
「（仮称）交野市立交野みらい学園施設一体型小中一貫校整備事業」第１回入札説明書等に関する質問への回答
■入札説明書に対する質問への回答

№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
1 2 第２ ５ 事業の範囲 別途発注を予定しているモニタリング業務及び工事監理業務

についての委託決定時期についてご教示願います
モニタリング業務については令和4年1月、工事監理業務につ
いては令和5年4月を予定しています。

2 2 第２ ５ 事業の範囲 本事業に対するモニタリング業務及び工事監理業務は、本市
及び別途に委託するこれら業務の受託者が実施する予定で
ある。との記載がございますが、工事監理業務は第三者監理
とし、本業務に建設企業＋設計企業（建築設計）の入札参加
グループで参加し、受託者となった場合、工事監理業務の受
託は不可との理解でよろしいでしょうか。
また、可能であった場合の工事監理業務についての発注方式
をお示し頂けますでしょうか。

お見込みのとおりです。

3 3 第２ ７ 本市の支払い 前金払いの予定限度額（年度出来高の4/10以内等）について
ご教示願います

原則、各年度における契約金額相当額の１０分の４以内となり
ます。詳細は契約書約款第４１条及び第４６条を参照してくだ
さい。ただし、補助金等の関係上、各年度の支払限度額が大
幅に変更される場合があります。

4 3 第２ ７ 本市の支払い 部分払い（2回以内）の時期については契約後ご協議いただけ
ると考えてよろしいでしょうか

お見込みのとおりです。

5 5 第３ ３ （3）エ（イ） 提出書類 構成員一覧表については、共同企業体の構成員とならない協
力企業の記載の必要はございませんでしょうか。

お見込みのとおりです。

6 5 第３ ３ （3）エ（オ） 提出書類 参加表明書提出時には添付の様式以外に配置予定担当技術
者等をお示しする必要はございませんでしょうか。

お見込みのとおりです。

7 5～6 第３ ３ （３）申請書類
の提出
（６）提案書等
の受付

書留郵便 書留郵便による提出とありますが、提出物が多くなる場合は
配達記録が残る宅配便等での送付もお認めいただけないで
しょうか

宅配便においては、信書便物に対応したサービスを利用してく
ださい。

8 6 第3 ３ （6）エ（イ） 年度内訳書 入札時に提出する年度内訳書以上の詳細な内訳書の提出は
不要でしょうか。

お見込みのとおりです。



「（仮称）交野市立交野みらい学園施設一体型小中一貫校整備事業」第１回入札説明書等に関する質問への回答
■入札説明書に対する質問への回答

№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
9 7 第3 ３ （10）その他 現地視察 利用者及び近隣に配慮して行うこととありますが、時間、人

数、校舎内外等の、視察に関する制約等ありましたら具体的
にご指示下さい

現地視察については、参加表明書の提出者を対象に、市が主
催して実施することとします。視察の時期、方法等の詳細につ
いては、参加表明者に対して、市が個別に連絡します。

10 8 第3 ４ （2） 「入札参加グループ」の
場合

建設企業を建設会社でJVを結成する場合、構成員の参加資
格（P点と施工実績）の明示お願い致します。また建設会社の
JV参加数は何社までですか。

建設企業を複数（上限なし）の企業が担当することも可能であ
り、その場合は各企業が建設企業の参加資格を満たすことが
必要です。

11 8 第3 ４ （2）資格要件 入札参加グループ構成
員の資格要件

設計施工一体型等で請け負った実績であっても、該当部分だ
けの内容が確認できる限りにおいては、本項目の実績とみな
すとありますが、設計実績については、設計施工の場合、参
加表明書提出時点までに設計が完了し施工中のものであれ
ば、設計実績として見なすと考えて宜しいでしょうか。ご指示下
さい

お見込みのとおりですが、設計の完了が確認できる書類の提
出が必要です。

12 11 第３ ５ （１０）予定価
格等

低入札価格調査 低入札価格調査実施要項、調査書類の様式等がございまし
たらご教示願います

「第2回入札説明書等に関する質問」への回答時に提示する
予定です。



「（仮称）交野市立交野みらい学園施設一体型小中一貫校整備事業」第１回入札説明書等に関する質問への回答
■要求水準書に対する質問への回答

№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
1 6 第１ ６ 国庫補助金申請のスケ

ジュール
国庫補助金申請のスケジュールとの調整について、提案工程
作成上、留意すべき事項がございましたらご教示願います

令和5年度、6年度事業分を対象とした公立学校施設整備費
負担金の申請を令和5年5月頃、エコスクール・プラスの申請を
令和5年1月頃として予定しています。申請時期については文
部科学省の指示に従うものであり、常時受け付けではありま
せんので留意願います。

2 13 第１ ９ （エ） 備品等の調達 「机・椅子等什器備品・・・必要備品などの調達に係る支援」と
ありますが、調達については貴市との理解でよろしでしょうか

お見込みのとおりです。

3 16 第２ １ （４）実施体制 統括代理人 統括代理人については現場代理人や監理技術者との兼務が
可能との理解でよろしでしょうか

お見込みのとおりです。

4 16 第２ １ （４）実施体制 統括代理人 統括代理人に関し、資格要件は求められないと考えてよろし
いでしょうか

統括代理人の資格は1級建築士及び1級建築施工管理技士と
します。

5 17 第２ １ （７）コスト管理 概算工事費 「受注者は実施設計の中間報告として・・・概算工事費を算出
し、・・・」とありますが、概算工事費の算出方法についてはご
協議いただけるとの理解でよろしでしょうか

お見込みのとおりです。



「（仮称）交野市立交野みらい学園施設一体型小中一貫校整備事業」第１回入札説明書等に関する質問への回答
■ＶＥ提案実施要領に対する質問への回答

№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
1 2 第５ （３） VE提案の反映 VE提案の採用を受けていない項目については、提案すること

はできず、追加提案等した際は失格になるとの理解でよろしい
でしょうか

提案書提出時に、ＶＥ提案の採用を受けていないにも関わら
ず、基本設計図書の内容を変更する提案を行った場合は失格
になります。ただし、基本設計図書の内容を変更しない提案に
ついては、当然、この限りではありません。

2 2 第５ （２） VE提案採否結果通知書 VE提案採否結果通知については提案企業以外への開示は
行わないとの理解でよろしいでしょうか

事業者の選定過程においては、開示しません。

3 4
6

様式2
様式4

ＶＥ提案総括表 様式2 VE提案総括表、および様式4ＶＥ提案採否結果通知書
の最下欄に「計」とありますが、何の計を記載するのかご指示
下さい

提案数を想定しています。様式４において市が記載する箇所
には採用提案件数を想定しています。



「（仮称）交野市立交野みらい学園施設一体型小中一貫校整備事業」第１回入札説明書等に関する質問への回答
■設計施工一括請負契約書（案）に対する質問への回答

№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
1 締結前協議 設計施工一括請負契約書案につきまして、内容については仮

契約締結前に再度質疑、協議の期間を設けていただけるとの
理解でよろしでしょうか

原則、契約書案の修正は行いませんが、条文の確認、明確化
に関する協議には応じます。

2 15 第３２条 起算日 工期内でこの契約締結の日から１２月を経過した後とあります
が、契約締結の日は令和3年12月中旬～下旬の締結日との理
解でよろしいでしょうか

現在のところ、１２月下旬となる見通しです。



「（仮称）交野市立交野みらい学園施設一体型小中一貫校整備事業」第１回入札説明書等に関する質問への回答
■落札者決定基準に対する質問への回答

№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
1 5 第５ ３ （１）-イ-③ 本事業についての基本

的な事項
国庫補助金制度の適用にかかる財源確保の支援とあります
が、具体的にどのような財源確保を想定されていますでしょう
か

市では現在のところ、公立学校施設費国庫負担金や学校施
設環境改善交付金等を想定しています。



「（仮称）交野市立交野みらい学園施設一体型小中一貫校整備事業」第１回入札説明書等に関する質問への回答
■様式集に対する質問への回答

№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
1 8～10 参加表明・資

格審査申請
資格確認申請
書類

様式6 実績調書 実績を証する契約書の写し等を添付することとありますが、コ
リンズデータの提出をもってこれに変えることは可能でしょう
か。ご指示下さい

お見込みのとおりです。


