
平成 31 年 1 月 25 日 

独立行政法人国立印刷局 

国立印刷局赤羽宿舎（仮称）整備事業に係る 

入札説明書等に関する質問・回答について 

「国立印刷局赤羽宿舎（仮称）整備事業」に係る入札説明書等に関する質問に対する回答について、別添のとおり公表します。 



　

頁

1 入札説明書 付帯的事業に関する提案 2 2 (6) ハ

付帯的事業は代表企業が主に運営・維持管理する内容で有った場合、
付帯的事業に係る関連企業は協力企業としての扱いでよろしいでしょう
か。※（本質問の回答が構成員とした場合は参加資格取得手続き等が
ありますので早めの回答をお願いいたします。）

附帯的事業を行う企業を入札参加グループの構成員とするかどうか
は、事業者の提案によるものとします。

2 入札説明書
附帯的事業に関する提案につい
て

2 2 (6) ハ

附帯的事業については、実施方針で示されていた『職員宿舎との合築』
『事業計画地の一部貸付』『宿舎建物（これに関連する宿舎敷地を含む）
の一部の使用若しくは収益の許可』のいずれでも提案可能という認識で
よろしいですか。

附帯的事業については、入札説明書7(5)土地の使用等に記載のとおり
使用許可によるものとします。

3 入札説明書
附帯的事業に関する提案につい
て

2 2 (6) ハ
附帯的事業を提案する際の土地借地料・建物使用料等は、事業者の提
案でよろしいでしょうか。
若しくはその目安をご提示下さい。

土地及び建物使用料は、土地又は建物の帳簿価額に使用面積、使用
期間及び利回り率を乗じて算出します。なお、No.30の回答もご参照くだ
さい。

4 入札説明書 附帯的事業に対する提案 2 2 (6) ハ

「なお、共用施設の維持管理等で入居者が行う管理業務についても、附
帯的事業として提案することができる。」と記載がありますが、共用部の
日常清掃業務、定期清掃業務、植栽業務等を附帯的事業とした場合、
入居者全員から共益費とは別に、こうした附帯的事業のための費用を
徴収する事は貴局としては可能であるとお考えでしょうか。

ご提案の費用徴収については、入居者で構成する自治会（仮称）にて検
討する内容であると考えます。

5 入札説明書
各住戸タイプの面積は、パイプス
ペース等を含むものとする。

3 2 (7) イ
(注）

1

「各住戸タイプの面積は、パイプスペース等を含むものとする。」と記載さ
れていますが、各住戸のメーターボックスのスペースは、住戸面積に含
めないと理解でよろしいでしょうか。

メーターボックスのスペースは、住戸外に設置した場合は面積に含みま
せんが、住戸内に設置した場合は含みます。その他、関係法令を踏まえ
てご提案ください。

6 入札説明書 住戸面積について 3 2 (7) イ
(注)
1

住戸面積にパイプスペース等を含むとありますが、住戸外にメーター
ボックスを設置した場合は住戸面積に含めないものと考えてよろしいで
しょうか。

そのとおりです。

7 入札説明書 日照時間について 3 2 (7) イ
(注)
3

日照時間測定位置は居室の窓面ですか、または付随するバルコニー先
端位置ですか。又、その高さは各フロアーレベルですか、階高の1/2で
すか、立上がり何メーターの位置ですか。

日照時間を測定するポイントは、掃きだし窓面の下端の高さとしてくださ
い。

8 入札説明書 日照時間について 3 2 (7) イ
(注)
3

「各住戸とも1 以上の居室における冬至の日照時間は原則として4 時間
以上とする。」とありますが、日照時間の算定は居室開口部の中心点と
考えてよろしいでしょうか。

No.7の回答をご参照ください。

9 入札説明書 日照時間について 3 2 (7) イ
(注)
3

「各住戸とも1 以上の居室における冬至の日照時間は原則として4 時間
以上とする。」とありますが、柱や梁やバルコニー側の隔板による影響
は無いものと考えてよろしいでしょうか。

そのとおりです。

10 入札説明書 日照時間について 3 2 (7) イ
(注)
3

日照時間測定時において敷地外の既存建物が及ぼす影の影響も加算
されるのでしょうか。加算されるのであれば、その建物の高さはどのよう
に算定されるのでしょうか。既存建物の高さ算定資料をご提示ください。

日照時間は敷地内建物（自己日影）の影響のみを考慮するものとしま
す。

11 入札説明書 日照時間について 3 2 (7) イ
(注)
3

日照時間測定時において1棟として計画する自己建物の影の影響も加
算されるのでしょうか。

そのとおりです。
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12 入札説明書 住戸数について 3 2 (7) イ
各タイプ住戸につき、記載の戸数から±○％までといった基準はありま
すか。

記載の戸数としますが、設計上の理由により数戸を増加させることは可
能とします。

13 入札説明書 住戸数について 3 2 (7) イ
注７に「戸数を数戸増加させることは可能とする。」とありますが、住戸数
を増加させることによる加点はありますか。

提案内容により、総合的に評価を行います。

14 入札説明書 住戸面積について 3 2 (7) イ
各住戸タイプの面積の幅をご教授ください。パイプスペースとの兼ね合
いがある場合は、その内容も含めてご教授ください。（例．aタイプ：PS含
め25㎡以上かつPS除き25㎡未満 等）

各住戸タイプの面積はパイプスペース等を含めたものとします。なお、ｂ
-2タイプはパイプスペースを含め55㎡以上かつパイプスペースを除き55
㎡未満の設定とします。

15 入札説明書 住戸面積について 3 2 (7) イ
各タイプ住戸面積につき、記載の面積から±○％までといった基準はあ
りますか。

No.14の回答をご参照ください。

16 入札説明書 事業用地について 3 2 (7) ロ
「東京都北区赤羽西五丁目3 番」とありますが、登記簿地番「北区赤羽
西五丁目1606-6」が該当事業地という事でよろしいでしょうか。

そのとおりです。

17 入札説明書 代表企業の役割 4 4 （1） ロ

「構成員が本事業の遂行上果たす役割を明らかにする」とあり、「入札手
続きを行うとともに、国立印刷局との対応窓口となる」とあります。代表
企業は事業契約締結後、事業期間つまり維持管理期間終了までの対
応窓口を兼ねると理解でしょうか。

対応窓口とは、入札手続における窓口が該当します。
事業契約締結後の対応窓口については、代表企業以外の構成員でも
可能とします。

18 入札説明書 A　入札価格 12 4 (6) ハ (ロ)

【様式14】入札書には「消費税等相当額を控除した金額を記載すること」
とありますが、『落札者決定基準』7頁表2の事業費箇所では、「金額はい
ずれも税込金額」と記載があります。
その他の様式において金額記載欄がある場合、特段の指示が無い場
合、全て“税抜き”表示と考えてよろしいでしょうか。

そのとおりです。

19 入札説明書
既存工作物の解体撤去費につい
て

12 4 (6) ハ (ロ)
ブロック塀、敷地内のコンクリートガラ等の撤去費とのことですが、解体
撤去対象物及び範囲を資料等で明示してください。

現存する囲障及び敷地内にあるコンクリートガラ等の撤去を要するもの
を指します。

20 入札説明書
職員宿舎施設の修繕に係る費用
について

12 4 (6) ハ (ロ)

(注)1の(1)で「職員宿舎施設の修繕に係る費用(ただし、建物の瑕疵に起
因する修繕を除く。)」は入札価格の見積りには算入しないとありますが、
この“修繕"には、日常一般的に発生する可能性のある「小修繕、備品
交換等」のようなものも含まれていると解釈し、維持管理業務に係る対
価に見込まない認識ですが、よろしいでしょうか。

そのとおりです。

21 入札説明書
職員宿舎施設の修繕に係る費用
について

12 4 (6) ハ (ロ)

(B)(注)1で「職員宿舎施設の修繕に係る費用は入札価格の見積りには
算入しない」とありますが、この「修繕」とは、「長期修繕計画に基づく修
繕業務」を指していて、日常一般的に発生する可能性のある「小修繕」
のようなものは、維持管理業務に係る対価に見込むのでしょうか。

要求水準書に記載のとおり、修繕に係る費用は入札価格の見積りには
算入しないものとします。

22 入札説明書 入札参加資格について 13 4 (6) ハ (ロ)
E 支店長等の資格において入札参加する場合は代表者からの委任が
必要とありますが、印鑑証明書の提出を前提として、支配人登録を受け
た支配人での応募は可能という認識でよろしいですか。

代表者からの委任を前提として、支配人登録を受けた支配人での応募
を予定されている場合は、事前にご相談ください。
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23 入札説明書 基本協定書について 17 6 (1) イ
SPCを設立しない場合は、基本協定書は締結しないのでしょうか。SPC
を設立しない場合でも、基本協定書を締結するのならば、その場合の基
本協定書（案）もご提示ください。

SPCを設立しない場合、基本協定書の締結は行わないものとします。

24 入札説明書 事業契約に関する事項について 17 6

SPCを設立しない場合、選定事業者の構成員連名で契約するような形
式になっていますが、この形式は、互いに連帯保証することになると思
われます。
代表企業だけの契約で、代表企業が業務の一部または全部を委託でき
る契約に出来ませんでしょうか。

事業契約書案によるものとします。

25 入札説明書
職員宿舎の設計及び建設に係る
対価の支払について

18 6 (3) ハ (ｲ)
A-（C)に「確認通知受領後」とありますが、「検査済証受領後」の誤植で
よろしいでしょうか。

しゅん工確認書を受領した後を指します。

26 入札説明書
国立印刷局と選定事業者の責任
分担

19 6 (3) ホ (ｲ)
「国立印刷局が責任を負うべき合理的な理由がある事項」と記載がござ
いますが、具体的に、どのような合理的な理由がある事項を想定されて
いるのか、幾つかの例をお示しいただけないでしょうか。

社会通念上、通常予想されるものであり、かつ国立印刷局の費用負担
がやむを得ないと認める事項を指します。

27 入札説明書
法制上及び税制上の措置並びに
財政上及び金融上の支援に関す
る事項

20 6 (3) ヘ (ｲ)

「現時点では、法制上及び税制上の措置は想定していない。ただし、今
後、法制や税制の改正により措置が可能となる場合、可能な範囲で国
立印刷局は必要な協力を行う。」とありますが、消費税が10%に改正に
なった場合は、可能な範囲での必要な協力と解釈してよろしいでしょう
か。

そのとおりです。

28 入札説明書 (5)　土地の使用等 22 7 (5) イ
維持管理業務期間は、提案する附帯的事業に係る内容以外は、敷地使
用料等は発生しないと理解してよろしいでしょうか。

附帯的事業の実施を除き、維持管理業務期間中の土地使用料は発生
しません。

29 入札説明書 土地の使用等 22 7 (5) ロ
付帯的事業に供する宿舎建物の一部を、国立印刷局からの使用許可
により、有償で使用することが出来るとあります。使用料の算出方法ご
教示願います。

土地及び建物使用料は、土地又は建物の帳簿価額に使用面積、使用
期間及び利回り率を乗じて算出します。なお、土地の帳簿価額は
3,121,185,000円、土地の貸付に係る利回り率は年4.1パーセント、建物
の貸付に係る利回り率は年8パーセントです。

30 入札説明書 貸付料について 22 7 （5）
土地の帳簿価額および現時点での想定利回り率を示していただけませ
んか。

土地の帳簿価額は3,121,185,000円、土地の貸付に係る利回り率は年
4.1パーセント、建物の貸付に係る利回り率は年8パーセントです。

31 入札説明書 入札時の提出書類について 22 8 （1） チ

提出書類の中に、「チ 建設業法に基く建設業許可を取得している全て
の構成員の経営規模等評価結果通知書の写し（最新のもの）」とありま
すが、維持管理業務に関わる構成員も建設業許可を持っている場合も
提出は必要でしょうか。

維持管理業務のみを担当する構成員が建設業許可を取得している場
合は、この構成員に係る通知書の写しの提出は不要です。

32 入札説明書 入札時の提出書類について 24 8 (3) リ
入札時に提出する入札提出書類について、仮に附帯的事業を提案しな
い場合、「リ、 附帯的事業に係る提案書」は出さなくてよいという理解で
よろしいでしょうか。

そのとおりです。
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33 入札説明書 入札時の提出書類について 24 8 (3) ル (ロ)

「有価証券報告書を作成していない場合は、計算書類等でも可能」と記
載がありますが、有価証券報告書を作成していない場合は、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の4点の提出で
よろしいでしょうか。

直近3期分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別
注記表及び附属明細書を提出してください。

34 要求水準書 建築主（または事業主）について 1 第2 1
本事業に係る各業務の実施に関し、SPCを設立しない場合での行政手
続等の際の建築主（または事業主）としての各種書類等の記名捺印者
は、代表企業でしょうか。あるいは、建設担当企業でしょうか。

代表企業を建築主とすることを想定しています。

35 要求水準書 維持管理業務の期間について 1 第2 2 （2）
引渡し日が前倒しになった場合、維持管理業務の終了時期もその分前
倒しになりますか。仮に前倒しとならなかった場合、その延長分の維持
管理業務の対価も入札金額に含まれ、評価対象となりますか。

引渡日が前倒しになった場合も、維持管理業務の終了時期は変更あり
ません。引渡日の翌日からの維持管理費用を含む入札価格での評価と
なります。

36 要求水準書 附帯的業務について 2 第2 2 (3)
附帯的事業実施期間は原則として維持管理期間と同一とする、とありま
すが、別棟で計画した場合は解体更地返し、建物内で計画した場合は
スケルトンとして返還という理解でよろしいですか。

附帯的事業の終了後は原状回復を行っていただく予定です。ただし、事
業を継続する場合は、別途協議を行うものとします。

37 要求水準書 附帯的事業の実施について 2 第2 2 (3)

「附帯的事業を実施する場合、原則として維持管理期間と同一の期間と
する」ありますが、20年程度まで期間を延長することは可能でしょうか。
実施方針等に関する質問・回答では、「事業者の要望により、平成44年
4月以降とすることも可能とすることも想定しています」とあります。

附帯的事業の期間については、提案内容により、事業者と協議のうえ決
定します。

38 要求水準書 附帯的事業の実施について 2 第2 2 (3)
附帯的事業を実施する場合、定期借地契約・定期建物賃貸借契約・区
分所有（合築）等考えられますが、どのような契約での事業となります
か。

No.2の回答をご参照ください。

39 要求水準書 CADデータ 3 第2 3 （4）
DRA-CADデータでの提出とありますが、互換データ（DXF形式）での提
出でもよろしいでしょうか。

互換データ（DXF形式）での提出も可とします。

40 要求水準書 竣工確認等 7 第2 ４ (3) チ
(ロ)
F

本宿舎の引渡しとは、貴局による竣工確認の結果、是正・改善を求めら
れ是正の後、竣工確認書の発行を受けてからと理解でよろしいでしょう
か。また、竣工確認から竣工確認書発行までの凡その日数をご教示く願
います。

宿舎の引渡し事業者がしゅん工確認書を受領した後となります。なお、
しゅん工確認書については、速やかに発行する予定としています。

41 要求水準書 竣工確認等 7 第2 ４ (3) チ
(ロ)
F

貴局による竣工確認後、竣工提出図書を提出して承諾を得て竣工確認
書の発行を受けるとありますが、事業契約書（案）41項別紙4（竣工図
書）9.の竣工図作成と竣工図に関連するデジタルデータ化にあたっては
時間を要する場合があります。その際、後日提出で竣工確認書の発行
は可能でしょうか。

しゅん工確認書の発行に際しては、しゅん工図書の提出が必要となりま
す。なお、デジタルデータの提出が遅れる可能性がある場合は、別途協
議を行うものとします。

42 要求水準書 不動産登記に必要な手続き等 7 第2 ４ (3) リ
不動産登記に必要な手続き等とは、所有権等を要する付帯的事業が無
い場合は不動産登記は貴局が行うものと理解し、事業者は不動産登記
に要する支援をすると理解でよろしいでしょうか。

そのとおりです。
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43 要求水準書 根拠法令等について 9 第2 5 (1)
事業提案に際し必要とされる建築計画の為の根拠法令等の行政協議
は事業者で行ってよろしいでしょうか。

そのとおりです。

44 要求水準書 東側道路について 10 第2 6 （1）

敷地東端の公図筆1606-35は敷地面積外となっているが、その部分は
道路として区へ移管されているのですか。又、土地所有者は印刷局のま
まで、区へ上地はしないのですか。建築基準法上の道路として扱われる
のですか。区等行政機関との協議内容を開示していただけませんか。

1606-35の土地所有者は国立印刷局ですが、特別区道北第1966号に区
域指定を受けた道路（歩道）です。
要求水準書に示すように1606-35の110.98㎡は敷地から除いて計画して
ください。

45 要求水準書 立地条件について 10 第2 6 （1）
敷地面積について、道路ととして使用されている110.98㎡は、敷地面積
に含まないとありますが、それは、登記簿地番「北区赤羽西五丁目
1606-35」でよろしいですか。

そのとおりです。

46 要求水準書 立地条件について 10 第2 6 （1）
敷地面積について、道路として使用されている110.98㎡は、道路扱いで
よろしいですか。それとも隣地扱いとなりますか。

No.44の回答をご参照ください。

47 要求水準書 残置基礎杭の処理について 11 第2 6 (2) ハ
提案配置計画上干渉しない箇所はそのまま存置してよいと理解でよろし
いでしょうか。

そのとおりです。

48 要求水準書 地中埋設物について 11 第2 6 （2） ハ
既存埋設杭は全部撤去は不要という認識でよろしいですか。この撤去
費は『解体撤去費（既存工作物等）』に含まないという認識でよろしいで
すか。

宿舎建設に必要となる埋設杭の撤去費は、国立印刷局が事業用地に
関する調査資料で明示していない土地の瑕疵に基づく場合を除き、職
員宿舎の設計及び建設等に係る対価に含むものとします。

49 要求水準書 公開空地について 11 第2 6 （2） ニ

歩道橋と重なる部分について充分な空地（歩道）を整備すること、とあり
ますが具体的幅員・形状指示はございますか？ございましたら、その内
容を示してください。また、公開空地について事前に北区と特別に打合
せしている内容がございますか。ございましたら、その内容を示してくだ
さい。

公開空地の設定に際しては、必要に応じて事業者にて北区へご確認く
ださい。

50 要求水準書 公開空地について 11 第2 6 （2） ニ
公開空地を略図で該当位置が示されていますが、この位置は、確定的
なものでしょうか。それとも北区に確認し、変更可能なものでしょうか。

No.49の回答をご参照ください。

51 要求水準書 駐車場について 13 第3 1 (2) リ 　
駐車場のうち10台程度を車椅子利用者用及び来客用とすることとありま
すが、車椅子利用者用は条例等に準ずる最低台数としてよろしいです
か。

関係法令を踏まえてご提案ください。

52 要求水準書
車椅子利用者用駐車場、来客用
駐車場

13 第3 1 （2） リ
10台程度車椅子利用者用、来客用駐車場として平面駐車場とするとあ
りますが内訳は事業者の提案によるとしてよろしいでしょうか。

関係法令を踏まえてご提案ください。

53 要求水準書
維持管理業務に伴うスペースに
ついて

13 第3 1 （2） リ
維持管理業務に伴い備品庫や控え室等を設置し使用する場合、有償で
しょうか。

管理人事務室以外の部分を使用する場合は、原則として使用許可によ
る有償での使用となります。

54 要求水準書 住戸ﾀｲﾌﾟの間取り 13 第3 1 （2） リ ｂ-1ﾀｲﾌﾟの間取りが2DKとありますが、1DKではないでしょうか。 b-1タイプの間取りは原則1DKとします。
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55 要求水準書 住戸タイプについて 13 第3 1 （2） リ
ｂ-1タイプ(35㎡・単身用)の間取りは、実施方針等に関する質問・回答で
は1DKとの回答でしたが、要求水準書では2DKとなっています。どちらが
【正】ですか。

No.54の回答をご参照ください。

56 要求水準書 住戸ﾀｲﾌﾟの面積 13 第3 1 （2） リ 各タイプ記載面積の上限値・下限値などはあるのでしょうか。 No.14の回答をご参照ください。

57 要求水準書 駐車場について 13 第3 1 （2） リ
「駐車場のうち10台程度は、車椅子利用者用駐車場及び来客用駐車場
として平面駐車場とすること。」とありますが、これは自走式立体駐車場
の1F部分に設ける形でも構わないでしょうか。

自走式立体駐車場を設置する場合でも、10台程度は平面駐車場として
ください。

58 要求水準書 日照時間について 13 第3 1 （2） リ
1以上の居室における冬至の日照時間を4時間以上とありますが、自己
日影と考えてよろしいでしょうか。

そのとおりです。

59 要求水準書 日照時間について 13 第3 1 （2） リ

1以上の居室における冬至の日照時間を4時間以上とありますが、隣地
建物を考慮して4時間ということでしょうか。
その場合、隣地建物と事業地との位置関係および隣地建物の高さをご
提示いただきたい。

No.10の回答をご参照ください。

60 要求水準書
共用玄関周辺における配慮事項
について

16 第3 2 （1） ロ (ｲ)

『（イ）日常安全性』の『共用玄関周辺における配慮事項』において「エン
トランスホールにはベンチ等を配置して」とありますが、ベンチ等の配置
家具を事業者にて用意するのですか？また、費用は建設工事費用に含
めるのですか？

そのとおりです。人が過ごしやすい雰囲気を創出するための工夫をお願
いします。

61 要求水準書 設計性能評価の取得 16 第3 2 (1) ロ (ｲ)
9-2高齢者配慮対策等級２を満たすこととありますが、設計性能評価書
の取得、建設性能評価書の取得は必要でしょうか。

等級水準を満たす内容であれば、設計住宅性能評価書、建設住宅性能
評価書の取得は不要です。

62 要求水準書 特定対象物質の測定方法 18 第3 2 (1) ロ (ｲ)
特定対象物質の測定方法（パッシブ・アクティブ等）は事業者の提案によ
るとしてよろしいでしょうか。

そのとおりです。

63 要求水準書 住棟エントランスホールについて 19 第3 2 （2）

「住棟エントランスホールには風除室を設ける。」とありますが、風除室を
つけるエントランスホールはメインエントランスホールのみでよろしいで
しょうか。サブエントランスを作った場合は不要と考えて宜しいでしょう
か。

風除室設置の趣旨を踏まえ、事業者の判断によりご提案ください。

64 要求水準書 住棟エントランスホールについて 19 第3 2 （2）
「共用玄関出入口扉」とは、メインエントランスとは別の住棟出入口扉も
「共用玄関出入口扉」の一つと考えてよろしいですか？

事業者の判断によりご提案ください。

65 要求水準書
住棟エントランスホールおよびエ
レベーター設備について

19
20

第3 2 (2)

19頁に「住棟エントランスホールに近接して、エレベーターを設置する。」
とありますが、エレベーター設備の仕様として20頁に「エレベーターから
各住戸玄関まで原則50m以内」という水準もある為、住棟エントランス
ホールを複数設置するか、住棟エントランスホールに近接しないエレ
ベーターを設置することは可能でしょうか。

利用者の利便性を考慮してご提案ください。
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66 要求水準書 エレベーター設備について 19 第3 2 （2）
「設置台数は１棟につき2台以上とする」とありますが、エクスパンション
等により共用廊下でつながった住棟は１棟と考えてよろしいですか？

台数は各階利用者の数により交通計算を行い、過不足ないように設置
してください。

67 要求水準書 エレベーター設備について 19 第3 2 (2)
エレベーター交通計算時の昇降人数の設定を御教示願えないでしょう
か。

Nｏ．66の回答をご参照ください。

68 要求水準書 遮音性能について 23 第3 2 (3) ハ

騒音に係る環境基準値を満足させるサッシ性能を計画する為、計画地
の環境騒音を測定した資料等があれば頂けないでしょうか。測定資料
等がない場合、計画地の環境騒音の設定等を示していただけないで
しょうか。

環境騒音を測定した資料はありません。事業者の判断においてご提案く
ださい。

69 要求水準書 駐車場について 25 第3 2 (4)
駐車場の1台当たりの区画が5m×2.5mとありますが、自走式駐車場の
場合も同様でしょうか。

そのとおりです。

70 要求水準書 駐車場の耐震について 27 第3 ２ (6)
構造計画について、駐車場棟に於いては2.5ｔ対応の国土交通大臣認定
工法としてよろしいでしょうか。

そのとおりです。

71 要求水準書 建築非構造部材について 27 第3 2 （6）
建築非構造部材とは、何を対象としておりますでしょうか。また、それに
ついて参考図書等ございましたら、ご教示ください。

「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」を参照するものとします。な
お、参考図書としては、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（平
成8年）」を参照ください。

72 要求水準書
建築非構造部材・建築設備につ
いて

27
28

第3 2 （6）
建築非構造部材及び建築設備の仕様に記載されている「分類Ⅱ」とは
何を指しておりますでしょうか。ご教示ください。

建築非構造部材は「B類」、構造部材は「Ⅱ類」とします。

73 要求水準書 耐雪（耐積雪等級） 28 第3 2 (6)
耐積雪等級１とありますが、多雪地域に該当しないため設計住宅性能
評価書の取得は不可となります。
等級１を満たす＝建築基準法通りの設計ということで宜しいでしょうか。

そのとおりです。

74 要求水準書 耐積雪等級について 28 第3 2 （6）
「1-5耐積雪等級1を満たすこと」とありますが、北区は多雪区域でないた
め評価対象外です。計画検討の対象外としてよろしいでしょうか。

No.73の回答をご参照ください。

75 要求水準書
環境配慮（自然エネルギー）太陽
光発電システム

33 第3 2 (7) ハ

「太陽光による発電の総容量を10kw以上」「発電した電力は全てエレ
ベーター動力に供給するものとし、余剰電力は電力会社へ売電する」と
ありますが、売電した余剰電力はエレベーター動力に消費した電力と相
殺するものと理解してよいでしょうか。

エレベータの使用率が低い時などに売電した余剰電力とピーク時の不
足分を相殺できるのかという意味では、売電した余剰電力は相殺されま
せん。

76 要求水準書
環境配慮（自然エネルギー）太陽
光発電システム

33 第3 2 (7) ハ

「太陽光による発電した余剰電力は電力会社へ売電する」こととありま
すが、売電するにあたり再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）
の経済産業省への事業計画認定の申請において建物完成後貴局に引
き渡すことから、設備設置者（発電事業者）は貴局としてよろしいでしょう
か。

そのとおりです。
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77 要求水準書 災害予測に対する対応について 33 第3 2 （8）
「本事業地における公的機関より公表している災害予測」とありますが、
対象とするものは要求水準書9頁に示されている根拠法令等によるもの
としてよろしいですか。

根拠法令等によるものに加え、自治体及び公共機関が発行するハザー
ドマップ等、災害予測に関するものを含みます。

78 要求水準書 駐車場給水設備について 34 第3 ２ （8）
駐車場棟に散水栓等、給水設備は不要として宜しいですか。必要な場
合、必要箇所及び分岐箇所をご教示願います。

事業者の判断においてご提案ください。

79 要求水準書 給湯設備及び維持管理について 34 第3 2 （8）

34頁に「住宅戸内配管は、さや管ヘッダー工法（先分岐不可）」とありま
すが、オールプレハブの先分岐工法とすれば、36頁記載の4-1維持管
理対策等級（専用配管）等級3が確保できますが、さや管ヘッダー工法
（先分岐不可）以外は認められませんでしょうか。

先分岐工法を不可とした主旨は、同一系統の配管で2か所不具合が
あった場合、同一系統の全ての住居に影響が出てしまうのを避けるため
です。
オールプレハブ工法の先分岐工法とした場合に、その主旨が満足でき
れば利用を妨げるものではありません。

80 要求水準書 集会所の設備 36 第3 2 （9）
流し台、調理台の設備を備えるとありますが、それぞれ別に設置という
ことでしょうか。また、長さについては事業者の提案によるとしてよろしい
でしょうか。

流し台と調理台の一体型も可能とします。長さについては、事業者の提
案によるものとします。

81 要求水準書 集会所の設備 36 第3 2 （9）
TV視聴設備についてTV本体を設置する必要がございますでしょうか。
設置必要な場合はサイズ（インチ）もご教示願いします。

テレビ本体の設置は不要です。

82 要求水準書 集会所の設計について 36 第3 2 （9）

「集会所への出入りは、住棟供用玄関の電気錠付自動開閉扉等(住棟
供用廊下及び階段を含む)を介さずに出入りできる動線とする。」とあり
ますが、居住者は住棟共用廊下から出入りが出来ないということです
か。また、居住者だけではなく、外部の人がその施設を自由に利用する
ことが出来るようにする、ということなのですか。

集会所は、居住者及び外部の方々の使用を想定しておりますので、住
棟供用玄関の電気錠付自動開閉扉等(住棟供用廊下及び階段を含む)
を介さずに出入りできる動線を含んだものとし、主に利用する居住者に
配慮したものとしてください。

83 要求水準書 維持管理業務の内容について 38 第4 1 （1）
維持管理業務の内容に清掃業務についての記載がありませんが、当該
業務は事業の範囲外という認識でよろしいですか。

そのとおりです。

84
要求水準書
(維持管理)

清掃業務について 38 第4 1 （1）
宿舎内の日常的な清掃、ゴミ置き場からのゴミ搬出作業、床面機械清掃
等の清掃業務は貴局もしくは入居者様にて実施という解釈で宜しいで
しょうか。

共用部の清掃は居住者が行います。

85 要求水準書 維持管理業務の責任者について 38 第4 1 （2） イ (ｲ) 維持管理業務の責任者は現地で勤務する必要がありますか。
随時連絡が取れるのであれば、維持管理業務の責任者が現地で勤務
する必要はありません。

86 要求水準書 ﾛ　維持管理業務仕様書　その他 39 第4 1 (2)
ロ
ハ
ニ

維持管理業務計画書については「維持管理業務実施1か月前まで」との
表記がありますが、ﾛ維持管理業務仕様書、ﾊ維持管理業務に係るマ
ﾆュアル、ﾆ維持管理業務に係るセルフモニタリング実施計画について
は、ご指定期限はありますでしょうか。

仕様書、マニュアル、セルフモニタリング実施計画についても、維持管理
業務実施1か月前までに提出するものとします。

87 要求水準書 修繕計画について 39 第4 1 (2) ホ (ｲ)

「本施設の維持管理業務には、修繕業務は含まれていない」と記載され
ていますが、維持管理期間の平成44年3月31日までの間の「長期修繕
計画に基づく計画修繕業業務」も維持管理業務に含まれていないと認
識しておりますがよろしいでしょうか。

そのとおりです。
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88 要求水準書 修繕計画について 39 第4 1 (2) ホ (ｲ)

「本施設の維持管理業務には、修繕業務は含まれていない」と記載され
ていますが、この「修繕」とは、「長期修繕計画に基づく修繕業務」を指し
ており、日常一般的に発生する可能性のある「小修繕」のようなものは
維持管理業務に含まれていると解釈してよろしいでしょうか。

要求水準書に記載の修繕業務以外は業務範囲外となります。あわせ
て、No.21の回答もご参照ください。

89 要求水準書 長期修繕計画について 39 第4 1 （2） ホ
長期修繕計画には実施項目、実施頻度、実施予定時期を示すことで足
りるでしょうか。

長期修繕計画には、実施項目、実施内容、実施頻度、実施予定時期及
び見込まれる費用について記載するものとします。

90 要求水準書
ﾎ　年度別修繕計画（長期修繕計
画）

39 第4 1 (2) ホ
「本施設引渡し後から、大規模修繕を含む20年間の長期修繕計画」の
作成・提出が求められていますが、平成34年2月末とされる引渡しの場
合、提出指定期限はありますでしょうか。

維持管理業務実施1か月前までに提出するものとします。

91 要求水準書 (3)　維持管理業務報告書 39 第4 1 (3)

提出を求められている　業務報告書（年間業務報告書）、確認結果報告
書、セルフモﾆタリング実施結果、業務統計については、提出指定期限
はありますでしょうか。（業務月報は入札説明書頁18において翌月7日ま
でと記載が確認できます）

翌月7日までに提出するものとします。

92 要求水準書 (3)　維持管理業務報告書 39 第4 1 (3)
業務報告書の構成要素である「業務日報」につきましては、週1回提出
等のご指定は無く、業務月報中でその内容を検収頂くお考えであるとの
理解でよろしいでしょうか。

そのとおりです。

93 要求水準書 業務責任者について 40 第4 1 （5） ホ 業務責任者は宿舎管理人と兼務とすることは可能でしょうか。 可能です。

94 要求水準書 ﾙ　施工後の確認 41 第4 1 (5) ル

業務完了後に貴局による確認を受ける旨の記載ですが、様々な作業が
想定される中、貴局による確認は完了後どの時点で行われる予定で
しょうか。また、確認の方法は作業立合い、書類確認、適時両方等の何
をご予定でしょうか。

事業開始後、事業者との協議により取り決めることを想定しています。

95 要求水準書 昇降機保守点検業務 41 第4 2 (1)
昇降機保守点検業務において、フルメンテナンス契約とありますが、フ
ルメンテナンス契約であれば、メーカーとの契約でなくても(独立系との
契約)可能という解釈でよろしいでしょうか。

そのとおりです。

96 要求水準書 昇降機保守契約について 41 第4 2 （1） メーカーによるフルメンテナンス契約とする必要がありますか。 No.95の回答をご参照ください。

97
要求水準書
(維持管理)

昇降機保守点検業務について 41 第4 2 （1） イ
保守業務は各社の仕様書により、とありますが、点検実施者について、
メーカー系保守会社等の指定はないと解釈してよろしいでしょうか。

No.95の回答をご参照ください。

98 要求水準書 消防用設備等保守点検業務 43 第4 3 (2) イ (ﾛ)

「入室作業は、100%の点検をもって完了とする」とありますが、入居者と
平日も土日もスケジュールが合わない場合等は貴局お立会いの下でマ
スターキーを利用して実施する等の何らかの具体的なお考えがあるの
でしょうか。

入居者とスケジュール調整を行う等して対応していただくことを想定して
います。なお、点検が困難となった場合には、国立印刷局担当者と協議
するものとします。
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99 要求水準書 消防用設備等保守点検業務 43 第4 3 (2) イ (ﾛ)
「入室作業は、100％の点検をもって完了とする」とありますが、入居者と
平日も土日もスケジュールが合わな場合等で100％の点検をもって完了
できない場合は、100％になるまで何回も訪問するという事でしょうか。

No.98の回答をご参照ください。

100
要求水準書
(維持管理)

消防用設備等保守点検業務につ
いて

43 第4 3 （2） イ (ﾛ)

（ロ）に入室作業は100％の点検をもって完了するとの記載がございます
が、本件宿舎規模も有り非常に困難かと予想されます。入居者の不在
や連絡がつかない等が続き、達成できない場合は100％未満での完了
も可能、および免責という解釈で宜しいでしょうか。

100％の点検をもって完了とするものであり、それ未満では完了とみなさ
れず、免責もされません。なお、点検が困難となった場合には、国立印
刷局担当者と協議するものとします。

101 要求水準書 消防用設備等保守点検業務 43 第4 3 (2) イ (ﾛ)

「入室作業は、100％の点検をもって完了とする」とありますが、「入室が
必要」な作業は同条件を満たす必要があるものの、自動試験機能付感
知器や不在時の際でも入室無しで一部点検が可能な遠隔試験機能付
感知器等の導入提案を規制するものでは無いとの理解でよろしいでしょ
うか。

そのとおりです。

102 要求水準書 消防用設備等保守点検業務 43 第4 3 (2) ロ (ﾆ)

「点検の結果、不良箇所が認められた場合には、別途、事業者の様式
により、不良箇所一覧表を作成するとともに、改修に要する費用の見積
書を提出する。」とありますが、貴局より当該改修工事が必要な工事で
妥当な金額と判断された場合は、改修工事費貴局ご負担の下、事業者
に改修工事が依頼されるという認識でよろしいでしょうか。

国立印刷局が妥当と認めた場合は、国立印刷局が費用を負担して改修
工事を行います。なお、施工者は入札等により決定します。

103 要求水準書 消防用設備等保守点検業務 43 第4 3 (2) ハ (ﾆ)

「各施設、各機器等安全な運用を確保するための改修及び工事が必要
と認められる場合は、速やかに意見を付して国立印刷局に報告し、指示
を受ける。」とありますが、事業者側に責任や瑕疵がない場合は、この
改修及び工事が実施された場合の費用は貴局のご負担という認識でよ
ろしいでしょうか。もし認識が間違っている場合は、その根拠とともにご
教示願います。

国立印刷局が妥当と認めた場合は、国立印刷局が費用を負担します。

104 要求水準書 給水設備清掃業務について 43 第4 4 （1） ロ (ｲ) A・B・C・Dの書類は実施のたびに毎回提出する必要がありますか。 そのとおりです。

105 要求水準書 ｲ　業務責任者 44 第4 4 (2) イ (ｲ)
業務責任者に求められる資格要件の一つに「建築物環境衛生管理技術
者」の記載がありますが、本件施設用途は共同住宅であり、当該資格者
の選任が求められるものではないという認識でよろしいでしょうか。

要求水準書に記載のとおりとします。

106
要求水準書
(維持管理)

保全業務共通仕様書について 46 第4 5

「保全業務共通仕様書」による保守点検業務を実施と記載がございます
が、入札時は入札時点での最新のものを準拠するという理解で宜しいで
しょうか。
また入札時から維持管理業務終了までの間、改定・変更があった場合
で、当該改定等により維持管理費用が増加する場合、本宿舎に関して
その改定は適用されないと解釈してよろしいですか。適用される場合、
増加費用について貴局に別途請求可能ですか。

保全業務共通仕様書は、入札時点での最新のものを適用します。な
お、その後改定・変更があった場合は、最新のものを適用するものとし
ますが、これに伴う維持管理業務に係る対価の改定は原則行わないも
のとします。

107 要求水準書
国立印刷局宿舎規則、国立印刷
局宿舎管理細則について

47 第4 10 (1)
「国立印刷局宿舎規則」、「国立印刷局宿舎管理細則」「宿舎関係手続
実施要領」を開示していただくことは可能でしょうか。

必要があれば閲覧可能です。
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108
要求水準書
(維持管理)

一斉入居について 47 第4 10

平成34年2月の引渡日直後は、入居者様の入居対応が非常に繁忙にな
ると予想されます。民間の集合住宅では引越の幹事会社を1社決め、原
則その引越し会社をご利用いただき、引越時間等の調整や現地対応を
行っておりますが、本件でも維持管理企業の協力会社という位置づけで
上記提案・対応を行うことは可能でしょうか。

引越しについては基本的に入居者の個人負担となりますが、引越し会
社のご提案については、差し支えありません。

109
要求水準書
(維持管理)

空室について 48 第4 10 （2） イ

「空家の換気を含め、宿舎を良好な状態に維持するよう十分に注意を払
うこと」とありますが、竣工後どのくらいの期間で満室となることを想定さ
れていますか。
また、空家の数によっては宿舎管理人だけでは良好な状態に維持する
ことが困難な場合で別途人員の手配が必要な場合、貴局に別途請求す
ることは可能ですか。不可能な場合、カビ等の発生について、免責とな
りますか。

満室となるまでの期間は想定しておりません。また、通常の空室管理
は、事業者の責任と費用で実施してください。

110 要求水準書 入退居について 48 第4 10 （2） ロ
入退居の頻度及び建物全体の入居率についてはどの程度を想定して
いますか。また想定している場合、資料として開示していただくことは可
能でしょうか。

入退去の繁忙期は人事異動期となる3月～4月を見込んでいます。ま
た、入居率については想定しておりません。

111 要求水準書 一般管理業務 48 第4 10 (2) ロ (ﾛ)
鍵の保管、貸与及び回収の業務で、入退居者の都合で引越日が管理
人の勤務時間(日)外の場合、時間外勤務が発生しますが、その費用の
精算方法についてご教示願います。

管理人の勤務時間内での対応を基本としますが、時間外勤務が発生す
る可能性がある場合は、事前に協議し、代休取得等で対応するものとし
ます。

112 要求水準書
(ﾎ)　返納時における宿舎の原状
回復等の点検、指示、完了確認

48 第4 10 (2) ロ (ﾎ)
Aに「なお、原状回復・・・、国立印刷局指定の業者を紹介する。」と記載
がありますが、入札選定事業者は原状回復に係る室内工事業務を受託
することは可能でしょうか。

退去者が指定した場合は受託可能です。

113 要求水準書
(ﾎ)　返納時における宿舎の原状
回復等の点検、指示、完了確認

48 第4 10 (2) ロ (ﾎ)
Aに「なお、原状回復・・・、国立印刷局指定の業者を介する。」と記載が
ありますが、原状回復工事業者選定は国立印刷局による入札でしょう
か。

工事業者の選定は退去者によるものであり、国立印刷局が入札を行う
ものではありません。

114 要求水準書
(ﾎ)　返納時における宿舎の原状
回復等の点検、指示、完了確認

48 第4 10 (2) ロ (ﾎ)
Aに「なお、原状回復・・・、国立印刷局指定の業者を紹介する。」と記載
がありますが、原状回復工事業者選定で退去者から指定された工事業
者で実施しても良いのか、ご教示願います。

そのとおりです。

115 要求水準書 自治会等の運営指導及び支援 49 第4 10 (2) ニ (ﾊ)
「居住者及び自治会等が行う維持管理、共益費等の運営に係る指導及
び支援を実施する。」と記載がございますが、具体的に、どういう内容の
事をどの程度まで運営指導及び支援を行えばよいのでしょうか。

事業者のノウハウによりご提案ください。

116 要求水準書 敷地等不正使用への対応 49 第4 10 (2) ホ (ﾛ)

「B 不正使用者に対する措置を国立印刷局へ連絡する(特に、自動車保
管場所の確認等は随時、自動車保管場所貸与整理簿で現地確認し、無
断駐車の確認及び注意勧告並びに排除)。」とありますが、注意勧告並
びに排除を行う場合、具体的に何回まで注意勧告を行えばよいのでしょ
うか。また、排除に関しては、事業者側にどの程度まで強制権があるの
か等の基準をご教示願います。

一般的なマンションと同程度とお考えください。
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117 要求水準書 集会所等の管理 49 第4 10 (2) ﾄ (ﾆ)
「使用後の火気等点検、確認を実施する。」とありますが、管理人の勤務
時間(日)外には対応できませんので、管理人の勤務時間(日)外に該当
する場合、集会場の使用はできないという認識でよろしいでしょうか。

管理人不在時の使用については、事業者と協議のうえ決定します。

118 要求水準書 防火・防災管理者について 50 第4 10 (2) チ
「配置する宿舎管理人については、消防法第8条に基づく防火・防災管
理者の資格を有すること」とありますが、資格を有するだけでなく、所轄
の消防署への届出も行う、いわゆる「選任」が必要となりますでしょうか。

選任については事業者と協議のうえ決定します。

119 要求水準書 ガス使用量の計測について 50 第4 10 （2） カ (ｲ)
ガス使用量については建物全体の総使用量のみを計量すれば足ります
か。各居室ごとに使用量を計量する必要がありますか。

建物全体の総使用量を計測するための提案をお願いします。

120 要求水準書
電気・水道使用量の計測につい
て

51 第4 10 （2） カ (ｲ)
電気・水道の計測については建物全体の総量を計量し、各戸ごとの計
量は不要という理解でよろしいですか。

そのとおりです。

121 要求水準書 宿舎管理人について 51 第4 10 (3)
宿舎管理人の通勤用に無償で使用できる1台分の駐車場の用意は可能
でしょうか。

宿舎管理人の通勤用の駐車場を無料で用意する予定はありません。な
お、業務上駐車が必要な場合は、事前にご相談ください。

122 要求水準書 維持管理備品について 52 第4 10 （3） ニ

管理人事務室に(維持管理企業は)必要な機器を備えるとございます
が、貴局がご準備もしくは寄贈されるものはございますでしょうか。また
同様に集会室に貴局がご準備、寄贈される備品等はございますでしょう
か。

国立印刷局が管理人事務室及び集会室用の備品を準備、寄贈する予
定はありません。

123 附属資料 現況図面について
附属資料に地積測量図等がありましたが、敷地の高低差や真北方向を
示した現況測量図の公開はありませんでしょうか。

敷地の高低差や真北方向を示した現況測量図はありません。

124
附属資料1
地積測量図

道路境界について

計画敷地（敷地Ａ）との道路境界線は、測量図に示されている西側：都
道、南側：区道、東側：敷地Ｂとの境界線でよろしいですか。また、現地
の道路構造物状況により差異が生じる可能性はありますか？差異が生
じる場合は、道路境界明示の対応はございますか。

No.44の回答をご参照ください。
なお、敷地Ｂが回答No.44で示した1606-35番地です。
境界確定を行っているため、現段階で差異が生じる可能性はありませ
ん。

125
附属資料6
住まいのしおり

入居中の心得 2 1 (11)

敷地内清掃について、住まいのしおりには、“各宿舎単位で実施される
敷地内清掃(草刈り、低木剪定、ゴミ収集等)は、管理人等の指示の下、
必ず参加してください。"と記載がありますが、要求水準書には特段の記
載がなく整合性がございませんが、敷地内清掃(草刈り、低木剪定、ゴミ
収集等)は維持管理業務に含まれていないという認識でよろしいでしょう
か。

住まいのしおりについては、現在の宿舎管理状況を示す参考資料で
す。敷地内清掃（草刈り、低木剪定、ゴミ収集）は維持管理業務に含ま
れていません。

126
附属資料6
住まいのしおり

入居中の心得 2 1 (11)

「各宿舎単位で実施される敷地内清掃(草刈り、低木剪定、ゴミ収集等)
は、管理人等の指示の下、必ず参加してください。」とありますが、敷地
内清掃(草刈り、低木剪定、ゴミ収集等)の主体は入居者であり、管理人
は、要求水準書P49上から3行目“居住者及び自治会等が行う維持管
理、共益費等の運営に係る指導及び支援を実施する。”とあるように、
入居者や入居者自治組織等の代表者に協力して「支援(お手伝い)を行
う」という認識でよろしいでしょうか。

住まいのしおりについては、現在の宿舎管理状況を示す参考資料で
す。要求水準書に記載のとおりです。
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127
附属資料6
住まいのしおり

入居中の心得 2 1 (11)

「各宿舎単位で実施される敷地内清掃(草刈り、低木剪定、ゴミ収集等)
は、管理人等の指示の下、必ず参加してください。」とありますが、管理
人は、敷地内清掃(草刈り、低木剪定、ゴミ収集等)への入居者へ参加を
強制する権利はあるのでしょうか。また、ある場合は具体的にどの程度
までの強制権なのかご教示ください。

住まいのしおりについては、現在の宿舎管理状況を示す参考資料で
す。自治会（仮称）と相談のうえ対応していただくことを想定しています。

128
附属資料6
住まいのしおり

退去時の心得 3 1 (2)

「管理人による点検の結果、内壁の塗装や壁紙の張替え、襖の張替え、
畳の表替え等を指示された場合は、原状回復を行い、当該管理人の確
認を得なければなりません。」と記載がありますが、住まいのしおりP4の
原状回復実施基準については管理人(管理者側)の判断という認識でよ
ろしいかご教示願います。

住まいのしおりについては、現在の宿舎管理状況を示す参考資料で
す。原状回復については、原状回復実施基準に基づき管理人が判断す
ることとしますが、判断が困難な場合については、国立印刷局に協議す
るものとします。

129
附属資料6
住まいのしおり

退去時の心得 3 1 (2)

「管理人による点検の結果、内壁の塗装や壁紙の張替え、襖の張替え、
畳の表替え等を指示された場合は、原状回復を行い、当該管理人の確
認を得なければなりません。」とありますが、過去に退去者と管理人(管
理者側)のトラブルはなかったのかご教示願います。

住まいのしおりについては、現在の宿舎管理状況を示す参考資料で
す。入居書が退去する場合は、必ず原状回復を行う必要があります。

130
附属資料6
住まいのしおり

退去時における原状回復実施基
準

4 1
床板で、家具等による損傷、汚損、接着剤のはがれ等の場合、補修又
は取り替える。とありますが、部分の張替えは可能かご教示願います。

住まいのしおりについては、現在の宿舎管理状況を示す参考資料で
す。現状の床板と同様な場合は部分の張替えは可能です。

131
附属資料6
住まいのしおり

共益費 11 3

「宿舎には、専用部分以外に居住者の皆さんが共同で使用する階段や
庭等があり、そこで使用される外灯等の電気料、水道料、砂場の砂の補
充、草刈や枝切り、配管清掃等の維持管理経費が発生します。これらの
経費は、当局が負担するものを除き、居住者の皆さんで共同で負担して
ください。」と記載がありますが、「専用部分以外に居住者の皆さんが共
同で使用する階段や庭等があり、そこで使用される外灯等の電気料、水
道料、砂場の砂の補充、草刈や枝切り、配管清掃等の維持管理経費」
については、事業費からではなく、共益費から負担するという認識でおり
ますが、よろしいでしょうかご教示願います。

住まいのしおりについては、現在の宿舎管理状況を示す参考資料で
す。入居者が共同で負担する費用については、事業費から支出するも
のではありません。

132
附属資料6
住まいのしおり

共益費 11 3
今回の事業では、共用部の日常清掃、定期清掃については、「共益費」
の使用対象としてお考えにならないのでしょうか。

住まいのしおりについては、現在の宿舎管理状況を示す参考資料で
す。日常清掃、定期清掃については、入居者で構成する自治会（仮称）
が判断するものです。

133
附属資料6
住まいのしおり

共益費 11 3
今回の事業での「共益費」の範囲(具体的な項目)についてご教示願いま
す。

住まいのしおりについては、現在の宿舎管理状況を示す参考資料で
す。住まいのしおり11頁に記載のもののほか、21頁の「居住者が費用を
負担する修繕の範囲」のうち共用部分の修繕箇所が該当します。

134
附属資料6
住まいのしおり

共益費 11 3

「宿舎には、専用部分以外に居住者の皆さんが共同で使用する階段や
庭等があり、そこで使用される外灯等の電気料、水道料、砂場の砂の補
充、草刈や枝切り、配管清掃等の維持管理経費が発生します。これらの
経費は、当局が負担するものを除き、居住者の皆さんで共同で負担して
ください。」と記載がありますが、その中で“当局が負担するもの”とは、
具体的にどの様なものを想定されているのでしょうか。

住まいのしおりについては、現在の宿舎管理状況を示す参考資料で
す。当局が負担する例としては、災害における外灯自体の損傷の修繕
や、高木がある場合の剪定等があります。
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135
附属資料6
住まいのしおり

共益費 11 3

「草刈や枝切り、配管清掃等の維持管理経費が発生します。」とあります
が、これらの作業は要求水準書には記載されておりませんが、貴局が
時期をみて臨時業務として入札等を行い実施していく業務という認識で
よろしいでしょうか。

住まいのしおりについては、現在の宿舎管理状況を示す参考資料で
す。居住者が費用を負担するものの実施については、自治会（仮称）の
判断によります。

136
附属資料6
住まいのしおり

万一の備え(損害保険
について)

17 4
入居者への損害保険商品のご案内は、貴局でされるのでしょうか。ま
た、事業者側でのご案内は可能でしょうか。

住まいのしおりについては、現在の宿舎管理状況を示す参考資料で
す。国立印刷局は保険の案内はしておりません。また、常識的な範囲内
で案内を妨げるものではありません。

137
附属資料6
住まいのしおり

駐車許可の条件 18 5 (7)
駐車許可証（シール）につきましては、貴局より支給されると理解してよ
ろしいでしょうか。

そのとおりです。

138
附属資料6
住まいのしおり

退去者が費用を負担する修繕の
範囲

21 6
専用部分の排水設備を見ると、(2)に排水管の清掃の記載があるが、割
高になっても依頼をいただけば1軒でも実施するという認識でよろしいで
しょうか。

住まいのしおりについては、現在の宿舎管理状況を示す参考資料で
す。排水管の清掃は必要に応じ自治会の判断で行うものです。

139 落札者決定基準
表3　定量的審査の評価項目及
び評価内容と配点

9
評価内容が複数表示されているものについては、評価項目に対する加
点の割り振りは均等割りになるのでしょうか。

複数の項目を総合して評価を決定します。

140 様式集 提案書の作成ソフト 4 2 （2） イ (ﾆ)
Microsoft Wordを使用して作成とありますが、Microsoft Powerpointでの
作成（読み書き可能なもの）は不可でしょうか。

Microsoft Wordを使用して作成してください。

141 様式集 【様式3】委任状 16
代表企業が建設担当企業かつ設計担当企業の場合、建設担当企業お
よび設計担当企業の委任状は必要ですか。

同一企業の場合は不要とします。

142 様式集
様式集
（【様式5-2】）

20

2018年12月25日入札説明会時の【様式5-2】誓約書についての貴局か
らの説明で、“入札参加表明、入札参加資格等要件審査申請時の提出
書類では、代表企業、構成企業の役員の自宅住所の記載は不要だが、
入札時の提出書類では、役員の自宅住所が必要”とのご説明があった
かと思いますが、入札時の提出書類について、どの書類に代表企業、
構成企業の役員の自宅住所を記載するのか、ご教示願います。

事業者決定後に交付する書類に記載していただく予定です。

143 様式集 【様式5-2】誓約書 20
誓約書は構成員すべての企業が提出するのですか。また、記名捺印箇
所に『署名』とありますが、代表者（ほとんどの企業では、社長）の自署
が必要ということですか。

誓約書はすべての構成員(企業）が提出します。なお、署名については
自署でなくてもかまいません。

144 様式集 誓約書（別添役等名簿） 21
入札説明会において、記載する役員の住所も記載するようにと説明が
ありましたが、書式を極端に逸脱しなければ任意で調整してもよろしい
でしょうか。

事前にご相談ください。なお、No.142の回答もご参照ください。

145 様式集 【様式7】～【様式10】
23
～
26

記載欄に求められている内容として「企業名」は施設所有者、「発注機
関名」は契約先（施設所有者の子会社が契約先の場合もある為）との理
解でよろしいでしょうか。

企業名欄には受注者名、発注機関名欄には発注者名を記載してくださ
い。

146 様式集 【様式7】～【様式10】
23
～
26

記載欄に求められている「場所」とは施設所在地との理解し、例として
「東京都北区」と記載でよろしいでしょうか。

そのとおりです。
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147 様式集
様式集
（【様式10】）

26 　 　 　

実績として「民間工事に係るものでも可。維持管理業務実績としては、マ
ンション、社宅、独身寮等の実績で可。」とありますが、記載を求められ
る各業務実績の抽出条件としては、
　①官庁工事実績を優先記載し（当該実績が不足する場合は民間工事
実績でも可）
　②対象施設の用途としては、基本的には縛りが無いので何でも良く、
維持管理業務は、マンション、社宅、独身寮等の実績で可）
との認識でよろしいでしょうか。

そのとおりです。

148 様式集 【様式10】 26
維持管理業務実績の中で、分譲マンション、賃貸マンション、社宅、独身
寮などございますが、“企業名”欄には何を記載すればよろしいでしょう
か。

No.145の回答をご参照ください。

149 様式集 【様式20-1】 36

「支出の前提条件」とは、※2記載の“収支の前提条件”の事と存じます
が、「収支計画の前提条件(事業計画を作成するに当たっての収入・支
出の考え方など)を記入すること。」とありますが、どういう事を記入する
のか理解できておりませんので、具体的にご説明いただけないでしょう
か。

支出の時期及び期間等、算出した金額の根拠を補足する事項を記載し
てください。

150 様式集 様式24、2余剰地面積 41
余剰地面積とありますが、要求水準書の中に余剰地を求める記載が有
りません。どの部分の面積を余剰地として計上するかご教示願います。

余剰地を活用して附帯的事業を提案する場合は、事業を行いうる空地
部分の面積を記載してください。

151 様式集 様式24、※3等級一覧表 41
建設住宅性能評価に基づく等級一覧表を添付するとありますが、様式
24の後に別紙として添付するのでしょうか。また、余白部分に記載する
かご教示願います。

別紙として添付してください。

152 様式集 様式24、※3等級一覧表 41
建設住宅性能評価に基づく等級一覧表を添付するとありますが、別紙と
して添付する場合、提案書の上限合計枚数には含まれないとの理解で
よろしいでしょうか。

そのとおりです。

153 様式集 様式24、※3等級一覧表 41
建設住宅性能評価に基づく等級一覧表を添付するとありますが、要求
水準として求められていない選択評価項目に関しては事業者の提案に
より一覧表を作成してよろしいでしょうか。

そのとおりです。

154 様式集 平面図の図面枚数 53 　
原則として本様式を１枚使用のこととありますが、各階（1階・基準階・屋
上）と必要最小限の枚数でよろしいでしょうか。

そのとおりです。

155 様式集
【様式48】附帯的事業に係る長期
収支計画

65
当該様式については2019年には元号の変更が予定されていることもあ
り、「H○年」等を全て西暦表示に様式修正してもよろしいでしょうか。

様式のとおり記載をお願いします。

156 様式集
【様式48】附帯的事業に係る長期
収支計画

65

【様式19】注意書き※3では「各年度は4月から翌3月までとし、消費税及
び物価変動への考慮を考慮しない金額を記載」とあります。本様式も
【様式19】と同様の条件に従い表作成するものと理解でよろしいでしょう
か。

そのとおりです。
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157 様式集 【様式50】事業内容に関する提案 67

入居者が行う管理業務への提案とは、附属資料6住まいのしおりの頁2
「入居中の心得」 (11)に記載のある敷地内清掃への居住者の参加等を
イメージされているのでしょうか。
尚この場合、居住者による管理業務への参加の提案が許容される範囲
に制限は無いのでしょうか。

附帯的事業としての入居者が行う管理業務への提案については、特に
制限はありません。

158 基本協定書（案） 基本協定書の締結について

説明会時にご説明がありました特別目的会社を設立しない場合の再確
認ですが、【※本基本協定書（案）は、落札者の構成員が、選定事業者
として、会社法（平成17年法律第86号）に定める株式会社として特別目
的会社を設立する場合に使用する。】とのコメントが付されていますが、
特別目的会社を設立しない場合は、本基本協定書は締結しないとの認
識でよろしいでしょうか。

No.23の回答をご参照ください。

159 事業契約書（案）
維持管理期間における対応窓口
について

4 1 5 11
建設者が代表企業である場合において、維持管理期間における貴局と
の対応窓口を、代表企業である建設者ではなく維持管理者とすることは
可能でしょうか。

可能とします。

160 事業契約書（案）
選定事業者の義務・責任の負担
について

4 1 5 11

第5条11項本文によると、選定事業者の義務又は責任と規定されている
ものについて、代表企業のみが発注者に対して、直接に履行義務を負う
とも解釈できます。
しかし、同条項但書にあるとおり、同条10項の連帯責任に基づき、選定
事業者の義務又は責任について、代表企業及び各構成員は、発注者に
対して、直接に履行義務を負っているとの解釈でよろしいでしょうか。

ＳＰＣを設立しない場合は、そのとおりです。

161 事業契約書（案）
選定事業者の義務・責任の負担
について

4 1 5 12 本条項の「受注者」とは、具体的にどのような者を指すのでしょうか。 「受注者」とは構成員のことを指します。

162 事業契約書（案）
建築士法第22条の3の3に規定さ
れる書面について

6 2

設計及び工事監理業務の契約締結にあたり、建築士法第22条の3の3
の規定に基づいた「設計・工事監理受託契約事項」の作成及び事業契
約書への添付については、選定事業者の任意の書式を用いることでよ
ろしいでしょうか。

法令に従う限り、書式は選定事業者の任意の書式で構いません。

163 事業契約書（案） 建築確認の建築主について 6 2 16
本事業の建築確認申請における建築主は、発注者である貴局でしょう
か。あるいは、選定事業者または代表企業でしょうか。

SPCを設立する場合は選定事業者、SPCを設立しない場合は代表企業
とすることを想定しています。

164 事業契約書（案）
建設に伴う近隣調整の結果選定
事業者に生じた費用の負担につ
いて

10 3 21 6

近隣住民による実力行使などの作業妨害によってしゅん工予定日及び
引渡予定日が変更された場合、その妨害原因が選定事業者の責めに
帰さないときには、これにより増加した費用の負担を貴局と選定事業者
間における協議事項とさせていたくことは可能でしょうか。

事業契約書案第21条第6項本文に基づき、選定事業者の帰責事由の有
無にかかわらず事業者が当該増加費用を負担する必要がありますが、
同項但書により、発注者が設定した条件に起因する場合は発注者が負
担します。

165 事業契約書（案）
建設に伴う近隣調整の結果選定
事業者に生じた費用の負担につ
いて

10 3 21 6
本条項の「発注者が設定した条件に直接起因するもの」とは、具体的に
はどのようなものを指すのでしょうか。

要求水準書等に記載されている条件に直接起因するものを指します
が、該当するかどうかについては、具体的な事例に基づき判断すること
とします。

166 事業契約書（案）
住宅建設瑕疵担保保証金の供
託金還付請求権等に対し質権設
定等の措置を採ることについて

16 4 38 6
選定事業者が特別目的会社でない場合において、本事業の発注者であ
る貴局が供託金還付請求権又は保険金請求権を有するとも思われます
が、本項に規定する質権設定等の措置は必要でしょうか。

事業契約書案第38条第6項に基づき質権設定等を行っていただくことを
想定しています。
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167 事業契約書（案） 維持管理計画の提出 18 5 43 1
引渡し（2022年2月28日の場合）に先立ち長期維持管理計画の提出を求
められておりますが、提出期限をご教示願います。

維持管理業務の開始１か月前までに国立印刷局に提出した上、承諾を
受けるものとします。要求水準書38頁をご参照ください。

168 事業契約書（案） 維持管理計画の提出について 18 5 43 2

「維持管理業務の方法（管理体制、業務分担及び緊急連絡体制を含
む。）、内容及び予定時期を示す“長期維持管理計画”を策定し、本件宿
舎の引渡しに先立って発注者に提出」とありますが、この長期維持管理
計画には、要求水準書に定める“長期修繕計画”は含まれないとの認識
でよろしいでしょうか。

そのとおりです。

169 事業契約書（案） 異常部分の修復について 20 5 48 1

「維持管理期間中、本件宿舎に修繕等の必要が生じた場合、修繕等が
第４３条第２項に規定する維持管理計画に含まれるときは、選定事業者
は、速やかにその内容及び修繕等の計画を発注者に通知した上で、自
己の責任及び費用で、当該修繕等を実施しなければならない」とありま
すが、入札説明書P12(B)職員宿舎の維持管理業務に係る対価(注)にお
いて「職員宿舎施設の修繕に係る費用は国立印刷局が費用負担する」
との記載があり、この項と入札説明書との間で矛盾が生じます。「要求
水準書P39ホ年度別修繕計画(長期修繕計画)“(ｲ)本施設の維持管理業
務には修繕業務は含まれていない”」とを含めた修繕の関係を整理する
観点から、この項における「修繕等」の定義をご教示願います。

原則として維持管理業務には修繕は含まれませんが、維持管理計画に
修繕等を含む場合は、事業契約書案第48条第1項の規定に基づき事業
者が修繕等を実施することを想定しています。なお、年度別修繕計画
（長期修繕計画）は、国立印刷局が、本施設が良好な状況で引き続き継
続利用されるために必要な修繕を把握するためのものであり、費用負担
の区分を定めるものではありません。

170 事業契約書（案） 異常部分の修復について 20 5 48 1

「維持管理期間中、本件宿舎に修繕等の必要が生じた場合、修繕等が
第４３条第２項に規定する維持管理計画に含まれるときは…」との記載
は、「要求水準書P39ホ年度別修繕計画(長期修繕計画)(ｲ)本施設の維
持管理業務には修繕業務は含まれていない」との関係で矛盾します。こ
の項における「修繕等」の定義をご教示願います。

No.169の回答をご参照ください。

171 事業契約書（案）
設計及び建設等に係る対価の支
払いについて

21 6 52 2
設計及び建設等に係る対価の請求書の名義については、代表企業名
義でしょうか。あるいは、維持管理者を含む選定事業者のすべての連名
でしょうか。

SPCを設立する場合は選定事業者、SPCを設立しない場合は代表企業
とすることを想定しています。

172 事業契約書（案）
設計及び建設等に係る対価の支
払いについて

22 6 52 9 本条項の「受注者」とは、具体的にどのような者を指すのでしょうか。 前払金を受領した設計者又は建設者を指します。

173 事業契約書（案）
維持管理業務に係る対価の支払
いについて

23 6 53 4

維持管理業務に係る対価の請求書の名義については、代表企業名義
でしょうか。あるいは、建設者等を含む選定事業者すべての連名でしょう
か。
又、維持管理者単独の名義での請求書によって、維持管理業務に係る
対価を維持管理者のみが直接受領することは可能でしょうか。

SPCを設立する場合は選定事業者、SPCを設立しない場合は代表企業
とすることを想定しています。なお、維持管理者が直接受領することは
想定していません。

174 事業契約書（案） 別紙6
42
～
45

減額発生の無かった30以下のポイントにつきましては、次の6か月に繰
り越しとなるのでしょうか。
又、対価の減額が実施された場合、計算対象となった減額ポイントは次
の6か月に向けてリセットはされるのでしょうか。

減額ポイントについては次期に繰越は行いませんが、業務不履行は
あってはならないことであり、これがあった場合は、再発防止のための
改善策の提案及び実施を求めることを想定しています。

175 事業契約書（案）
維持管理業務に関するモニタリ
ングについて

42 1 ①

「発注者は月１回定期モニタリングを行う。」とあり、また「発注者は業務
報告書の確認等の定期モニタリングを行う。」と記載されています。本事
業契約における発注者の「定期モニタリング」とは、貴局が業務報告書
を確認することが中心となるのかご教示願います。

事業者からの報告書を確認する他、必要に応じて実施状況の確認を行
います。



　

頁 項

国立印刷局赤羽宿舎（仮称）整備事業に係る入札説明書等に関する質問・回答

№ 資料名 タイトル

該当箇所

質問 回答

176 その他
過去の赤羽宿舎の傾向等から、赤羽宿舎に入居される方の貴局勤務
先としてはどちらが多いのでしょうか。想定範囲でも結構ですので、ご教
示願います。

都内及び小田原地区に勤務の職員が多くなる予定です。

177 その他
赤羽宿舎に入居された場合、比較的近距離のJR赤羽駅、都営地下鉄
三田線本蓮沼駅、志村坂上駅の各駅と赤羽宿舎間の通勤定期代(路線
バス)は支給対象でしょうか。

都営地下鉄三田線志村坂上駅は、支給対象ではありませんが、都営地
下鉄三田線本蓮沼駅及びＪＲ赤羽駅は、支給対象とする見込みです。
なお、今後の交通事情の変化により、支給対象を変更する可能性もあり
ます。
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