
草津市公共施設包括管理業務に関する公募型プロポーザルに関する質問に対する回答

No. 該当資料 該当箇所 質問内容 回答
1 実施要領 P2

5　参加資格
5　参加資格（1）について、
弊社は貴市の「ビルメンテナンス・保安警備等部門」の入札
参加資格を持っています。この場合、単独での参加は可能
なのでしょうかご教示ください。また、その場合弊社は、参
加資格要件　2）または3）どちらに該当しますか。

「ビルメンテナンス・保安警備等部門」の入札参加資格は、5 （１）ア 1）
に該当します。なお、単独で参加するためには、5 （１）ア～セの要件を
すべて満たす必要があります。

2 プロポーザル
実施要領

P.3
5(1)ク

建設業法（昭和24年法律第100号）第3条第1項の規定によ
り、塗装工事、管工事、防水工事、電気工事、舗装工事、
建具工事につき一般建設業または特定建設業の許可を受
けていることとありますが、協力会社（再委託先）が許可を
持っていれば共同事業体を構成しなくても参加可能でしょ
うか。仕様書では判断がつかないため、ご教授お願い致し
ます。

協力会社（再委託先）では、本プロポーザルに参加できません。
5 （１）ア～セの要件をすべて満たす単独事業者、若しくは構成事業
者全てが ク、ケ 以外の要件を満たし、 構成事業者のいずれか （複数
の構成事業者でも可）がク、ケの要件を満たす共同企業体が本プロ
ポーザルに参加できます。

3 実施要領 P3
５参加資格
（１）セ

「草津市公共施設包括管理業務事業者選定支援業務の受
託者」をご教示ください。

株式会社長大　大阪支社（大阪府大阪市西区新町2丁目20番6号 新
町グレースビル）となります。

4 草津市公共
施設包括管
理業務に関
する公募型ﾌﾟ
ﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ実施
要領

5、参加資格 共同事業体構成を行う場合に新規事業所が参加する時
は、ア3)の提出で満たすのでしょうか。また、設立1年以内
でも参加可能なのでしょうか。

5 （１）ア １）若しくは2）に該当しない者は、3)に示す①～⑦を提出する
ことで本プロポーザルに参加できますが、設立1年以内の場合、②が
提出できないため、代わりに「滞納なき証明」を提出してください。

5 実施要領 6P
10.-2.提案書

様式ごとの枚数は問わないが、構成の補足資料も含め30
枚以内とは、片面印刷(30ページ)の認識で宜しいでしょう
か。また、表紙は30枚に含まれない認識で宜しいでしょう
か。

御理解のとおり、片面印刷(30ページ)とし、表紙・目次は含みません。

6 実施要領 6P
10.-3.見積書

事業者の責務によらない社会的経済的動向等の経費変動
リスクについては、協議により勘案するものとし、見積額に
加えないこと。とありますが、契約期間中に発生した最低賃
金や物価の上昇については、見積上は想定せず、適宜協
議するものと考えてよろしいでしょうか。

税制改正等による変動や人件費高騰等の社会的経済的動向等、両
者の責と見なし難い事項は、見積額に加えないでください。
なお、保守管理業務とマネジメント業務の物価変動は見積額に見込ん
でください。
また、上記の趣旨を明確にするため、優先交渉者との協議において、
基本契約書（案）の第21条の修正を予定しています。

7 プロポーザル
実施要領

P.7
イ 事後修繕業
務費
別紙Ｂー2

総額154,520,000円の実施時期はいつ頃でしょうか。この費
用は今回の見積りに含めるで宜しいでしょうか。

本市から実施を指示することとしており、現時点では実施時期は未定
です。
費用は、10 3. イに示す提案上限額のまま見積書に含めてください。

8 プロポーザル
実施要領

P.8
ウ 計画修繕業
務費
別紙C

総額229,544,000円の実施時期はいつ頃でしょうか。この費
用は今回の見積りに含めるで宜しいでしょうか。

本市から実施を指示することとしており、現時点では実施時期は未定
です。
費用は、10 3. ウに示す提案上限額のまま見積書に含めてください。

9 実施要領 8P
11提案の審査

審査委員会の構成(人数、外部委員・内部委員の割合等)
を参考にご教示下さい。

8人で全て内部委員です。

10 全般 開庁日カレンダーの開示をお願い致します。
基本的に全拠点、土日祝と12月29日～1月3日が閉館日と
なりますか。

開庁日は、基本的に全拠点、日曜日、土曜日、祝日及び12月29日～
翌年1月3日となりますが、個々の施設によって異なります。

11 提案仕様書 P2
1.5.受託者担
当者

受託者担当者は、自転車、車、バイク等での通勤は可能で
しょうか。

自転車、バイクは市職員の駐輪場の利用可能であり、現在も庁舎等総
合管理業務の従事者が駐輪しています。ただし、将来にわたって利用
を保証するものではありません。自動車の駐車場は受託者の責任と負
担において確保してください。

12 仕様書 3P
1-7関連法令
に基づく手続
き等

対象施設において建築物環境衛生管理技術者の選任が
必要な施設を参考にご教示下さい。

No.36を参照ください。

13 提案仕様書 P3
1.8.再委託の
承諾

「（3）やむを得ず実施する場合は、再委託に関する事項を
準用するもの。」とありますが、やむを得ず実施する場合の
手続きについて追加提出事項があればご教示ください。

1.8.（1），（2）の手続きとなります。

14 提案仕様書 4P
1.11.(2)

「本市は、受託者に対して、業務従事者等の事務所として
必要な場合は、市庁舎地下 2階の 1室（約 52㎡）および 同
地下 1階の 1室（約 26㎡）は無償で提供する。」との記載が
ございますが、市庁舎常駐の設備管理要員・清掃要員に加
えて、業務全体のマネジメントや修繕等に要する人員が当
該スペースに入りきらないケースも考えられます。その場
合、草津市保有のその他公共施設において他の室・ス
ペースの貸与は協議可能でしょうか。

他の施設には貸与できる室等は用意していません。

15 提案仕様書
Ｐ4

1.11施設の利
用等

事務所については無償貸与との理解で宜しいでしょうかま
た、備品等については業者負担との記載がありますが複合
機、机、椅子、ロッカー等についても業者側が負担するの
でしょうか

前段、後段共に御理解のとおりです。

16 提案仕様書 P4
1.11施設の利
用等（２）

業務従事者の事務所として提供頂く場合、（１）に準じて光
熱水費を市に負担頂けるということでよろしいでしょうか。ま
た、市役所管理室を業務従事者事務所として使用すること
は可能でしょうか。

前段については御理解のとおりです。後段については、今回の回答と
合わせて開示する庁舎平面図おける、地下2階の中央監視室と地下1
階の清掃員詰所および休養室が仕様書1.11.  施設の利用等に記載
する室に該当しますが、他に地下1階の補修員詰所、1階の守衛室の
隣の休憩室も使用可能です。
守衛室は防災センターを兼ねており、事務所としての使用はできませ
ん。

17 提案仕様書 4P
1.11.(2)

巡回や作業用の車両を駐車する駐車スペースを市庁舎敷
地内にてご提供いただくことは可能でしょうか。また、ご提供
いただける場合、車庫証明の発行に必要な保管場所使用
承諾証明書をいただくことは可能でしょうか。

自動車については提供できる駐車スペースはありません。原付バイク
については、庁舎地下駐車場に自動車の駐車区画に1区画空きがあ
り、そこに駐輪可能です。

18 提案仕様書Ｐ
4

1.11施設の利
用等

駐車場に関する記載がりませんが事業者側は車について
は負担をし、月極の駐車代は無償との理解で宜しいでしょ
うか

No.17を参照ください。

19 駐車場は無償貸与頂けますか。 No.17を参照ください。
20 提案仕様書 P4

1.11施設の利
用等（２）

業務従事者等の事務所を設置させて頂いた場合、緊急対
応や事後修繕業務に利用する自動車を駐車させて頂くス
ペースは提供頂けるでしょうか。

No.17を参照ください。

21 提案仕様書
Ｐ4

1.13保守管理
業務

令和3年度に対象施設の保守管理点検を実施した点検報
告書等の開示を頂けないでしょうか

優先交渉者との詳細協議の中で開示します。

22 提案仕様書
5ページ

1.15
不具合等への
対応

直近3年間において、不具合対応が18時～翌9時などの通
常勤務時間外での不具合・緊急対応の頻度・回数を参考
にご教示いただけますか。また、地震などの緊急時の避難
施設開放（小学校など）は業務対象外としてよろしいです
か？

前段についてはデータが無く回答不能です。後段については御理解
のとおりです。



No. 該当資料 該当箇所 質問内容 回答
23 提案仕様書

5ページ
26ページ
28ページ

1.16、4.2
事後修繕業務
1.17、4.4
計画修繕業務

事後修繕業務について、受託者が市内事業者等（下請事
業者）より見積を取得し、見積内容を確認し提案することに
なりますが、受託者の設計、監督および監理等に係る経費
を加算しないものとするとあります。受託者として必要経費
がある際には、マネジメント業務費に含めて提案すればよろ
しいでしょうか。

御理解のとおりです。

24 提案仕様書
7ページ

1.22 追加サービスの実施にあたり、費用の別途請求は可能か。
または受託者負担（予め提案時に見込んでおく必要があり
ますか）となりますか。または、貴市と協議の上となります
か。

追加サービスの費用は、本プロポーザルで提出する見積書に含めてく
ださい。

25 提案仕様書 12P
4.1.1消防設備
保守点検

消火器の放射試験・交換、屋内消火栓ホース・連結送水管
の耐圧試験、泡消火設備の放射試験等は対象外という理
解で宜しいでしょうか。対象の場合、該当の施設・消火設備
の詳細(設置年数、詳細図面)、点検実施年度をご教示下さ
い。
泡消火設備については過去の点検報告書についても参考
にご開示下さい。

消火器の放射試験は草津市役所、さわやか保健センター、旧法務局
庁舎、アミカホール、市役所立体駐車場で実施（ただし機能試験の
み）。屋内消火栓ホース・連結送水管の耐圧試験は草津市役所、さわ
やか保健センター、就労支援施設で実施。泡消火設備の放射試験は
草津市役所、市役所立体駐車場で実施（ただし機能試験のみ）。これ
ら以外は対象外です。
上記の試験等の直近の実施時期は全て令和4年9月です。
また、消火器の交換は、事後修繕の対象とします。
消火設備の詳細については別添資料を参照ください。(詳細図面はあ
りません)泡消火設備の過去の点検報告書は別添資料を参照くださ
い。

26 提案仕様書 12P
4.1.1消防設備
保守点検

屋内消火栓、誘導灯等の灯火類の球交換は修繕業務にて
実施との理解で宜しいでしょうか。

事後修繕として実施するものとします。

27 提案仕様書 P13
４，特記事項

4.1.2昇降機保守点検業務の「その他」にて、「製造メーカー
への再委託」が条件となっている機器について、R.3実績で
は独立系の会社で点検を行っているものが見受けられま
す。
現在点検を行っている会社であれば、メーカーでなくても問
題ありませんでしょうか。

現在のメーカーによる点検は別紙2の通りですので、別紙2「再委託先
の指定」欄が「〇」のものはメーカーに再委託してください。

28 提案仕様書 13P
4.1.3自家用電
気工作物保守
点検

停電点検に伴う仮設電源は別途との理解で宜しいでしょう
か。含む場合、各対象施設に必要な発電機の容量(kVA)を
ご教示ください。

いずれの施設においても、停電点検時に伴う仮設電源は設置しており
ませんが、事前に施設と点検実施の日程調整をお願いします。

29 提案仕様書 14P
4.1.3自家用電
気工作物保守
点検

教育総務課所管施設の施設管理者に対する電気保安に
関する安全教育は対象施設まとめて1度に実施する理解で
宜しいでしょうか。また教育の内容が分かる資料を参考にご
開示下さい。

電気保安に関する安全教育を年１回以上実施するよう仕様書で定め
ておりますが、手法や内容は受託者に任せているため把握しておりま
せん。

30 提案仕様書 14P
4.1.3自家用電
気工作物保守
点検

一部の施設で停電作業が深夜から早朝までと指定がござ
いますが、具体的な時間帯(○○：○○～○○：○○)をご
教示下さい。

・南草津駅
開始時間：JRの終電の３０分後
終了時間：JRの始発の３０分前
その都度、JRと調整を図り、時間を調整してください。
・草津市役所等
令和４年度の計画では以下の通りです。（閉庁日に限る）
　・１３：００～１４：００　立体駐車場
　・１５：００～２２：３０　保健センター
　・１５：００～２２：３０　アミカホール
　・１９：００～２２：００　本庁舎

31 仕様書 P.13　4.1.3.
自家用電気工
作物

各施設の単線結線図をいただけますか。
また、各施設毎の主任技術者の選任は必要でしょうか。

各施設毎の主任技術者の選任は各施設毎でなくても可能です。単線
結線図は別添資料のとおりです。

32 提案仕様書 14P
4.1.4簡易専用
水道点検業務

草津市学校給食センターのオーバーフロー管等の防虫
ネットの不良箇所交換は事後修繕業務で対応しても宜しい
でしょうか。

保守管理業務に含めます。

33 提案仕様書 P14
４．特記事項

4.1.4簡易専用水道点検業務の「その他」に「草津市学校給
食センターの防虫ネット不良個所は取り替えること」とありま
すが、現受託者は当該業務費用に材工共に含んだ金額で
受託しているでしょうか。業務実施時は同仕様でよろしいで
しょうか。

御理解のとおりです。

34 提案仕様書 15P
4.1.6非常用発
電設備点検業
務

負荷試験は消防法に基づく内容という理解で宜しいでしょう
か。

負荷試験は消防法に基づいて実施するものとし、実施方法について
は、監督員と協議して定めるものとします。

35 提案仕様書 15P
4.1.7ボイラー
定期自主点検
業務

機器に使用する薬剤が記載数量以上必要な場合、貴市に
て負担との理解で宜しいでしょうか。

御理解のとおりです。

36 提案仕様書
15ページ

4,1,9
環境衛生管理
業務

建築物環境衛生管理技術者の選任が必要なのは、草津市
役所、さわやか保健センター、アミカホールのみの認識で
すが、この３拠点で同一１名の選任の理解でよろしいでしょ
うか。

御理解のとおりです。

37 提案仕様書 P15
４．特記事項

4.1.9環境衛生管理業務の「業務内容」「⑥汚水槽、雑排水
槽の排水に関する設備清掃業務」について、汚泥回収及
び運搬処分費は本契約金額に含む認識で相違ありません
でしょうか。

御理解のとおりです。
なお、対象設備は以下のとおりです。
○草津市役所
　汚水槽（14.0t）1基、雑排水層（21.0t）1基、雑排水層（28.2t）1基
○さわやか保健センター、アミカホール
　汚水槽（4.0t）1基、雑排水層（4.0t）1基

38 提案仕様書 16P
4.1.9環境衛生
管理業務

汚水槽、雑排水槽の清掃に伴う汚泥等の産業廃棄物の処
理は対象外との理解で宜しいでしょうか。対象の場合、年
間の処分量(㎥)を参考にご教示下さい。

No.37を参照ください。

39 提案仕様書
16ページ

汚水槽、雑排水槽の清掃において、汚泥の引抜き処理の
実績は何㎥でしょうか。産業廃棄物処理とマニュフェスト発
行は必要でしょうか。

No.37を参照ください。
また、産業廃棄物処理とマニュフェスト発行は必要です。

40 提案仕様書 P15
４．特記事項

4.1.9環境衛生管理業務の「業務内容」「⑧冷却塔消毒液
投入および冷却水配管洗浄」について、冷却塔に投入する
薬剤名称とメーカーおよび1年間の総投入数量をご教示頂
けますでしょうか。

・配管消毒洗浄剤　バイオシス　ＯＰ－２　２０ｋｇ（東西化学産業）
・冷却水複合処理剤　ハイクリーンＭＲ１１０Ｋ　１００ｋｇ（東西化学産
業）
・レジオネラ殺菌群殺菌剤　ﾆｭｰｻﾜｰﾌﾛｰﾄ　３６袋（東西化学産業）

41 提案仕様書 P15
4.1.9.  環境衛
生管理業務

対象施設等に「※草津市立図書館は「空気環境測定業務」
のみ対象」とありますが、草津市立図書館の水質検査業務
は実施の必要が有りますか。

水質検査業務も実施してください。



No. 該当資料 該当箇所 質問内容 回答
42 提案仕様書 P17

４．特記事項
4.1.9環境衛生管理業務の「冷温水防錆材投入」記載の防
錆剤の投入及び薬品濃度測定について、防錆剤名称と
メーカー及び1年間の薬品投入数量、薬品濃度測定の測
定項目をご教示頂けますでしょうか。

・冷温水防錆剤　ハイクリーン　ＣＬ－３　４０ｋｇ（東西化学産業）
・測定項目は別添資料を参照。

43 提案仕様書 17P
4.1.10植栽管
理業務

草津市立教育研究所の枯れ木等が生じた際の補充の内容
を参考にご教示下さい。

サツキ、アベリア等の低木の内、刈り込みを行うものの植え替えを対象
とし、これ以外は補充の対象外です。

44 提案仕様書 17P
4.1.12清掃業
務

衛生消耗品(トイレットペーパー、手洗い石鹸、ゴミ袋、ペー
パータオル、アルコール消毒液等)は貴市より支給される想
定で宜しいでしょうか。受託者負担の場合、対象の各施設
における年間衛生消耗品使用量・発注金額をご教示下さ
い。

市負担の施設は次のとおです。
・草津市立教育研究所
・草津宿街道交流館
・草津市まちなか交流施設
受託者負担の施設は次のとおです。
・草津市役所
・旧法務局庁舎
・市役所立体駐車場
・さわやか保健センター
・アミカホール
（上記６施設の数量は別添資料のとおり）
・草津市立図書館
（トイレットペーパーのみ市負担、他の衛生消耗品の数量や金額は把
握していません）
・草津コミュニティ支援センター
（年間　約50～55千円、購入品目および年間使用量等の目安・・・トイ
レットペーパー（１ケース　11千円）
、消毒液・除菌シートなどコロナ対策用品（27千円）、フロア・トイレ清掃
用品、洗剤、替えシートなど（17千円））

45 提案仕様書
17ページ

4.1.12
清掃業務

旧法務局庁舎の適正洗剤およびトイレットペーパー・手洗
い用石鹸水、草津市立図書館のトイレットペーパー・蛍光
灯は、本市が負担するとありますが、庁舎等総合管理では
トイレットペーパーや石鹸水の負担は、貴市になりますか。
受託者でしょうか。その他施設はどうなりますか。

No44を参照ください。

46 提案仕様書 17P
4.1.12清掃業
務

各施設の勤務体制を参考にご教示下さい。また、所要人員
や勤務時間は提案で体制を見直すことは可能でしょうか。
例) 草津市庁舎8:00～12:00×5名(実働4h、休憩なし)

前段は、以下のとおりです。
○教育研究所
水曜日　9:00～12:00　1名　木曜日　9:00～12:00　1名
○草津宿街道交流館
令和4年度実績では、8：45～9：45（年間116日）・8：45～10：45（年間
149日）です。
○図書館
仕様書(別紙)に記載のとおり、開館時の8:45～14:45(昼休憩1h含む)を
業務時間としています。
○幼児施設課
草津中央おひさまこども園　半日×２名
○商工観光労政課
草津市まちなか交流施設夢本陣　9:30～11:30×1名（実働2h、休憩な
し）
○総務課
本庁舎・保健センター・アミカホール・駐車場・外回り
・8：30～17：00　2名　（休憩１Ｈ）　・10：00～19：00　1名　（休憩１Ｈ）
・8：30～12：00　1名　（休憩なし）　・10：00～15：00　1名　（休憩１Ｈ）
・13：30～16：30　1名　（休憩なし）　・18：00～21：00　2名　（休憩なし）
○まちづくり協働課
・月～金　草津コミュニティ支援センター10:00～15:00×2名（実働5h、
休憩なし）
・土・日　利用者が自主管理
夜間のみ委託管理　１６時～21時　１人/日（現在は1日5時間を基本と
して利用状況により変動有るが、固定時間への変更可能）
・祝日・盆・年末年始　開館対象日、利用者の自主管理　事務所（管理
者）は休み
後段は、御理解のとおりです。

47 提案仕様書 P12
4.1.12
 清掃業務

日常清掃につきまして、現状の作業に携わっている合計人
数と各作業者の作業時間をご教示頂けますでしょうか。

№４６を参照下さい

48 提案仕様書 17P
4.1.13空調設
備保守点検業
務

故障修理に伴う費用は別途費用との理解で宜しいでしょう
か。

ガスヒートポンプ 保守点検のうち、別紙11-1でタイプ 1としているガス
ヒートポンプで設置後 13年もしくはシステムの通算運転時間が 30,000
時間（通算運転時間は室外機の時間計による）のいずれか早期に到
来した時点以前に発生した故障修理の費用は受託者の負担となりま
す。また、老上西小学校空調設備保守点検業務において、保守点検
（2回分）以外で空調機が故障した場合の技術員の派遣対応や軽微な
修理作業は受託者の負担となります。
上記以外の故障修理は、事後修繕の対象になります。

49 庁舎等総合
管理（草津市
庁舎、さわや
か保健セン
ター、アミカ
ホール、立体
駐車場）ほか

4.1.13
空調設備保守
点検業務
提案仕様書
17ページ　ほ
か

空調設備保守点検業務について、メーカーの開示をお願
いします。

・草津宿街道交流館
　株式会社アイシン
・道の駅グリーンプラザからすま
　ダイキン工業株式会社
・草津市役所等
　ＧＨＰ→大阪ガス株式会社
　パッケージエアコン→ダイキン工業株式会社、三菱電機株式会社
　吸収式冷温水機→川重冷熱工業株式会社
　ＦＣＵ→ダイキン工業株式会社
　ＡＨＵ→新晃アトモス株式会社
その他施設については。機器の型式を参考にしてください。

50 提案仕様書 P18
４．特記事項

4.1.13空調設備保守点検業務の「業務内容」「②全館空調
用空調機定期点検業務」の内、フィルター交換について、
フィルター本体の費用は交換の際に都度請求させて頂く認
識で相違ありませんでしょうか。またフィルターの種類、交
換周期、サイズ、枚数をご教示願います。

交換費用については業務に含まれています。サイズ等については別
添資料の通りです（⑤ 市役所等空調フィルター交換に係るものも含ま
れています）。頻度についてはP18点検頻度に記載しています。

51 提案仕様書 P18
４．特記事項

4.1.13空調設備保守点検業務の「業務内容」「③空調自動
制御システム等保守点検」及び「④電算室用空調システム
保守点検」について、対象となる機器のメーカーをご教示
頂けますでしょうか。
また、直近の報告書の開示をお願いいたします。

③空調自動制御システム保守点検」
　　・東テク
④電算室用空調システム保守点検
　　・空調機　→　ダイキン工業
　　・加湿器　→　ウエットマスター
報告書については別添資料の通りです。



No. 該当資料 該当箇所 質問内容 回答
52 提案仕様書 19P

4.1.15緊急通
報装置点検業
務

緊急通報装置の点検内容がわかる報告書等の資料をご開
示下さい。

別添資料のとおりです。

53 提案仕様書 20P
4.1.17庁舎
シャンデリア保
守点検業務

シャンデリアの詳細(型式、数量等)や点検内容が分かる資
料を参考にご開示ください。

・別添資料の庁舎竣工時の電気図面を参照してください。
・点検内容は、破損の有無、ランプ交換です。
・大きさは4ｍ×4ｍで、12ｖ20ｗのランプが96灯ついています。

54 提案仕様書 P20
４．特記事項

4.1.17庁舎シャンデリア保守点検業務について、点検対象
物のメーカー、型式をご教示頂けますでしょうか。専門業者
での点検が必要なものでしょうか。現在実際に点検している
業者名をご教示ください。
また保守点検結果報告書の開示をお願いいたします。

・特注品であり、メーカーは不明です
・点検は庁舎総合管理業務受託者の直営で行っております
・ロビー照明の交換と併せて作業を行っており、結果報告は日報に併
記する形で提出いただいておりますが、作動確認と目視点検であり専
門業者によるものではありません。

55 草津市役所 シャンデリア保守点検業務の過去の報告書を開示頂けま
すでしょうか。高さはどれくらいになりますか。

報告書については№５４を参照ください。高さは１階床面より、おおよそ
５ｍ～７ｍの間に設置されています。

56 提案仕様書 20P4.1.18監視
井戸水質検査
業務

検査内容が分かる報告書を参考にご開示ください。 別添資料を参照ください。

57 提案仕様書 P20
４．特記事項

4.1.18監視井戸水質検査業務の検査項目をご教示くださ
い。又は検査結果報告書を開示頂けますでしょうか。

別添資料を参照ください。

58 提案仕様書 21P
4.1.21換気送
風機保守点検
業務

消耗品の交換が事後修繕費にて処理する認識で宜しいで
しょうか。

別紙15に示す点検、取替、交換、試運転、清掃、廃棄に伴う消耗品は
受託者の負担となります。

59 提案仕様書 22P
4.1.22電気設
備管理業務

電算用無停電電源装置（UPS）のメーカー、型式、能力、台
数等が分かる図面資料等をご開示下さい。

ＮＥＣ　ＢＰ５００ＭＥ　1台　出力　５０ｋｖａ　２００ｖ　１０分間
図面資料はありません。

60 提案仕様書 22P
4.1.25公用
車、駐車場パ
イプシャッター
保守点検業務

パイプシャッターのメーカー、型式、大きさ等が分かる図面
資料等をご開示下さい。

・本庁舎２階上下水道部：東洋シャッター
・公用車駐車場入口スロープ、立体駐車場入口：三和シャッター
・型式不明
・図面なし
・大きさは別添資料を参照

61 庁舎等総合
管理（草津市
庁舎、さわや
か保健セン
ター、アミカ
ホール、立体
駐車場）

4.1.25
公用車、駐車
場パイプシャッ
ター保守点検
業務

パイプシャッターのメーカー、点検会社をご開示お願い致
します。

メーカーは№６０を参照ください。
点検会社：三和シャッター工業株式会社

62 提案仕様書 P24
４．特記事項

4.1.29防犯監視装置保守点検業務について、専門業者で
の点検が必要なものでしょうか。現在実際に点検している業
者名をご教示ください。
また直近の報告書を開示頂けますでしょうか。

・点検業者：エレクティ商事株式会社
・報告書：別添資料を参照ください。

63 庁舎等総合
管理（草津市
庁舎、さわや
か保健セン
ター、アミカ
ホール、立体
駐車場）ほか

4.1.29
防犯監視装置
保守点検業務

常駐者により、目視点検でよろしいでしょうか。または、メー
カーによる点検が必要でしょうか。対象設備のメーカーや型
番をご教示お願い致します。

№６１を参照下さい。

64 提案仕様書 24P
4.1.32水道水
水質検査業務

参考に過去の水質検査報告書をご開示下さい。 ・給食センター
別添資料を参照ください。
・第二学校給食センター
　新設施設のため、R4.12現在未実施

65 提案仕様書 P25
４．特記事項

4.1.35厨房機器保守点検業務で、R3契約では契約業者名
が未定となっております。現在の点検実施会社或いは点検
報告書の開示をお願いいたします。

現在の点検業者は、株式会社中西製作所京都営業所です。

66 提案仕様書 25P
4.1.36脱臭装
置保守点検業
務

セラミックフィルター交換費は事後修繕費に含む認識で宜
しいでしょうか。参考に過去の交換頻度をご教示下さい。

セラミックフィルター交換費は、保守管理業務に含みます。
過去の交換頻度は、新設施設のため実績はありません。

67 提案仕様書 26P
4.1.37防虫防
鼠駆除業務

点検内容が分かる過去の点検報告書をご開示下さい。 別添資料を参照ください。

68 提案仕様書 26P
4.1.38水フィル
ター清掃業務

点検対象が分かる図面資料及び過去の点検報告書をご開
示下さい。

別添資料を参照ください。
なお、新設施設のためR4.12現在未実施

69 事後修繕業務について、1件あたり1,300,000円未満は税込
でしょうか。年間の想定金額をご教示お願い致します。
受託者より、見積提案する流れで良いですか。
お金の流れは、貴市⇒受託者⇒実施会社（複数社相見
積）
または、貴市⇒実施会社
受託者が入る場合、経費を含めないとありますが、支払手
数料などはマネジメント費に含めればよろしいでしょうか。

1件あたり1,300,000円は税込みです。年間想定金額は、実施要領10
3.イに示すとおりですが、実際には実施した事後修繕業務に応じて 本
市が受託者に費用を支払います。
支払手数料などはマネジメント業務費に含めてください。

70 計画修繕業務について、1件あたり10,000,000円未満は税
込でしょうか。年間の想定金額をご教示お願い致します。
受託者より、見積提案する流れで良いですか。
受託者が入る場合、経費を含めないとありますが、支払手
数料などはマネジメント費に含めればよろしいでしょうか。

1件あたり10,000,000円は税込みです。年間想定金額は、実施要領10
3.ウに示すとおりですが、実際には実施した計画修繕業務に応じて 本
市が受託者に費用を支払います。
支払手数料などはマネジメント業務費に含めてください。

71 提案仕様書 29P
4.4計画修繕
業務

業務開始日欄「見積提出：令和5年4月1日」とありますが、4
月1日に見積を提出する必要があるわけではなく、見積提
出を4月1日以降から実施していく必要があるという認識でよ
ろしいでしょうか。また、令和6年実施予定の計画修繕の見
積書について、提出期日をご教示ください。

御理解のとおり、見積提出は4月1日以降から実施します。
なお、令和6年実施予定の計画修繕の見積書提出期日は決定してい
ませんが8月末頃を想定しています。

72 提案仕様書 P29
４．特記事項

4.4計画修繕業務について、「業務開始日」に「見積提出：
令和5年4月1日」となっておりますが、対象となる見積の内
容をご教示ください。

No.71を参照ください。

73 必要資格 受託者にて選任が必要な資格としては、庁舎等総合管理
（草津市庁舎、さわやか保健センター、アミカホール、立体
駐車場）の仕様書に記載の資格のみと考えてよいですか。

庁舎等総合管理（草津市庁舎、さわやか保健センター、アミカホール、
立体駐車場）に限らず、法令上必要となる資格者を受託者の責任と負
担で選任してください。



No. 該当資料 該当箇所 質問内容 回答
74 提案仕様書

別紙資料
【共通項目】 記載数量及び数値、作業内容等に変更・相違があった場

合は別途協議できる認識で宜しいでしょうか。
提案仕様書1.6.  一般事項（9）に「本業務の対象設備等の種別・数量
について本仕様書に記載の内容と現況に相違がある場合は、現況を
優先する。この場合において、受託者は速やかに監督員へ報告す
る。」としており、これを踏まえた上で協議します。

75 全般 保守管理業務 （別紙B-1）保守管理業務については、現行の契約業者名
とR3契約額は参考金額となりますか。現行会社を優先は致
しますが、契約業者の変更は可能ですか。

別紙B-1の「R3契約（年間）額」は過去の実績であり、本業務において
何ら確約するものではありません。
また、仕様書｢4.1.2 昇降機保守点検業務｣､｢4.1.31. 受水槽等遠隔監
視システム点検業務｣､｢4.1.34.駐車場設備保守点検業務｣で指定する
再委託先以外の再委託先は、受託者の提案に委ねます。ただし、
1.24.  市内業者等の活用および活用育成に留意してください。

76 庁舎等総合
管理（草津市
庁舎、さわや
か保健セン
ター、アミカ
ホール、立体
駐車場）ほか

保守管理業
務、包括管理
業務全般

（別紙B-1）保守管理業務については、現行の契約業者に
委託する場合に増額となる可能性はありますか。同額以下
で実施いただけるものと考えてよろしいでしょうか。

別紙B-1の「R3契約（年間）額」は過去の実績であり、本業務において
何ら確約するものではありません。

77 庁舎等総合
管理

仕様・対象 庁舎等総合管理については、別紙B-1保守管理業務リスト
の下記No.が対象と考えて間違いないですか。
79～86　アミカホール
117～133　さわやか保健センター
407～435　草津市役所
440～445　市役所立体駐車場

御理解のとおりです。

78 別紙B-1_保守
管理業務リス
ト

契約事業者 庁舎等総合管理業務の「庁舎等総合管理業務に含む」と
記載している各金額を参考にご教示下さい。

現在の受託事業者のノウハウに関わるため、非開示とします。

79 別紙B-1保守
管理業務リス
ト等

契約業者 包括管理業務にある、保守管理業務、事後修繕業務、計
画修繕業務の契約業者の選定・入札等は業務に含まれる
でしょうか。また、包括管理を受託した場合は個々の修繕業
務に参加できるのでしょうか。

再委託先の選定については、受託者の責任と負担において実施して
ください。ただし、再委託にあたっては、仕様書1.8.に示すとおり、本市
の承諾が必要です。なお、提案仕様書1.24.  市内業者等の活用およ
び活用育成に留意してください。
また、再委託せず、受託者自身が個々の修繕業務を行っても構いま
せん。

80 別紙B-1_保守
管理業務リス
ト

No.318・319 草津市コミュニティ支援センターの清掃業務費用が「夜間
管理業務に含む」とありますが、夜間管理業務の費用が分
かるものが見受けられません。
開示いただけますでしょうか？

夜間管理業務の費用は1,012,000円です。清掃作業分のみの費用は
算出できません。

81 別紙B-1_保守
管理業務リス
ト

No.332 南草津駅の昇降機設備保守点検業務の費用が「駅舎連接
都市施設維持管理業務に含まれる」となっていますが、駅
舎連接都市施設維持管理業務の費用が分かるものが見受
けられません。開示いただけますでしょうか？

昇降機設備保守点検業務のみの費用は算出できません。

82 別紙B-1
保守管理業
務リスト

363
461

363　草津市教育研究所　樹木等維持管理業務
461　第二学校給食センター　植栽維持管理業務
こちらの業務について、シルバー人材センターに協力を依
頼しようとする場合、
①剪定・植物の知識が必要でしょうか。
②高齢者に作業可能でしょうか（長時間労働や高所作業、
重量物運搬は難しい）

①選定や植物に関する専門的な知識や経験のある事業者であること
が必要です。
②高木の剪定が含まれるため、高所作業が可能な人員を配置する必
要がありますが、シルバー人材センターに作業可能かのは回答をする
べき立場にはありませんので回答を差し控えさせていただきます。

83 別紙B-1
保守点検業
務別リスト

Ｒ3年度契約
金額

No409～NO433について、R3契約（年間）額（円単位）税込
欄には庁舎等総合管理業務に含むとの記載があります。こ
れをそれぞれNO別（業務内容別）に金額開示していただく
ことは可能でしょうか

№78を参照ください。

84 別紙B-1_保守
管理業務リス
ト

契約事業者 以下の業務について現在の契約業者名をご教示下さい。
※現在が不明の場合、過去の情報や点検報告書をご開示
頂けると幸いです。
・草津市消防団第8分団詰所_消防設備保守点検業務
・第二学校給食センター_簡易専用水道点検業務
・給食センター、幼児施設課以外_フロン排出抑制法定期
点検業務
・第二学校給食センター_換気送風機保守点検業務
・第二学校給食センター_水道水質検査業務
・第二学校給食センター_厨房機器保守点検業務
・第二学校給食センター_防虫防鼠駆除業務
・第二学校給食センター_水フィルター清掃業務

・草津市消防団第8分団詰所_消防設備保守点検業務
→奧山ポンプ商会
・第二学校給食センター_簡易専用水道点検業務
→受水槽清掃点検業務：株式会社信和美
　受水槽水質検査業務：新設施設であり、R4.12現在未実施
・第二学校給食センター_換気送風機保守点検業務
→新設施設であり、R4.12現在未実施
・第二学校給食センター_水道水質検査業務
→新設施設であり、R4.12現在未実施
・第二学校給食センター_厨房機器保守点検業務
→株式会社中西製作所京都営業所
・第二学校給食センター_防虫防鼠駆除業務
→有限会社サニター
・第二学校給食センター_水フィルター清掃業務
→新設施設であり、R4.12現在未実施
・フロン排出抑制法定期点検業務→株式会社信和美（前回Ｒ２実施）

85 別紙B-1_保守
管理業務リス
ト

契約事業者 以下の契約業者名の連絡先をご教示下さい。
・岡本電気設備管理事務所
・松井電気設備管理事務所
・迫電気設備管理事務所
・小林電気設備管理事務所
・岡本電気設備管理事務所
・ライフ(株)草津営業所
・コミュニティ支援センター運営会

岡本電気設備管理事務所→077-565-0564
松井電気設備管理事務所→ 077-565-1217
迫電気設備管理事務所→077-535-7536
小林電気設備管理事務所→077-565-2367
岡本電気設備管理事務所→ 077-565-0564
ライフ(株)草津営業所→ 077-548-7690
コミュニティ支援センター運営会→077-563-0932

86 別紙B-1_保守
管理業務リス
ト

358_各種清掃
点検業務（受
水槽・床ワック
ス・窓ガラス清
掃）

受水槽清掃の内容が分かる資料(数量、頻度、報告書等)を
ご開示下さい。

別紙B-1のNo.358の業務で対象としている受水槽は、別紙4のNo.130
の受水槽となります。

87 別紙B-2_事後
修繕業務実
績

─ 以下2施設の実績が見受けられません。2019～2021年度に
修繕は発生していない認識でよろしいでしょうか。
・草津市消防団第8分団詰所
・草津コミュニティ支援センター

御理解のとおりです。

88 別紙Ｃ計画修
繕一覧

概算工事金額 記載されている概算工事金額についてはすべて令和5年度
に実施するのではなく今後の5年間で実施すればいいとの
理解で宜しいでしょうか

令和6年度から令和10年度の4.5年間で実施し、1年当たりの金額は概
ね等しくなるよう計画します。

89 別紙4 簡易専用水道 草津市立図書館の給水設備保守点検業務、簡易水道法
定検査業務実施事業者をご教示下さい。

令和3年度の業務実施者は、別紙B-1のNo.468に示す契約業者となり
ます。

90 別紙4 簡易専用水道 草津市立教育研究所の給水設備保守点検業務、簡易水
道法定検査業務実施事業者をご教示下さい。

令和3年度の業務実施者は、別紙B-1のNo.358に示す契約業者となり
ます。



No. 該当資料 該当箇所 質問内容 回答
91 別紙5-2 1P

1.2勤務期間・
勤務時間及び
所要人数

現在の勤務時間を参考にご教示下さい。また、所要人員や
勤務時間は提案で体制を見直すことは可能でしょうか。
例)8:00～翌8:00×2名(実働16h、仮眠4h、休憩4h)

現行の勤務体制や1日の勤務スケジュールは以下のとおりです。
・日勤０９：００～１８：００　１名（休憩１Ｈ）
・２４勤０９：００～翌０９：００　２名（休憩１．５Ｈ、仮眠４Ｈ）　４８Ｈ休
　７名でローテーション
・駐車場誘導０８：３０～１７：３０　２名（休憩１Ｈ）
なお、現行に関わらず別紙5-2の別紙3.に示す委託時間および従事
人員が確保されていれば、体制やスケジュールは提案に委ねます。

92 別紙5-2 1P
1.2勤務期間・
勤務時間及び
所要人数

仮眠場所をご教示下さい。また、仮眠室は業務から隔離さ
れ仮眠が妨害されない環境である理解で宜しいでしょうか。

・１階の守衛室に隣接する休憩スペース（和室６畳間）が仮眠室を兼ね
ております

93 別紙5₋2 P1
1.2.勤務期間・
勤務時間及び
所要人数

仮眠について、仮眠場所は労働基準法等に基づき、警報
装置などが設置されておらず、労働から解放される場所が
必要ですが、利用させて頂ける部屋をご教示ください。

・１階の守衛室に隣接する休憩スペース（和室６畳間）が仮眠室を兼ね
ております

94 庁舎等総合
管理（草津市
庁舎、さわや
か保健セン
ター、アミカ
ホール、立体
駐車場）

警備 現行の勤務体制をご教示お願い致します。 No.91を参照ください。

95 別紙5-2 1P
1.2勤務期間・
勤務時間及び
所要人数

1日の勤務スケジュールを参考にご開示下さい。 No.91を参照ください。

96 別紙5-2 P1
1.3.留意事項

従事する警備員においては、公的資格の所持条件は特に
ない、という認識でよろしいでしょうか。

御理解のとおりですが、警備業法第14条に抵触しないようにしてくださ
い。

97 別紙5-2 1P
1.3留意事項

65歳以上であっても健康面に問題なく支障がないものは貴
市の承認があれば配置が可能という理解で宜しいでしょう
か。

御理解のとおりです。

98 別紙5-2 4P
3委託時間お
よび従事人員

(1)～(5)の勤務体制をご教示ください。また、所要人員や勤
務時間は提案で体制を見直すことは可能でしょうか。
例)(1)8:00～翌8:00×1名(実働16h、仮眠4h、休憩4h)

別紙5-2の別紙3.に示す委託時間および従事人員が確保されていれ
ば、体制は提案に委ねます。

99 別紙5-2 ─ 見学会において防犯カメラと思われる機器を見かけました
が、保安警備業務に防犯カメラのモニター監視は含まれる
でしょうか。

モニター監視は業務としての位置づけはありませんが、不審者等の発
見や各種事故防止等、業務の実施に活用いただきます。

100 庁舎等総合
管理（草津市
庁舎、さわや
か保健セン
ター、アミカ
ホール、立体
駐車場）ほか

別紙6
ボイラー

型番やメーカーなどの開示をお願い致します。 仕様書別紙６「メーカー」「型式等」の欄を参照ください。

101 別紙10-1 日常清掃 清掃業務一覧の「作業日時」について、時間内に作業が完
了した場合、常駐していなくても問題ない認識で相違ありま
せんでしょうか。

御理解のとおりです。

102 草津市庁舎、
さわやか保健
センター、アミ
カホール、立
体駐車場

清掃業務についての配置時間、人数設定は各社の提案で
よろしいでしょうか。現行の人数とシフトのご開示をお願い
致します。

前段は、御理解のとおりです。
後段の現行の人数とシフトは以下の通りです。
・本庁舎・保健センター・アミカホール・駐車場・外回り
　０８：３０～１７：００　2名　（休憩１Ｈ）
　１０：００～１９：００　1名　（休憩１Ｈ）
　０８：３０～１２：００　1名　（休憩なし）
　１０：００～１５：００　1名　（休憩１Ｈ）
　１３：３０～１６：３０　1名　（休憩なし）
　１８：００～２１：００　2名　（休憩なし）

103 別紙10-1 草津市役所
定期清掃

剥離清掃は3年に1回という理解で宜しいでしょうか。 御理解のとおりです。

104 別紙10-1 草津市役所
定期清掃

ガラス清掃の対象面積(㎡)が分かる立面図をご開示下さ
い。
また、丸環を用いた吊作業想定との理解で宜しいでしょう
か。

・別紙図面資料を参照ください
・丸環を用いたロープ清掃です。
（アミカホールについては、三連梯子を用いて清掃しております）

105 別紙10-1 草津市役所
定期清掃

吹出口清掃の対象箇所が分かる資料をご開示下さい。 資料として開示できるものはございません。

106 別紙10-1 草津市役所
定期清掃

池及びせせらぎの対象範囲が分かる資料、作業報告書を
参考ご開示下さい。

資料として開示できるものはございません。

107 別紙10-1 草津市役所
定期清掃

レース・ドレープカーテンの対象数量、クリーニング内容が
わかる資料をご開示下さい。

・ドレープカーテン：ドライクリーニング
・レースカーテン水洗い
・対象数量等：別添資料を参照ください。

108 別紙10-1 定期清掃
(剥離清掃)

剥離清掃につきまして、「16.草津市役所と同仕様」との記
載のある施設(18. 市役所立体駐車場41.さわやか健康セン
ター116. アミカホール)は、3年間で全エリアの実施との認
識で相違ありませんでしょうか。

御理解のとおりです。

109 別紙10-1 NO16定期清
掃
(レース・ドレー
プカーテン清
掃)

レース・ドレープカーテン清掃は、どのような方法での清掃
でしょうか。例えば、除塵作業、または持ち帰って洗浄し完
了後、後日納品等、ご教示ください。
また、カーテンのサイズおよび枚数をご教示頂けますでしょ
うか。

・洗濯方法はレースカーテンは、現地に洗濯車を用いて行っておりま
す。
・ドレープカーテンは、持ち帰り後日納品です。
・サイズや枚数：別添資料を参照ください。

110 別紙10-1 日常清掃 33.草津コミュニティ支援センターについて、館内・屋外清掃
の現在の実施時間および年間実施日数をご教示頂けます
でしょうか。

土・日
16:30～21:30×1名（夜間管理業務と兼任）

111 庁舎等総合
管理（草津市
庁舎、さわや
か保健セン
ター、アミカ
ホール、立体
駐車場）ほか

清掃 ガラス清掃は対象外としてよろしいですか。実施が必要で
あれば、対象面積と回数のご教示をお願い致します。方法
は丸環でのロープ清掃となりますか。

・ガラス清掃は必要です（トップライトは除く）。
・面積としてはご提示できませんが、対象箇所は別紙のとおりです。
・方法は、丸環を使用した、ロープ清掃です。

112 別紙10-1 草津中央おひ
さまこども園
定期清掃

ガラス清掃の対象面積(㎡)が分かる立面図をご開示下さ
い。
また、丸環を用いた吊作業想定との理解で宜しいでしょう
か。

ガラス清掃の対象面積(㎡)が分かる立面図はございません。
清掃箇所：２階窓（はめ殺し）およびスロープの外面 外面の作業時に
は、はしごを使用

113 別紙10-1 草津市立図書
館

ガラス清掃の対象面積(㎡)が分かる立面図をご開示下さ
い。
また、丸環を用いた吊作業想定との理解で宜しいでしょう

外面ガラス清掃は円環を用いた吊作業でなく、高所作業車での実施
です。



No. 該当資料 該当箇所 質問内容 回答
114 別紙10-1 草津市立図書

館
階段、ホール、通路の床材(繊維床、弾性床)ごとの各面積
をご教示下さい。

繊維床：１階　１００．９２㎡
　　　　　２階　９６．４㎡
　　　　　３階　８１．８４㎡　　　繊維床面積　延べ２７９．１６㎡
弾性床：１階　５０．７㎡
　　　　　２階　１９．８㎡
　　　　　３階　１９．８㎡　　　　弾性床面積　延べ９０．３㎡

115 別紙10-1 草津市立図書
館

トイレの清掃面積(㎡)をご教示下さい。 １階～３階　男子トイレ　各１４．９㎡
１階～３階　女子トイレ　各１４．９㎡
１階～３階　多目的トイレ　各５．５㎡
合計約１０５．９㎡　です。

116 別紙10-1 草津市立図書
館

点検対象の照明器具の個数をご教示下さい。また内容は
交換作業・処分(管球代別途)のみの理解で宜しいでしょう
か。年間の交換件数を参考にご教示下さい。

図書館駐輪場内照明9箇所が対象です。内容はお見込みのとおり、
「交換作業・処分(管球代別途)のみ」です。年間の交換件数は概ね２
件／年です。

117 別紙10-1 草津市立図書
館

エアコン、ロスナイのフィルター清掃の対象枚数をご教示下
さい。

枚数は不明ですが、
ロスナイ一式は２台
フィルター付きガスヒートポンプ室内機は１３台設置しています。

118 別紙10-1  定期清掃
(フィルター清
掃)

127.草津市立図書館のエアコン及びロスナイ(換気空清機)
について、各機器のフィルターの枚数をご教示頂けますで
しょうか。

枚数は不明ですが、
ロスナイ一式は２台
フィルター付きガスヒートポンプ室内機は１３台設置しています。

119 別紙10-1 草津市立図書
館

散水作業、屋外清掃にかかる1日当たりの清掃時間を参考
にご教示下さい。

季節や天候等により業務量が異なるため、参考時間はありません。

120 別紙10-1 定期清掃
(ガラス清掃)

ガラス清掃の対象は、内面のみ・外面のみ・または両方のど
れか下記対象施設ごとにご指定をお願いします。また、外
面ガラス作業について高所作業車やローリングタワーが必
要な個所はないという認識でよろしいでしょうか。
(16.草津市役所、17.旧法務庁舎、18.市役所立体駐車場、
41.さわやか健康センター、60.草津中央おひさまこども園、
116.アミカホール、127.草津市立図書館、130.教育研究所)

○教育研究所
ガラス清掃は両面をしていただいています。2階建ての施設ですので、
高所作業車などは必要ないかと思われます。
○総務課
・内面および外面の両方が対象です。
・高所作業車やローリングタワーは使用していません。
（丸環を用いたロープ清掃ですが、アミカホールの前面清掃は、三連
梯子を用いて清掃を行っております）
○図書館
内面・外面の両方です。外面作業は高所作業車が必要となります。
○幼児施設課
清掃箇所は、：２階窓（はめ殺し）およびスロープの外面 外面の作業時
には、はしごを使用。

121 別紙10-1 定期清掃
(ガラス清掃)

ガラス清掃について、下記施設の窓ガラスおよび扉ガラス
の面積をご教示頂けますでしょうか。
 (16.草津市役所、17.旧法務庁舎、18.市役所立体駐車
場、41.さわやか健康センター、60.草津中央おひさまこども
園、116.アミカホール、127.草津市立図書館、130.教育研
究所)

○教育研究所
面積をお示しできるような資料は申し訳ないのですがございません。
○図書館
６．７２㎡　×２枚
２．４２㎡　×２枚
９．７２㎡　×１枚
２０．４㎡　×１枚
３８．７６㎡　×１枚
２２．８㎡　×１枚
以上延べ面積　計１０９，９６㎡　です。
○幼児施設課
窓ガラスおよび扉ガラスの面積は不明です。
○総務課
・面積としてはご提示できませんが、対象箇所は別紙○○のとおりで
す。

122 別紙10-1 定期清掃
(剥離清掃)

下記施設の定期清掃に洗浄ワックスの記載がありますが、
剥離は実施しない認識でよろしいでしょうか。
(127.草津市立図書館、130.教育研究所)

図書館は年に１回剥離を実施してください。教育研究所はポリッシャー
で洗浄した後ワックスがけすることとしており、剥離は実施しません。

123 別紙10-1 清掃業務 下記施設について、別紙10-2のような清掃管理業務面積
表を頂けますでしょうか。(33.草津コミュニティ支援セン
ター、37.草津市まちなか交流施設、60.草津中央おひさま
こども園、127.草津市立図書館、130教育研究所)

○教育研究所
床ワックス清掃業務
① ２階研修室兼教科書センター（180㎡）
１階廊下（65㎡）、２階の廊下（78㎡）、階段の洗剤清掃とワックス掛け
② １階のホール（40㎡）・風除室の洗剤清掃
○図書館
別紙【図書館】様式10-2をご覧ください。
○幼児施設課
清掃管理業務面積表は作成しておりません。
○商工観光労政課
清掃管理業務面積表が存在しないため、作業場所を記載した清掃報
告書と建物の図面を添付します。
○まちづくり協働課
清掃管理業務面積表は作成しておりません。
（参考）
・敷地面積　　277.72㎡
・建物内フロア面積　318.04㎡　（1階　155.54㎡、２階　162.50㎡）

124 別紙10-3 旧法務局庁舎
清掃範囲

清掃対象範囲の床材をご教示下さい。 ・ビニル床タイルです。（２階の一部はPタイル）

125 別紙10-4 草津宿街道交
流館

玄関スペース(58.5㎥)の床材をご教示下さい。 玄関スペースの床材は花崗岩です。

126 別紙13-1 常盤団地 R7以降再設置予定の遊具の詳細をご教示下さい。詳細が
不明の場合は別途費用として見積対象外としても宜しいで
しょうか。

未定のため、別途費用として見積対象外としてください。

127 別紙14 保守点検内容 不具合発生時の不具合原因の特定及び復旧等処置は事
後修繕費に含まれる認識で宜しいでしょうか。保守に含む
場合、年間の想定不具合発生頻度と内容をご教示下さい。

不具合発生時の不具合原因の特定は、仕様書1.15.に基づき受託者
の負担となり、復旧等処置は事後修繕の対象となります。
現在のところ、不具合発生はしていないため、不具合に関する想定は
できません。

128 別紙16-1 4P
3.1技術員の
資格等

65歳以上であっても健康面に問題なく支障がないものは貴
市の承認があれば配置が可能という理解で宜しいでしょう
か。

御理解のとおりです。

129 別紙16-1 4P
3.1技術員の
資格等

電気主任技術者を保安協会等へ外部選任することは問題
ない認識で宜しいでしょうか。

電気事業法に定める電気主任技術者の選任の規定に抵触しないよう
にしてください。

130 別紙16-1
日常点検業
務（市役所
等）
設備日常運
転保守管理
業務

P4
3.保守技術員
等

3.1技術員の資格等について、「⑦建築物清掃管理評価資
格者の配置」とありますが、有資格者指定し、必要時に手配
出来る状態でよろしいでしょうか。

御理解のとおりです。



No. 該当資料 該当箇所 質問内容 回答
131 別紙16-1 4P

3.2勤務時間
所要人員や勤務時間は提案で体制を見直すことは可能で
しょうか。

別紙16-1 3.2.に示す勤務時間帯、勤務日、所要人員が確保されてい
れば、体制は提案に委ねます。

132 草津市庁舎、
さわやか保健
センター、アミ
カホール、立
体駐車場

別紙16-1 設備日常運転保守管理業務について、勤務時間と人員に
ついて、開庁日（主任1名、技術員4名）とありますが、人数
の変更は可能でしょうか。また、草津市庁舎の技術員にて、
包括管理開始後の巡回点検の対応などを兼任する提案は
可能でしょうか。現行シフトを参考に開示お願い致します。

前段について、適切に業務が実施できるのであれば人数の変更は可
能です。後段についても同様です。現行シフトは以下の通りです。
・所長：1名
・電気主任技術者：1名
・設備員：3名
・勤務時間：８：１５～１７：１５（全員）

133 別紙16-1 4P
5.5クレーム処
理

年間の小修繕発生件数を参考にご開示下さい。 130万円未満の修繕件数は、H30－562件、R1-554件、R2-802件で
す。

134 別紙16-1
日常点検業
務（市役所
等）
設備日常運
転保守管理

P5
5．業務の種別

5.1電気主任技術者業務について、電気主任技術者を外
部委託（保安協会）とする事は可能でしょうか。

No.129を参照ください。

135 別紙17 2.業務時間 現在の勤務体制をご教示ください。また、所要人員や勤務
時間は提案で体制を見直すことは可能でしょうか。
例)草津市役所8:30～17:15×1名(実働7.75h、休憩1h)

現在の勤務体制は別紙17に記載の通りです。別紙17に記載の配置が
できる範囲での体制の見直しは可能です。

136 評価基準 【価格提案】 計算結果が20点を超える場合は、20点とするとありますが、
どのような場合になりますでしょうか。

誤植です。
計算結果が20点を超えることはありませんので、「下記計算式によるも
のとし、結果が 20点を超える場合は、 20点とする。」を「下記計算式に
よるものとし、計算した得点の小数点第3位を四捨五入する。」に変更
します。137 様式第５号 ─ 「２　本業務に有用な技術者職員の状況（専門分野別の技

術者職員の状況）」とありますが、「専門分野」にはどのよう
な内容を記載すればよいでしょうか。

仕様書に記載する対象業務から様式第5号2に記載する資格等に対
応する代表的な業務を記載してください。

138 様式第7-1号
～第7-9号

【共通項目】 事業者 （共同事業体で応募する場合は各構成事業者 の
企業名を特定又は推測できる表記及びロゴ等の表示は、
一切しないこと。とありますが、他管理実績の記載は企業名
を推測できる表記に該当しないと考えてよろしいでしょうか。

御理解のとおりです。
ただし、発注者の名称は表示しないでください。

139 契約書（案） 別紙１の〇と△と×の違いは何ですか。 〇は当業務の対象業務及び対象施設です。△は現在、指定管理業
務中の施設であり、指定管理業務期間終了後、市内部での調整・協
議の結果により、対象施設及び対象業務になる可能性のある施設で
す。✕は当業務の対象外の施設及び業務です

140 施設図面等
配布CD

定期点検 11月30日（水）の対象施設見学会の際に受け取りましたCD
のデータ内、定期点検フォルダーにある各施設の「定期点
検・劣化度調査報告書」について、当該報告書作成にかか
る業務は、本業務の保守管理業務の対象業務に含まれて
いないという認識で相違ありませんでしょうか。

御理解のとおりです。

141 図面・資料に
ついて

現地説明会にて、CDでデータを頂きましたが、PDFファイ
ルで共有頂くことは可能でしょうか。

CDでお渡ししたデータはPDFとPDFに使用されている図面のCAD
データであり、既にPDF化されています。

142 現場確認 仕様書のみで不明点があった場合、アポイントの上現地確
認することは可能でしょうか。

可能かどうかは施設所管課の判断になります。現地確認を希望する場
合は総務課にお申し出いただき、個別に回答させていただきます。

143 草津市
ファシリティマ
ネジメント推進
基本方針

11P 「一元管理システム」について、現在貴市において、既に導
入・活用されているシステムと考えてよろしいでしょうか。導
入・活用されている場合、システムの詳細等が分かる資料を
ご開示いただけますでしょうか。また、システムにデータ等
を入力しているご担当者はどのような組織に属する方でど
の程度の業務負担が生じておりますでしょうか。

御理解のとおりであり、BIMMSを導入しています。
総務課の会計年度任用職員がデータ入力を担っており、これに係る時
間は年間で50時間程度です。公共建築課の職員が工事に係るデータ
を総務課に渡すこととなっており、これに係る時間は年間30時間程度
です。


