
■様式集

NO 資料名 頁
大
項
目

中
項
目

小
項
目

項目 質問 回答

Ｙ-1 目次 Ⅵ 事業計画
提案書

長期収支計画表（様式6-5）、
キャッシュフロー計算書（様式6-
6）等の記入金額は「千円未満切
捨て」とされておりますが、他の
表との誤差を避けるため、計算
はフルスケール（円単位）で行
い、表中の表記を千円単位とし
てよろしいでしょうか。

結構です。

Ｙ-2 様式集
（Ⅰ.参加
資格確
認申請
時、入札
辞退時、
入札時
必要書
類）

様
式
1-
1

参加表明
書

「参加表明書」の㊞は、社長印で
はなく（委任を受けた上で）支店
長印でも宜しいでしょうか。

結構です。なお、委任の場合に
はN-14の回答をご参照ください。

Ｙ-3 様式集 様式1-1 参加表明書に添付する会社概要
の書式に指定はないでしょうか
（様式は任意でしょうか）

ご理解のとおりです。

Ｙ-4 様式集 様式1-1、
1-2

弊社は貴市の入札参加資格者
名簿登録に際し社長から支店長
が委任を受け支店長名で登録を
行なっておりますが、「代表人」と
は支店長でもよろしいでしょう
か。

結構です。なお、本市の入札参
加資格者名簿登録に際し、既に
委任の登録を行なっている場合
には、N-14の回答で示す資料の
提出は不要です。

Ｙ-5 様式集 様式1-2 グループ代表者が建設業務を担
う場合、代表者以外の建設会社
（1社）についても、様式1－2の添
付書類②有価証券報告書（最近
4期分）（報告書を作成していな
い場合は、税務申告書の写し）を
提出する必要があるでしょうか。

グループの代表が建設業務を担
う主たるものである場合は書類
の提出は必要ありません。

Ｙ-6 様式集 様式1‐3公
共施設実
績

当該業務を行う主たるものとは、
複数企業を任意に決めてよろし
いでしょうか。

当該業務を担う主たるもの１者
の実績をご記入ください。
なお、ここでの複数企業とは、設
計企業と建設企業が異なる場合
を想定しており、様式1-3下から5
点目「複数企業・・場合は」→「設
計と建設を担当する企業が異な
る場合は」に修正します。
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Ｙ-7 様式集 様式1‐3公
共施設実
績

実績は、1企業6物件以上の記入
も可と考えてよろしいでしょうか。
事業概要及び、竣工写真を添付
する代表作のひとつとは、1企業
に付き1物件と考えてよろしいで
しょうか。1グループに付き1物件
と考えるべきでしょうか。代表作
のひとつについての事業概要及
び、竣工写真は、（様式1‐3）とは
別にA3版横長1枚で作成すれば
よろしいでしょうか。また、様式は
自由と考えてよろしいでしょうか。

１企業6物件以上の記入も可能
です。事業概要及び竣工写真に
ついては１企業につき１物件とし
てください。また事業概要及び竣
工写真の様式は自由とします。

Ｙ-8 様式集
（Ⅰ.参加
資格確
認申請
時、入札
辞退時、
入札時
必要書
類）

様
式
1-
3

公共施設
実績

「公共施設実績」の各物件、代表
作の添付書類の詳細を教えて下
さい。

様式1-3の様式に従いご記入し
ていただければ、詳細は自由で
す。なお、設計・建設を行う企業
については、延べ床面積の欄に
構造及び階数を併せてご記入く
ださい。

Ｙ-9 様式集
（Ⅰ.参加
資格確
認申請
時、入札
辞退時、
入札時
必要書
類）

様
式
1-
7

委 任 状
（代表者）

「委任状（代表者）」の㊞は、社長
印ではなく（委任を受けた上で）
支店長印でも宜しいでしょうか。

Ｙ-2の回答をご参照ください。

Ｙ-10 様式集 様式1-7
委任状

委任状では、参加表明の提出日
からＳＰＣ設立までの期間を
委任期間と定めていますが、
参加表明提出時には提出書類
として求められていません
が、委任状の委任期間が参加
表明の提出日からとなってい
ることから、参加表明提出時
には提出の必要ないでしょう
か。

必要となります。N-61の回答をご
参照ください。

Ｙ-11 様式集 様式2-1～
2-3

様式2-1～2-3（事業方針・体制
に関する提案書）には具体的な
会社名を記述することができると
いう理解で宜しいでしょうか？

具体的な会社名は記入しないで
ください。

Ｙ-12 様式集
（Ⅲ.設
計・建設
業務提
案書

様
式
3-
18

建設工事
費　見積
書

共通仮設費・現場経費及び一般
管理費の項目が記載されており
ません。諸経費に含めて計上す
ると考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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Ｙ-13 様式集
（Ⅲ.設
計・建設
業務提
案書

様
式
3-
18

建設工事
費　見積
書

建設工事費は、様式に記載され
ている中項目で提出し、下位の
明細は不要と考えてよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。なお、様式
3-18の表を以下の通り修正して
ください。
１．建築工事費見積書　Ⅴ給排
水・衛生設備工事　1.屋内給排
水・衛生設備工事の項目の欄に
「雨水利用設備」を追加する。

Ｙ-14 様式集
（Ⅲ.設
計・建設
業務提
案書

様
式
3-
18

建設工事
費　見積
書（サービ
ス料の支
払い別）

割賦支払分の手数料はどこに入
れたら良いか、ご指示下さい。

様式3-18は純粋な設計・建設工
事費の見積書であり、手数料は
記入しなくても結構です。

Ｙ-15 様式集
（Ⅲ.設
計・建設
業務提
案書

様
式
3-
19

工程計画
書

「工程計画書」の添付工程表の
仕様（詳細度）等を教えて下さ
い。

設計開始から開館までの工程を
ご記入ください。設計については
基本設計・実施設計・各申請業
務ごとに、建築工事については
様式3-18建設工事費見積書
１．建設工事費見積書（明細）に
示す程度の各工種ごとに工程を
ご記入ください。なお電気・機械
設備工事については各工種ごと
を省略して記入しても結構です。

Ｙ-16 様式集 様式6-1
長期収支
計画の前
提1

株主劣後ローンについては外部
借入の欄に記入するという理解
で宜しいでしょうか？

ご理解のとおりです。

Ｙ-17 様式集 様式6-1
長期収支
計画の前
提1

各種リザーブ資金等の予備費を
含めて資金調達を行なう場合
は、これらの金額を「(a）初期投
資費」に含めて記入するという理
解で宜しいでしょうか？

各種リザーブ資金と初期投資に
かかる金額が各々わかるように
記載のうえ、「(a)初期投資費」に
含めて記入してください。

Ｙ-18 様式集 様式6-1～
6-13　事
業計画提
案書

Ａ３版横長で作成する様式6-5、
6-6、6-9、6-10以外の様式につ
いて、大きさ及び枚数制限があり
ません。事業者側にて適宜判断
するということなのでしょうか？

Ａ３横長１枚でお願い致します。

Ｙ-19 様式集 様式6-14
軽食コー
ナー事業
計画

2)当該事業の安定性、継続性の
様式は自由とのことですが、、1)
の２枚とは別に枚数指定もないと
の理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。



NO 資料名 頁
大
項
目

中
項
目

小
項
目

項目 質問 回答

Ｙ-20 様式集 様式6-6
キャッシュ
フロー計算
書

長期収支計画との整合性をとる
とは、キャッシュフロー計算書も
発生主義的に作成するという理
解で宜しいでしょうか。（例.各年
度の第４四半期のサービス対価
の入金は翌年度の4月となるが3
月に入金したと仮定して作成す
る。）

キャッシュフロー計算書はキャッ
シュベースで作成をお願い致し
ます。長期収支計画表との整合
性とは、発生主義とキャッシュイ
ン・アウトでズレがある場合はそ
れがわかるよう、キャッシュフ
ロー計算書に注記をお願いした
い旨を意味しております。

Ｙ-21 様式集 様式集6-
11～6-12
市が支払
うサービス
料総額及
びサービ
ス料算出
の根拠

（添付資料2）「サービス料の支払
について」では、ＳＰＣの運営に
必要な経費（人件費、監査費用
等）はサービス対価Ⅲに含まれ
ると規定されていますが、様式6-
11～6-12では、サービス対価
Ⅱ、Ⅲ、Ⅵの中にＳＰＣ経費とい
う項目があり、さらにサービス対
価Ⅰ～Ⅵとは別途、公租公課・
保険料等という欄があります。Ｓ
ＰＣ運営に必要な経費を分けて
記入するということなのでしょう
か？

ＳＰＣに必要な経費を分けて記入
することが可能であれば、分けて
記入をお願い致します。提案時
点では分けることが難しいようで
あれば、サービス料Ⅲにまとめて
記載する形でも結構です。
なお、公租効果・保険料等は別
立てで記載いただけますよう、お
願いいたします。


