
平成19年4月3日

■対象書類 要求水準書

頁 第● ● (●) ｶﾅ (ｶﾅ)

1 維持管理期間について 2 1 5

施設の供用開始１ヶ月前から維持管理が開
始される予定になっていますが、この供用
開始までの１ヶ月間に貴市で想定されてい
る具体的な維持管理業務はございますか。

3月１日に市へ施設を引渡していただくこ
とから、要求水準書に記載している維持管
理業務全般が発生するものと考えていま
す。
なお、4月の供用開始までの間、市側で施
設への備品搬入、旧校舎から施設への引越
し業務等を行うことを予定しています。

2 内外装仕上げについて 12 3 (6)

「内装」と「内部の建具」について「ハー
ドな使用にも耐える」とありますが、材料
等に条件や指定はありますか。

指定はありません。

3
非常通報装置の通報先
について

15 2 4 (11)

非常通報装置の通報先に校（園）長宅、
119番とありますが、警備会社等が警報を
受信した後、各所に連絡するということで
もよろしいでしょうか。

119番には、通報装置から第１報が送信で
きるシステムとしてください。校（園）長
宅については、警備会社からの連絡で構い
ません。

4 外周ﾌｪﾝｽについて 19 7 (5)

「大型門扉」設置の指示がありますが、設
置位置・幅員・数の指定はありますか。

設置位置・数の指定はありません。幅員に
ついては、「校地造成設計指針」の図版38
に記載してあります。

5
消耗品類の負担につい
て

26 4 1 (7)

設備機器類の運転に必要な不凍液の交換・
補充について、不凍液は消耗品である、と
の考えで、購入に関しては市の負担、交
換・補充作業については事業者負担と考え
て宜しいでしょうか。

お考えのとおりです。

6 廃棄物の処理について 28 4 5 (1)

廃棄物を敷地内のゴミ集積所まで運搬・集
積することが事業者の業務範囲で、廃棄物
処理については貴市が実施するという理解
でよろしいですか。また、「廃棄物出し」
とはどのような業務でしょうか。

廃棄物を市が委託する廃棄物業者に引き渡
すまでの業務が、事業者の業務であり、引
き渡すまでの保管に関することも含まれま
す。
廃棄物出しとは、施設内外から排出される
廃棄物を廃棄物業者に引き渡す場所である
集積所に、廃棄物を能動的に移動させるこ
とです。

7 防犯警備業務について 29 6 (1)

常駐する警備担当者が「第４　維持管理業
務」や「第５　運営業務」で定める他の業
務を兼務することは可能ですか。

警備に支障が出ない範囲で兼務することは
可能です。

8
備品の修繕・更新につ
いて

30 4 8

備品類の修繕・更新については、貴市が実
施されると理解してよろしいですか。

本工事にて設置した備品類の修繕・更新に
ついては、事業者の負担において事業者が
実施します。
市が用意した備品類については市が実施し
ます。

9
運営業務の新高校事務
室での対応について

33 5 2 (2) オ

運営業務担当者の不在時には新高校事務室
で運営業務（徴収業務を除く）が対応可
能、とありますが、対応可能な日時、対応
する方の詳細（学校職員等）についてご教
示ください。

市民開放施設管理運営業務は、ＰＦＩ事業
者の業務としており、運営業務担当者が他
の業務で不在となる際に一時的に新高校の
事務室が電話対応等を行うという意味で
す。

『「（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』に対する質問への回答

回答

該　当　箇　所
No タイトル 意見
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回答

該　当　箇　所
No タイトル 意見

10
市民開放時間と防犯警
備業務の時間帯につい
て

34 5 2 (3) ｲ

日曜日及び祝祭日の市民開放施設の開放時
間は午後５時までとなっています。対し
て、要求水準書29Pの表では「新高校の休
業日及び非運営日は午後９時から機械警備
で代替してよい」との記載があります。午
後５時から午後９時の時間帯は、生徒・教
職員・市民利用者が校舎内に居ないと考え
られるので、午後５時以降、機械警備に移
行してかまわないと解釈して宜しいでしょ
うか。

日曜日及び祝祭日については、午後５時か
ら午後９時までは警備担当者を常駐させ、
午後９時以降、機械警備に移行してかまわ
ないという意味です。

11 材料費 35 5 3 (2) ア ③

1食あたり200～250円程度とする材料費に
は消費税相当額は含まれず、当該材料費に
別途消費税相当額がプラスされたものが実
際の材料費との認識で宜しいでしょうか。
また、事業者が受け取る食材調達費も別途
消費税相当額がプラスされた額であるとの
認識で宜しいでしょうか。

材料費は、全額生徒の自己負担であること
から、その中で消費税分も負担することに
なります。

12
夜間定食費の事業者へ
の支払

35 5 3 (2) イ

毎月、前月までに、学校側は生徒から1ヶ
月分の夜間定食費を徴収したうえで、同月
内に直接事業者に支払うとの認識で宜しい
でしょうか。
若し、4半期ごとのサービス購入料に含め
いれるとする場合には、このような日々調
達・消費される材料対価の立替負担は事業
者にとって過度の負担としかなり得ませ
ん。尚、仕入食材費の支払者名義はあくま
で事業者（ＳＰＣ）と為ることが予想され
ます。ケースによっては、新設ＳＰＣは食
材仕入先に対しての取引実績が無い事を理
由に、食材費の買掛支払に対応してもらえ
ない可能性があるためです。

毎月支払います。

13
夜間定食費の徴収及び
食券の配布について

35 5 3 (2) イ

夜間定食費の支払と食券の引き渡しについ
て１８年１２月１日の回答において学校と
協議してくださいとなっておりましたが、
提案の必要はないとの理解でよろしいで
しょうか。また、この業務について別途費
用が発生することは無いと考えてよろしい
でしょうか。

食券の配付方法などについては、学校と協
議してください。なお、夜間定食に係る食
券の制作、回収等に伴う費用は、事業者の
負担とし、サービス購入料に含めてくださ
い。

14 売店運営業務について 36 4

売店の設置は必須ですか。取扱品目・価格
の指定や制限により独立採算が不可能であ
ると判断した場合に売店の設置を取りやめ
ることは可能ですか。

売店の設置は必須です。他の市立高校では
民間業者による独立採算方式で売店を設置
しています。

15
売店運営に関する手続
き

36 5 4

事業者は、校内にて売店運営をする為に、
市に対して公有施設の利用に係る申込手続
を行う必要がありますか。若し、当該手続
が必要と為る場合、事業者は事業所税負担
額を運営コストとして見込む必要があると
考えております。また、運営業務の他に、
本事業で要求されるサービスを提供する目
的において、同様の申込手続が必要となる
業務があれば、指定をお願いいたします。

市有施設の利用については事業者による申
請が必要です。
売店運営に関して、本事業に応募する民間
事業者において事業所税がかかると判断さ
れる場合には、それを運営コストに含めて
提案してください。
売店、自動販売機等の運営業務のほかに、
本事業に特有な市に対する申込手続きはな
いと考えています。

16
別紙５
必要諸室及び仕様
生徒用出入口

２階ということは、必ず生徒専用の外部階
段を設置しなければならないということで
しょうか。安全・除排雪コストに配慮して
内部階段とした結果、建物入口（ドア）が
市民・職員と共用となることは可能でしょ
うか。

本文P10、第２、３、（1）、イ建物出入口
（玄関）に記載しているとおり、出入口を
それぞれ別に計画し、生徒用の出入口の階
段については、事業者の提案によるものと
します。

17
別紙１２
大規模修繕

大規模修繕状況の表中に記載のある項目に
ついて、万が一、事業期間中に大規模修繕
が発生した場合、その分にかかる費用は市
が負担するものと考えて宜しいでしょう
か。

お考えのとおりです。
ただ、市としては、そのようなことが生じ
ないような設計、維持管理を期待していま
すので、審査においては、その点も評価す
る予定です。提案される場合には、そう
いった提案をお願いします。
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回答

該　当　箇　所
No タイトル 意見

18
別紙１２
大規模修繕

大規模修繕状況の表中に記載のない項目に
ついて、事業期間中に機器の取替え等の大
規模修繕の必要性があると、想定されるも
のがあります。その分にかかる費用は市が
負担するものと考えて宜しいでしょうか。

別紙12は例示として示したものです。「大
規模修繕」に該当するものであれば市が負
担します。
ただ、市としては、そのようなことが生じ
ないような設計、維持管理を期待していま
すので、審査においては、その点も評価す
る予定です。提案される場合には、そう
いった提案をお願いします。

19
防火管理者、防火管理
体制について

-

本施設の防火管理者は、市側で選任されま
すか。また、防火管理体制について学校・
園との連携方法についてご教示ください。

本施設の防火管理者は、市側で選出しま
す。防火管理体制については、高校や園と
の連携･連絡が不可欠であるので、関係者
で具体的な方法を決定していただきます。

注：上記「該当箇所」の番号は対象書類での該当箇所。
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