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はじめに 

 

木更津市（以下「市」という。）は、木更津市庁舎整備事業（以下「本事業」という。）につい

て、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図り、民間と行政のパートナーシップのもと

で、本事業を効率的・効果的に推進するため、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促

進に関する法律」（平成１１年法律第１１７号。以下「ＰＦＩ法」という。）に基づく事業として

実施することを検討している。 

本事業に関し、ＰＦＩ法に基づく特定事業の選定及び特定事業を実施する事業者（以下「選定

事業者」という。）の選定を行うにあたって、ＰＦＩ法第５条第１項の規定により実施方針を定め

たので、同条第３項に基づき、次のとおり公表する。 
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第1  特定事業の選定に関する事項 

1 事業内容に関する事項 

(1) 事業名称 

木更津市庁舎整備事業 

(2) 公共施設等の管理者の名称 

木更津市長 水越 勇雄  

(3) 事業の目的  

現在の本庁舎は、昭和 47年に建設され、40年以上が経過し、耐震性能不足の問題があり、

更に老朽化や狭隘化による機能分散、高度情報化への対応、バリアフリー対応等において市

民サービスや行政効率の低下を招いている。 

この状況を鑑み、市では庁舎整備検討委員会を発足し、平成２５年４月に「庁舎整備基本

構想」を策定し、建替えに向けた具体的な構想をまとめた。更に、同年１０月に新庁舎設計

の指針となる「庁舎整備基本計画」を策定した。 

整備にあたっては、ＰＦＩ法に基づく事業として実施する。設計・建設及び維持管理・運

営を一体的に実施することにより、民間事業者の創意工夫の発揮によって公共サービスの質

の向上と財政負担の縮減がより一層期待されるところである。 

(4) 事業方式 

選定事業者が木更津市庁舎（以下「本施設」という。）の設計・建設を行った後、市に所

有権を移転し、事業期間終了までの間、本施設の維持管理・運営を行うＢＴＯ（Build 

Transfer Operate）方式とする。 

(5) 事業期間 

本事業の事業期間は、事業契約締結日の翌日から平成４４年３月末日までとする。 

設計・建設期間 

事業契約締結日の翌日～平成２９年９月３０日 

うち、既存施設の解体・駐車場整備期間 

平成２８年１２月１日～平成２９年９月３０日 

維持管理・運営期間 平成２８年１０月１日～平成４４年３月３１日 

(6) 事業範囲 

選定事業者が行う本事業の業務範囲は次のとおりである。なお、業務範囲の詳細について

は、入札公告時に公表する要求水準書において示す。 
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① 資金調達業務 

② 設計・建設段階 

ア 設計に関する業務 

(ｱ) 事前調査業務 

(ｲ) 設計（基本設計・実施設計）及び関連業務 

(ｳ) 各種申請業務 

イ 建設に関する業務 

(ｱ) 施工及び関連業務 

(ｲ) 各種申請に関する業務 

(ｳ) 什器・備品設置業務 

ウ 既存施設の解体及び撤去工事に関する業務 

(ｱ) 解体設計業務 

(ｲ) 解体及び撤去工事業務 

エ 駐車場・外構整備に関する業務 

オ 工事監理業務 

③ 維持管理・運営段階 

ア 維持管理業務 

(ｱ) 建築物保守管理業務 

(ｲ) 建築設備保守管理業務 

(ｳ) 駐車場・駐輪場保守管理業務 

(ｴ) 外構施設保守管理業務 

(ｵ) 植栽管理業務 

(ｶ) 清掃業務 

(ｷ) 環境衛生管理業務 

(ｸ) 安全管理業務 

(ｹ) 什器・備品管理業務 

(ｺ) 修繕･更新業務 

イ 運営業務 

(ｱ) 受付業務 

(ｲ) 電話交換業務 

(ｳ) 公用車運行管理業務 

ウ 付帯事業 

(ｱ) 食堂及びカフェ運営業務 

(ｲ) 売店運営業務 

(ｳ) 自動販売機運営業務 

(ｴ) その他選定事業者による提案事業 

 

 



 

3 

 

※ 事業期間中の本施設の機能・性能を維持するために必要となる修繕･更新業務につ

いては、その内容、規模の大小等を問わず、選定事業者が行う業務に含めるもの

とする。 

※ 本施設の維持管理・運営業務に係る光熱水費は、食堂及び売店等の運営業務を除

き、市が負担する。 

(7) 付帯事業 

選定事業者は、付帯事業として、維持管理・運営期間中、食堂及びカフェ運営業務、売店

運営業務、自動販売機運営業務を実施するものとし、これらの業務における負担の官民分担

を下表に示す。なお、食堂及びカフェ運営業務、売店運営業務に供する行政財産については、

市はＰＦＩ法第６９条の規定に基づき、貸付を行う。貸付に係る賃借料等は、無償とする予

定である。また、自動販売機運営業務に関しては、地方自治法第 238条の 4第 7項の規定に

基づき、行政財産の目的外使用許可を行う。使用料については有償とする予定である。 

 
整備分類 対象例※１ 

初期 

整備 

事業期間中 

の修繕･更新 

事業期間 

終了時の措置 

① 一次配管以降 

付帯事業に 

係る工事 

内装、照明、厨房機器、

棚、カウンター等 市※２ 
選定 

事業者 

要求水準を満

足する状態で

残置 

② 

什器・備品 

家電、調理器具、鍋、

皿、机･椅子、棚、レ

ジ等 

選定 

事業者 

選定 

事業者 

選定事業者が

撤去 

※１ ①については据付のもの、一方、②については可動のものを対象とする。 

※２ 下記(8)①に示す設計･建設業務の対価として支払う。 

※３ 上表に示す以外の維持管理・運営（光熱水費、通信費等含む）に係る費用は、選定事業者の負担と

する。 

上記の他、市の承諾を条件として、選定事業者による提案事業を実施できるものとする。

提案事業については、全て選定事業者の負担により実施し、また、行政財産の貸付に係る使

用料等の条件については、市と選定事業者との協議により決定するものとする。 

(8) 選定事業者の収入 

本事業における選定事業者の収入は、次のとおりである。 

① 設計・建設業務の対価   

市は、本施設の設計・建設に関する業務の対価について、ＰＦＩ法第１４条に基づいて

市と選定事業者の間で締結する事業契約（以下「事業契約」という。）において予め定め

る額を、建設一時金として、新庁舎の引渡し及び所有権移転の際に、選定業者に支払う。

なお、建設一時金は 4,000,000,000円を予定している。建設一時金に関する詳細について

は、入札公告時に明らかにする。 

また、市への本施設所有権移転後、事業期間終了までの間に前記の建設一時金を控除し

た額を毎年四半期毎の割賦方式により選定事業者に支払う。 

② 維持管理・運営業務の対価 

市は、維持管理に関する業務の対価について、市への所有権移転後、事業期間終了まで

の間に事業契約に定める額を、毎年四半期毎に選定事業者に支払う。 
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③ 付帯事業の対価 

食堂、売店及び自動販売機の運営事業や選定事業者の提案による付帯事業の収入につい

ては、選定事業者に帰属するものとする。 

(9) 事業スケジュール（予定） 

事業のスケジュール（予定）は次のとおりである。 

基本協定の締結 平成２６年５月上旬 

特定事業仮契約の締結 平成２６年５月下旬 

事業契約に係る議会の議決（本契約の締結） 平成２６年６月下旬 

設計・建設期間 平成２６年６月～平成２８年９月３０日 

新庁舎の引渡し及び所有権移転 平成２８年 ９月３０日 

新庁舎供用開始  平成２８年１０月 １日 

旧庁舎から新庁舎への移転期間 
平成２８年１０月 １日 

～平成２８年１１月３０日（予定） 

解体・駐車場等整備期間 
平成２８年１２月 １日 

～平成２９年 ９月３０日 

駐車場等の引渡し及び所有権移転 平成２９年 ９月３０日 

維持管理・運営期間 
平成２８年１０月 １日 

～平成４４年 ３月３１日 

(10) 事業の実施に必要と想定される根拠法令等 

本事業を実施するにあたって選定事業者は、以下の①～②に示す本事業に関連する各種法

令（施行令及び施行規則等を含む）、条例、規則、要綱等を遵守すること。また、同③～④

に示す各種基準・指針等についても本事業の要求水準に照らし参考とすること。 

なお、以下に本事業に関する主な関係法令等を示す。 

① 法令 

・建築基準法 

・都市計画法 

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法） 

・消防法 

・駐車場法 

・下水道法 

・水道法 

・水質汚濁防止法 

・土壌汚染対策法 

・地球温暖化対策の推進に関する法律 

・騒音規制法 

・振動規制法 

・電気事業法 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法） 
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・資源の有効な利用の促進に関する法律 

・官公庁施設の建設等に関する法律 

・建築士法 

・建設業法 

・地方自治法 

・警備業法 

・労働基準法 

・労働安全衛生法 

・労働安全衛生規則 

・石綿障害予防規則 

・個人情報の保護に関する法律 

・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ビル管法） 

・エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネルギー法） 

・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法） 

・屋外広告物法 

・食品衛生法 

・食品循環資源の再利用等の促進に関する法律 

・道路運送法 

・会社法 

・電波法 

・健康増進法 

・その他関連する法令等 

② 千葉県・木更津市の条例等 

・千葉県福祉のまちづくり条例 

・千葉県都市計画施設等の区域内における建築の許可等に関する規則 

・千葉県屋外広告物条例 

・千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例 

・千葉県環境基本条例 

・千葉県環境保全条例 

・千葉県建築基準法施行条例 

・千葉県公共事業景観形成指針 

・千葉県土木工事共通仕様書 

・木更津市建築基準法施行細則 

・木更津市火災予防条例 

・木更津市火災予防施行規程 

・木更津市危険物の規制に関する規則 

・木更津市宅地造成等規制法施行細則 
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・木更津市都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する施行細則 

・木更津市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則 

・木更津市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 

・木更津市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例 

・木更津市建築物における駐車施設の附置等に関する条例 

・木更津市都市公園条例 

・木更津市下水道条例 

・木更津市環境保全条例 

・その他関連する条例、規程等 

③ 官庁営繕関係基準等（最新版） 

・新営一般庁舎面積算定基準 

・官庁施設の基本的性能基準 

・官庁施設の総合耐震計画基準 

・官庁施設の環境保全に関する基準（グリーン庁舎基準） 

・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 

・公共建築工事標準仕様書 

・建築物解体工事共通仕様書 

・建築保全業務共通仕様書 

・公共建築設備工事標準図 

・官庁施設の設計業務等積算基準 

・建築設計基準 

・建築構造設計基準 

・建築工事設計図書作成基準 

・建築工事標準詳細図 

・構内舗装・給排水設計基準 

・擁壁設計標準図 

・敷地調査共通仕様書 

・建築設備計画基準 

・建築設備設計基準 

・建築設備工事設計図書作成基準 

・排水再利用・雨水利用システム計画基準 

・公共建築工事積算基準 

・公共建築工事標準歩掛り 

・公共建築数量積算基準 

・公共建築設備数量積算基準 

・公共建築工事共通費積算基準 

・公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編、設備工事編） 

・公共建築工事見積標準書式（建築工事編、設備工事編） 
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・建設リサイクル法関連 

・建設リサイクル推進計画 2002 

・建設副産物適正処理推進要領 

・建設リサイクルガイドライン 

・公共建設工事における再生資源活用の当面の運用について 

・公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領 

・建築工事における建設副産物管理マニュアル 

・室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的想定方法について 

・自転車駐車場整備マニュアル（計画・設計・管理・運営） 

・自転車等駐車場設置技術の手引き検討調査（報告書） 

・路上自転車・自動二輪等駐車場設置指針同解説 

・駐車場設計・施工指針 同解説 

・その他関連する建築学会等の基準・指針等 

④ 木更津市における設計基準・指針等 

・木更津市都市計画マスタープラン 

・低炭素建築物新築等計画の認定に関する取扱要綱 

・木更津市宅地開発指導要綱 

・その他関連する木更津市の基準・指針等 
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2 特定事業の選定及び公表に関する事項 

(1) 選定基準 

市は、本事業をＰＦＩ事業として実施することで、事業期間を通じた市の財政負担の縮減

が期待できる場合、又は市の財政負担額が同一の水準にある場合において、公共サービスの

水準の向上が期待できる場合に、ＰＦＩ法第７条に基づき本事業を特定事業に選定する。 

(2) 特定事業の選定の方法 

本事業をＰＦＩ法に基づき実施するにあたっては、民間の資金、経営能力及び技術的能力

の活用等の観点から客観的に評価を行う。具体的には、将来の費用と見込まれる財政負担総

額を算出の上、これを現在価値に換算することにより評価を行う。 

公共サービスの水準は、できる限り定量的な評価を行うこととするが、定量化が困難な場

合には、客観性を確保した上で定性的な評価を行う。 

(3) 選定手順 

市は、次の手順により客観的評価を行い、評価の結果を公表する。 

① 市の財政負担見込額による定量的評価 

② 選定事業者に移転されるリスクの評価 

③ ＰＦＩ事業として実施することの定性的評価 

④ 上記による総合的評価 

(4) 選定結果の公表 

本事業を特定事業として選定した場合には、ＶＦＭ評価を明らかにした上で、市のホーム

ページで公表する。なお、事業の実施可能性についての客観的な評価の結果等に基づき、特

定事業の選定を行わないこととした場合も、同様に公表する。 
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第2  事業者の募集及び選定に関する事項 

1 事業者選定に関する基本的事項 

(1) 基本的な考え方 

本事業は、設計・建設段階から維持管理・運営段階の各業務を通じて、民間事業者の効率

的・効果的かつ安定的・継続的なサービスの提供を求めるものであり、民間事業者の幅広い

能力・ノウハウを総合的に評価して選定する必要があることから、事業者の選定にあたって

は、市の財政負担額、提案されるサービス内容をはじめ、設計内容、建設能力、維持管理能

力、運営能力、資金調達能力及び地域経済貢献（建設、調達、維持管理、運営における地元

企業参加や地域雇用等）等を総合的に評価することとする。 

(2) 選定の方法 

本事業における事業者の募集及び選定については、競争性・透明性の確保に配慮した上で、

総合評価一般競争入札により行うものとする。 

(3) 審査の方法 

審査は、資格審査と提案審査の二段階で実施する。 

なお、提案書類の提出方法等については、入札公告時に明らかにする。 

① 資格審査 

入札参加者に対し、参加表明書及び資格審査に必要な書類の提出を求める。 

② 提案審査 

資格審査通過者に対し、提案内容を記載した提案書類の提出を求める。 

(4) 審査委員会の設置 

市は、学識経験者及び市職員等から構成される「木更津市庁舎整備事業に係るＰＦＩ事業

者等審査委員会」（以下「審査委員会」という。）を設置し提案審査を実施する。 

(5) 入札の中止等 

競売入札妨害又は談合行為の疑い、不正又は不誠実な行為等により入札を公正に執行でき

ないと認められるとき、又は競争性を確保し得ないと認められるときは、入札の執行延期、

再入札公告又は入札の取り止め等の対処を図る場合がある。 

(6) 落札者を選定しない場合 

事業者の募集及び選定の過程において、入札参加者が無い、あるいは、いずれの入札参加

者も市の財政負担額の縮減が見込めない等の理由により本事業をＰＦＩ事業として実施す

ることが適当でないと判断された場合には、特定事業の選定を取り消すこととし、その旨を

速やかに公表する。 
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2 事業者の募集及び選定の手順に関する事項 

(1) 事業者の募集及び選定のスケジュール 

事業者の募集及び選定にあたっては、次の手順及びスケジュールで行うことを予定してい

る。 

実施方針の公表 平成２５年１０月３１日 

実施方針に関する質問及び意見の受付 
平成２５年１１月 １日～ 

１１月 ８日 

実施方針に関する質問への回答及び意見の公表 平成２５年１１月２２日 

要求水準書（案）の公表 平成２５年１１月下旬 

要求水準書（案）に関する意見の受付 
平成２５年１２月 ２日～ 

１２月１３日 

特定事業の選定・公表 平成２５年１２月中旬 

入札公告（入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、

基本協定書(案)、事業契約書（案）の公表） 

平成２５年１２月下旬～ 

平成２６年 １月上旬 

入札説明書等に関する質問（第１回）の受付 平成２６年 １月上旬 

入札説明書等に関する質問（第１回）への回答公表 平成２６年 １月中旬 

入札参加表明書等の受付 平成２６年 １月下旬 

資格審査結果の通知 平成２６年 ２月中旬 

入札説明書等に関する質問（第２回）の受付 平成２６年 ２月中旬 

入札説明書等に関する質問（第２回）への回答公表 平成２６年 ２月下旬 

入札及び提案書類の受付 平成２６年 ３月下旬～４月上旬 

落札者の決定及び公表 平成２６年 ４月下旬 

基本協定の締結 平成２６年 ５月上旬 

特定事業仮契約の締結 平成２６年 ５月下旬 

事業契約に係る議会の議決（本契約の締結） 平成２６年 ６月下旬 

 

(2) 実施方針に関する質問及び意見の受付 

実施方針に関する質問意見の受付は、次の手順により行う。 

① 質問及び意見の方法 

質問及び意見は、「実施方針に関する質問書」（様式１）・「実施方針に関する意見書」（様

式２）に必要事項を記載の上、当該電子ファイルを電子メールにて送信すること。電子メ

ールの件名には〔質問書・意見書〕と記載すること。なお、電子メール送信後、提出者は

質問書・意見書を送信した旨を下記連絡先まで電話連絡を行い、質問書・意見書の到達を

確認すること。 

また、下記に示す受付期間に未着の場合は質問・意見がなかったものとみなす。 

② 受付期間 

平成２５年１１月１日(金)～平成２５年１１月８日(金) 午後５時まで 
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③ 送付先 

木更津市総務部管財課 

連絡先電話番号：0438-23-8049(直通) 

E-Mail：choshaseibi@city.kisarazu.lg.jp 

④ 実施方針に関する質問への回答及び意見の公表 

提出された質問への回答及び意見は、市ホームページにて公表する。ただし、質問者の

特殊な技術、ノウハウ等に関わり、提出者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがあると市が判断したものについては公表しない。 

(3) 要求水準書（案）に関する意見の受付 

要求水準書（案）に関する意見の受付は、次の手順により行う。 

① 意見の方法 

意見は、「要求水準書（案）に関する意見書」（様式３）に必要事項を記載の上、当該電

子ファイルを電子メールにて送信すること。電子メールの件名には〔意見書〕と記載する

こと。なお、電子メール送信後、提出者は意見書を送信した旨を下記連絡先まで電話連絡

を行い、意見書の到達を確認すること。 

また、下記に示す受付期間に未着の場合は意見がなかったものとみなす。 

② 受付期間 

平成２５年１２月２日(月)～平成２５年１２月１３日(金) 午後５時まで 

③ 送付先 

木更津市総務部管財課 

連絡先電話番号：0438-23-8049(直通) 

E-Mail：choshaseibi@city.kisarazu.lg.jp 

④ 要求水準書（案）に関する意見の公表 

意見に対し市から回答は行わないが、提出された意見は市ホームページにて公表する。

ただし、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に関わり、提出者の権利、競争上の地位その他

正当な利益を害するおそれがあると市が判断したものについては公表しない。また、入札

公告関係書類作成の参考とする。 

(4) 特定事業の選定・公表 

市は、本事業がＰＦＩ法に基づく事業として実施すべき事業か否かを評価し、ＰＦＩ法に

基づく事業として実施することが適当であると判断した場合には、ＰＦＩ法第７条に規定す

る特定事業の選定を行い、その結果を公表する。 

(5) 入札公告 

市は、入札公告、入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、基本協定書（案）及び事業

契約書（案）等（以下「入札説明書等」という。）を市ホームページで公表する。 

以降のスケジュールは、入札公告時に明らかにする。 
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3 入札参加者の備えるべき参加資格要件 

(1) 入札参加者の構成等 

① 入札参加者の構成 

ア 入札参加者は、本施設の設計業務に当たる者、建設業務に当たる者、工事監理業務に

当たる者、維持管理業務に当たる者及び運営業務に当たる者を含むグループにより構

成されるものとする。 

イ 入札参加者のうち、特別目的会社（ＳＰＣ）に出資を予定している者を「構成員」と

し、ＳＰＣに出資を予定していない者で、ＳＰＣから直接業務を受託又は請け負うこ

とを予定している者を「協力企業」とする。 

ウ 構成員及び協力企業は、ＳＰＣから請け負った業務の一部について、第三者に委託、

又は下請人を使用することができるが、その際は、当該委託又は請負にかかる契約の

締結後速やかに市に通知すること。 

② 構成員・協力企業・代表企業の選定 

入札参加者は、資格審査申請時に構成員又は協力企業のいずれの立場であるかを明らか

にすること。また、構成員の中から代表企業を定め、代表企業が資格審査の申請及び入札

手続きを行うこと。 

③ 複数業務の禁止 

同一者が複数の業務に当たることを妨げないが、建設業務と工事監理業務を同一の者、

又は資本面若しくは人事面で関係のある者が兼ねてはならない。 

※ 「資本面において関連のある者」とは、当該企業の発行済株式総数の１００分の

５０を超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資を

している者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を

有する役員を兼ねている場合をいう。以下同じ。 

④ 複数提案の禁止 

入札参加者の構成員、協力企業及びこれらの企業と資本面もしくは人事面において関係

のある者は、他の入札参加者の構成員及び協力企業になることはできない。  

⑤ 構成員及び協力企業の変更について 

代表企業の変更は認めない。代表企業以外の構成委員及び協力企業の変更については、

やむを得ない事情が生じた場合は、市と協議を行う。 

 

(2) 入札参加者の参加資格要件 

入札参加者の構成員及び協力企業は、次の入札参加資格要件を満たすこと。 

① 入札参加者の参加資格要件（共通） 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 
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イ 入札参加表明等の受付締切日から入札書類の受付日までにおいて、平成２５年度木更

津市入札参加資格者名簿に登録され、木更津市入札参加資格者指名停止措置要領に基

づく指名停止措置を受けている者でないこと。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づき更生手続開始の申立てをな

されている者でないこと。 

エ  民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づき再生手続開始の申

立てをなされている者でないこと。 

オ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産手続き開始の申立てがなされている

者でないこと。 

カ 会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく会社の特別清算の申立てがなされていな

い者であること。 

キ 経営状況が健全であること。なお、ここでいう経営状況が健全であることとは、手形

交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は提案書提出日前６

ヶ月以内に手形、小切手を不渡りしている者でないことをいう。 

ク 最近１年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納している者でないこと。 

ケ 千葉県暴力団排除条例（平成２３年３月１８日千葉県条例第４号）第９条に定める暴

力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

コ 市が本事業に係るアドバイザリー業務を委託している者及びかかる者と当該アドバイ

ザリー業務において提携関係にある者、又はこれらの者と資本面若しくは人事面にお

いて関連があるものでないこと。市が本事業に係るアドバイザリー業務を委託してい

る者は次に掲げるとおりである。 

・ パシフィックコンサルタンツ株式会社 

サ 審査委員会の委員が属する企業及びその企業と資本面又は人事面において関連のある

者が参加していないこと。 

② 入札参加者の参加資格要件（業務別） 

設計、建設、工事監理、維持管理、運営の各業務に当たる者は、上記①の要件の他にそ

れぞれ次の資格要件を満たすこと。 

 

ア 設計業務に当たる者 

設計業務に当たる者は構成員又は協力企業とし、(ｱ)～(ｳ)の要件を満たすこと。ただし、

本業務を複数の者で行なう場合は、少なくとも１者は(ｱ)～(ｳ)の要件を満たし、他の者は

(ｱ)及び(ｲ) の要件を満たすこと。 

(ｱ) 市の資格者名簿（測量・コンサルタント）に登録されている者であること。 

(ｲ) 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士事務所

の登録を受けていること。 

(ｳ) 平成１６年４月１日から本事業の参加資格確認申請締切日までの間に完了した延

床面積 9,000㎡以上の国、地方公共団体等の庁舎の新築工事の実施設計の実績を有

するものであること。なお、共同企業体としての実績である場合は、共同企業体へ
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最大出資した実績であること。 

 

イ 建設業務に当たる者 

建設業務に当たる者は構成員又は協力企業とし、(ｱ)～(ｵ)の要件を満たすこと。ただし、

本業務を複数の者で行なう場合は、少なくとも 1者は(ｱ)～(ｵ)の要件を満たす構成員とす

ること。また、他の者は(ｱ)及び(ｲ)の要件を満たすこと。 

(ｱ) 建設業法第３条の規定に基づく、特定建設業の許可を有していること。 

(ｲ) 市の資格者名簿（建設工事）に登録されている者であること。 

(ｳ) 木更津市入札参加者資格審査基準に基づく建築一式工事の格付けがＡ等級であり、

かつ建設業法第２７条の２３の規定に基づく最新の経営事項審査結果通知書（経営

規模等評価結果通知書・総合評定値通知書）の建築一式の総合評点（総合評定値）

（Ｐ）が 1,200点以上であること。 

(ｴ) 平成１６年４月１日から本事業の参加資格確認申請締切日までの間に完了した延

床面積 9,000㎡以上の国、地方公共団体等の庁舎の新築工事を元請として施工した

実績があること。なお、共同企業体としての実績である場合は、共同企業体へ最大

出資した実績であること。 

(ｵ) 延床面積 9,000㎡以上の国、地方公共団体等の庁舎又は民間の事務所の新築工事に

おいて、建設業法第２６条に規定する主任技術者又は監理技術者として従事した実

績があり監理技術者資格者証を有する者を本工事に専任で配置できる者であるこ

と。 

 

ウ 工事監理業務に当たる者 

工事監理業務に当たる者は構成員又は協力企業とし、(ｱ)～(ｳ)の要件を満たすこと。た

だし、本業務を複数の者で行なう場合は、少なくとも１者は(ｱ)～(ｳ)の要件を満たし、他

の者は (ｱ)及び(ｲ) の要件を満たすこと。 

(ｱ) 市の資格者名簿（測量・コンサルタント）に登録されている者であること。 

(ｲ) 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士事務所

の登録を受けていること。 

(ｳ) 平成１６年４月１日から本事業の参加資格確認申請締切日までの間に完了した延

床面積 9,000㎡以上の国、地方公共団体等の庁舎又は民間の事務所の新築工事の工

事監理の実績を有するものであること。なお、共同企業体としての実績である場合

は、共同企業体へ最大出資した実績であること。 

 

エ 維持管理業務に当たる者 

維持管理業務に当たる者は構成員又は協力企業とし、(ｱ)～(ｳ)の要件を満たすこと。た

だし、本業務を複数の者で行なう場合は、少なくとも１者は(ｱ)～(ｳ)の要件を満たす構成

員とすること。また、他の者は(ｱ)及び(ｲ)の要件を満たすこと。 
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(ｱ) 市の資格者名簿（測量・コンサルタント又は委託）に登録されていること。 

(ｲ) 担当する業務の遂行に必要となる資格（許認可、登録等）を取得していること。 

(ｳ) 平成１６年４月１日から本事業の参加資格確認申請締切日までの間に受託した維

持管理業務で、以下の実績を有するものであること。なお、共同企業体としての実

績である場合は、共同企業体へ最大出資した実績であること。 

・延床面積 9,000㎡以上の国、地方公共団体等の庁舎又は民間の事務所の維持管理

業務の１年以上の実績（建築物及び建築設備の保守管理及び修繕･更新業務を含

むもの。複数の実績により満足することも認められる。） 

 

オ 運営業務に当たる者 

運営業務に当たる者は構成員又は協力企業とし、(ｱ)及び(ｲ)の要件を満たすこと。 

(ｱ) 市の資格者名簿（測量・コンサルタント又は委託）に登録されていること。 

(ｲ) 担当する業務の遂行に必要となる資格（許認可、登録等）を取得していること。 

 

(3) 参加資格の確認基準日 

参加資格確認基準日は、参加表明書の提出期限日とする。 

 

(4) 参加資格の喪失 

① 参加資格確認日から入札書類の受付日まで 

参加資格確認日から入札書類の受付日までに、入札者の構成員及び協力企業が、入札参加

資格要件に定める要件のひとつでも満たさないこととなった場合は、入札に参加することは

できない。ただし、入札者の構成員及び協力企業が指名停止等に該当する場合で、その理由

がやむを得ないと市が認めた場合には、入札者は市と協議を行うこととする。協議の結果、

市が承認した場合には、入札者の構成員及び協力企業を追加・変更することができる。 

なお、代表企業が入札参加資格要件に定める要件のひとつでも満たさないこととなった場

合指名停止等に該当する場合には、いかなる事由においても入札に参加することはできない。 

② 入札書類の受付日から落札者の決定及び公表日まで 

入札書類の受付日から落札者の決定及び公表日までに、入札者の構成員及び協力企業が、

入札参加資格要件に定める要件のひとつでも満たさないこととなった場合には、当該入札者

は失格とする。 

ただし、その理由がやむを得ないと市が認めた場合には、入札者は、市が別途指定する期

間内に、当該構成員を除外し、かつ、提案内容の継続性を担保するために必要な手当を行い、

その内容を市が承認した場合に限り、落札者決定のための審査の対象とすることがある。 

なお、代表企業が入札参加資格要件に定める要件のひとつでも満たさないこととなった場

合指名停止等に該当する場合には、いかなる事由においても失格は免れない。 
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③ 落札者の決定及び公表日から特定事業契約の締結日まで 

落札者の決定及び公表日から特定事業契約の締結日までに、入札者の構成員及び協力企業

が、入札参加資格要件に定める要件のひとつでも満たさないこととなった場合には、当該入

札者は失格とする。 

ただし、その理由がやむを得ないと市が認めた場合には、入札者は、市が別途指定する期

間内に、当該構成員を除外し、かつ、提案内容の継続性を担保するために必要な手当を行い、

その内容を市が承認した場合に限り、当該落札者決定に影響がないものとすることがある。 

なお、代表企業が入札参加資格要件に定める要件のひとつでも満たさないこととなった場

合には、いかなる事由においても失格は免れない。 

 

(5) 資格者名簿への登録 

市の入札参加資格者名簿への登録を希望するものは、下記によりちば電子調達システムか

ら入札参加資格申請（平成２４・２５年度 随時申請）を行い、平成２４・２５年度名簿へ

の登録を完了すること。 

① 登録完了期限 

平成２５年１１月１８日（月） 

※上記までに共同受付窓口（千葉県電子自治体共同運営協議会）へ申請書類の送付を完

了させること。 

② 登録方法 

「ちば電子調達システム」の入札参加資格システムからインターネットを利用したデー

タ送信による電子申請を行った後、共同受付窓口（千葉県電子自治体共同運営協議会）

へ申請書類の送付が必要。 

※詳しくは 

「ちば電子調達システム」(https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/)

に掲載の「平成２４・２５年度入札参加資格申請（随時申請）マニュアル」にて確認す

ること。 

③ 問い合わせ先 

木更津市総務部管財課 

電話番号：0438-23-8047 （直通） 

E-Mail：kanzai@city.kisarazu.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/
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4 提案書類の取扱い 

(1) 著作権 

提案書の著作権は、入札参加者に帰属する。ただし、市は、本事業の公表及びその他、市

が必要と認める場合、落札者の提案書の一部又は全部を無償で使用できるものとする。また、

落札者以外の提案については、本事業の公表以外には使用しない。 

なお、提出を受けた書類は返却しない。 

(2) 特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて

保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法、

運営方法等を使用した結果生じた責任は、入札参加者が負うものとする。 

5 特別目的会社（ＳＰＣ）との契約手続き 

(1) 契約手続き 

市は落札者と協議を行い、基本協定を締結する。 

また、選定事業者は基本協定に従い、特定事業仮契約締結までに本事業を実施する特別目

的会社（ＳＰＣ）を設立する。市はＳＰＣと事業契約を締結する。 

落札者決定日の翌日から事業契約締結までの間、落札者が基本協定を締結しないもしくは

選定事業者が事業契約を締結しない場合には、総合評価一般競争入札の総合評価の得点の高

い者から順に契約交渉を行い、合意に達した場合、随意契約による事業契約締結の手続きを

行う場合がある。 

(2) 特別目的会社（ＳＰＣ）の設立等の要件 

落札者は、本事業を実施するため、仮契約の締結前までに、会社法に定める株式会社とし

て本事業を経営するにあたり妥当な資本金を持った特別目的会社（ＳＰＣ）を木更津市内に

設立すること。入札参加者の構成員の合計でＳＰＣの議決権株式の 2 分の 1を超えるものと

し、事業期間中、2分の 1を超えるよう維持しなければならない。 

なお、代表企業のＳＰＣへの議決権株式による出資比率は出資者中最大とすることとし、

建設業務に当たる者及び維持管理業務に当たる者のうち、第 2 3 (2) ②イ項及びエ項の全

要件を満たす 1者は、必ずＳＰＣへ議決権株式により出資すること。 

また、すべての出資者は、事業期間中、ＳＰＣの議決権株式を保有するものとし、市の事

前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行っては

ならない。ただし、既存施設の解体・撤去及び駐車場等整備の完了後であって、その相手先

が構成員である場合に限り、議決権株式譲渡に関する承諾について、市がこれを留保、遅延

又は拒絶する場合には、市は合理的理由を示すものとする。詳細については、入札公告時に

明らかにする。 
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第3  選定事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

1 基本的考え方 

本事業における責任分担の考え方は、市と選定事業者が適正にリスクを分担することにより、

より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、本施設の設計業務、建設業務、工事

監理業務、維持管理業務、運営業務の責任は、原則として選定事業者が負うものとする。ただ

し、市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、市が責任を負うこととする。 

2 予想されるリスクと責任分担 

予想されるリスク及び市と選定事業者の責任分担は、原則として「リスク分担表（案）」（別

紙１）に定めるものとし、責任分担の程度や具体的な内容については、入札公告時に明らかに

する。 

3 市による事業の実施状況の監視（モニタリング） 

市は、選定事業者が事業契約等で規定された業務を確実に遂行し、要求水準書に規定した要

求水準を達成しているか否か及び選定事業者の財務状況の把握等を目的にモニタリングを行

う。モニタリングの実施方法等の詳細は入札公告時に示す。 

4 事業終了後の措置 

選定事業者は、事業期間終了時に本施設を市の定める要求水準を満足する状態で、市に引継

ぐものとする。 
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第4  公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

1 立地条件 

項目 内容 

所在 木更津市潮見一丁目１番地 

敷地所有者 木更津市 

敷地面積 23,491.83 ㎡ 

区域 都市計画区域 

用途地域 準工業区域 

建蔽率／容積率 60％ ／ 200％ 

防火区域 なし 

前面道路 北側および東側：幅員約８ｍ 南側：約１６ｍ 西側：約１２ｍ 

日影規制 なし 

高度地区 なし 

海抜 約３．１ｍ ＊東京湾の平均海面を海抜０ｍとする。 

高さ制限 ４５ｍ 

 

2 施設構成 

本施設の構成は次のとおりである。所要諸室等の詳細は入札公告時に明らかにする。 

対象施設 部・課、内容等 

庁舎施設 

(市役所） 

延床面積： 

約 18,000㎡ 

総務部 秘書課、総務行革課、職員課、管財課 

企画部 企画課、情報政策課、みなと再生推進課、産業立地課 

財務部 財政課、市民税課、資産税課、収税対策室 

市民部 市民課、保険年金課、市民生活課、健康推進課 

福祉部 社会福祉課、障害福祉課、高齢者福祉課、児童家庭課 

環境部 生活環境課、廃棄物対策課 

経済部 農林水産課、商工観光課 

都市整備部 
都市政策課、市街地整備課、建築住宅課、 

下水道推進課、土木管理課、土木課、営繕課 

会計室 会計室 

市議会 市議会事務局 ※議場を含む。 

監査委員 監査委員事務局 

農業委員会 農業委員会事務局 

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 

教育部 
教育総務課、施設課、学校教育課、生涯学習課、 

文化課、体育課、まなび支援センター 

外構・その他 駐車スペース、駐輪スペース、多目的スペース、車庫棟等 
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3 本施設の整備条件 

本施設の詳細な整備条件は、入札公告時に明らかにする。 

選定事業者は、本施設の建設等については、木更津市の条例等の法令、条例の手続き等との 

整合性に留意し事業を実施すること。 

市役所は、新庁舎の建設期間中は既存の施設により行政サービスを実施し、新庁舎の完成、 

引越し後に解体を行うものとする。また、解体後は、現庁舎の位置に駐車場等を整備するもの

とする。 

4 土地の使用に関する事項 

土地は市所有の行政財産である。市は、本事業に供する事業計画地を設計・建設期間中、選

定事業者に無償で貸与する。 
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第5  事業計画又は事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 

1 基本的な考え方 

事業計画又は事業契約の解釈について疑義が生じた場合、市と選定事業者は誠意をもって協

議するものとし、一定期間内に協議が整わない場合は、事業契約に規定する具体的措置に従う

ものとする。 

2 管轄裁判所の指定 

事業契約に関する紛争については、千葉地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

 

 

第6  事業の継続が困難となった場合の措置に関する事項 

1 選定事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

選定事業者が実施する業務が事業契約に定める市の要求水準を下回る場合、その他事業契約

で定める選定事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、市は

選定事業者に対して改善勧告を行い、改善策の提出・実施を求める。 

2 その他の事由により事業の継続が困難となった場合 

事業契約に規定する事由ごとに、責任の所在による改善等の対応方法に従う。 

3 金融機関（融資団）等と市の協議 

本事業が適正に遂行されるよう、市は一定の事項について選定事業者に資金供給を行う融資 

機関等と協議を行い、当該融資機関等との直接協定を締結することがある。 
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第7  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等に関する事項 

1 法制上及び税制上の措置に関する事項 

選定事業者が本事業を実施するにあたり、法令の改正等により、法制上又は税制上の措置が

適用されることとなる場合は、それによるものとする。 

2 財政上及び金融上の支援に関する事項 

選定事業者が本事業を実施するにあたり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可

能性がある場合は、市はこれらの支援を選定事業者が受けることができるよう努めるものとす

る。 

3 その他の支援に関する事項 

市は選定事業者が事業実施に必要な許認可等を取得する場合、可能な範囲で必要な協力を行

うものとする。 

 

 

第8  その他特定事業の実施に関し必要な事項 

1 議会の議決 

   本事業の実施に係る議案の定例市議会への提出予定は次に示すとおりである。 

債務負担行為の設定に関する議案 平成２５年１２月市議会定例会 

事業契約に関する議案 平成２６年 ６月市議会定例会 

2 情報公開及び情報提供 

   本事業に関する情報提供は、市のホームページ等を通じて適宜行う。 

3 入札に伴う費用負担 

   応募者の入札にかかる費用は、すべて応募者の負担とする。 

4 問合せ先 

木更津市総務部管財課 

〒292-8501 千葉県木更津市潮見一丁目１番地 

TEL：0438-23-8049（直通） 

FAX：0438-25-1351 

E-Mail：choshaseibi@city.kisarazu.lg.jp 
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別紙１ リスク分担表（案） 

 本リスク分担表（案）は、各項目に示すリスクの分担についての基本的な考え方を示すもの

である。詳細については、事業契約書（案）で明らかにする。 

●主分担  ▲従分担 

段階 No リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

備考 
市 事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共 通 に 関

連するリス

ク 

1 募集書類リスク 入札説明書等の誤り・内容の変更によるもの ●   

2 資金調達リスク 
建設一時払金に関するもの ●   

選定事業者の資金調達に関するもの  ●  

3 許認可リスク 
市の事由による許認可等取得遅延 ●   

上記以外の事由による許認可等取得遅延  ●  

4 法令変更リスク 

法制度・許認可の新設・変更によるもの(本事業に

直接影響を及ぼす） 
●   

上記以外の法制度・許認可の新設・変更によるも

の 
 ●  

5 税制変更リスク 

法人の利益にかかる税制度の変更によるもの（法

人税等） 
 ●  

事業に直接影響を及ぼす税制度の変更によるも

の（消費税等） 
●   

6 住民リスク 
本施設の設置に関する住民反対運動等 ●   

選定事業者の業務に関する住民反対運動等  ●  

7 環境リスク 
市が行う業務による周辺環境の悪化 ●   

選定事業者の業務による周辺環境の悪化  ●  

8 
事業 中止 ・ 延

期・遅延リスク 

市の事由による事業の中止・延期・遅延 ●   

選定事業者の事由による事業の中止・延期・遅延

（事業破綻等） 
 ●  

9 
第三者賠償リス

ク 

市の事由による事業期間中の事故によるもの ●   

選定事業者の責めによる事業期間中の事故によ

るもの 
 ●  

10 金利変動リスク 基準金利確定日以降の金利変動によるもの  ● ※1 

11 不可抗力リスク 
戦争、暴動、天災等による事業の延期・中止・変

更及び費用の増加 
● ▲ ※2 

事業契約

締結前段

階における

リスク 

 

12 応募費用リスク 応募に係る費用負担  ●  

13 契約リスク 

市の帰責事由により事業者と契約締結できないリ

スク又は契約締結に時間を要する場合 
●   

事業者の帰責事由により市と契約締結できないリ

スク又は契約締結に時間を要する場合 
 ●  

市、選定事業者いずれの責でもない事由により、

契約が結べない（議会の決議が得られない場合

を含む）又は契約手続きが遅延した場合 

▲ ▲ ※3 
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●主分担  ▲従分担 

段階 No リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

備考 
市 事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査・設計・

建設段階に

おけるリスク 

 

14 
用地の瑕疵リス

ク 

市が提示した資料等により通常予測可能な用地

の瑕疵に関するもの 
 ●  

上記以外の予測できない用地の瑕疵に関するも

の 
●   

15 測量・調査リスク 
市が提示した測量・調査資料に関するもの ●   

選定事業者が実施した測量・調査に関するもの  ●  

16 設計リスク 

市の事由による（市の指示による設計変更等）設

計等の完了遅延・設計費の増大 
●   

選定事業者の事由による（提案した設計内容の

不備、基本設計・実施設計の不備、履行遅滞等）

設計等の完了遅延・設計費の増大 

 ●  

17 
建設工事遅延・

未完成リスク 

市の事由による（要求水準書の不備、市の指示に

よる設計変更、提示条件等の不備・変更、土地の

瑕疵等）工事の遅延・未完工工事費の増大 

●   

選定事業者の事由による（設計の不備、履行遅

滞等）工事の遅延・未完工工事費の増大 
 ●  

18 施設性能リスク 要求仕様不適合（施工不良を含む）  ●  

19 物価変動リスク 建設期間中のインフレ・デフレ ● ▲ ※4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理・

運 営 段階

におけるリ

スク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
施設の瑕疵リス

ク 

事業契約に規定する瑕疵担保期間中に見つかっ

た施設の瑕疵 
 ●  

事業契約に規定する瑕疵担保期間後に見つかっ

た施設の瑕疵 
●   

21 

維持管理及び

運営の要求水準

不適合リスク 

維持管理業務及び運営業務の要求水準不適合  ●  

22 物価変動リスク 維持管理･運営期間中のインフレ・デフレ ● ▲ ※5 

23 
維持管理・運営

費の変動リスク 

市の事由による事業内容等の変更等による維持

管理・運営費の変動 
●   

上記以外の事由による（物価変動を除く）維持管

理・運営費の変動 
 ●  

24 光熱水費リスク 庁舎で使用する光熱水費の負担に関するもの ●  ※6 

25 施設損傷リスク 

市の事由による事故・火災等による施設損傷に関

するもの 
●   

利用者及び不特定の第三者の責めによる事故・

火災等による施設損傷に関するもの 
●  ※7 

選定事業者の事由による事故・火災等による施設 

損傷に関するもの 
 ●  
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●主分担  ▲従分担 

段階 No リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

備考 
市 事業者 

 

 

 

 

 

 

維持管理・

運 営 段階

におけるリ

スク 

26 
什器・備品管理

リスク 

市の業務に関する什器・備品等の破損・紛失・盗

難 
●   

選定事業者の維持管理及び運営業務に関する

備品等の破損・紛失・盗難 
 ●  

27 
什器・備品更新

リスク 

市の業務に関する什器・備品等の更新 ●   

選定事業者の維持管理業務及び運営業務に関

する什器・備品等の更新 
 ●  

28 修繕･更新リスク 

経年劣化により必要となる修繕･更新  ● ※8 

市の事由よる破損・汚損の修繕･更新 ●   

選定事業者の事由による破損・汚損の修繕･更新  ●  

 

付帯事業

（食堂・売

店 等 の 運

営）におけ

るリスク 

29 
維持管理・運営

リスク 
付帯事業に関するもの  ●  

30 
什器・備品整備

リスク 
付帯事業に関するもの  ●  

31 修繕･更新リスク 付帯事業に関するもの  ●  

32 光熱水費リスク 付帯事業に関するもの  ●  

33 需要変動リスク 付帯事業に関するもの  ●  

事業終了

段 階 に お

けるリスク 

34 
事業終了時 

手続リスク 

事業終了に伴う諸費用（特別目的会社の清算手

続きに伴う費用等） 
 ●  

※1 基準金利確定日は本事業施設の引渡し前を予定している。また、事業者は固定金利により資金調達 

      を行うものとし、事業者の提案スプレッドの変更は行わない。 

※2 不可抗力リスクは、一定の金額以下は事業者負担、それを超える場合は市負担とする予定である。 

※3 双方責任を負わないものとする。 

※4 調査・設計・建設期間中の物価変動リスクの負担の詳細は、入札公告時に明らかにする。 

※5 維持管理・運営期間中の物価変動リスクの負担の詳細は、入札公告時に明らかにする。 

※6 付帯事業の負担に関するものを除く。 

※7 選定事業者の維持管理業務等の懈怠によって発生した損傷等は選定事業者の負担とする。 

※8 事業期間内の本施設の機能・性能を維持するために必要となる修繕については、その内容、規模の

大小等を問わず選定事業者が行う業務とする。 
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別紙２ 事業用地位置図 

 

木更津市庁舎整備事業 

 

事業用地位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業用地：木更津市潮見一丁目１番地 

 

 

ＪＲ木更津駅 

事業用地 
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 様式１ 実施方針に関する質問書 

平成  年  月  日 

 

実施方針に関する質問書 

 

 「木更津市庁舎整備事業」に関する実施方針について、次のとおり質問がありますので提出し

ます。 

 

提出者 

会 社 名  

所 在 地  

部 署 名  

担当者名  

電  話  

Ｆ Ａ Ｘ  

Ｅ－mail  

 

 

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 

1       

2       

…       

       

(例) １ 第１ １ （１） 事業名称  

※Microsoft社製 Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。 

※非公開を希望する質問については、当該質問の内容欄の冒頭に[非公開希望]と明記ください。 
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様式２ 実施方針に関する意見書 

平成  年  月  日 

 

実施方針に関する意見書 

 

 「木更津市庁舎整備事業」に関する実施方針について、次のとおり意見がありますので提出し

ます。 

 

提出者 

会 社 名  

所 在 地  

部 署 名  

担当者名  

電  話  

Ｆ Ａ Ｘ  

Ｅ－mail  

 

 

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容 

1       

2       

…       

       

(例) １ 第１ １ （１） 事業名称  

※ Microsoft社製 Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。
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様式３ 要求水準書（案）に関する意見書 

平成  年  月  日 

 

要求水準書（案）に関する意見書 

 

 「木更津市庁舎整備事業」に関する要求水準書（案）について、次のとおり意見がありますの

で提出します。 

 

提出者 

会 社 名  

所 在 地  

部 署 名  

担当者名  

電  話  

Ｆ Ａ Ｘ  

Ｅ－mail  

 

 

№ 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容 

1       

2       

…       

       

(例) １ 第１ １ （１） 事業名称  

※ Microsoft社製 Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。 

 

 

 

 


