
1 

 

令和２年４月１６日 

 

令和２年４月２４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 

１１ 20211 
令和２年度高野山桃山公園・（仮）泉台公

園草刈業務委託 
公園緑地課 ２ 

１９ 20219 西消防署消防ポンプ自動車購入 消防本部総務課 ３ 

２０ 20220 
高規格救急自動車（高度救命処置用資機材

含む）購入 
警防課 ４ 

２３ 20223 事務用パソコン４台の購入 情報政策課 ８ 

２８ 20228 
秘書広報課カラー複合機賃貸借（長期継続

契約） 
秘書広報課 ９ 

３０ 20230 市民課複写機賃貸借（長期継続契約） 市民課 １０ 

３１ 20231 
行政サービスセンター防犯カメラ他備品

賃貸借（長期継続契約） 
市民課 １１ 

３２ 20232 
現場事務所トラック賃貸借（長期継続契

約） 
公園緑地課 １２ 

３３ 20233 
我孫子市緊急通報システム事業業務委託

（単価契約） 
高齢者支援課 １３ 

４３ 20243 
我孫子市立湖北台保育園園舎建替工事及

び旧園舎解体等工事に伴う設計業務委託 
保育課 １６ 

４５ 20245 
生涯学習センター空調設備改修工事に伴

う設計業務委託 
生涯学習課 １７ 

４６ 20246 
旧井上家住宅屋外トイレ設置工事に伴う

設計業務委託 
文化・スポーツ課 １８ 

５０ 20250 
あらき園本館屋根及び外壁等改修工事に

伴う設計業務委託 
あらき園 １９ 

５１ 20251 
天王台北近隣センター及び布佐南近隣セ

ンター外部改修工事に伴う設計業務委託 
市民活動支援課 ２０ 

５２ 20252 白樺文学館エレベーター改修工事 文化・スポーツ課 ２１ 

５３ 20253 
我孫子市西部地区道路維持補修工事（単価

契約） 
道路課 ２２ 

５４ 20254 
我孫子市東部地区道路維持補修工事（単価

契約） 
道路課 ２３ 

 

※ №は令和２年４月２４日執行の我孫子市公募型競争入札公告（令和２年４月１日

付け我孫子市公告第２４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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№１１  質疑回答 

件 

名 

令和２年度高野山桃山公園・（仮）泉台

公園草刈業務委託 

発注番号 ２０２１１ 

発注主管課名 公園緑地課 

質      疑 回     答 

  隣接地、及び住民より作業に対するク

レーム等はありましたか。あったなら

ば、内容と対処の結果をお知らせくださ

い。 

 

市で把握しているクレーム等はあ

りません。 
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№１９  質疑回答 

件名 西消防署消防ポンプ自動車購入 
発注番号 ２０２１９ 

発注主管課名 消防本部総務課 

質      疑 回     答 

仕様書 P６、７第４章２車体艤装（２）

（３）（４）各ステップ兼用扉について、

「展開時に視認できるように赤色点滅灯

及び反射材を施すこと。」とありますが、

展開時に赤色点滅灯を連動させて点滅さ

せることは車両登録上問題があるため、

各ステップ兼用扉側面への反射材貼付で

の対応のみで宜しいでしょうか。 

反射材貼付けでの対応のみで可と

します。 
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№２０  質疑回答（１／４） 

件 

名 

高規格救急自動車（高度救命処置用資

機材含む）購入 

発注番号 ２０２２０ 

発注主管課名 警防課 

質      疑 回     答 

１．仕様書Ｐ５、第３、２、（２）デイタ

イムランプは、バンパー下部に２個と

なりますがよろしいでしょうか。 

 

２．仕様書Ｐ５、第３、２、（６）フラッ

シャーランプは、ドアミラー一体型に

なりますがよろしいでしょうか。 

 

３．仕様書Ｐ５、第３、２、（５）路肩灯

スイッチは、運転席ステアリング右側

に取付とさせて頂きますがよろしいで

しょうか。 

 

４．仕様書Ｐ８、第３、３、（２）、ス傷病

者室上部に４箇所のルーフネットとあ

りますが、２箇所になりますがよろし

いでしょうか。 

 

５．仕様書Ｐ８、第３、３、（２）、ト収納

庫上部に脱着式トレーを付けるように

なっておりますが、トレーは設定ござ

いません。 

 

６．仕様書Ｐ８、第３、３、（３）、イの名

札入れは、ネームプレート（両面テー

プ付）で２４枚ご用意とさせていただ

きます。 

 

７．仕様書Ｐ９、第３、４、（１）の作動

表示用パイロットランプ付は、電子サ

イレンアンプ盤面の操作面表示インジ

ケーターにてご確認をお願い致しま

す。 

 

 

 

 

（次ページへ続く） 

１．ご提示の仕様で可とします。 

 

 

 

２．ご提示の仕様で可とします。 

 

 

 

３．ご提示の仕様で可とします。 

 

 

 

 

４．ご提示の仕様で可とします。 

 

 

 

 

５．代用品でも可とします。 

 

 

 

 

６．ご提示の仕様で可とします。 

 

 

 

 

７．ご提示の仕様で可とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページへ続く） 
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№２０ 質疑回答（２／４） 

質      疑 回     答 

（前ページからの続き） 

 

８．仕様書Ｐ１０、第３、５、（１）、イの

フレキシブ配管無線用アンテナ線（５

Ｄ－２Ｖ）のみへの配管工事とさせて

頂きます。又、予備配線については、

ご指示頂きました線種を艤装段階で通

線させて頂くことは可能となります。 

 

９．仕様書Ｐ１１、第４、１、（１）の車

体の塗装仕様については、日産、車体

メーカー標準仕様の塗装仕様とさせて

頂きます。 

 

１０．仕様書Ｐ１１、第４、１、（２）の

赤ベルトラインは、ラインテープ貼付

にて施工とさせて頂きます。焼付け塗

装については、お断りさせて頂きます。 

 

１１．仕様書Ｐ１３、第６、１、（３）出

来うる限り努力いたしますが時間等に

ついてはお約束しかねます。 

 

１２．仕様書Ｐ１７、２、３携帯用血圧計

電子血圧計ＥＳ－Ｈ５５が販売終了の

ため、後継機種、ＥＳ－Ｈ５６で宜し

いでしょうか。 

 

１３．仕様書Ｐ１７、２、９人工呼吸器搬

送用パックＷＭＯＢ－４は、販売終了

しておりますので後継機種、ＷＭＯＢ

－５で宜しいでしょうか。 

 

１４．仕様書Ｐ１８、１４携帯用自動体外

式除細動器ご指定いただいておりま

すＦＲ－３は、現在出荷停止状態で

す。同等品ＡＥＤＰｒｏに変更させて

いただいてよろしいでしょうか。 

 

（次ページへ続く） 

（前ページからの続き） 

 

８．ご提示の仕様で可とします。 

 

 

 

 

 

 

９．ご提示の仕様で可とします。 

 

 

 

 

１０．仕様書のとおりラインテープと

します。 

 

 

 

１１．仕様書のとおりとします。ただ

し、道路交通状況等止むを得ない

場合は、この限りではありません。 

 

１２．ご提示の仕様で可とします。 

 

 

 

 

１３．ご提示の仕様で可とします。 

 

 

 

 

１４．ご提示の仕様で可とします。 

 

 

 

 

 

（次ページへ続く） 
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№２０ 質疑回答（３／４） 

質      疑 回     答 

（前ページからの続き） 

 

１５．仕様書Ｐ１６、１８自動式心マッサ

ージ除細動器サクションカップ３個

とありますがＬＵＣＡＳ３の構成品

上２個になるのですがよろしいでし

ょうか。 

 

１６．仕様書Ｐ１８、３１パルスオキシメ

ーターフィンガータイプＳＢ１００

販売終了のため後継品ＦＳ２０Ｄで

よろしいでしょうか。 

 

１７．仕様書Ｐ２１、５、１アキュチェッ

クアビバナ試験紙は医薬品のため販

売できません。現在お使いいただいて

いますアキュチェックガイドでよろ

しいでしょうか。また、セーフティプ

ロウノは、２００本入りになります。 

 

１８．仕様書Ｐ２１、６、１パルスオキシ

メーターフィンガータイプＳＢ１０

０販売終了のため後継品ＦＳ２０Ｄ

でよろしいでしょうか。 

 

１９．仕様書Ｐ４、第２、３、（６）エア

コンにおいてはディアルエアコンと

ありますが、フロントエアコン患者室

はヒーター・クーラーとなります。宜

しいでしょうか。 

 

２０．仕様書Ｐ４、第２、３、（２０）リ

ヤーアンダーミラーと有りますが今

期の車よりリヤアンダーミラーはな

くなります。 

 

 

 

 

 

（次ページへ続く） 

（前ページからの続き） 

 

１５．ご提示の仕様で可とします。 

 

 

 

 

 

１６．ご提示の仕様で可とします。 

 

 

 

 

１７．ご提示の仕様で可とします。 

 

 

 

 

 

 

１８．ご提示の仕様で可とします。 

 

 

 

 

１９．ご提示の仕様で可とします。 

 

 

 

 

 

２０．ご提示の仕様で可とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページへ続く） 
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№２０ 質疑回答（４／４） 

質      疑 回     答 

（前ページからの続き） 

 

２１．仕様書Ｐ６、第３、３、（１）、イ助

手席側上部付近にフレキシブルタイ

プのランプ（ＬＥＤ式）と有りますが、

標準装備は、電球となります。宜しい

でしょうか。 

 

２２．仕様書Ｐ１５、別表２－３電子サイ

レンにおいてパトライト製とありま

す、多機能な大阪サイレン製にて対応

となりますが宜しいでしょうか。 

 

２３．仕様書Ｐ４、第２、４、（２）スタ

ッドレスタイヤ４本（アルミホイール

付）とありますがトヨタ純正スチィー

ルホイールとなりますが宜しいでし

ょうか。 

 

２４．仕様書Ｐ４、第２、４、（９）予備

ヒューズ・電球 ヒューズ各１個・バ

ルブ各３個は、ＬＥＤバルブは除させ

て頂きますが宜しいでしょうか。 

 

２５．仕様書Ｐ６、第３、２、（３１）外

部入力コンセントは、今期の車より右

側は設置できないため左側になりま

す。 

 

２６．履行期間 契約締結日の翌日から令

和２年１２月２５日までとあります

が、新型コロナの関係で製造元・艤装

元・部品供給がストップした場合は、

どのような対応になるのでしょうか。 

（前ページからの続き） 

 

２１．仕様書のとおりとします。 

 

 

 

 

 

２２．仕様書のとおりとします。 

 

 

 

 

２３．ご提示の仕様で可とします。 

 

 

 

 

 

２４．仕様書のとおりとします。 

 

 

 

 

２５．ご提示の仕様で可とします。 

 

 

 

 

２６．新型コロナの関係で製造元・艤

装元・部品供給がストップした場

合については、両者が協議した上

で決定します。 
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№２３  質疑回答 

件名 事務用パソコン４台の購入 
発注番号 ２０２２３ 

発注主管課名 情報政策課 

質      疑 回     答 

１．保守の開始日は、ＰＣ納品日と同日で

良いでしょうか。 

 

２．別紙１の２付属品等に記載のある、「再

セットアップ用媒体各１セット以上」

について、ＰＣ４台中１台にリカバリ

メディアが付いていれば良いという認

識で合っていますか。 

１．お見込みのとおりです。 

 

 

２．お見込みのとおりです。別紙１の

「再セットアップ用媒体(メーカー

付属) 各１セット以上」の記載を、

「再セットアップ用媒体(メーカー

付属) １セット以上」とします。 
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№２８  質疑回答 

件名 
秘書広報課カラー複合機賃貸借（長期

継続契約） 

発注番号 ２０２２８ 

発注主管課名 秘書広報課 

質      疑 回     答 

１．参考機種以外でキャノン製 IR－ADV 

C5550FⅢでの入札は可能ですか。 

 

２．保守方式について 

記載されている内容は特定のメーカ

ーの機種でしか対応できないと思われ

ますが、単価料金の緩和はしていただけ

ないでしょうか。 

 

３．機器の設定等について 

新機種の設定・納入機器のネットワー

ク設定やパソコン側の各種設定、操作指

導と記載がありますが、具体的な作業範

囲を教えてください。（IP アドレスの設

定、プリンタードライバーインストール

まで等）また、パソコンの OS 情報を教

えてください。 

 

４．調達機器仕様について 

プリンタ機能（インターフェース）：

USB2.0（A タイプ及び B タイプ、計 2 個

口）/SD カードはネットワーク接続及び

業務仕様で必須仕様でしょうか。 

イーサネット

（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）

/USB3.0 だけの搭載仕様でもよろしいで

しょうか。 

 

５．その他（故障対応）：平日 9 時から 17

時までの間は通報後 90 分以内の対応、

部品調達等により当日対応が出来ない

時は、別途対応日を発注者と協議する

でもよろしいでしょうか。 

 

１．入札可能とします。 

 

 

２．仕様書のとおりです。 

 

 

 

 

 

３．機器の設定は、IP アドレスの設定、

各パソコンへのプリンタードライバ

ーインストールです。 

操作指導は、Web ブラウザの説明（機

器の設定やスキャナ機能、主要機能

等）、印刷時のプリンターのプロパテ

ィ等の操作指導です。 

パソコンの OS は Windows10 です。 

 

４．可とします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．仕様書のとおりです。ただし、部

品調達等が必要で当日対応が出来な

い場合は最短の対応日を発注者と協

議することとします。 
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№３０  質疑回答 

件名 市民課複写機賃貸借（長期継続契約） 
発注番号 ２０２３０ 

発注主管課名 市民課 

質      疑 回     答 

１．参考機種以外でキヤノン製 ＩＲ－Ａ

ＤＶ６５６０Ⅲでの入札は可能か。 

 

２．現在使用している機種名は何で、メー

カーは何処か。 

 

３．現在使用している複写機の搬出作業は

既存の納入業者が行うという解釈でよ

いか。 

１．可とします。 

 

 

２．リコー製 ｉｍａｇｉｏ ＭＰ ７

５０１ＲＣです。 

 

３．お見込みのとおりです。 
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№３１  質疑回答 

件名 
行政サービスセンター防犯カメラ他備

品賃貸借（長期継続契約） 

発注番号 ２０２３１ 

発注主管課名 市民課 

質      疑 回     答 

１．第三者賃貸借は可能か。 

 

２．当該契約は新規増設案件と既存入替案

件のどちらか。 

 

３．録画機仕様の１／４分割／ＰＩＰ／デ

ジタルズームについて、ＰＩＰは必須

か。 

 

４．同等品申請をしたいが次の機器でよい

か。 

（１）カメラ ２００万画素ＶＰドームＡ

ＨＤカメラ 

ＳＣＤ－６０８３ＲＶＰＮ 

（２）録画機 ４ＣＨＡＨＤレコーダー 

ＨＲＤ－４４０ＫＮ 

（３）液晶モニター ２１．５インチワイ

ドＬＥＤモニター 

ＳＭＴ－２２３３Ｎ 

 

５．現行機器は各カメラと録画機を同軸ケ

ーブルで接続していると思われるが、

既存ケーブルは撤去し、新規に配線工

事をするものでよいか。 

１．不可とします。 

 

２．既存入替案件です。 

 

 

３．必須ではありません。 

 

 

 

４．次のとおりです。 

（１）可とします。 

（２）不可とします。 

（３）可とします。 

 

 

 

 

 

 

 

５．可とします。ただし、新規に配線

工事をする箇所について、原状回復

工事を行うことが前提です。 
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№３２  質疑回答 

件名 
現場事務所トラック賃貸借（長期継続

契約） 

発注番号 ２０２３２ 

発注主管課名 公園緑地課 

質      疑 回     答 

１．納車について、７月１日からの賃貸借

期間となっておりますが、登録後即日

の納車はできませんので、納車まで猶

予の期間を１週間程度頂きたいが、可

能でしょうか。 

 

２．荷台の長さはショート（2,860 ㎜）、

標準（3,100 ㎜）どちらでしょうか。 

 

３．タイヤの指定については、扁平シング

ルタイヤ、扁平ダブルタイヤ、小径ダ

ブルタイヤどれになるでしょうか。そ

れによって、荷台の下からの高さが変

わってきます。 

 

４．荷台はスチール製、木製どちらでしょ

うか。 

 

５．コロナウィルスなどの要因により納入

が遅れてしまう可能性が懸念されます

が、その際の対応はどのようにすれば

宜しいでしょうか。 

 

６．納車期限が７月１日とありますが、登

録が７月１日にした場合、納車可能な

のが翌日以降になってしまうのです

が、その際はどのような対応をすれば

よろしいでしょうか。 

１．７月１日より代車などの措置がと

れるように、対応をお願いします。 

 

 

 

 

２．標準（3,100 ㎜）となります。 

 

 

３．小径ダブルタイヤとなります。 

 

 

 

 

 

４．スチール製となります。 

 

 

５．７月１日より代車などの措置がと

れるように、対応をお願いします。 

 

 

 

６．７月１日より代車などの措置がと

れるように、対応をお願いします。 
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№３３  質疑回答 

件名 
我孫子市緊急通報システム事業業務

委託（単価契約） 

発注番号 ２０２３３ 

発注主管課名 高齢者支援課 

質      疑 回     答 

１.６(５)業務内容 

  緊急通報を受信して迅速に利用者宅

に到着するとあります。迅速に利用者

宅に到着する目安として、近隣の浦安

市や船橋市と同様に概ね 30 分以内に

到着する認識でよろしいでしょうか

（浦安市、船橋市の緊急通報システム

委託業務仕様書記載事項より）。 

 

２.６(６)業務内容 

  当社グループでは、提供サービスや

提供地域に応じて担当する事業法人が

分かれています。本件事業において６

（７）の健康相談や日常生活に関する

相談業務については、100％子会社にて

看護師等の有資格者による相談業務を

提供する体制を取っており、これによ

り当社グループ全体として仕様に定め

る業務を完遂できます。 

  主要業務である緊急通報の受信及び

対応は当社単体で行いますし、100％子

会社にあたっては当社と同様に

ISO9001 を取得し、同等の品質を維持

しております。すでに全国 100 以上の

市区町村で業務提携実績もございます

ので、本体制での提供としても差し支

えございませんでしょうか。 

 

（次ページへ続く） 

１.６(５)業務内容 

  お見込みのとおりです。迅速に利用

者宅に到着する目安は概ね 30 分以内

と認識しています。 

 

 

 

 

 

２.６(６)業務内容 

  仕様書「６業務内容」のうち、（１）

～（５） を主要業務とします。相談

業務において、再委託することは、当

市の「再委託に関するガイドライン」

に定める基準等の範囲で可能です。再

委託する際は、事前に市に「再委託承

諾申請書」を提出してください。 

 

「再委託に関するガイドライン」ほ

か、「再委託の適正化」に係る情報に

ついては、市ホームページをご確認く

ださい。 

http://www.city.abiko.chiba.jp/ 

jigyousha/nyusatsukeiyaku/oshirase/ 

oshirase_izen.html 

 

 

 

（次ページへ続く） 
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№３３ 質疑回答（２／３） 

質      疑 回     答 

（前ページからの続き） 

 

３.７（１）①本体機器 

利用者宅に電話回線がない場合は本

業務専用の通信回線を用意し機器の設

置を行うこと。とありますが、14（７）

の利用者オプション扱いになるかと思

われますが、その認識でよろしいでし

ょうか。 

 

 

 

 

 

４.現行利用者宅に現行機器が設置されて

いる認識でしたが、その機器の撤去に関

しえて行わないということでよろしい

でしょうか。受託者にて現行機器を撤去

する必要が生じた際には、機器撤去を個

別に請け負う形で撤去費用をいただく

との認識でよろしいでしょうか。（現行

利用者宅については現行危機を撤去し

なければ新設機器が設置できないため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページへ続く） 

（前ページからの続き） 

 

３.７（１）①本体機器 

利用者宅に電話回線がない場合

は、次の①、②の方法で電話回線を

引くことが考えられ、直ちに 14（７）

の利用者オプション扱いにはなりま

せん。①、②に該当しない場合に利

用者オプション扱いとなります。 

①市の高齢者福祉電話の貸し出し 

②利用者にて電話回線を引く 

 

 

 

４.現行機器から新設機器に移行する

場合には現行機器の撤去が必要とな

りますが、流れは次のとおりです。 

①現行機器の撤去は現行機器リースの

契約上、現行機器リース元業者にて

行う 

②新設機器リース元にて新設機器を設

置する。 

 

※利用者の安全を確保するため、①、

②を速やか（同日中）に行う必要が

あることから、日程調整が必要です。 

 

なお、仕様書中に記載している「移

設工事」や「撤去工事」は、現行機

器のことではなく新設機器に対して

の移設工事や撤去工事を指します。 

 

 

 

（次ページへ続く） 
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№３３ 質疑回答（３／３） 

質      疑 回     答 

（前ページからの続き） 

 

５.９（６）受信センターの体制 

  仕様書では受信センターには看護師、

相談員などが常駐することとなってい

ます。当社の体制では医療等の知識が

必要となる健康相談等の受信センター

側には資格者を常時配置しています

が、緊急通報の受信センターには当該

資格者を配置しておりません。しかし

ながら、当社の受信センター員は緊急

通報等非常事態への対応に特化してお

り、有事の際は 110 番、119 番への通報

及び引継ぎを円滑に行うことに長けて

います。そのため当該業務の提供にお

いて品質を損なうものとはないものと

自負しておりますので、当該体制での

業務実施としても差し支えございませ

んでしょうか。 

 

 

（前ページからの続き） 

 

５.９（６）受信センターの体制 

  仕様書９（６）にて、看護師、相

談員等が 365 日、24 時間体制で受信

業務に専任で対応することを求め

ています。御社でいうところの「緊

急通報の受信センター」と「健康相

談等の受信センター」が同一場所で

ある必要はありませんが、緊急通報

の内容によっては、適宜かつ迅速に

看護師、相談員等に取り次ぐことが

できる体制が必要です。 

  仕様書９（７）にて、通報が緊急

事態の場合、次の２点を求めていま

す。 

①直接消防署等への連絡がとれるよう

な体制を整備すること 

②救急車や協力員等が到着するまで、

一時救命措置、応急措置の指示をす

ること 

  そのため、有事の際は 110 番、119

番への通報及び引継ぎを円滑に行

うことに長けていることに加え、救

急車や協力員等が到着するまで、一

時救命措置、応急措置の指示をでき

ることが必要です。 
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№４３  質疑回答 

件名 

我孫子市立湖北台保育園園舎建替工

事及び旧園舎解体等工事に伴う設計

業務委託 

発注番号 ２０２４３ 

発注主管課名 保育課 

質      疑 回     答 

１．業務責任者と業務担当者（構造設計

一級建築士、建築設備設計一級建築士）

は兼務してよいか。 

 

２．入札書提出時に添付する積算内訳書

について書式の指定はあるのか。 

 

３．旧園舎について既存図面は建築・設

備全て借用可能と考えてよいのか。ま

た解体設計においてＣＡＤ化は必要

か。 

１．兼務は可能です。 

 

 

 

２．書式の指定はありません。 

 

 

３．借用可能です。また、ＣＡＤ化は必

要となります。 
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№４５  質疑回答 

件名 
生涯学習センター空調設備改修工事

に伴う設計業務委託 

発注番号 ２０２４５ 

発注主管課名 生涯学習課 

質      疑 回     答 

１．改修内容を教えてください。 

 ※機器更新のみ、（配管・ダクト含め）

全面改修など 

 

 

 

２．本設計の対象は「実施設計委託仕様

書」に記載の「5.改修対象 既存 機

器表」のみでしょうか。 

 

３．既存図はどのような形態で借用でき

ますでしょうか。 

 ※紙図、ＣＡＤデータ等 

 

 

４．本設計は、居ながら改修工事を想定

しますか。 

 

５．当該建物は、本センターのほかに公

民館、図書館等が併設されております

が、他施設との協議は本設計に含まれ

ますか。 

 

６．現地調査は施設稼働中に行えますか。 

 

１．地調査結果によりますが、室外機か

ら室内機（電気集じん機含む）間の機

器及び配管の改修をし、室内機から吹

出口間のダクトは再利用を想定して

います。 

 

２．お見込みのとおりです。 

 

 

 

３．既存図は意匠図（案内図、配置図、

各階平面図、立面図、断面図）のみ

jww データがあります。その他は、紙

図です。 

 

４．開館した状態での工事を想定してい

ます。 

 

５．含まれます。 

 

 

 

 

６．調査日程及び調査内容によるので、

都度、協議によります。 
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№４６  質疑回答 

件名 
旧井上家住宅屋外トイレ設置工事に

伴う設計業務委託 

発注番号 ２０２４６ 

発注主管課名 文化・スポーツ課 

質      疑 回     答 

１．本物件における計画通知等の申請に

おいては、建築基準法における他の建

築物と計画建物の位置づけは用途不可

分ですか。 

上記の件において、一体の申請をす

る必要があるとしたら、既存の他建物

の調査及び図面作成については、本委

託に含めますか。または図面のご提示

の有無について。 

 

 

 

２．上記に関連（一体としての申請の場

合）した敷地の測量図のご提示は、可

能ですか。 

 

１．本物件における計画通知等において

は同一敷地内の既存建築物と用途上

不可分となり、一体の申請となりま

す。また、指定文化財（指定された建

造物はホームページ参照）以外の既存

建築物等の調査（集団規定程度）及び

図面作成については本委託業務に含

まれます。 

既存図面については、同一敷地内で

行われた指定文化財保存整備工事の

竣工図が提示可能です。 

 

２．測量図の提示は可能です。 
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№５０  質疑回答 

件名 
あらき園本館屋根及び外壁等改修工

事に伴う設計業務委託 

発注番号 ２０２５０ 

発注主管課名 あらき園 

質      疑 回     答 

入札参加に必要な条件、許認可等業

務責任者と、業務担当者（構造設計一

級建築士、建築設備設計一級建築士）

は兼務してよいか。 

兼務可能です。 
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№５１  質疑回答 

件名 

天王台北近隣センター及び布佐南近

隣センター外部改修工事に伴う設計

業務委託 

発注番号 ２０２５１ 

発注主管課名 市民活動支援課 

質      疑 回     答 

入札参加に必要な条件、許認可等業務

責任者と、業務担当者（構造設計一級建

築士、建築設備設計一級建築士）は兼務

してよいか。 

兼務可能です。 
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№５２  質疑回答 

件名 白樺文学館エレベーター改修工事 
発注番号 ２０２５２ 

発注主管課名 文化・スポーツ課 

質      疑 回     答 

１．現場代理人の専任期間は、工場製作

期間等は除き、現場施工期間のみと考

えて宜しいでしょうか。 

 

 

 

２．工事内訳書は大分類まで記入したも

のとありますが、大分類とは具体的に

どの項目まででしょうか。工事内訳書

の１ページの項目でよろしいでしょう

か。 

１．現場事務所の設置、資器材の搬入又

は仮設工事等が開始されるまでの期

間は現場代理人の常駐を要しないと

しているため、工場製作期間の常駐は

要しないものとします。 

 

２．お見込みのとおりです。 
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№５３  質疑回答 

件名 
我孫子市西部地区道路維持補修工事

（単価契約） 

発注番号 ２０２５３ 

発注主管課名 道路課 

質      疑 回     答 

１．（一財）日本建設情報総合センターへ

工事実績（コリンズ）の登録を行うの

か、質問します。 

 

 

 

２．現場配置技術者（現場代理人・主任

技術者）は、工期内の専任常駐しなけ

ればならないのか、質問します。 

１．本工事は、複数箇所における小規模

の道路維持補修工事です。この工事特

性を鑑み、（一財）日本建設情報総合

センターへ工事実績（コリンズ）の登

録は不要です。 

 

２．上述の理由と同様に、現場配置技術

者（現場代理人・主任技術者）の専任

常駐は必要ありません。 
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№５４  質疑回答 

件名 
我孫子市東部地区道路維持補修工事

（単価契約） 

発注番号 ２０２５４ 

発注主管課名 道路課 

質      疑 回     答 

１．（一財）日本建設情報総合センターへ

工事実績（コリンズ）の登録を行うの

か、質問します。 

 

 

２．現場配置技術者（現場代理人・主任

技術者）は、工期内の専任常駐しなけ

ればならないのか、質問します。 

１．本工事は、複数箇所における小規模

の道路維持補修工事です。この工事特

性を鑑み、（一財）日本建設情報総合

センターへ工事実績（コリンズ）の登

録は不要です。 

 

２．上述の理由と同様に、現場配置技術

者（現場代理人・主任技術者）の専任

常駐は必要ありません。 

 

 

 

 


