いて、公共交通機関で計上されている場

合、積算上の「利用区間（始点駅，経由

駅，終点駅）」，「利用人数」，「支払方法

（IC もしくは現金）」をそれぞれご教示

いただけますでしょうか。 

 

４ 本工事費内訳表の「旅費交通費」につ

いて、率計上されている場合、積算上、

「調査、計画業務」として計上されてい

ますでしょうか。 

 

５ 本工事費内訳表の第 0005 号表代価表

「交通誘導警備員」について、「交通誘

導警備員Ａ 2 人」が「夜間」として計

上されていますが、夜間作業による労務

単価の補正は、積算上、「1.5 倍」とい

う認識でよろしいでしょうか。 

 

６ 本工事費内訳表の第 0010 号表代価表

～第 0012 号表代価表「定期点検 特定

の溝橋等」について、積算上、「道路橋

定期点検業務積算資料（暫定版） 平成

31 年 2 月」に記載の歩掛を適用されて

いますでしょうか。 

 

１ ２０２２年８月の単価を適用して

います。 

 

２ 「旅費交通費」は率計上していま

す。 

 

 

 

 

３ ２の回答のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

４ 「土木設計業務」の率で計上して

います。 

 

 

 

５ お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

６ お見込みのとおりです。 
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№１４ 質疑回答（２／３） 

質      疑 回     答 

７ 本工事費内訳表の第 0015 号表代価表

「定期点検 特定の溝橋等以外、標準幅

員 12m 程度、橋長 20m を超え 30m 以下」

について、2橋分計上されていますが、

積算上、つくし野歩道橋の点検分のみ夜

間作業による技術者単価の補正を考慮

されているという認識でよろしいでし

ょうか。 

 

８ 質問事項７について、上記の通りの場

合、夜間作業による技術者単価の補正

は、積算上、「1.5 倍」という認識でよ

ろしいでしょうか。 

 

９ 本工事費内訳表の第 5001 号表機械代

価表「高所作業車（トラック架装リフト

車）ブーム型」に記載の「一般運転手」

について、夜間作業の場合、夜間作業に

よる労務単価の補正は、積算上、「1.5

倍」という認識でよろしいでしょうか。 

 

10 本工事費内訳表の第 5001 号表機械代

価表～第 5002 号表機械代価表「高所作

業車（トラック架装リフト車）ブーム型」

に記載の「高所作業車（トラック架装リ

フト車）ブーム型 賃料」について、積

算上、「長期割引」を適用されています

でしょうか。 

 

11 本工事費内訳表の第 5002 号表機械代

価表「高所作業車（トラック架装リフト

車）ブーム型」に記載の「諸雑費」につ

いて、率計上されている場合、積算上の

「算定対象額となる項目」及び「率」を

それぞれご教示いただけますでしょう

か。 

 

 

７ 技術者単価の補正は行っていませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

８ 回答７のとおりです。 

 

 

 

 

９ 労務単価の補正は行っていませ

ん。 

 

 

 

 

 

10 「賃料（長期割引あり）」で計上し

ています。 
 

 

 

 

 

 

11 「諸雑費」は端数処理として計上

しています。 
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№１４ 質疑回答（３／３） 

質      疑 回     答 

12 本工事費内訳表の第 5002 号表機械代

価表「高所作業車（トラック架装リフト

車）ブーム型」に記載の「諸雑費」につ

いて、端数処理として計上されている場

合、積算上の「端数処理桁」及び「端数

処理方法」をそれぞれご教示いただけま

すでしょうか。 

 

13 夜間作業の対象橋梁をご教示下さい。 

 

 

14 旅費交通費は率計上、積上げ計上のど

ちらでしょうか。また、率計上の場合、

「土木設計業務」「調査・計画業務」の

どちらでしょうか。 

 

 

12 １０円単位として、１０円未満は

切り上げて計上しています。 

 

 

 

 

 

 

13 特記仕様書の第５条（２）１）に

記載のとおりです。 

 

14 回答４のとおりです。 

 

 

 

 

 

 


