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令和４年７月１５日 

 

令和４年７月２６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 

３ 22563 
我孫子市役所本庁舎他１７施設使用電力供給（長

期継続契約）（単価契約） 
資産管理課 ２ 

４ 22564 
我孫子市小中学校１９校の使用電力供給（長期継

続契約）（単価契約） 
学校教育課 ３ 

６ 22566 
我孫子市立小中学校１９校の大型液晶ディスプレ

イの購入 
学校教育課 ４ 

１２ 22572 
手賀沼親水広場「水の館」機械警備業務委託（長

期継続契約） 
手賀沼課 １０ 

１３ 22573 
令和４年度職員ストレスチェック業務委託（単価

契約） 
人事課 １４ 

１６ 22576 布佐排水区枝線接続部実施設計業務委託 治水課 １５ 

１７ 22577 公園坂通り無電柱化等検討業務委託 道路課 １８ 

１８ 22578 
我孫子市立布佐小学校のり面改修工事設計業務委

託 
教育委員会総務課 １９ 

２２ 22582 
我孫子市役所議会棟議事堂空調設備等更新機械設

備工事 
資産管理課 ２０ 

３０ 22590 つくし野川危機管理型水位計設置工事 治水課 ２１ 

 

※ №は令和４年７月２６日執行の我孫子市公募型競争入札公告（令和４年７月１日

付け我孫子市公告第７７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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№３ 質疑回答 

件 

名 

我孫子市役所本庁舎他１７施設使用電力

供給（長期継続契約）（単価契約） 

発注番号 ２２５６３ 

発注主管課名 資産管理課 

質      疑 回     答 

１ 各施設の現在の電力供給会社を教え

て下さい。 

 

２ 各施設について、自動検針装置はつい

ていますか。 

 

３ ご請求について、弊社では供給施設内

にご入居されている企業様に対して個

別に請求書を発行する事が出来ません。

ご了承いただけますか。 

 

４ 弊社の請求書は、原則、翌月 10 日迄

に Web サイト上で開示、15 日迄に原本

の到着とし、請求書受領後 30 日以内

（翌々月 15 日迄）に振込となります。

ご了承いただけますか。 

 

 

 

５ 供給期間中に契約電力の変更予定は

ございますでしょうか。 

 

６ 現在の計量日を教えてください。尚、

計量日が 1 日以外の場合は、年間の請求

が 13 回、かつ供給最終月のご請求が翌

月、翌々月の 2 回に分割されます。また

料金の算定期間は計量日から計量日の

前日となります。以上、ご了承いただけ

ますでしょうか。 

 

 

 

７ 2023 年 4 月より、弊社は環境配慮の

観点より、紙請求書については廃止、電

子化へ移行予定です。（3 月分電気料金

請求書、4/15 到着分より） 

お客さまにはお客さま専用Webページ

にて請求書を確認頂くことになります。 

 

１ 東京電力エナジーパートナー（株）

です。 

 

２ 仕様書の２（４）アに記載のとお

り設置済みです。 

 

３ 了承します。別紙１需要場所一覧

の施設ごとに請求書を発行すること

で差し支えありません。 

 

 

４ 了承します。なお、地銀ネットワ

ークサービス株式会社が提供する公

共料金明細サービスを利用してお

り、支払期日に市の口座から引落し

（口座振替）でお支払いします。こ

の場合には、事前に債権者登録申請

書の提出が必要になります。 

 

５ 現時点で変更予定はありません。 

 

 

６ 計量日は施設ごとに異なります。

別紙１需要場所一覧中、№１２、１

６の２施設が毎月２２日、№１、９

～１１、１７の５施設が毎月２３日、

№５、１３～１５の４施設が毎月２

４日、№２～４、６～８、１８の７

施設が毎月２５日です。 

また、年間の請求、料金算定期間

については差し支えありません。 

 

７ 原則、仕様書の３（２）に記載の

とおりです。ただし、落札者が公共

料金明細サービスの利用が可能であ

れば、紙請求書の送付は不要です。 
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№４ 質疑回答 

件 

名 

我孫子市小中学校１９校の使用電力供給

（長期継続契約）（単価契約） 

発注番号 ２２５６４ 

発注主管課名 学校教育課 

質      疑 回     答 

１ 各施設の現在の電力供給会社を教え

て下さい。 

 

２ 各施設について、自動検針装置はつい

ていますか 

 

３ ご請求について、弊社では供給施設内

にご入居されている企業様に対して個

別に請求書を発行する事が出来ません。

ご了承いただけますか。 

 

４ 弊社の請求書は、原則、翌月 10 日迄

に Web サイト上で開示、15 日迄に原本

の到着とし、請求書受領後 30 日以内

（翌々月 15 日迄）に振込となります。

ご了承いただけますか。 

 

 

 

５ 供給期間中に契約電力の変更予定は

ございますでしょうか。 

 

６ 現在の計量日を教えてください。尚、

計量日が 1 日以外の場合は、年間の請求

が 13 回、かつ供給最終月のご請求が翌

月、翌々月の 2 回に分割されます。また

料金の算定期間は計量日から計量日の

前日となります。以上、ご了承いただけ

ますでしょうか。 

 

７ 2023 年 4 月より、弊社は環境配慮の

観点より、紙請求書については廃止、電

子化へ移行予定です。（3 月分電気料金

請求書、4/15 到着分より） 

お客さまにはお客さま専用Webページ

にて請求書を確認頂くことになります。 

 

１ 19 校ともに、東京電力エナジーパ

ートナー㈱です。 

 

２ 仕様書の 2（4）アに記載のとおり

設置済みです。 

 

３ 別紙 1、需要場所一覧の施設ごと

に請求書を発行することで差し支え

ありません。 

 

 

４ 了承します。なお、地銀ネットワ

ークサービス株式会社が提供する公

共料金明細サービスを利用してお

り、支払期日に市の口座から引落し

（口座振替）でお支払いします。こ

の場合には、事前に債権者登録申請

書の提出が必要になります。 

 

５ 現時点で変更予定はありません。 

 

 

６ 計量日は学校毎に異なります。別

紙参照ください。また、年間の請求

料金算定期間については差し支えあ

りません。 

 

 

 

 

７ 原則、仕様書の３（２）に記載の

とおりです。ただし、落札者が公共

料金明細サービスの利用が可能であ

れば、紙請求書の送付は不要です。 
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№６ 質疑回答（１／６） 

件

名 

我孫子市立小中学校１９校の大型液晶デ

ィスプレイの購入 

発注番号 ２２５６６ 

発注課名 学校教育課 

質      疑 回     答 

１ 以下は同等品として認められるでし

ょうか。 

シャープ株式会社 インフォメーショ

ンディスプレイ 65V 型 ＜PN-HW651＞ 

 

２ 設置について 

各学校のフロアごとの設置台数を教

えて下さい。また、校内の上下階運搬時

に使用可能なエレベータの有無、及び使

用可否を教えて下さい。 

 

３ お届け（搬入）と設置作業について 

設置作業日より１日以上前にお届け（搬

入）することは可能でしょうか。 

（お届け（搬入）から設置までの間、保

管いただくことは可能でしょうか。） 

 

４ 既存テレビ（111 台）について 

既存テレビのメーカ、型番を教えて下

さい。また、設置状況（スタンド、棚置

き、固定の有無等）と設置高さを教えて

下さい。 

 

５ 学校内作業時間の制限について 

作業時間の制限はございますでしょ

うか。（午前中は NG、15 時までは NG 等） 

土日祝日等の閉庁日の搬入、設置作業

は可能でしょうか。 

夏季、冬季休暇時の搬入、設置作業は

可能でしょうか。 

 

６ 現地調査について 

既存テレビの設置状況を現地確認す

ることは可能でしょうか。ご指定の数校

で構いません。 

※設置状況に大きな差があるようでし

たら、ベーシックなところと特殊な設置

状況の学校を確認したく存じます。 

１ 可とします。 

なお、仕様書を変更しましたので、

入札情報サービスから再度ダウンロ

ードしてください。 

 

２ フロアごとの台数は未定です。落

札後に各学校と調整し、配置教室が

決まります。各学校３～４階建であ

り、全校エレベーターの設置はあり

ません。 

 

３ 落札後に各学校と調整となります

が、概ね可能です。 

 

 

 

 

４ 日立製 50 型 MT-5030XG 

既存テレビの設置状況はスタンド

設置で、画面の中央高が１５００ｍ

ｍ程です。 

 

 

５ 学校内の作業時間については、落

札後に学校と相談の上で設置してく

ださい。 

なお、本件は９月の我孫子市議会

議決をもって契約となるため、夏季

休暇時の作業はありません。 

 

 

６ 現地調査も可能です。希望される

場合は７月１９日午後５時までに教

育委員会学校教育課までご連絡くだ

さい。 

  調整の上、７月２０日から２５日

まで（土日を除く。）の期間で日程を

指定します。 
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№６ 質疑回答（２／６） 

質      疑 回     答 

７ 液晶ディスプレイについて 

テレビ機能ついていて、グリーン購入

法に適合している東芝 65M550K は同等

品として認められますか。 

また、半導体不足等で品番が後継品等

になる場合、後継品での納入認めていた

だけますか。(もし、ＴＶ機能ついて付

いているといけない理由があれば教え

てください） 

 

８ リサイクルするテレビのメーカー名、

品番教えてください(リサイクル券代算

出の為） 

 

９ スタンドについて 

ハヤミ テレビラック PH556B は同

等品として認められますか。 

 

10 スタープラチナ ＴＶタワースタン

ド MV901 M サイズは同等品として認

められますか。 

 

11 入れ替えるテレビ台について 

テレビとテレビ台入れ替えますが古

いテレビは引き揚げますが、古いテレビ

台はどうしますか。 

 

12 HDMI ケーブルについて 

まったく指定がありませんがオーム

電 機 HDMI1.4 ケ ー ブ ル  3m ｜

VIS-C30ELP-K （05-0283）でよろしいで

しょうか。 

 

13 こちらの製品を代替品として認めら

れますでしょうか。 

ソニー製 FW-65BZ30J/BZ  

（入力端子：3.5mm ステレオミニジャッ

ク x1 非対応となります。） 

７ 不可とします。 

使用用途に則してできる限り機能

をシンプルにする目的からディスプ

レイ機能のみとしています。 

半導体不足等の不測の事態で予定

していた製品が納入できない場合、

その製品が仕様を満たしていること

を条件に後継品等の納入について協

議します。 

 

８ 上記４をご参照ください。 

 

 

 

９ 不可とします。 

 

 

 

10 不可とします。 

 

 

 

11 既存テレビスタンドは市で廃棄予

定です。本件については、既存テレ

ビの回収及び廃棄のみです。 

 

 

12 可とします。 

 

 

 

 

 

13 可とします。 

なお、仕様書を変更しましたので、

入札情報サービスから再度ダウンロ

ードしてください。 
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№６ 質疑回答（３／６） 

質      疑 回     答 

14 こちらの製品を代替品として認めら

れるか 

シャープ製 PN-HW651  

（グリーン購入法適合リスト未掲載で

すが欧州制定 RoHS 指令には適合） 

 

15 仕様書記載のディスプレイスタンド

について 

記載参考品 DS-80ver3 ですが、メーカ

ー表記の仕様書では対応モニタサイズ

が 60 インチまでとなっており、ご指定

の 65 インチモニタサイズは対応外とな

ります。(仕様書記載の参考品ディスプ

レイ LCD-E658 は（株）オーエス ホー

ムページ内でも適合外となってます。） 

また、もし装着できた場合でも仕様書

記載の耐震性等を含む一切の安全性及

び設置の保証は出来かねますがそれで

も宜しいでしょうか。 

 

16 こちらの製品をディスプレイスタン

ドの代替品として認められますでしょ

うか。 

株式会社オーエス DS-150-2 

 

 

17 こちらの製品を代替品として認めら

れるでしょうか。 

一ノ坪製作所製 DS ｰ IC65SB 特注ス

タンド 

 

18 据付作業及び解体・撤去作業を受注者

が再委託しても構いませんでしょうか。 

14 上記１をご参照ください 

 

 

 

 

 

15 参考品のメーカーに当該製品は本

案件のディスプレイで参考品とした

日本電気（株）製 65 型液晶ディスプ

レイについては対応可能であること

を確認しています。 

  参考品は本案件の参考ディスプレ

イを想定した指定となっていますの

で、参考品ディスプレイ以外の製品

を納入される場合には、当該ディス

プレイとの適合について確認してく

ださい。 

 

 

 

16 可とします。なお、付属の棚板も

必要となります。 

仕様書を変更しましたので、入札

情報サービスから再度ダウンロード

してください。 

 

17 可とします。 

なお、仕様書を変更しましたので、

入札情報サービスから再度ダウンロ

ードしてください。 

 

18 可能です。搬入等の際は学校の防

犯・安全面での指示に従っていただ

き、受注者の責において作業を行っ

てください。 

なお、既存テレビについては、事

前に特定箇所（１階を予定）にまと

めておくものを回収、廃棄していた

だく形となるため、解体作業は発生

しない予定です。 
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№６ 質疑回答（４／６） 

質      疑 回     答 

19 撤去するモニタには、専用スタンド等

も付属しておりますでしょうか。 

同時撤去の場合卓上タイプ、フロア設

置の大型タイプ等どのタイプになりま

すでしょうか。 

 

20 作業費用算出のため設置及び回収す

る機器設置先フロアを教えてください。 

 

21 設置及び撤去作業は平日９時から 17

時の間で構いませんでしょうか。 

 

22 撤去するテレビのメーカ名及び機種

名を教えて下さい。 

 

23 撤去する機種が家電リサイクル法対

象の場合は、家電リサイクル券発行が必

須との認識で宜しいでしょうか。 

また、家電リサイクル法対象外の機種

の場合は、家電リサイクル券の発行はで

きませんが構いませんでしょうか。 

 

24 仕様書 設置 既存のテレビ 111 台

の廃棄処分をするとございますが既存

テレビのメーカー・型番・インチをおし

えていただけますでしょうか。 

また、廃棄処分につきましては法的な

手続きをとりますので下取りの方法で

お認め願いますでしょうか。 

 

25 液晶ディスプレイについて 

半導体不足の関係上国内メーカーで

あれど商品が履行期限内に揃えられな

かった場合を想定し下記メーカーの承

認を求めます。 

マクスゼン JU65CH06 

ハイセンス 65E6G 

19 上記４及び 18 をご参照ください。 

 

 

 

 

 

20 上記２及び 18 をご参照ください。 

 

 

21 上記５をご参照ください。 

 

 

22 上記４をご参照ください。 

 

 

23 対象機種のため、家電リサイクル

券の発行が必須です。 

 

 

 

 

 

24 上記４をご参照ください。また、

受託者自らが、家電リサイクル法に

基づき処分をしていただきます。 

 

 

 

 

 

25 いずれも不可とします。 
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№６ 質疑回答（５／６） 

質      疑 回     答 

26 既存のテレビ 111 台の廃棄処分をす

る。（家電リサイクル料金含む）との記

載がありますが本来、廃棄は我孫子市様

と廃棄物処理業者間で、産業廃棄物にか

かわる委託契約の締結が必要ですが、今

回はその契約はどうなるのでしょうか。

（最終処分者とリサイクル法との関係） 

 

27 我孫子市様が締結している廃棄物業

者様への移動のみの処理で対応は可能

でしょうか。（収集・運搬の作業のみは

リサイクル法に抵触しないと考えます） 

 

28 現時点でディスプレイの所有権は我

孫子市様でよろしいでしょうか。 

 

29 廃棄物に関してマニフェスト伝票は

必要でしょうか。 

 

30 廃棄証明書は必要でしょうか。 

 

 

 

31 配送、セットアップ業者、廃棄処理業

者について、落札者が指定する別業者へ

の再委託は可能でしょうか。 

 

32 マニフェスト伝票が必要な場合、落札

者の社名記載は必要でしょうか。 

 

33 仕様書に参考型式：日本電気株式会社

65 型液晶ディスプレイ LCD-E658/株式

会社オーエス液晶ディスプレイスタン

ド DS-80Ver3 の記載がございますが、こ

ちらが参考型式となったポイント（理

由）をご教示願います。 

 

 

 

26 本売買契約の受注者は家電リサイ

クル法上の小売業者であることを想

定しており、受注者に引取り義務が

あるものと認識しています。 

 

 

 

 

27 上記 26 のとおりです。 

 

 

 

 

28 我孫子市の備品です。 

 

 

29 小売業者が家電リサイクル認定取

扱所へ持ち込む場合は不要です。 

 

30 家電リサイクル券の控えが廃棄証

明書の代わりとなりますので、廃棄

証明書は不要です。 

 

31 上記 18 をご参照ください。 

 

 

 

32 上記 29 をご参照ください。 

 

 

33 ディスプレイについては、65 型液

晶ディスプレイのうち標準的な仕様

と考えられる製品を参考品としまし

た。 

  ディスプレイスタンドについて

は、予定価格の設定根拠として徴取

した参考見積書等を参考に、当該デ

ィスプレイに対応可能なものとして

指定しました。 
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№６ 質疑回答（６／６） 

質      疑 回     答 

34 同等品として下記についてご承認い

ただけますでしょうか。 

・SHARP PNHW651 65 型 4K ディスプレイ 

パネル種類 IPS 方式液晶→VA 方式 

入力端子 3.5 ミリステレオミニジャッ

ク×１→RCA ピン 

音声端子 3.5 ミリステレオミニジャッ

ク→RCA ピン 

グリーン購入法ではなく有害物質使用

制限（RoHS）指令に対応 

・SHARP PNHY651 65 型 4K ディスプレイ 

グリーン購入法ではなく有害物質使用

制限（RoHS）指令に対応 

・一ノ坪製作所 スタンド DS-IC65SB 

・スタンド PH-827B/棚板 PHP-B8201S 

 

35 スタンドは現場にて組み立て可でし

ょうか。 

 

 

36 納品先は 2 階以上の場所はあります

でしょうか。 

また製品を運搬できるエレベーター

はありますでしょうか。 

 

34 いずれも可とします。 

なお、仕様書を変更しましたので、

入札情報サービスから再度ダウンロ

ードしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 標準的な教室及び廊下のスペース

であれば、養生のうえ現地で組み立

ていただいて構いません。 

 

36 上記２をご参照ください。 
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№１２ 質疑回答（１／４） 

件 

名 

手賀沼親水広場「水の館」機械警備業務

委託（長期継続契約） 

発注番号 ２２５７２ 

発注主管課名 手賀沼課 

質      疑 回     答 

１ 仕様書第 7条について 

非常信号監視とは具体的にはどの様

なものを指しますでしょうか。 

仕様書等を読み込んでも他に記載が

無いため、判断がつかない状況でござい

ますので詳細にご教示願います。 

 

２ 仕様書第 9条（7）について 

「その他不足事態の防止と阻止」と記載

がありますが、具体的にどのようなもの

を指しますでしょうか。詳細にご教示願

います。 

 

３ 仕様書第 10 条（2）について 

専用 IC カード等を利用するものとす

る。と記載がありますが、必要なカード

枚数は何枚になりますでしょうか。 

 

４ 仕様書第 10 条（6）について 

仕様書上で想定している警備開始忘

れに対応できる機能とは具体的にどの

様なものを指しますでしょうか。 

参考にしている商品・機器・サービス

名とメーカー名をご教示願います。 

 

５ 仕様書第 10 条（8）について 

受託者名義の光回線を使用すること。

と記載がありますが、光回線でなければ

いけない理由をご教示願います。 

 

 

 

１ ガス漏れや非常通報押しボタンに

より非常信号を感知する場合などを

指します。 

 

 

 

 

２ 契約にはありませんが、現地の状況

の判断から緊急避難的に行う業務な

どを指します。 

 

 

 

３ 20 枚必要になります。 

 

 

 

 

４ 警備セットを忘れた場合、携帯電

話・スマートフォン・ＰＣから警備開

始の操作が可能な機能（専用のＵＲＬ

等からログインして施錠できるシス

テム）を指します。特に参考にしてい

るメーカー等はありません。 

 

５ 次の通り仕様を変更します。 

(8) 警備装置用通信回線は、受託者名

義の回線を使用すること。ただし、

他の仕様を満たすものとすること。 

  変更後の仕様書を入札情報サービ

スからダウンロードしてください。 
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№１２ 質疑回答（２／４） 

質      疑 回     答 

６ 仕様書第 10 条（10）について 

カードの利用を制限できること。と記

載がありますが、この部分の解釈につい

てご教示願います。以下に例を記載いた

します。 

例 1）委託者側で操作を行うことが可能であ

り、権限の付与・追加・消去ができる。 

例 2）委託者からの要望（制限）に基づき、受

託者側で権限の付与・追加・消去ができる。 

 

７ 仕様書第 10 条（11）について 

本件の必要性をご教示願います。全体

的に仕様書を見る限り、従来の機械警備

とは異なる仕様が多々盛り込まれてい

る印象です。 

他の質問と重複してしまいますが、参

考にしている商品・機器・サービス名と

メーカー名をご教示願います。 

また、登録・変更・削除のやり取りを

メール・FAX 等で代替えしても問題ない

でしょうか。 

 

８ 仕様書第 10 条（12）について 

「任意指定のメールアドレスに警備

が未開始である旨の自動通知機能を有

すること。」と記載がありますが、弊社

のセンター員が通知する形でもよろし

いでしょうか。 

 

９ 仕様書第 10 条（13）、（14）について

任意設定のメールアドレスについて、上

限の指定はありますでしょうか。ある場

合は、上限数をご教示願います。 

 

10 仕様書第 10 条（15）について 

空室状態が30分以上継続した場合に、

と記載がありますが、細かな時間の設定

は必要なのでしょうか。また、警備が OFF

の場合、受託者側の監視センターから遠

隔で、警備を ON にするというやり方で

は問題ありますでしょうか。 

 

 

６ 委託者側で操作を行うことが可能

であり、権限の付与・追加・消去がで

きることです。 

 

 

 

 

 

 

 

７ 利便性からWEBでの作業を可能とし

ていますが、メール、ファックス等で

代替えして差し支えありません。 

特に参考にしているメーカー等はあ

りません。 

 

 

 

 

 

 

 

８ センターから確実に通知する形で

あれば問題ありません。 

 

 

 

 

 

９ 上限の指定は特にありません。 

 

 

 

 

10  細かな時間設定は必要としませ

ん。 

また、警備が OFF の場合、受託者側

の監視センターから遠隔で、警備を ON

にするというやり方で問題ありませ

ん。 
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№１２ 質疑回答（３／４） 

質      疑 回     答 

11 仕様書第 10 条（16）について「携帯

電話から遠隔で警備を解除できるこ

と。」と記載があるが、受託者側の監視

センターから遠隔で操作を行う。もしく

は、受託者側のパトロール員が現地に向

かい対応する形でもよろしいでしょう

か。 

 

12 仕様書第 15 条について「受託者は、

警備記録をその都度に報告すること。」

と記載があるが、報告の仕方についてご

教示願います。 

 

13 仕様書第 17 条について「受託者の責

任において機械警備に代わる人的警備

等を実施するものとします。」と記載さ

れているが、人的警備とはどの程度の内

容で考えているか具体的にご教示願い

ます。 

弊社としては夜間不定時で1回の建屋

外周巡回を検討しております。 

 

14 仕様書第 18 条について「受託者の故

意または重大な過失により」と記載され

ているが、軽微な過失の場合はどうなり

ますでしょうか。 

 

15 火災の監視信号について、監視方法を

ご教示願います。例）現地、火災受信盤

より信号を移報し監視を行う。（受信盤

の設置位置を図示願います） 

 

 

 

 

11 受託者側の監視センターからの遠

隔操作やパトロール員による対応で

問題ありません。 

 

 

 

 

 

12 件名、発生日時、場所、報告者、

状況、対応内容、その他必要な事項

について、任意様式で報告をお願い

します。 

 

13 夜間施錠～解錠までの間、警備員

に水の館館内に常駐していただくこ

とを考えていますが、夜間巡回を実

施する場合は、その回数等について

別途協議することとなります。 

 

 

 

 

14 軽微な過失の場合においても、そ

の都度協議のうえで対応を決定した

いと考えています。 

 

 

15 現地、火災受信盤より信号を移報

し監視を行います。受信盤は、水の

館 3階にあります。別紙【質疑 15】

火災受信盤位置図の図中に赤矢印で

示します。 

  また、同図の閲覧にはダウンロー

ド後にパスワードの入力が必要とな

りますので、別紙「設計・委託等に

係る図面について」を参考に、資産

管理課契約係あてにパスワード取得

の申請を行ってください。 
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№１２ 質疑回答（４／４） 

質      疑 回     答 

16 落札した場合、いつから工事に入れま

すでしょうか。又、工事に際し工事費や

時間帯に制限はありますでしょうか。具

体的な日にちや時間でご教示願います。 

 

 

17 現地調査をする場合の要領をご教示

願います。（曜日・時間帯・連絡先） 

 

 

 

 

 

 

 

18 次回以降の入札についての確認には

なりますが、今回の落札業者が仮に次回

も落札した場合、各種警備装置や配線の

流用は可能となりますでしょうか。又、

次回の落札業者が今回と違う場合、配線

の流用は可能となりますでしょうか。現

時点での見解で構いませんのでご教示

願います。 

 

 

16 令和４年９月１日以降に工事をお

願いします。工事費については、予定

価格を超えない範囲でお願いします。

工事の時間帯については、別途協議す

ることとなります。 

 

17 曜日：平日 

時間帯：8時 30 分～17 時 

連絡先：我孫子市手賀沼課 

04-7185-1484（直通） 

希望される場合は７月１９日午後５

時までに手賀沼課までご連絡くださ

い。 

調整の上、日程を指定します。 

 

18 同じ落札業者の場合、各種警備装

置・配線の流用は可能と考えます。 

落札業者が違う場合、配線の流用は

可能と考えますが、必ずしも使えると

も限らないと考えます。 
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№１３ 質疑回答 

件 

名 

令和４年度職員ストレスチェック業務委

託（単価契約） 

発注番号 ２２５７３ 

発注主管課名 人事課 

質      疑 回     答 

１ 昨年度医師面接実績をおしらせいた

だけますか。 

 

２ ストレスチェックの実施時期・スケジ

ュールはいつ頃を想定されております

でしょうか。  

 

 

 

 

３ 昨年度の落札額をご教授いただけま

すでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 仕様書７実施方法（3）医師による面

接指導について、昨年度の実施人数は何

人でしたでしょうか。 

 

５ 仕様書７実施方法（3）医師による面

接指導 ２医師の資格等の「マニュア

ル」とは委託概要の記載と同様、厚生労

働省のストレスチェック制度実施マニ

ュアルでよろしいでしょうか。 

 

６ 公告文 10 入札参加に必要な条件

（1）発注案件別の条件 オ その他の

実施者はグループ会社内の直接的かつ

恒常的な雇用を証明できる者でもよろ

しいでしょうか。 

 

 

１ ９人です。 

 

 

２ 以下のとおりです。 

10 月～11 月 ストレスチェック実施 

11 月～12 月 高ストレス者の抽出・ 

面接指導勧奨 

12 月～１月 医師による面接指導 

１月～２月  集団分析結果納品 

 

３ 次のとおりです。 

・ストレスチェック（WEB：個人調査及

び診断、集団分析等） 

 １人当たり 120 円 

・ストレスチェック（紙：調査票・回

収用封筒一式、個別調査及び診断、

集団分析等） 

１人当たり 220 円 

・医師面接（１人当たり３０分程度） 

１人当たり 6,000 円 

 

４ ９人です。 

 

 

 

５ お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

６ 不可とします。 
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№１６ 質疑回答（１／３） 

件 

名 
布佐排水区枝線実施設計業務委託 

発注番号 ２２５７６ 

発注主管課名 治水課 

質      疑 回     答 

１ 特記仕様書 1.4 管理技術者及び技術

者の項目で（３）（４）を総合すると、

管理技術者は技術士（下水道）かつ、測

量士または測量士補の資格を有する１

名でなければならないのでしょうか。 

 

２ 本業務内容には含まれていませんが、

地質調査部門を設置して業務を行う必

要はあるのでしょうか。 

 

３ 本委託費内訳表において、下水道施設

設計及び測量に計上されている「旅費交

通費」の算出方法をそれぞれご教示お願

いします。 

 

４ ４級基準点測量の代価表（第 0043 号

表～第 0046 号表）において、作業計画

と選点の通信運搬費率は 8.5％、観測と

計算整理の通信運搬費率は3.0％とされ

ていますが、２つの率で計上されている

理由をご教示お願いします。 

 

５ 旅費交通費の算出方法をご教示くだ

さい。 

 

６ ４級基準点測量の点数をご教示下さ

い。 

 

７ 最低制限価格決定基準に『最低制限価

格の基準となる額の欄に定める額（1円

未満切捨て）の合計額（その額に 1,000

円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てた額）』とありますが、土木関

係コンサルタント業務及び測量業務の

それぞれの区分ごとに 1,000 円未満の

端数処理をし、その合計額が最低制限価

格ということでよろしいでしょうか。 

 

１ （４）を削除します。また、訂正し

た特記仕様書を掲載します。 

 

 

 

 

２ 近傍の地盤データを使用すること

を想定しています。 

 

 

３ 設計業務等標準積算基準書の率を

用いて算出しています。 

 

 

 

４ ４級基準点測量における作業計画

と選点の通信運搬費率は 3.0％で算出

しています。正しい設計書を、再掲載

します。 

 

 

 

５ ３のとおりです。 

 

 

６ 本委託費内訳書に記載しています。 

 

 

７ お見込みのとおりです。 
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№１６ 質疑回答（２／３） 

質      疑 回     答 

８ 本委託費内訳書の下水道施設設計の

「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」及び「運転日数」をそれぞ

れご教示いただけますでしょうか。 

 

９ 本委託費内訳書の下水道施設設計の

「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。 

 

10 本委託費内訳書の測量業務の「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」及び「運転日数」をそれぞれご教示

いただけますでしょうか。 

 

11 本委託費内訳書の測量業務の「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。 

 

12 本委託費内訳書の第 0025 号表代価

表「現地踏査」，第 0029 号表代価表「測

定設置」～第 0037 号表代価表「点検整

理」，第 0043 号表代価表「作業計画」

～第 0046 号表代価表「計算整理」につ

いて、積算上の単位当り単価は「有効上

位四桁未満切捨て」の端数処理をされて

いますでしょうか。 

 

13 本案件の最低制限価格算出時の端数

処理について、「下水道施設設計の最低

制限価格」及び「測量業務の最低制限価

格」それぞれで千円未満切捨てされてい

ますでしょうか。 

 

８ ３のとおりです。 

 

 

 

 

 

９ ３のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

10 ３のとおりです。 

 

 

 

 

 

11 ３のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

12 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 お見込みのとおりです。 
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№１６ 質疑回答（３／３） 

質      疑 回     答 

14 本委託費内訳書の下水道施設設計の

「旅費交通費」，「電子成果品作成費」，

「その他原価」について、積算上の算定

対象額は「下水道施設設計の直接人件費

全額」でよろしいでしょうか。 

 

15 本委託費内訳書の下水道施設設計の

「一般管理費」について、積算上の算定

対象額は「下水道施設設計の業務原価全

額」でよろしいでしょうか。 

 

16 本委託費内訳書の測量業務の「旅費交

通費」，「電子成果品作成費」について、

積算上の算定対象額は「測量業務の直接

人件費全額」でよろしいでしょうか。 

 

17 本委託費内訳書の測量業務の「諸経

費」について、積算上、積算上の算定対

象額は「測量業務の直接測量費（直接経

費含む）全額」でよろしいでしょうか。 

 

18 現地測量に関しては見積採用でしょ

うか。 

14 お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

15 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

16 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

17 お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

18 設計業務等標準積算基準書に基づ

き算出しています。 
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№１７ 質疑回答 

件

名 
公園坂通り無電柱化等検討業務委託 

発注番号 ２２５７７ 

発注課名 道路課 

質      疑 回     答 

１ 設計基図について、今回３次元データ

測量をしますがそれを反映させたもの

になるのでしょうか。 

 

 

 

２ 現地の平面図、横断図の貸与は頂ける

でしょうか。 

 

 

３ 延長は 0.65 ㎞ですが、片側の理解で

よろしいでしょうか。 

 

 

 

４ 上記３に関連し、両側の検討場合、

0.65×2＝1.3 ㎞となると思われます。

増額等の契約変更は考慮されるでしょ

うか。 

 

５ 電線管理者の収容条件、配線計画はあ

るのでしょうか。 

 

 

６ 電線管理者の収容条件、配線計画がな

い場合、業務着手後の依頼となり工期延

期の恐れがあります。工期変更を考慮頂

けるでしょうか。 

 

１ ３次元データ測量は、無電柱化の

効果や地上機器の設置のイメージを

可視化し、説明会等で使用すること

を目的としていますが、詳細につい

ては受注者決定後、協議します。 

 

２ 現在、当該路線の測量作業を行っ

ており、測量業務完了後、貸与可能

です。 

 

３ 路線の延長として0.65ｋｍを計上

しています。原則両側を想定してい

ますが、本業務の中で片側の場合も

含め検討していただきます。 

 

４ 片側、両側に関わらず原則契約変

更は行いません。 

 

 

 

５ 本業務の中で電線管理者の収容条

件、配線計画も含め協議していただ

きます。 

 

６ 原則、履行期間内での業務完了と

しますが、関係企業との協議が難航

する等不測の事態が生じ、履行期間

内での業務遂行が困難となる場合

は、延長等について協議します。 
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№１８ 質疑回答 

件 

名 

我孫子市立布佐小学校のり面改修工事設

計業務委託 

発注番号 ２２５７８ 

発注主管課名 教育委員会総務課 

質      疑 回     答 

１ 公示資料に設計書が含まれておりま

せんが、積算の参考としたいため、ご提

示いただくことは可能でしょうか。 

 

２ 「説明文書等」の中に「設計書」ファ

イルがありませんが、添付漏れでしょう

か。 

１ 設計書を作成していないため、提

示することはできません。 

 

 

２ 同上 
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№２２ 質疑回答 

件 

名 

我孫子市役所議会棟議事堂空調設備等更

新機械設備工事 

発注番号 ２２５８２ 

発注主管課名 資産管理課 

質      疑 回     答 

空調機付属品のパン型加湿器につきま

して水量（能力）の指定等はありますでし

ょうかご教示ください。 

 

 

 

加湿能力は１５．６ｋｇ／ｈです。 
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№３０ 質疑回答 

件 

名 
つくし野川危機管理型水位計設置工事 

発注番号 ２２５９０ 

発注主管課名 治水課 

質      疑 回     答 

本工事内訳書 

河川の測量に関する費用は含まれてい

ないと考えてよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

 


