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様式集に関する質問の回答

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

1 1 1 (1) イ 書式等
文字の大きさは10ポイント以上とされています
が、図表等に用いる文字についてはこれに従わ
なくとも良いでしょうか。

図表等に用いる文字の様式は任意とします。

2 1 1 (1) イ 書式等
「提出書類で使用する文字の大きさは10ポイン
ト以上」とありますが、図表、絵で使用する文
字の様式は任意で宜しいでしょうか。

回答No.1をご参照ください。

3 3 2 （４） ア
入札参加
者グルー

プ名

入札参加者グループ名は貴市からご指示いただ
けるとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

4 3 2 (4) イ
提出書類
及び部数

（ア）に、「Microsoft Excelの電子データ
は、計算過程がわかるよう関数、計算式等が確
認できる状態にして提出すること」とされてい
ますが、技術ノウハウに関する部分については
関数、計算式等ではなく、直接数字を入力した
ものを提出して良いでしょうか。

独自の技術ノウハウに関する部分については直
接数字入力することを認めますが、一般的な計
算手法のものについては数式を確認できる状態
としてください。なお、直接数字を入力した場
合においても、算出根拠をヒアリングする場合
があります。

5 3 2 （4） イ、ウ

提出書類
及び部数

、
技術提案
書に関す
る提出書

類

副本においてイの表中では様式4-3が必要と
なっていますが、ウでは不要となっています。
副本に様式4-3が含まれるのか確認させてくだ
さい。

様式4-3は副本に含めてください。様式集を修
正いたします。

6 5 2 （4） カ

注　裏面3か所書に届出印により割印すること
とありますが、届出印とは様式2-4の委任状
（受任者）の受任者使用印鑑に捺印した印鑑と
いう理解でよろしいでしょうか。また、裏面3
か所の場所を具体的にご教示下さい。

前段について、ご理解のとおりです。
後段について、押印箇所は下記をご参照くださ
い。

7 19
様式
4-2

企業名対
応表

提案書記載名は、例であり自由な名称で記載し
ても良いでしょうか

名称は自由ですが、企業名が類推されないもの
にしてください。

8 様式5-2

逆有償の
場合の固
形燃料売
却収入

固形燃料売却収入（逆有償の場合は0円）の欄
には、事業者が市から固形燃料を購入する金額
を記載するとの理解で宜しいでしょうか。
また、逆有償の場合でも、固形燃料の運搬費は
サービス購入料B-2に計上したうえで、この欄
には、事業者が市から固形燃料を購入する金額
を記載するとの理解で宜しいでしょうか。

前段について、ご理解のとおりです。
後段について、入札説明書に関する質問の回答
No.21をご参照ください。
様式集を修正いたしました。

9 様式5-2
全量FITが
できない

場合

全量FITができない場合、低圧（50kW未満）を
FITを活用した売電とし、残りを場内利用とす
る提案も可能との理解で宜しいでしょうか。
この場合、FIT分は「FIT売電の市への還元額」
に、場内利用分を「場内利用の場合の市の電気
料金削減分」に記載すれば良いとの理解で宜し
いでしょうか。

「後日回答」としていたNo.9について回答いた
します。

前段について、ご提案を認めます。提案にあた
り、事前に電力会社と必要な協議等を行ってく
ださい。
後段について、ご理解のとおりです。回答
No.22も合わせてご確認ください。

10
32、
34

様式6-11

業務経歴書につきまして、施設規模(㎥/日)と
の記載欄がありますが、日本下水道事業団が発
行している下水道統計の水処理施設の晴天時1
日最大処理量・計画（認可）を記載するとの理
解でよろしいでしょうか。

日本下水道協会が発行している下水道統計の水
処理施設の晴天時1日最大処理量・計画（認
可）を記載してください。
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様式集に関する質問の回答

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

11
様式
7-3-3

修繕については、提案時点で20年間の計画を立
てるものの、長期に渡る事業であることから、
必ずしも計画通りに行うことが適切ではない場
合も想定されます。
維持管理開始後、事業者のリスク負担を前提に
①修繕の実施時期を変更とする
②修繕の内容を変更する
③一部の修繕を省略する
ことは可能でしょうか。
また、以上の変更をした場合であっても、提案
した修繕費相当分は提案通り支払われるとの理
解で宜しいでしょうか。

前段について、可能です。長期改築修繕計画書
や年間維持管理計画書などで計画を見直してく
ださい。
後段について、ご理解のとおりです。

12 様式7-3-5

2021年度より収益認識基準が適用され、割賦基
準が廃止されると理解しております。つきまし
ては、それに従った売上、原価の計上を行うと
ともに、フォーマットについても適宜修正可能
であるという理解でよろしいでしょうか。具体
的には、サービス購入料A-1相当分収入と、
サービス購入料A-2（元金償還分）相当分収入
の統合や、割賦原価の項目の削除、「サービス
購入料A-2（支払利息分）相当分」を営業外収
入に含めることを考えております。

現在の収益基準で様式の項目を修正することな
く提案してください。

13 様式7-3-9
固形燃料
の売買単

価

固形燃料の引き渡し量は、トラックスケールを
使用した計量を考えています。
（要求水準書P.36　5-2-3にもトラックスケー
ルの記載があります）
固形燃料の売買単価は「円/t-ds」との記載が
ありますが、「円/t-wet」に変更可能との理解
で宜しいでしょうか。

「円/t-wet」が正です。様式集を修正いたしま
した。

14 49
様式
7-6

市内企業

市内企業の定義として、「小山市内に本店、支
店又は営業所を有する企業」と示されています
が、これは単に登記されているだけではなく、
法人住民税を納付していることが求められると
の理解でよろしいでしょうか。もしくは、支店
登記していなくても、法人住民税を納付すべき
事務所等の届出を貴市にしていれば、市内企業
として扱われるのでしょうか。

登記は問いません。事業所設置届を栃木県及び
本市に提出し、法人住民税を納付されていれ
ば、市内企業として扱います。

15 49 様式7-6
市内企業への発注額について、発注する旨の根
拠となる書面の添付は必要との理解でよろしい
でしょうか。

発注先企業の名称、所在地、発注内容、発注金
額、市の入札参加資格者名簿への登録の有無
（登録がない場合は市への事業所設置届及び法
人市民税納税証明書）を添付してください。様
式7-6に追記したのでご確認ください。

16 49 様式7-6

設計・建設業務の市内企業への発注件数及び発
注額は、事業者(特別目的会社)から発注される
もの、すなわち事業者と契約する件数・金額と
の理解でよろしいでしょうか。

事業者との直接の契約のみならず、下請けとし
て市内企業へ発注するものも含みます。

17 49 様式7-6

設計・建設業務の市内企業への発注件数及び発
注額について、事業者(特別目的会社)との直接
契約だけでなく、下請契約も含めて良いとなっ
た場合、元請・下請での金額の二重計上は認め
られ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。

18 49 様式7-6

記載例の表には、維持管理の件数及び発注額の
欄もありますが、維持管理業務は件数及び発注
額の定量評価は、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。様式集を修正いたしまし
た。

19 49 様式7-6

記載例の表ですが、C=B/A：市内企業が行う件
数及び発注額の割合となっています。よって、
Ａが本事業全体の件数及び金額、Ｂが市内企業
に発注する件数及び金額の誤りではないでしょ
うか。

様式集を修正いたします。
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様式集に関する質問の回答

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

20 49 様式7-6
記載例の表に件数、件数割合との記載がありま
すが、件数の記載は任意との理解でよろしいで
しょうか。

件数の記載は不要です。様式集を修正いたしま
した。

21 49 様式7-6

記載例の表ですが、Ａが本事業全体の件数及び
発注額と思います。ここの金額は、本事業の提
案価格を記載するのでしょうか。それとも、提
案価格から事業者自らが行う金額を差し引いた
ものでしょうか。
Ａの金額の考え方によって、各提案者の市内企
業への発注比率に差異が生じるものと予想され
ます。

回答No.19及び変更後の様式7-6をご参照くださ
い。
また、本事業の見積価格を記載してください。

22 54 様式9-2

記載要領に「※消化ガス発電設備に大して、
FITと場内利用で提案内容が異なる場合は、そ
れぞれについて記載すること。」とあります。
消化ガス発電について、FITと場内利用の両方
のケースを想定した複数の提案しても良いので
しょうか。

様式集に関する質問の回答No.22を訂正いたし
ます。

要求水準書2-5※に記載している市が申し込ん
だ接続検討の進展状況により、次の①と②いず
れかの提案を評価します。①及び②の提案を提
出してください。
①市が申し込んだ接続検討に基づきFIT売電す
る場合
②上記によらず発電した電気を利用する場合

23 57 様式9-5
有効利用
先の決算

有効利用先が複数ある場合、決算の条件は全社
が満たす必要があるとの理解で宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

24
様式
10-1

「注１　温室効果ガス排出源は、固形燃料の製
造に伴う燃料等のエネルギー消費とする」とあ
りますが、本事業の対象施設全てが該当すると
いう理解で宜しいでしょうか。具体的に算定す
る範囲を御教示下さい。

ご理解のとおりです。様式集を修正いたしまし
た。

25 様式12-2
入札価格
説明書

本様式では市への財政負担軽減額は含まないと
の理解で宜しいでしょうか。

様式12-2に市への還元額等を記入する欄を設け
ます。様式集を修正いたしました。

26
提出書類
一覧表

ファイル形式として指定されているWord、
Excel等についてバージョン指定があればご教
示下さい。

2013以降としてください。

27 様式6-2
様式6-2要求水準基礎審査書　を一部修正して
いるのでご確認ください。


