
別紙５ 入札説明書等 修正箇所正誤表                               調布市政策室 
 

平成 12 年 12 月 25 日に公表した入札説明書等における内容等の変更がありましたので，変更点を以下の正誤表に示します。 

 

資料名 頁 項目 訂正前（下線部は削除又は修正部分） 種別 訂正後（下線部は追加又は修正部分） 
入札説明書 14 第 5-4-ｱ-(ｲ) 施設整備費用  (９行目)「…，建設に伴う各種負担金，

…」 
削除 （下線部を削除） 

要求水準書 12 3-4-(3) 補修・修繕  (４行目)「事業期間終了直後に大規模修
繕が必要にならないようにすること」 

追加  
 
 

（追加）「事業期間終了直後（概ね３ヵ
年以内）に大規模修繕が必要にならない
ようにすること」 

要求水準書 16 4-1 建築物保守管理の対象  (1 行目)「施設の建築物(原則として地域
開放施設部分のみ)とする。」 

追加 
 
 
 

（追加）「施設の建築物(原則として地
域開放施設部分のみ)とする。ただし，
外壁・屋上等については学校部分を業務
範囲に含む。」 

要求水準書 41 【表 6】清掃業務の施設分担

表（案） 

１階（のがわ学級）の「便所」，及び１
階・２階・３階の「児童トイレ」の分担
記号：「○（事業者の分担）」 

修正 「△（事業者と学校の分担）」 

要求水準書 55 10-2-(2) プール管理業務  (８～９行目)「…日本水泳連盟第二種指
導員又は…」 

修正 
 

「…文部科学大臣認定水泳スポーツ指導
員Ｃ級又は…」 

落札者決定基準 3 表 1 参加資格要件の確認  参

加資格要件  ６項目目  確認

の方法  

「市内部資料により確認する。」 追加 「市内部資料により確認する。ただし，
平成 11 年 4 月 1 日から平成 12 年 3 月 31
日までに完工した業務については，入札
参加者から提出された受注を証する契約

書等の写しにより確認する。」 
落札者決定基準 4 2-(3)-④ 総合評価の方法  (2 行目)「…得点の合計を入札価格で除

して得た数値…」 
追加 「…得点の合計を入札価格の現在価値

（割引率 4％）で除して得た数値…」 

落札者決定基準 5 3-(2)-③ 総合評価値  (1 行目)「…入札価格で除して得た数値
…」 

追加 「…入札価格の現在価値（割引率 4％）
で除して得た数値…」 

落札者決定基準 5 表 3 評価項目と配点  (９行目)「応募者の体制」 修正 「リスク管理方針」 
落札者決定基準 6 3-(3) 総合評価の模式図  「入札価格」（グラフ内を含め３ヶ所） 追加 「 … 入 札 価 格 の 現 在 価 値 （ 割 引 率

4％）」 
落札者決定基準 7 表  ＜評価項目と配点＞ （９行目)「応募者の体制」 修正 「リスク管理方針」 
落札者決定基準 9 2 施設の維持管理  加点表  （上から）「5.0/3.75/2.50/1.25/0.00」 修正 「3.0/2.25/1.50/0.75/0.00」 



落札者決定基準 11 4-2 リスク管理方針  加点表  （上から）「5.0/3.75/2.50/1.25/0.00」 修正 「3.0/2.25/1.50/0.75/0.00」 
様式集  第７号様式  委任状  「ただし，上記の期間内に契約を締結したも

のにかかる支払い代金又は保証金保証金及

び保証金の請求，領収については…」 

修正 「ただし，上記の期間内に契約を締結したも

のにかかる支払い代金又は保証金及び保証

物の請求，領収については…」 
様式集  第８号様式  委任状  「委任事項」1.～5.内の「下記事業に関

する…」 
修正 「上記事業に関する…」 

様式集  第９号様式  一般競争参加資

格審査申請書  

「…なお，この申請書及び添付書類のす
べての記載事項は，事実と相違ないこと
を制約します。」 

修正 「…なお，この申請書及び添付書類のす
べての記載事項は，事実と相違ないこと
を誓約します。」 

様式集  第 10 号様式  施工実績表  

備考  4 

「…平成 11 年 4 月 1 日から平成 12 年 3
月 31 日までに受注した業務について
は，入札参加者から提出された受注を証

する契約書等の写しを添付してください。」 

修正 「…平成 11 年 4 月 1 日から平成 12 年 3
月 31 日までに完工した業務について
は，入札参加者から提出された受注を証

する契約書等の写しを添付してください。」 
（３.と４.の間） 追加 ４.屋外運動場設計費 
4.ＶＥ提案に伴う設計変更料 修正 ５.ＶＥ提案に伴う設計変更料 

様式集  第 22 号様式  [1/3] 

工事費見積書   1.総工事費  

（上記 4.の下） 追加 ６.工事監理委託費 
７.その他施設整備に伴う費用 

様式集  第 22 号様式  [1/3] 

工事費見積書  ２.建築工事費  

 修正 （分割されていた「校舎棟」と「体育館棟」を統一） 

（「全施設－給水衛生ガス設備工事費 
合計」の下） 

追加 「共通工事費  合計（以下，「共通仮設工事

費」「諸経費」を下位項目として含む） 

様式集  第 22 号様式  [2/3] 

工事費見積書   

３.機械設備工事費   修正 （分割されていた「校舎棟」と「体育館棟」を統一） 

様式集  第 22 号様式  [1/3] 

工事費見積書  ２.建築工事費  

 修正 （分割されていた「校舎棟」と「体育館棟」を統一） 

1.建築 追加 1.建築等  

（「1.建築」の「その他躯体工事費等」
と「共通費」の間） 

追加 「外構等」 

（最右列 年度欄）「16 年目」 修正 「16～18 年目合計」 

様式集  第 27 号様式   

長期修繕計画表  

（備考 2）「参考として 16 年目の修繕費
見積額も記載してください」  

修正 「参考として 16～18 年目の修繕費見積
額の合計も記載してください」 

様式集  第 28 号様式  [1/3]  

維持管理費見積書   

1.維持管理費見積合計  ※3 

「…参考として７）に 15 年間の合計見
積額（現在価値）を記してください。」 

追加 「…参考として７）に 15 年間の合計見
積額（割引率 4％で算出した現在価値）
を記してください。」  

様式集  第 28 号様式  [3/3]  

維持管理費見積書  

「…大規模修繕費（原則として市が直接
負担します）を含めないでください。」 

追加 「…大規模修繕費（原則として市が直接
負担します）を含めないでください。ま



3.運営期間（15 年間）見積書  

※２ 

た,長期修繕計画表（第 27 号様式）の内
容を本様式に反映させる際には,修繕費
を 15 年間で平準化したものを記入する
よう注意してください。」  

様式集  第 36 号様式  [2/2]  

3.資金調達計画書  

「上記以外に,割賦債券の証券化等…」 削除 （下線部を削除）  

（単位：百万円） 修正 （単位：千円） 
プール運営費要 修正 プール運営費用 
公租公課（登録免許税） 削除 （下線部を削除） 

様式集  第 37 号様式  長期収支計画  

 

 

ＰＳＣへの支払い総額 修正 ＳＰＣへの支払い総額 

 


