
安来地区電線共同溝 PFI事業の入札説明書等の訂正表（第１回） 

平成 29年 10月３日に公表した「安来地区電線共同溝 PFI事業入札説明書（添付資料含む）」に関し、以下のとおり訂正する。 

 

No. 資料名 頁数 行数 項目 訂正前 訂正後 

１ 事業契約書（案） ９ 34 

第２章第 18 条３項一 

下請負人の健康保険等

加入義務等 

同号イに定める特別の事情 同号アに定める特別の事情 

２ 事業契約書（案） 10 ４ 

第２章第 18 条３項二 

下請負人の健康保険等

加入義務等 

同号イに定める特別の事情 同号アに定める特別の事情 

３ 事業契約書（案） 25 17 
第４章第 57 条２項 整

備工事業務の実施 

「事業者」は、「整備工事業務」に着手す

る前に、現場代理人及び「事業計画書」に

記載した建設業法第 26条に規定する監理

技術者を専任で配置させ、「発注者」に通

知しなければならない。 

「工事企業」は、「整備工事業務」に着手

する前に、現場代理人及び「事業計画書」

に記載した建設業法第 26 条に規定する監

理技術者を専任で配置させ、「発注者」に

通知しなければならない。 

４ 事業契約書（案） 25 28 
第４章第 59 条１項 中

間技術検査 

「発注者」は、「整備工事業務」の着手後

「引渡日」までの期間中、「業務要求水準

書」及び本契約別紙 4 に定めるところによ

り各年度末において「中間技術検査」を実

施する。 

「発注者」は、「整備工事業務」の着手

後「引渡日」までの期間中、「要求水準

書」及び本契約別紙 4に定めるところに

より各年度末において「中間技術検査」

を実施する。 

５ 事業契約書（案） 30 5,6 

第 4 章第 71 条２項 調

整マネジメント業務（工

事段階）の成果物の提出 

「発注者」は、前項に基づき「設計図書」

及び業務完了通知書を受領した場合には、

受領した日を含めて 14 日以内に、前項に

基づく「設計図書」の内容が、「要求水準」

に適合するか検査し、合格と認めたとき

は、「事業者」に対し承諾の通知をする。 

「発注者」は、前項に基づき「成果物」及

び業務完了通知書を受領した場合には、受

領した日を含めて 14 日以内に、前項に基

づく「成果物」の内容が、「要求水準」に

適合するか検査し、合格と認めたときは、

「事業者」に対し承諾の通知をする。 

６ 事業契約書（案） 33 15 
第６章第 79 条４項 設

整備費の支払 

「発注者」は「事業者」が「本施設」及び

「成果物」を「要求水準」のとおり完成さ

せること又は「維持管理業務」を「要求水

準」のとおり実施することが困難又は合理

的でないと判断した場合は、本契約別紙 4

に従い、「施設整備費」、「維持管理費」及

び「その他の費用」の減額並びに違約金の

請求を行うことができる。 

「発注者」は「事業者」が「本施設」及び

「成果物」を「要求水準」のとおり完成さ

せること又は「維持管理業務」を「要求水

準」のとおり実施することが困難又は合理

的でないと判断した場合は、本契約別紙 4

に従い、「施設整備費」、「維持管理費」及

び「その他の費用」の減額を行うことがで

きる。 



No. 資料名 頁数 行数 項目 訂正前 訂正後 

７ 
事業契約書（案）

別紙２ 
50 22 既存ストック 

占用者が所有する 発注者または占用者が所有する 

８ 
事業契約書（案）

別紙７ 
64 13 

再計算の利息の算定に

かかる割賦利率 

この場合、「構成員」である株主からの劣

後融資等は含めない。 

削除 

９ 要求水準書 ６ 30 第２ １．（３）２） 
工事完了時（工事完了予定日の１ヶ月前ま

でに提出して下さい） 

業務完了時（工事完了予定日の１ヶ月前ま

でに提出して下さい） 

10 要求水準書 25 23 
第４ １．（２）２）業務

従事者の要検討 

事業者は、業務従事者には必要な業務遂行

能力及び資格を有する者をあて、適切な態

度で誠意を持って業務に従事させること。 

事業者は、業務従事者には必要な業務遂行

能力を有する者をあて、適切な態度で誠意

を持って業務に従事させること。 

11 
様式集及び記載要

領 
 20 

２ ２）(４)競争参加資

格確認申請時の提出書

類 

様式８～様式 15に加えて、様式 16の添付

資料Ⅰ～Ⅸを提出すること。 

様式８～様式 15に加えて、様式 16の添付

資料Ⅰ～Ⅹを提出すること。 

12 
様式集及び記載要

領 
  

（様式 14）同種工事の工

事監理実績 

同種工事 同種業務 

13 
様式集及び記載要

領 
  

（様式 14）同種工事の工

事監理実績 

工事名 業務名 

14 
様式集及び記載要

領 
  

（様式 14）同種工事の工

事監理実績 

最終請負金額 契約金額 

15 
様式集及び記載要

領 
  

（様式 14）同種工事の工

事監理実績 

工事成績表定点 業務成績評定点 

16 
様式集及び記載要

領 
  

（様式 14）同種工事の工

事監理実績 

CORINSへの登録の有無 TECRISへの登録の有無 

17 
様式集及び記載要

領 
  

（様式 16）添付資料提出

確認書 Ⅱ 

企業単体の貸借対照表、損益計算書、及び

利益処分案（直近３期分） 

企業単体の貸借対照表、損益計算書、及び

株主資本等変動計算書（直近３期分） 

18 
事業費の算定及び

支払方法 
６ 34 第４ ３（３）改定方法 

前回改定時（第１回の支払については事業

契約日の属する年度の４月１日）の指標に

対して、 

前回改定時（第１回の支払については事業

契約日の属する年度の４月 10 日）の指標

に対して、 

19 

見積参考資料 

（見積参考資料 

１工区） 

15  

プレキャストボックス

工（特殊部） 

参考事項 

●ハンドホール鉄蓋（省略） １個 

●プレキャストボックス沈下埋設型 調

整ブロック（省略） １個 

●ハンドホール鉄蓋（省略） ２個 

●プレキャストボックス沈下埋設型 調

整ブロック（省略） ２個 

20 

見積参考資料 

（見積参考資料 

４工区） 

16  

プレキャストボックス

工（特殊部） 

参考事項 

●プレキャストボックス沈下埋設型 調

整ブロック（省略） １個 

●プレキャストボックス沈下埋設型 調

整ブロック（省略） ２個 



No. 資料名 頁数 行数 項目 訂正前 訂正後 

21 

見積参考資料 

（現場説明書追加

事項） 

3  応急処理工 安全費 

夜間作業 交通誘導警備員Ｂ 

100人 交通要員無し 

14 人 交通要員有り 

夜間作業 交通誘導警備員Ｂ 

14 人 交通要員有り 

22 
見積参考資料 

（特記仕様書） 
2  工期 

工期は、雨天・休日等 503日を見込み設定

している。 

工期は、雨天・休日等 1115 日を見込み

設定している。 

 


