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平成 19年 2月 2日 
 

「(仮称)北海道札幌新定時制高等学校」及び「札幌市立中央幼稚園」整備等事業 
実施方針 変更箇所一覧表 

 
札幌市 

 
実施方針の変更箇所は次のとおりです。 
 
第１ 特定事業の選定に関する事項 

変更前 変更後 
頁 番号 記載内容 記載内容 
1 1 (2)  維持管理・運営期間 

開業後 20年（平成 22年 4月 1日～平成 42年 3月 31日） 
※ただし、一部業務は平成 22年 3月から開始する。 

維持管理・運営期間 
開業後 12年（平成 22年 3月 1日～平成 34年 3月 31日） 
 

2 1 (5) 事業期間は、契約締結日から平成 42 年 3 月 31 日までとす
る。 
なお、維持管理・運営期間は、平成 22年 4月 1日から平成
42年 3月 31日までの 20年間とする予定である。ただし、
一部業務は平成 22年 3月から開始する。 
 

事業期間は、契約締結日から平成 34年 3月 31日までとする。 
なお、維持管理・運営期間は、平成 22年 3月 1日から平成 34
年 3月 31日までの約 12年間とする予定である。 
 

3 1 (7) 具体的な業務の範囲については、別添資料１『「(仮称)北海
道札幌新定時制高等学校」及び「札幌市立中央幼稚園」整備

等事業 要求水準書（案）』（以下「要求水準書（案）」と

いう。）を参照すること。 
 

（削除） 
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4 1 (9)  日程 内容 

平成18年10月 入札公告 

平成19年2月 落札者決定 

平成19年4月 仮契約 

平成19年6月 本契約 

平成19年7月～平成20年3月 施設の設計（基本設計・実施設計） 

平成20年4月 旧大通小学校校舎において新高校開校 

（※幼稚園は継続して運営。） 

平成20年4月～平成22年2月 施設の建設 

（市への引渡しは平成22年２月末日まで） 

平成22年4月 施設の供用開始 

平成22年4月～平成42年3月 施設の維持管理・運営 

（一部につき平成22年3月に開始） 

平成22年4月～平成22年9月 旧大通小学校校舎解体、グラウンド造成 

平成42年3月 PFI事業の終了 

  
 

日程 内容 

平成19年2月 入札公告 

平成19年7月 落札者決定 

平成19年8月 仮契約 

平成19年10月 本契約 

平成19年11月～平成22年2月 
施設の設計（基本設計・実施設計）・施設の建設 

（市への引渡しは平成22年3月1日） 

平成20年4月 旧大通小学校校舎において新高校開校 

（※幼稚園は継続して運営。） 

平成22年4月 施設の供用開始 

平成22年3月～平成34年3月 施設の維持管理 

平成22年4月～平成34年3月 施設の運営 

平成22年4月～平成22年9月 旧大通小学校校舎解体、グラウンド造成 

平成34年3月 PFI事業の終了 
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第２ 事業者の募集及び選定に関する事項 
変更前 変更後 

頁 番号 記載内容 記載内容 
7 2   日程 内容 

平成18年7月31日(月) 実施方針の公表 

平成18年8月8日(火) 実施方針等説明会の実施 

平成18年8月2日（水） 

～8月11日（金) 
実施方針等に対する意見等の受付 

平成18年9月上旬 実施方針等に対する質問への回答等 

平成18年10月上旬 第３回定例市議会にて債務負担行為の議決 

平成18年10月上旬 特定事業の評価及び選定並びにこれらの結果の公表 

平成18年10月中旬 
入札公告 

入札説明書等の配布 

平成18年10月中旬 入札説明会 

平成18年10月中旬 

～12月 入札説明書等に対する質問の受付・回答 

平成18年12月 一般競争入札参加資格確認申請書の受付 

平成18年1月 一般競争入札参加資格確認結果の通知 

平成19年1月 提案書受付 

平成19年2月 事業者の選定 

平成19年4月 仮契約締結 

平成19年6月 第2回定例市議会にて契約議案の議決、本契約締結 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日程 内容 

平成18年7月31日(月) 実施方針の公表 

平成18年8月8日(火) 実施方針等説明会の実施 

平成18年8月2日（水） 

～8月11日（金) 
実施方針等に対する意見等の受付 

平成18年9月22日（金） 実施方針等に対する質問への回答等 

平成18年10月3日（火） 第３回定例市議会にて債務負担行為の議決 

平成18年10月13日（金） 特定事業の評価及び選定並びにこれらの結果の公表 

平成18年10月31日（火） 

～12月6日（水） 

入札公告 

入札説明書等の配布 

平成18年11月6日（月） 入札説明会 

平成18年11月6日（月）、

7日（火） 
現地見学会 

平成18年11月13日（月）

～17日（金） 
入札説明書等に対する質問の受付 

平成18年12月1日（金） 入札説明書等に対する質問・回答の公表 

平成18年12月4日（月） 

～6日（水） 
一般競争入札参加資格確認申請書の受付 

平成18年12月13日（水） 一般競争入札参加資格確認結果の通知 

平成19年2月2日（金） 実施方針の変更 

平成19年2月20日（火） 第１回定例市議会にて債務負担行為の議決 

平成19年2月下旬 特定事業の評価及び選定の変更 

平成19年2月下旬 
入札公告 

入札説明書等の配布 

平成19年3月上旬 入札説明会 

平成19年3月上旬 第1回入札説明書等に対する質問の受付 

平成19年4月上旬 第1回入札説明書等に対する質問・回答の公表 

平成19年4月中旬 一般競争入札参加資格確認申請書の受付 

平成19年4月下旬 一般競争入札参加資格確認結果の通知 

平成19年5月上旬 第2回入札説明書等に対する質問の受付 

平成19年5月中旬 第2回入札説明書等に対する質問・回答の公表 

平成19年6月 提案書受付 

平成19年7月 事業者の選定 

平成19年8月 仮契約締結 

平成19年10月 第3回定例市議会にて契約議案の議決、本契約締結  
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8 3 (1) ア  【文言追加】 
構成員とは入札参加者を構成し、落札後に組成する特別目的会

社に出資する企業をいう。また、協力会社とは入札参加者から

業務を受託する企業等で落札後に組成する特別目的会社に出

資しない者をいう。 
9 3 (2) イ 建設企業は、建設業法第 3条第 1項の規定により、建築一式

工事につき特定建設業の許可を受けた者であること。また、

札幌市工事等競争入札参加資格者名簿に工種「建築」に登録

しており、登録の際に客観的事項について算定された点数が

1,000点以上である者が含まれていること。 
なお、平成 18 年度札幌市工事等競争入札参加資格審査申請
は、平成 18年 4月 1日から平成 19年 3月 31日までの毎日
（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規

定する休日並びに 12 月 29日から翌年の 1月 3 日までの期
間を除く。）受付けている。 

建設企業は、建設業法第 3条第 1項の規定により、建築一式工
事につき特定建設業の許可を受けた者であること。また、平成

19・20 年度札幌市競争入札参加資格者名簿（工事・除雪）に
工種「建築」に登録しており、登録の際に客観的事項について

算定された点数が 1,000点以上である者が含まれていること。 
なお、上記名簿に登録されていない場合については、速やかに

資格審査申請を行う必要がある。 

9 3 (2) ウ 上記「ア 設計企業」に求める要件と同等のものとする。 平成 8年 4月 1日から本事業の入札公告がなされるまでの間に
終了した工事監理業務で、学校教育法で定める学校の施設の工

事監理業務実績と、豪雪地帯対策特別措置法(昭和 37年 法律
第 73号)第 2条に定める豪雪地帯または特別豪雪地帯における
延床面積 5,000 ㎡以上の建築物の工事監理業務実績を有する
こと。ただし、工事監理企業が複数である場合には、そのうち

の１者が満たせばよいものとする。他社と共同で履行した実績

も認めるが、共同企業体方式で最大出資者として履行したこと

を証明できる場合（契約書等の写しの提出等）に限ることとす

る。 
9 3 (2)   【文言追加】 

エ 維持管理企業 

特に求める資格要件はない。ただし、本事業を実施するために
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法令上求められる資格等がある場合にはこれを備えているこ

と。 
 

オ 運営企業 

特に求める資格要件はない。ただし、本事業を実施するために

法令上求められる資格等がある場合にはこれを備えているこ

と。 

 

カ 代表企業 

代表企業は、札幌市競争入札参加資格者名簿に登録している者

であること。 
10 3 (3) イ 札幌市工事等参加資格者指名停止等措置要領（平成 6年７月

26日助役決裁。以下「指名停止等措置要領」という。）に基
づく指名停止期間中でないこと。 

札幌市競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成 14 年 4
月 26日財政局理事決裁。以下「指名停止等措置要領」という。）
に基づく指名停止期間中でないこと。 

12 4 (1) ア 事業者選定委員会の委員は次の6名で構成され、その会議は

非公開で行うものとする。 

役割 氏名 所属・役職 

委員長 宮脇 淳 北海道大学公共政策大学院院長 

委 員 島 隆 札幌医療科学専門学校校長 

委 員 下川 哲央 小樽商科大学大学院商学研究科教授 

委 員 中井 和子 北海道教育大学札幌校非常勤講師 

委 員 野口 孝博 北海道大学大学院工学研究科教授 

委 員 山岸 みどり 北海道大学高等教育機能開発総合セ

ンター教授 

注：委員長以外は五十音順 

事業者選定委員会の委員は次の5名で構成され、その会議は非

公開で行うものとする。 

役割 氏名 所属・役職 

委員長 下川 哲央 小樽商科大学大学院商学研究科教授 

委 員 島 隆 札幌医療科学専門学校校長 

委 員 中井 和子 北海道教育大学札幌校非常勤講師 

委 員 森 傑 北海道大学大学院工学研究科助教授 

委 員 山岸 みどり 北海道大学高等教育機能開発総合セ

ンター教授 

注：委員長以外は五十音順 
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第４ 公共施設等の立地並び二規模及び配置に関する事項 
変更前 変更後 

頁 番号 記載内容 記載内容 
15 2   建物等の施設要件は、別添資料 1 要求水準書（案）のとお

りとする。 
建物等の施設要件については、入札公告時に明らかにする。 

 
第８ その他特定事業の実施に関し必要な事項 

変更前 変更後 
頁 番号 記載内容 記載内容 
17 1   この事業に関する予算措置として、平成 18年第 3回札幌市

議会定例会で債務負担行為の議決（平成 18年 10月予定）を
受けることを予定している 

この事業に関する予算措置として、平成 19年第 1回札幌市議
会定例会で債務負担行為の議決（平成 19年 2月）を受けるこ
とを予定している。 

17 3   実施方針等に関する説明会は次のとおり開催する。 

開催日時 
平成18年8月8日(火) 午後2時から1時間

半程度 

開催場所 ＳＴＶ北2条ビル 6階Ａ・Ｂ会議室 

参加を希望する者は、平成 18年 8月 4日（金）正午までに
「実施方針等説明会参加申込書」（別添様式 1）を下記 4 の
連絡先に電子メール、FAX、郵送または持参により提出する
こと。なお、当日は札幌市教育委員会ホームページから実施

方針、要求水準書(案)等をダウンロードして持参すること。 

実施方針変更後における実施方針等説明会の開催は予定して

いない。 
 

17 4   この実施方針等に関する質問、意見がある場合は、「実施方

針等に対する質問書・意見書」（別添様式 2）を、電子メー
ル、郵送または持参により、次表に掲げる期間内に、下記の

連絡先に提出すること。郵送または持参による場合には、質

問書・意見書の内容を記録したフロッピーディスクも併せて

（削除） 
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提出すること。なお、磁気データはMicrosoft Excel（windows
版）で作成すること。 
電子メール

及び郵送 

平成18年8月2日（水)から同月11日(金)午

後5時まで 

持 参 平成18年8月2日(水)から同月11日(金)まで

の、午前9時から正午まで及び午後1時から午

後5時まで（ただし、閉庁日は除く） 

提出された実施方針等に対する質問への回答、意見一覧につ

いては、平成 18年 9月上旬に札幌市教育委員会ホームペー
ジに掲載する予定である。 

 
 
別紙２ ■サービス購入料の考え方（案） 
維持管理・運営期間を変更したことに伴って記述を変更していますのでご確認下さい。 
 
 

以上 
 


