「研修に係る業務及び施設の管理・運営業務 」資料の訂正について
NO

資料

ページ

1

入札公告

P1

項目名

１ 調達内容
（１）調達件名及び数量

訂正前
Ａ. 中小企業大学校旭川校及び中小企業大学校仙台校における
研修運営に係る業務及び施設の運営等業務一式
Ｂ. 中小企業大学校東京校及び中小企業大学校三条校における
研修運営に係る業務及び施設の運営等業務一式
Ｃ. 中小企業大学校瀬戸校、中小企業大学校関西校及び中小企
業大学校広島校における研修運営に係る業務及び施設の運営等業
務一式
Ｄ. 中小企業大学校直方校及び中小企業大学校人吉校における
研修運営に係る業務及び施設の運営等業務一式

訂正後
Ａ. 中小企業大学校旭川校及び中小企業大学校仙台校における
研修運営に係る業務及び施設の管理・運営業務一式
Ｂ. 中小企業大学校東京校及び中小企業大学校三条校における
研修運営に係る業務及び施設の管理・運営業務一式
Ｃ. 中小企業大学校瀬戸校、中小企業大学校関西校及び中小企
業大学校広島校における研修運営に係る業務及び施設の管理・運
営業務一式
Ｄ. 中小企業大学校直方校及び中小企業大学校人吉校における
研修運営に係る業務及び施設の管理・運営業務一式

Ｂ．
③中小企業大学校三条校（〒955-0025新潟県三条市上野原570番
地）
④中小企業大学校東京校（〒207-8515東京都東大和市桜が丘2137-5）

Ｂ．
③中小企業大学校東京校（〒207-8515東京都東大和市桜が丘2137-5）
④中小企業大学校三条校（〒955-0025新潟県三条市上野原570番
地）

2

入札公告

P1

（４）履行場所

3

入札公告

P4

３ 入札書等の提出場所等
（３）入札説明会の日時及び場所

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1
独立行政法人中小企業基盤整備機構 ２Ｉ会議室

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-22-14 ミツヤ虎ノ門ビル 5階
虎ノ門ヒルズFRONT店5階小ホール
http://spaceuse.net/toranomonhills_front/5f_small_hall/

4

入札公告

P4

（４）入札書等の提出期限

平成28年12月9日（金曜）午後12時

平成28年12月9日（金曜）正午
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「研修に係る業務及び施設の管理・運営業務 」資料の訂正について
NO

資料

ページ

項目名

訂正前

訂正後

入札説明書
A.中小企業大
1 学校旭川校及
び中小企業大
学校仙台校

P4

３．入札説明会及び現地見学
（３）入札説明会の場所

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1
独立行政法人中小企業基盤整備機構 2I会議室

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-22-14 ミツヤ虎ノ門ビル 5階
虎ノ門ヒルズFRONT店5階小ホール
http://spaceuse.net/toranomonhills_front/5f_small_hall/

入札説明書
B.中小企業大
2 学校東京校及
び中小企業大
学校三条校

P4

３．入札説明会及び現地見学
（３）入札説明会の場所

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1
独立行政法人中小企業基盤整備機構 2I会議室

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-22-14 ミツヤ虎ノ門ビル 5階
虎ノ門ヒルズFRONT店5階小ホール
http://spaceuse.net/toranomonhills_front/5f_small_hall/

入札説明書
C.中小企業大
学校瀬戸校、
3 中小企業大学
校関西校及び
中小企業大学
校広島校

P4

３．入札説明会及び現地見学
（３）入札説明会の場所

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1
独立行政法人中小企業基盤整備機構 2I会議室

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-22-14 ミツヤ虎ノ門ビル 5階
虎ノ門ヒルズFRONT店5階小ホール
http://spaceuse.net/toranomonhills_front/5f_small_hall/

入札説明書
D.中小企業大
4 学校直方校及
び中小企業大
学校人吉校

P4

３．入札説明会及び現地見学
（３）入札説明会の場所

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1
独立行政法人中小企業基盤整備機構 2I会議室

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-22-14 ミツヤ虎ノ門ビル 5階
虎ノ門ヒルズFRONT店5階小ホール
http://spaceuse.net/toranomonhills_front/5f_small_hall/
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「研修に係る業務及び施設の管理・運営業務 」資料の訂正について
NO

資料

入札説明書の
様式集
1 A.中小企業大
学校旭川校及
び中小企業大
学校仙台校

入札説明書の
様式集
2 B.中小企業大
学校東京校及
び中小企業大
学校三条校

シート

項目名

訂正前

訂正後

※2.物件費は、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃
【旭川校】
借料、会議費、雑役務費、修繕費、調査費、
6.研修運営業務及び施設管理運営業 福利厚生費、保険料等を記載し、その算定根拠を記載すること。
務における事業収支計画書（対象と
なる3事業年度分）
（例）Ａ重油：1ヶ月あたり経費×月数など
修繕費：1回あたり修繕費×修繕回数
様式72-6(原
紙2枚)
※2.物件費は、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃
【仙台校】
借料、会議費、雑役務費、修繕費、調査費、
6.研修運営業務及び施設管理運営業 福利厚生費、保険料等を記載し、その算定根拠を記載すること。
務における事業収支計画書（対象と
なる3事業年度分）
（例）Ａ重油：1ヶ月あたり経費×月数など
修繕費：1回あたり修繕費×修繕回数

※2.物件費は、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃
借料、会議費、雑役務費、修繕費、調査費、
福利厚生費、保険料等を記載し、その算定根拠を記載すること。

※2.物件費は、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃
【東京校】
借料、会議費、雑役務費、修繕費、調査費、
6.研修運営業務及び施設管理運営業 福利厚生費、保険料等を記載し、その算定根拠を記載すること。
務における事業収支計画書（対象と
なる3事業年度分）
（例）Ａ重油：1ヶ月あたり経費×月数など
修繕費：1回あたり修繕費×修繕回数
様式72-6(原
紙2枚)
※2.物件費は、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃
【三条校】
借料、会議費、雑役務費、修繕費、調査費、
6.研修運営業務及び施設管理運営業 福利厚生費、保険料等を記載し、その算定根拠を記載すること。
務における事業収支計画書（対象と
なる3事業年度分）
（例）Ａ重油：1ヶ月あたり経費×月数など
修繕費：1回あたり修繕費×修繕回数

※2.物件費は、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃
借料、会議費、雑役務費、修繕費、調査費、
福利厚生費、保険料等を記載し、その算定根拠を記載すること。
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（例）
修繕費：1回あたり修繕費×修繕回数
※2.物件費は、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃
借料、会議費、雑役務費、修繕費、調査費、
福利厚生費、保険料等を記載し、その算定根拠を記載すること。
（例）
修繕費：1回あたり修繕費×修繕回数

（例）
修繕費：1回あたり修繕費×修繕回数
※2.物件費は、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃
借料、会議費、雑役務費、修繕費、調査費、
福利厚生費、保険料等を記載し、その算定根拠を記載すること。
（例）
修繕費：1回あたり修繕費×修繕回数

※2.物件費は、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃
【瀬戸校】
借料、会議費、雑役務費、修繕費、調査費、
6.研修運営業務及び施設管理運営業 福利厚生費、保険料等を記載し、その算定根拠を記載すること。
務における事業収支計画書（対象と
なる3事業年度分）
（例）Ａ重油：1ヶ月あたり経費×月数など
修繕費：1回あたり修繕費×修繕回数

※2.物件費は、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃
借料、会議費、雑役務費、修繕費、調査費、
福利厚生費、保険料等を記載し、その算定根拠を記載すること。

※2.物件費は、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃
【関西校】
借料、会議費、雑役務費、修繕費、調査費、
C.中小企業大 様式76.研修運営業務及び施設管理運営業 福利厚生費、保険料等を記載し、その算定根拠を記載すること。
3 学校瀬戸校、 2-6(原
務における事業収支計画書（対象と
中小企業大学 紙2枚)
なる3事業年度分）
（例）Ａ重油：1ヶ月あたり経費×月数など
校関西校及び
修繕費：1回あたり修繕費×修繕回数
中小企業大学
校広島校

※2.物件費は、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃
借料、会議費、雑役務費、修繕費、調査費、
福利厚生費、保険料等を記載し、その算定根拠を記載すること。

※2.物件費は、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃
【広島校】
借料、会議費、雑役務費、修繕費、調査費、
6.研修運営業務及び施設管理運営業 福利厚生費、保険料等を記載し、その算定根拠を記載すること。
務における事業収支計画書（対象と
なる3事業年度分）
（例）Ａ重油：1ヶ月あたり経費×月数など
修繕費：1回あたり修繕費×修繕回数

※2.物件費は、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃
借料、会議費、雑役務費、修繕費、調査費、
福利厚生費、保険料等を記載し、その算定根拠を記載すること。

※2.物件費は、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃
【直方校】
借料、会議費、雑役務費、修繕費、調査費、
6.研修運営業務及び施設管理運営業 福利厚生費、保険料等を記載し、その算定根拠を記載すること。
務における事業収支計画書（対象と
なる3事業年度分）
（例）Ａ重油：1ヶ月あたり経費×月数など
修繕費：1回あたり修繕費×修繕回数
様式72-6(原
紙2枚)
※2.物件費は、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃
【人吉校】
借料、会議費、雑役務費、修繕費、調査費、
6.研修運営業務及び施設管理運営業 福利厚生費、保険料等を記載し、その算定根拠を記載すること。
務における事業収支計画書（対象と
なる3事業年度分）
（例）Ａ重油：1ヶ月あたり経費×月数など
修繕費：1回あたり修繕費×修繕回数

※2.物件費は、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃
借料、会議費、雑役務費、修繕費、調査費、
福利厚生費、保険料等を記載し、その算定根拠を記載すること。

入札説明書の
様式集

入札説明書の
様式集
4 D.中小企業大
学校直方校及
び中小企業大
学校人吉校
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（例）
修繕費：1回あたり修繕費×修繕回数

（例）
修繕費：1回あたり修繕費×修繕回数

（例）
修繕費：1回あたり修繕費×修繕回数

（例）
修繕費：1回あたり修繕費×修繕回数
※2.物件費は、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃
借料、会議費、雑役務費、修繕費、調査費、
福利厚生費、保険料等を記載し、その算定根拠を記載すること。
（例）
修繕費：1回あたり修繕費×修繕回数

「研修に係る業務及び施設の管理・運営業務 」資料の訂正について
NO

資料

1 入札実施要領

ページ

P3

項目名

訂正前
②関東地区
(３)入札の対象となる研修運営・ ハ．中小企業大学校三条校（新潟県三条市上野原570番地 以下
施設管理運営業務の実施場所及び 「三条校」という。）
ニ．中小企業大学校東京校（東京都東大和市桜が丘2-137-5 以
入札単位
下「東京校」という。）

2 入札実施要領

P7

(７)契約の形態及び支払
②委託費

3 入札実施要領

P7

イ

研修運営業務委託費

4 入札実施要領

P7

ロ

施設管理運営業務委託費

5 入札実施要領

P7

④要求水準未達成の場合の措置

6

入札実施要領
11/2追加修正

7 入札実施要領

訂正後
②関東地区
ハ．中小企業大学校東京校（東京都東大和市桜が丘2-137-5
以下「東京校」という。）
ニ．中小企業大学校三条校（新潟県三条市上野原570番地 以
下「三条校」という。）

機構は、受託者に対し、研修運営・施設管理運営業務の実施に
対する対価として、上記(２)の業務の区分に応じ、研修運営業
務委託費及び施設管理運営業務委託費を契約に定めるところに
より支払う。
研修運営業務委託費とは、６．(２)①イに定める入札書に入札
価格の内訳として記載された研修運営業務委託費であり、

機構は、受託者に対し、研修運営・施設管理運営業務の実施に
対する対価として、上記(２)の業務の区分に応じ、大学校ごと
に研修運営業務委託費及び施設管理運営業務委託費を契約に定
めるところにより支払う。
研修運営業務委託費とは、６．(２)①イに定める入札書及び見
積書（入札内訳書）に入札価格の内訳として記載された研修運
営業務委託費であり、

施設管理運営業務委託費については、６．(２)①イに定める入
札書に入札価格の内訳として記載された施設管理運営業務委託
費であり、
具体的には、下表に従い、当該事業年度の最終月において支払
おうとする研修運営業務委託費及び施設管理運営業務委託費の
額に10/100を乗じ、その乗じて得た額

施設管理運営業務委託費については、６．(２)①イに定める入
札書及び見積書（入札内訳書）に入札価格の内訳として記載さ
れた施設管理運営業務委託費であり、
具体的には、下表に従い、当該事業年度の最終月において支払
おうとする研修運営業務委託費又は施設管理運営業務委託費の
額に10/100を乗じ、その乗じて得た額
(４)単独で研修運営・施設管理運営業務を担えない場合は､適
正に研修運営・施設管理運営業務を遂行できる共同事業体(研
修運営・施設管理運営業務を共同して行うことを目的として複
数の受託者により構成された組織をいう。以下同じ。)として
参加することができる。

P11

５．入札参加資格に関する事項
(４)

(４)単独で研修運営・施設管理運営業務を担えない場合は､適正
に研修運営・施設管理運営業務を遂行できる事業者(研修運営・
施設管理運営業務を共同して行うことを目的として複数の受託
者により構成された組織をいう。以下同じ。)として参加するこ
とができる。

P12

５．入札参加資格に関する事項
(６)

上記(５)の業務並びに食堂及び喫茶室の運営業務について、過 上記(５)の業務並びに食堂及び喫茶室の運営業務について、過
去5年間に契約期間が原則として一年以上、又はこれと同等の類 去5年間に契約期間が原則として一年以上、かつ同等の類似実
似実績を有していること。
績を有していること。
a 入札参加者にとって、機構の研修運営・施設管理運営業務の 削除
業務内容の位置づけ及び実施を希望する目的（入札参加者の経
営戦略、財務、事業領域における位置づけなどの面も含む。）
b 研修運営・施設管理運営業務における事業収支計画書（対象 a 研修運営・施設管理運営業務における事業収支計画書（対
となる3事業年度分）
象となる3事業年度分）

P13

c
６．入札に参加する者の募集
(２)入札の実施手続
②企画書の内容
ニ 事業実施企画書

8 入札実施要領

P14

事業実施体制及びその管理体制

d 業務の具体的実施方法
・研修運営業務の具体的な実施方法や手順。特に、受託者の創
意工夫を反映し、安定した業務実施の確保に向けた業務実施プ
ロセスを確保するための工夫（業務の標準化や従事者の教育、
継続的雇用促進など）や研修運営業務のサービスの質の維持向
上（要求水準の達成、包括的な質の向上、効率化の向上、機構
の経費の削減等）に資する提案を記載する。
e 自律的改善の仕組み

b

事業実施体制及びその管理体制

c 業務の具体的実施方法
・研修運営業務の具体的な実施方法や手順。特に、受託者の創
意工夫を反映し、安定した業務実施の確保に向けた業務実施プ
ロセスを確保するための工夫（業務の標準化や従事者の教育、
継続的雇用促進など）や研修運営業務のサービスの質の維持向
上（要求水準の達成、包括的な質の向上、効率化の向上等）に
資する提案を記載する。
d 自律的改善の仕組み

f その他（施設管理運営業務を行う上で必要となる資格等の保 e その他（施設管理運営業務を行う上で必要となる資格等の
有状況など）
保有状況など）
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※施設の有効利用に係る光熱費 算定基準

※施設の有効利用に係る光熱費 算定基準

その他実施要項に関する情報
1.収入主体の概要図

9 入札実施要領

P61

（４）施設の有効利用に係る研修
室の使用に要する光熱費について
は、次の算定基準に基づいた額を
受託者が負担する。

Ｃ：対象教室の利用時間

Ｂ：大学校の施設総面積

A：大学校の総光熱費

×

Ｄ：大学校の施設総面積

×

図４

その他実施要項に関する情報
1.収入主体の概要図
10

11

12

13

14

入札実施要領
11/2追加修正

入札実施要領
11/2追加修正

入札実施要領
11/2追加修正

入札実施要領
11/2追加修正

入札実施要領
11/2追加修正

P61

P28

P28

P28

P29

A：大学校の総光熱費

×

Ｅ：大学校の利用総時間

（Ｅ＝大学校の開校
総日数（休日利用を
含む）×18時間）

Ｂ：大学校の対象教室の面積

Ｃ：対象教室の利用時間

×

Ｅ：大学校の利用総時間

Ｄ：大学校の施設総面積

（Ｅ＝大学校の開校
総日数（休日利用を
含む）×18時間）

（４）施設の有効利用に係る研修室の使用に要する光熱費につ （４）施設の有効利用に係る研修室、体育施設の使用に要する
いては、次の算定基準に基づいた額を受託者が負担する。
光熱費については、次の算定基準に基づいた額を受託者が負担
する。

（４）施設の有効利用に係る研修
室の使用に要する光熱費について
は、次の算定基準に基づいた額を
受託者が負担する。
従来の実施状況に関する情報の開 26年度
30,096
示
１ 従来の実施に要した経費
１ 過年度の委託内容に対し、機
構が受託者に支払った委託費

26年度
20,197

（中小企業大学校三条校）
光熱水費等負担実額 26年度
従来の実施状況に関する情報の開 26年度
示
14,277
１ 従来の実施に要した経費
１ 過年度の委託内容に対し、機
構が受託者に支払った委託費

26年度
15,419

（中小企業大学校瀬戸校）
光熱水費等負担実額 26年度
従来の実施状況に関する情報の開 27年度
12,898
示
１ 従来の実施に要した経費
１ 過年度の委託内容に対し、機
構が受託者に支払った委託費

27年度
13,930

（中小企業大学校瀬戸校）
光熱水費等負担実額 27年度
従来の実施状況に関する情報の開 26年度
13,989
示
１ 従来の実施に要した経費
１ 過年度の委託内容に対し、機
構が受託者に支払った委託費

26年度
13,881

（中小企業大学校人吉校）
光熱水費等負担実額 26年度
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「研修に係る業務及び施設の管理・運営業務 」資料の訂正について
NO

資料

ページ

1

入札仕様書
【旭川校】
11/2追加修正

P2

2

入札仕様書
【旭川校】
11/2追加修正

P8

3

入札仕様書
【旭川校】
11/2追加修正

P12

4

入札仕様書
【旭川校】
11/2追加修正

P20

項目名

訂正前
機構は、研修の企画及び募集に係る経費及び以下に定める研修の
運営に係る経費を負担する。受託者は、これら以外の研修運営業
務の実施に必要な経費を負担することとする。
イ 講師に係る謝金および旅費
ロ 教材の調達に係る経費
ハ 講師等の送迎に係るタクシー料金
ニ コピー料金（コピー用紙の購入費用を含む。）
ホ 研修運営業務の実施に要する郵便料金や電話料金等の通信費
２．研修運営業務についての具体的 ヘ 研修に係る消耗品費
ト
講師控室に係る消耗品費
な事項
チ
図書の購入費
（３）諸経費の分担について
リ 会場借料費
ヌ 研修に係る効果測定費

訂正後
機構は、研修の企画及び募集に係る経費及び以下に定める研修の
運営に係る経費を負担する。受託者は、これら以外の研修運営業
務の実施に必要な経費を負担することとする。
イ 講師に係る謝金および旅費
ロ 教材の調達に係る経費
ハ 講師等の送迎に係るタクシー料金
ニ コピー料金（コピー用紙の購入費用を含む。）
ホ 研修運営業務の実施に要する郵便料金や電話料金等の通信費
ヘ 研修に係る消耗品費
ト
講師控室に係る消耗品費
チ 図書の購入費
リ 会場借料費
ヌ 研修に係る効果測定費
ル 大学校外で行う研修運営のために要する受託者担当者の交通
費及び宿泊費（日当は除く）。
ただし、受託者から請求されたものについて、機構旅費規程に準
拠して算出した金額を上限とした実費相当額とする。

なお、研修内容によっては、大学校施設外に所在する企業や施設
において、講義や実習を実施する場合があるが、大学校施設内と
２．研修運営業務についての具体的 同様に実施すること。その際の受託者の交通費等の経費について
な事項
は、機構の運賃算定ルール等に基づき機構に請求するものとす
(５) 研修運営業務の業務内容の詳 る。
細
③研修・教室運営

なお、研修内容によっては、大学校施設外に所在する企業や施設
において、講義や実習を実施する場合があるが、大学校施設内と
同様に実施すること。大学校施設外で研修等を行い受託者に交通
費等（日当除く）が発生する場合は、機構の旅費規程による算定
額を上限とした実費相当額を機構が負担する。

３．施設管理運営業務についての具
体的な事項（実施要領２．(２) 関
係）
②
（参考情報）主要な光熱水使用量

平成26年度使用量（年間使用料金）
電気：（7,639千円）
ガス：（361千円）
Ａ重油：（16,090千円）
平成27年度使用量（年間使用料金）
電気：（6,719千円）
ガス：（359千円）
Ａ重油：（16,907千円）

（３）業務管理
②施設の運営に係る業務
①寮運営係は、2人以上の体制とし、定められた場所において業
１．研修生寄宿舎（北心寮）の運営
務に従事すること。
業務
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平成26年度使用量（年間使用料金）
電気：（8,408千円）
ガス：（365千円）
Ａ重油：（13,952千円）
平成27年度使用量（年間使用料金）
電気：（9,252千円）
ガス：（361千円）
Ａ重油：（9,852千円）
（３）業務管理
①寮運営係は、定められた場所において、旭川校の研修事業運営
に支障を生じさせないよう、業務量に応じて適切な人事配置を行
うものとする。

5

6

入札仕様書
【旭川校】

入札仕様書
【旭川校】

P22

④その他管理業務
４ 月次報告及び年間事業実績報告 ・報告すべき内容など詳細は、別紙４に記載する。
備考

・報告すべき内容など詳細は、別紙６に記載する。

P42

【別紙5】クレーム及び問い合わせ
対応
養成研修要領第11条第2項及び受講料返還基準（平成16年7月1
１．キャンセルへの対応（受講料の
日）
返却処理）
〔対応方法〕

養成研修要領第13条第2項及び受講料返還基準（平成16年7月1
日）

7

入札仕様書
＜P68 【別紙１３】
【旭川校】
＞ 容
11/2追加修正

8

入札仕様書
【旭川校】
11/2追加修正

P71

設備維持管理業務内

―

【別紙15】（参考情報）現状の利用
関係者
料などの料金について
3,500円
（朝食無し）
１．北心寮の寮費について

（昇降機設備）
４． 昇降機設備に関し、建築基準法に基づく基準を遵守して、
常に安全で最良の運転状態を維持するよう保守点検・整備を行う
ものとし、業務の内容は次に掲げるとおりとする。
なお、点検、整備対象機器又は装置並びに点検項目は、別表９に
掲げるとおりとする。
(1) 定期点検（特定業務）（月1回）
技術者を派遣して点検し、必要に応じ清掃・給油及び簡単な調整
を行い、性能を最高に維持するよう適切な処置を行うものとす
る。
(2) 定期点検等に基づく整備（特定業務）（随 時）
定期点検、精密調査の結果により、機器の性能維持に必要と判断
した場合は、直ちに部品の取替もしくは修理を行うものとする。
(3) 故障対策（日常業務）（随 時）
不時の故障又は事故の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派
遣し、適切な処置を行うものとする。
(4) 定期検査の実施・報告（特定業務） （年１回）
建築基準法に基づき行われる定期検査の実施・報告を行うものと
する。
(5) 精密調査（特定業務）（随 時）
必要に応じ技術員を派遣し、機械装置の細部を調査し、予防保全
的措置を取るものとする。
(6) 付加装置の日常点検（日常業務） （随 時）
集合インターホーン、地震感知器等の点検を行うものとする。

関係者
3,000円
（朝食無し）
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9

入札仕様書
＜P89 【別表９】 保守点検機器及び点検
【旭川校】
＞ 項目《昇降機設備》
11/2追加修正

―

◆油圧式エレベーター（乗用、定員６人、製造者：三菱電機株式
会社）１基
点検項目
１、制御駆動装置
①制御盤
②パワーユニット（油圧式）
２、昇降路
①上・下部リミットスイッチ
②レール
③非常止めスイッチ
④ロープ
⑤ピット
⑥ジャッキ（油圧式）
３、かご室
①かご運行状態
②かご上機器
③戸の開閉
④照明・停電灯
⑤位置表示器
⑥外部連絡装置
⑦押ボタン
⑧かご室意匠
４、乗場
①戸の開閉
②戸のインターロック
③位置表示器
④押ボタン
⑤乗場意匠

※ページ番号に＜
＞が付いている箇所について、訂正前の仕様書に当該箇所の記載がなく、訂正後の仕様書に追加で記載された箇所になりますので、
訂正後の仕様書のページ番号を記載しています。
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「研修に係る業務及び施設の管理・運営業務 」資料の訂正について
NO

資料

ページ

1

入札仕様書
【仙台校】
11/2追加修正

P2

2

3

入札仕様書
【仙台校】
11/2追加修正

入札仕様書
【仙台校】

P6

項目名

２．研修運営業務についての具体的な事項
（３）諸経費の分担について

２．研修運営業務についての具体的な事項
(５)研修運営業務の業務内容の詳細
③研修・教室運営

P9～ (５)研修運営業務の業務内容の詳細
P10 ⑥その他関連業務

訂正前
（３）諸経費の分担について（実施要領２．(７)
②委託費 関係）
機構は、研修の企画及び募集に係る経費及び以下
に定める研修の運営に係る経費を負担する。受託
者は、これら以外の研修運営業務の実施に必要な
経費を負担することとする。
イ 講師に係る謝金および旅費
ロ 教材の調達に係る経費
ハ 講師等の送迎に係るタクシー料金
ニ コピー料金（コピー用紙の購入費用を含
む。）
ホ 研修運営業務の実施に要する郵便料金や電話
料金等の通信費
ヘ 研修に係る消耗品費
ト 研修に係る効果測定費
チ 講師控室に係る消耗品費
リ 図書の購入費

訂正後
（３）諸経費の分担について（実施要領２．(７)
②委託費 関係）
機構は、研修の企画及び募集に係る経費及び以下
に定める研修の運営に係る経費を負担する。受託
者は、これら以外の研修運営業務の実施に必要な
経費を負担することとする。
イ 講師に係る謝金および旅費
ロ 教材の調達に係る経費
ハ 講師等の送迎に係るタクシー料金
ニ コピー料金（コピー用紙の購入費用を含
む。）
ホ 研修運営業務の実施に要する郵便料金や電話
料金等の通信費
ヘ 研修に係る消耗品費
ト 研修に係る効果測定費
チ 講師控室に係る消耗品費
リ 図書の購入費
ヌ 大学校外で行う研修運営のために要する受託
者担当者の交通費及び宿泊費（日当は除く）。
ただし、受託者から請求されたものについて、機
構旅費規程に準拠して算出した金額を上限とした
実費相当額とする。

なお、研修内容によっては、大学校施設外に所在
する企業や施設において、講義や実習を実施する
場合があるが、大学校施設内と同様に実施するこ
と。その際の受託者の交通費は、機構の交通費精
算ルールに基づいて計算された実費相当額につい
て、機構がこれを負担する。

なお、研修内容によっては、大学校施設外に所在
する企業や施設において、講義や実習を実施する
場合があるが、大学校施設内と同様に実施するこ
と。大学校施設外で研修等を行い受託者に交通費
等（日当除く）が発生する場合は、機構の旅費規
程による算定額を上限とした実費相当額を機構が
負担する。

※従来施設の維持管理・運営業務として実施して
きた講師等応接業務及び読書室運営業務について
は、その一部（教室整備、講師へのタクシー等の
削除
自動車の手配、講師控室の準備、図書の収集を除
く読書室の運営等）を研修運営業務として実施す
ることとした。
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4

5

入札仕様書
【仙台校】
11/2追加修正

P11

入札仕様書
【仙台校】

P19

6

入札仕様書
【仙台校】

7

入札仕様書
【仙台校】

8

入札仕様書
【仙台校】

9

入札仕様書
【仙台校】

（２）諸経費の分担について
（参考情報）主要な光熱水使用量
（年間使用料金）
平成26年度 水道・ガス・A重油
平成27年度 電気・A重油

(７)施設管理運営業務の業務内容の詳細
④その他の管理業務

平成26年度
水道
4,509千円
ガス
414千円
A重油 7,103千円

平成26年度
水道 4,510千円
ガス 415千円
A重油 7,107千円

平成27年度
電気
10,089千円
A重油 4,319千円

平成27年度
電気 10,091千円
A重油 4,549千円

・ 報告すべき内容など詳細は、別紙４に記載す
る。

・ 報告すべき内容など詳細は、別紙６に記載す
る。

【別紙1】 平成28年度研修計画（委託対象研修に限
る）
P20～
（１）中小企業向け研修
一覧表が一部破損
P23
（２）中小企業支援担当者向け研修
（３）中小企業経営改善計画策定支援研修
【別紙1】 平成28年度研修計画（委託対象研修に限
る）
P23
１２日間
（３）中小企業経営改善計画策定支援研修
６時間換算日数
P43

【別紙5】クレーム及び問い合わせ対応
１．キャンセルへの対応（受講料の返却処理）
〔対応方法〕

P77～
【別紙20】業務区分表
P78

体裁再整理済

２日間

養成研修要領第11条第2項及び受講料返還基準
（平成16年7月1日）

養成研修要領第13条第2項及び受講料返還基準
（平成16年7月1日）

【別紙20】業務区分表

削除
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「研修に係る業務及び施設の管理・運営業務 」資料の訂正について
NO

1

2

3

資料

入札仕様書
【東京校】
11/2追加修正

入札仕様書
【東京校】
11/2追加修正

入札仕様書
【東京校】
11/2追加修正

入札仕様書
4 【東京校】
11/2追加修正

ページ

P2

項目名

訂正前
（３） 諸経費の分担について （実施要領2.（７）②関係）
機構は、研修の企画及び募集に係る経費及び以下に定める研修の運営に係る経費を負担
する。受託者は、これら以外の研修運営業務の実施に必要な経費を負担することとす
る。
イ 講師に係る謝金および旅費
ロ 教材の調達に係る経費
ハ 講師等の送迎に係るタクシー料金
ニ コピー料金（コピー用紙の購入費用を含む。）
ホ 研修運営業務の実施に要する郵便料金や電話料金等の通信費
２．研修運営業務についての具体的 ヘ 研修に係る消耗品費
な事項
ト 講師控室に係る消耗品費
（３）諸経費の分担について
チ 校外研修で使用する機器等に係る借り上げ費
リ 図書の購入費
ヌ 会場借料費

訂正後
（３） 諸経費の分担について （実施要領2.（７）②関係）
機構は、研修の企画及び募集に係る経費及び以下に定める研修の運営に係る経費を負担す
る。受託者は、これら以外の研修運営業務の実施に必要な経費を負担することとする。
イ 講師に係る謝金および旅費
ロ 教材の調達に係る経費
ハ 講師等の送迎に係るタクシー料金
ニ コピー料金（コピー用紙の購入費用を含む。）
ホ 研修運営業務の実施に要する郵便料金や電話料金等の通信費
ヘ 研修に係る消耗品費
ト 講師控室に係る消耗品費
チ 校外研修で使用する機器等に係る借り上げ費
リ 図書の購入費
ヌ 会場借料費
ル 大学校外で行う研修運営のために要する受託者担当者の交通費及び宿泊費（日当は除
く）。
ただし、受託者から請求されたものについて、中小機構旅費規程に準拠して算出した金額
を上限
とした実費相当額とする。

P6

・受託者は、予備調査で発生した交通運賃も上記同様に研修の経費として、機構の運賃 ・受託者は、予備調査で交通費等（日当を除く）が発生する場合は、機構の旅費規程によ
２．研修運営業務の具体的な事項
算定ルールに基づいた額を機構に請求するものとする。
る算定額を上限とした実費相当額を機構が負担する。
（5）業務内容の詳細
②実習の受入企業への依頼及び予備
調査の実施（中小企業診断士養成課
程、中小企業支援担当者等研修（一
部）、経営後継者研修）

P13

・大学校施設外でイベント等を行い受託者に交通費等が発生する場合は、機構の交通費 ・大学校施設外でイベント等を行い受託者に交通費等（日当を除く）が発生する場合は、
２．研修運営業務の具体的な事項
精算ルールに基づいて計算された実費相当額について、機構がこれを負担する。
機構の旅費規程による算定額を上限とした実費相当額を機構が負担する。
（5）業務内容の詳細
④受講者募集及び受講者登録（経営
後継者研修、経営管理者研修、工場
管理者養成コース及び中小企業向け
研修）

P21

2. 研修運営業務の具体的な事項
（５） 業務内容の詳細
⑦研修・教室運営

5

入札仕様書
【東京校】
11/2追加修正

P22

2. 研修運営業務の具体的な事項
（５） 業務内容の詳細
⑦研修・教室運営

6

入札仕様書
【東京校】

P27

（３）諸経費の分担について （実
施 要 領 2. （ ７ ） ② 委 託 費 及 び 9.
（１）施設・整備等の使用 関係）

7

入札仕様書
【東京校】
11/2追加修正

P28

・大学校施設外で行う校外研修については、事前準備及び打合せ等で現地の関係者等へ ・大学校施設外で行う校外研修については、事前準備及び打合せ等で現地の関係者等への
の訪問を行う場合があるが、交通費等の経費については機構の運賃算定ルール等に基づ 訪問を行う場合があるが、受託者に交通費等（日当除く）が発生する場合は、機構の旅費
き機構に請求するものとする。
規程による算定額を上限とした実費相当額を機構が負担する。

・大学校施設外で研修等を行い受託者に交通費等が発生する場合は、機構の交通費精算 ・大学校施設外で研修等を行い受託者に交通費等（日当を除く）が発生する場合は、機構
ルールに基づいて計算された実費相当額について、機構がこれを負担する。
の旅費規程による算定額を上限とした実績相当額を機構が負担する。

追加：
（参考情報）10万円未満の修繕維持費等の実績

－

（３）諸経費の分担について （実
施要領2.（７）②委託費及び9.
ロ コピー料金（コピー機の使用に係る従量課金相当分。コピー用紙の購入費用は除
（１）施設・整備等の使用 関係） く。）
③
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ロ コピー料金（図書館のコピー機の使用に係る従量課金相当分については図書館利用者が負
担する。コピー用紙の購入費用は機構負担とする。）

8

9

入札仕様書
【東京校】

入札仕様書
【東京校】
11/2追加修正

10

入札仕様書
【東京校】

11

入札仕様書
【東京校】

P28

P28

P39

P98

（３）諸経費の分担について （実
施要領2.（７）②委託費及び9.
（１）施設・整備等の使用 関係）

追加：
（参考情報）主要な光熱水使用量

－

平成26年度
電気 1,815,565
うち夏季※42,082
（３）諸経費の分担について （実 （37,375,798）
施 要 領 2. （ ７ ） ② 委 託 費 及 び 9.
（１）施設・整備等の使用 関係） 水道 69,361
（27,081,571）
（参考情報）主要な光熱水使用量
平成26年度使用量
ガス
362,861
（年間使用料金）
（38,863,353）

平成26年度
電気 1,812,570
うち夏季※42,082
（39,962,598）
水道 69,361
（27,081,679）
ガス

(１)業務内容及び範囲
①ネットワーク機器等の管理
②サーバ類の運用支援及び定期メンテナンス業務
③業務システムの管理業務
④長期コース(中小企業診断士養成課程、経営後継者研修、経営管理者コース及び工場
管理者養成コース)の開講・終講に伴う支援業務
⑤ネットワーク接続機器管理及び研修運営支援業務
・研修等で使用するパソコンおよび研修の目的で東京校内に設置されているパソコンの
使用後の現状回復、ソフトのバージョンアップ等管理
・研修で使用するプリンター及び研修の目的で東京校内に設置されているプリンターの
トナー等の交換、管理。なお、トナー等消耗品の購入は機構が行なう。
４．ネットワーク管理業務（研修等
・研修が円滑に進められるよう教室等へのネットワーク接続機器の設置等の支援。
施設部分）
・⑤の業務については研修運営業務と連携し実施することとし、研修運営業務に支障が
ないよう努める。
⑥ネットワーク等に関する研修運営業務者等からの質問への対応。
⑦その他付随業務
なお、業務内容及び範囲は別紙１５「ネットワーク管理業務内容」によるものとする。

【別紙5】クレーム及び問い合わせ対
応
１．キャンセルへの対応（受講料の 養成研修要領第11条第2項及び受講料返還基準（平成16年7月1日）
返却処理）
〔対応方法〕
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362,758
（36,863,353）

(１)業務内容及び範囲
①ネットワーク機器等の管理
②サーバ類の運用支援及び定期メンテナンス業務
※サーバ類の運用支援業務については新システム(平成29年7月導入)より廃止。
③業務システムの管理業務
④長期コース(中小企業診断士養成課程、経営後継者研修、経営管理者コース及び工場管
理者養成コース)の開講・終講に伴う支援業務
※一部業務については新システム(平成29年7月導入)より廃止。
⑤ネットワーク接続機器管理及び研修運営支援業務
・研修等で使用するパソコンおよび研修の目的で東京校内に設置されているパソコンの使
用後の現状回復、ソフトのバージョンアップ等管理
・研修で使用するプリンター及び研修の目的で東京校内に設置されているプリンターのト
ナー等の交換、管理。なお、トナー等消耗品の購入は機構が行なう。
・研修が円滑に進められるよう教室等へのネットワーク接続機器の設置等の支援。
・⑤の業務については研修運営業務と連携し実施することとし、研修運営業務に支障がな
いよう努める。
⑥ネットワーク等に関する研修運営業務者等からの質問への対応。
⑦その他付随業務
なお、業務内容及び範囲は別紙１５「ネットワーク管理業務内容」によるものとする。

養成研修要領第13条第2項及び受講料返還基準（平成16年7月1日）

12

13

入札仕様書
【東京校】

入札仕様書
【東京校】

【業務内容】
① スイッチングハブ等の稼動確認
② システム・セキュリティログの採取・収集
③ インターネット接続状況の監視
④ UTMやプロキシやDHCPなどのアプライアンス機器の運用管理
⑤ 無線ＬＡＮアクセスポイント等の稼働確認
【業務説明】
① チェックランプの確認や管理ツールによる応答チェックなどを実施する。
② 定期的なログの採取及び解析を実施する。
③ 障害時に一次対応やエスカレーションおよび必要に応じてメーカーへの問い合わせを
実施する。
④ ウィルス対策を実施する。
⑤ 機器に応じた稼働率や使用状況のレポートを作成する。
⑥ 設定情報（Config）の世代管理をおこなう。
⑦ 無線ＬＡＮ集中ソフトの保守サポートライセンスの維持

【業務内容】
① スイッチングハブ等の稼動確認
② システム・セキュリティログの採取・収集
③ インターネット接続状況の監視
④ UTMやプロキシやDHCPなどのアプライアンス機器の運用管理
(新システムよりプロキシ・DHCPアプライアンス機器は廃止)
⑤ 無線ＬＡＮアクセスポイント等の稼働確認
【業務説明】
① チェックランプの確認や管理ツールによる応答チェックなどを実施する。
② 定期的なログの採取及び解析を実施する。
※新システムよりネットワーク機器もしくはクラウドシステムでのログの収集・管理を実
施。
③ 障害時に一次対応やエスカレーションおよび必要に応じてメーカーへの問い合わせを
実施する。
④ ウィルス対策を実施する。
⑤ 機器に応じた稼働率や使用状況のレポートを作成する。
⑥ 設定情報（Config）の世代管理をおこなう。
⑦ 無線ＬＡＮ集中ソフトの保守サポートライセンスの維持

【業務内容】
① サーバ類に於ける運用支援
② サーバ類の定期メンテナンス
【業務説明】
① 必要に応じて割り当てるシステムのリソース変更をおこなう。
② 必要に応じてゲストのクローンを作成し、稼働サービスのバージョンアップ等テスト
環境の構築をおこなう。
③ サーバにおける、ゲストOSのディザスタリカバリ（災害復旧）の取得をおこなう。
④ サーバの使用率及び、負荷状況のレポートを作成する。
⑤ 必要に応じてサーバ機器のバックアップを行う。
⑥ サーバ機器に対してウイルス対策を実施する。サーバに於ける運用支援
⑦ サーバ類の定期メンテナンス作業
⑧ ネットワーク機器等のメンテナンス作業
⑨ 計画停電時における対象機器の停止・起動及び動作確認作業(1回/年)
⑩ Webコンテンツの保守、更新の際のセキュリティに関する機能強化

【業務内容】
① サーバ類に於ける運用支援(新システムより廃止)
② 定期メンテナンス業務
【業務説明】
① 必要に応じて割り当てるシステムのリソース変更をおこなう。
② 必要に応じてゲストのクローンを作成し、稼働サービスのバージョンアップ等テスト
環境の構築をおこなう。
③ サーバにおける、ゲストOSのディザスタリカバリ（災害復旧）の取得をおこなう。
④ サーバの使用率及び、負荷状況のレポートを作成する。
⑤ 必要に応じてサーバ機器のバックアップを行う。
⑥ サーバ機器に対してウイルス対策を実施する。サーバに於ける運用支援
⑦ サーバ類の定期メンテナンス作業
⑧ Webコンテンツの保守、更新の際のセキュリティに関する機能強化
※上記①～⑧業務については新システムより廃止
⑨ ネットワーク機器等のメンテナンス作業
⑩ 計画停電時における対象機器の停止・起動及び動作確認作業(1回/年)

【業務説明】
① 寮運営システム等の運用中におけるトラブル対応、障害時の原因調査、復旧対応
② 必要に応じて機器のメンテナンス作業の実施(2～4回／年)
③ 障害時に於けるログ等の調査・原因の切り分け、復旧作業や点検時の停止・起動・確
認作業の実施。
【別紙１５】ネットワーク管理業務 ④ 研修コース専用イントラページの設置及びカリキュラム、使用テキスト等の掲載（新
P144～
システムより機構Ｗｅｂサーバに移行）
内容
P145
⑤ ネットワーク関係について、Q&A対応を行う。
３． 業務システムの管理業務
⑥ 研修生持込PCを寮室内にて使用する際に、インターネット接続に係るトラブル対応及
び設定補助。
⑦無線ＬＡＮシステムの障害時一時対応を行う。
⑧ 緊急時及び災害時対応。

【業務説明】
① 寮運営システム等の運用中におけるトラブル対応、障害時の原因調査、復旧対応
② 必要に応じて機器のメンテナンス作業の実施(2～4回／年)
③ 障害時に於けるログ等の調査・原因の切り分け、復旧作業や点検時の停止・起動・確
認作業の実施。
④ 研修コース専用イントラページの設置及びカリキュラム、使用テキスト等の掲載（新
システムより機構Ｗｅｂサーバに移行）
⑤ ネットワーク関係について、Q&A対応を行う。
⑥ 研修生持込PCを寮室内にて使用する際に、インターネット接続に係るトラブル対応及
び設定補助。
⑦ 緊急時及び災害時対応。

【別紙１５】ネットワーク管理業務
P144 内容
１．ネットワーク機器等の管理

P144

【別紙１５】ネットワーク管理業務
内容
２．サーバ類の運用支援及び定期メ
ンテナンス業務

14

入札仕様書
【東京校】

15

入札仕様書
【東京校】

【別表１６】 サーバ構成図
P209
２９年７月以降(予定)

16

入札仕様書
【東京校】

P210 【別表17】ネットワーク機器構成図 平
P211 成２９年７月以降(予定)

【別表１６】

サーバ構成図

平成２９年７月以降(予定)

平成

【別表１６】 システム構成図

平成29年7月以降（予定）

表差替え

【別表１７】

ネットワーク機器構成図

平成２９年７月以降(予定)
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表差替え
DHCP、バックアップサーバ、バックアップサーバストレージを削除
ログ管理システムを追記

「研修に係る業務及び施設の管理・運営業務」資料の訂正について
NO

資料

ページ

1

入札仕様書
【三条校】
11/2追加修正

P2

2

入札仕様書
【三条校】
11/2追加修正

P6

項目名

訂正前
（３）諸経費の分担について（実施要領２．(７)②委
託費関係）
機構は、研修の企画及び募集に係る経費及び以下に定
める研修の運営に係る経費を負担する。受託者は、こ
れら以外の研修運営業務の実施に必要な経費を負担す
ることとする。
イ 講師に係る謝金および旅費
ロ 教材の調達に係る経費
ハ 講師等の送迎に係るタクシー料金
２．研修運営業務についての具体的 ニ コピー料金（コピー用紙の購入費用を含む。）
な事項
ホ 研修運営業務の実施に要する郵便料金や電話料金
（３）諸経費の分担について
等の通信費
ヘ 研修に係る消耗品費
ト 講師控室に係る消耗品費
チ 図書の購入費

訂正後
（３）諸経費の分担について（実施要領２．(７)②委
託費関係）
機構は、研修の企画及び募集に係る経費及び以下に定
める研修の運営に係る経費を負担する。受託者は、こ
れら以外の研修運営業務の実施に必要な経費を負担す
ることとする。
イ 講師に係る謝金および旅費
ロ 教材の調達に係る経費
ハ 講師等の送迎に係るタクシー料金
ニ コピー料金（コピー用紙の購入費用を含む。）
ホ 研修運営業務の実施に要する郵便料金や電話料金
等の通信費
ヘ 研修に係る消耗品費
ト 講師控室に係る消耗品費
チ 図書の購入費
リ 大学校外で行う研修運営のために要する受託者担
当者の交通費及び宿泊費（日当は除く）。
ただし、受託者から請求されたものについて、機構旅
費規程に準拠して算出した金額を上限と
した実費相当額とする。

なお、研修内容によっては、大学校施設外に所在する
企業や施設において、講義や実習を実施する場合があ
るが、大学校施設内と同様に実施すること。その際の
２．研修運営業務についての具体的 受託者の交通費は、機構の交通費精算ルールに基づい
な事項
て計算された実費相当額について、機構がこれを負担
(５)研修運営業務の業務内容の詳細 する。
③教室運営

なお、研修内容によっては、大学校施設外に所在する
企業や施設において、講義や実習を実施する場合があ
るが、大学校施設内と同様に実施すること。大学校施
設外で研修等を行い受託者に交通費等（日当除く）が
発生する場合は、機構の旅費規程による算定額を上限
とした実費相当額を機構が負担する。
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3

入札仕様書
【三条校】
11/2追加修正

P12

３．施設管理運営業務についての具
体的な事項
（２）諸経費の分担について
（参考情報）主要な光熱水使用量

4

入札仕様書
【三条校】

P50

【別紙5】クレーム及び問い合わせ
対応
養成研修要領第11条第2項及び受講料返還基準（平成16 養成研修要領第13条第2項及び受講料返還基準（平成16
１．キャンセルへの対応（受講料の
年7月1日）
年7月1日）
返却処理）
〔対応方法〕

5

入札仕様書
【三条校】

P82

【別紙21】（参考情報）業務区分表 【別紙21】（参考情報）業務区分表
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【別紙20】（参考情報）業務区分表

「研修に係る業務及び施設の管理・運営業務」資料の訂正について
NO

資料

ページ

1

入札仕様書
【瀬戸校】
11/2追加修正

P3

2

入札仕様書
【瀬戸校】
11/2追加修正

P7

項目名

訂正前
（３）諸経費の分担について（実施要領２．
(７)②委託費関係）
機構は、研修の企画及び募集に係る経費及び
以下に定める研修の運営に係る経費を負担す
る。受託者は、これら以外の研修運営業務の
実施に必要な経費を負担することとする。
イ 講師に係る謝金および旅費
ロ 教材の調達に係る経費
ハ 講師等の送迎に係るタクシー料金
ニ コピー料金（コピー用紙の購入費用を含
２．研修運営業務についての具体的 む。）
ホ 研修運営業務の実施に要する郵便料金や
な事項
電話料金等の通信費
（３）諸経費の分担について
ヘ 研修に係る消耗品費
ト 講師控室に係る消耗品費
チ 図書の購入費

訂正後
（３）諸経費の分担について（実施要領２．
(７)②委託費関係）
機構は、研修の企画及び募集に係る経費及び
以下に定める研修の運営に係る経費を負担す
る。受託者は、これら以外の研修運営業務の
実施に必要な経費を負担することとする。
イ 講師に係る謝金および旅費
ロ 教材の調達に係る経費
ハ 講師等の送迎に係るタクシー料金
ニ コピー料金（コピー用紙の購入費用を含
む。）
ホ 研修運営業務の実施に要する郵便料金や
電話料金等の通信費
ヘ 研修に係る消耗品費
ト 講師控室に係る消耗品費
チ 図書の購入費
リ 大学校外で行う研修運営のために要する
受託者担当者の交通費及び宿泊費（日当は除
く）。
ただし、受託者から請求されたものについ
て、機構旅費規程に準拠して算出した金額を
上限と
した実費相当額とする。

なお、研修内容によっては、大学校施設外に
所在する企業や施設において、講義や実習を
実施する場合があるが、大学校施設内と同様
２．研修運営業務についての具体的 に実施すること。その際の受託者の交通費
な事項
は、機構の交通費精算ルールに基づいて計算
(５)研修運営業務の業務内容の詳細 された実費相当額について、機構がこれを負
③教室運営
担する。

なお、研修内容によっては、大学校施設外に
所在する企業や施設において、講義や実習を
実施する場合があるが、大学校施設内と同様
に実施すること。大学校施設外で研修等を行
い受託者に交通費等（日当除く）が発生する
場合は、機構の旅費規程による算定額を上限
とした実費相当額を機構が負担する。
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3

4

入札仕様書
【瀬戸校】

入札仕様書
【瀬戸校】
11/2追加修正

※従来施設の維持管理・運営業務として実施
してきた講師等応接業務及び読書室運営業務
については、その一部（教室整備、講師への
タクシー等の自動車の手配、講師控室の準
備、図書の収集を除く読書室の運営等）を研
修運営業務として実施することとした。

P10

２．研修運営業務についての具体的
な事項（実施要領２．(２)関係）
(５)研修運営業務の業務内容の詳細
⑦その他関連業務

P12

平成26年度使用量（年間使用料金）
電気 439,271
うち夏季※111,275（8,884千円）
水道 4,505（1,286千円）
２．施設管理運営業務についての具
ガス 914（286千円）
体的な事項
重油 72,000（3,474千円）
（２）諸経費の分担について
（参考情報）主要な光熱水使用量
平成27年度使用量（年間使用料金）
電気 381,460
※ 表中の光熱水費
うち夏季※120,850（8,421千円）
水道 4,450（1,272千円）
ガス 862（270千円）
重油 72,600（5,456千円）

削除

平成26年度使用量（年間使用料金）
電気 381,460
うち夏季※120,850（8,421千円）
水道 4,450（1,272千円）
ガス 862（270千円）
重油 72,600（5,456千円）
平成27年度使用量（年間使用料金）
電気 439,271
うち夏季※111,275（8,884千円）
水道 4,505（1,286千円）
ガス 914（286千円）
重油 72,000（3,474千円）

5

入札仕様書
【瀬戸校】

P40

【別紙5】クレーム及び問い合わせ
対応
養成研修要領第11条第2項及び受講料返還基準 養成研修要領第13条第2項及び受講料返還基準
１．キャンセルへの対応（受講料の
（平成16年7月1日）
（平成16年7月1日）
返却処理）
〔対応方法〕

6

入札仕様書
【瀬戸校】

P46
P47
P48

北海道商工会議所連合会・北海道商工会連合
【別紙7】(参考情報)研修運営業務
会
業務フロー
受講者：中小企業支援担当者

商工会議所連合会・商工会連合会等
受講者：中小企業支援担当者

7

入札仕様書
【瀬戸校】

P46

① 次年度研修事業計画策定会議
【別紙7】(参考情報)研修運営業務
北海道・北海道商工会議所連合会・北海道商
業務フロー
工会連合会と次年度計画策定に向け会議

① 次年度研修事業計画に向けた会議
商工会議所連合会等と次年度計画策定に向け
会議
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8

入札仕様書
【瀬戸校】

P46

【別紙7】(参考情報)研修運営業務
道庁・両連合会との会議
業務フロー

商工会議所連合会等との会議

9

入札仕様書
【瀬戸校】

P47

【別紙7】(参考情報)研修運営業務
北海道本部
業務フロー

地域本部

10

入札仕様書
【瀬戸校】

P47

【別紙7】(参考情報)研修運営業務
北海道商工会議所連合会
業務フロー

商工会議所連合会

11

入札仕様書
【瀬戸校】

P47

【別紙7】(参考情報)研修運営業務
北海道商工会連合会
業務フロー

商工会連合会
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「研修に係る業務及び施設の管理・運営業務」資料の訂正について
NO

資料

ページ

1

入札仕様書
【関西校】
11/2追加修正

P2

2

入札仕様書
【関西校】
11/2追加修正

P6

3

入札仕様書
【関西校】
11/2追加修正

P69

項目名

訂正前
機構は、研修の企画及び募集に係る経費及び
以下に定める研修の運営に係る経費を負担す
る。受託者は、これら以外の研修運営業務の
実施に必要な経費を負担することとする。
イ 講師に係る謝金および旅費
ロ 教材の調達に係る経費
ハ 講師等の送迎に係るタクシー料金
ニ コピー料金（コピー用紙の購入費用を含
む。）
２．研修運営業務についての具体的 ホ 研修運営業務の実施に要する郵便料金や
な事項
電話料金等の通信費
（３）諸経費の分担について
ヘ 研修に係る消耗品費
ト 講師控室に係る消耗品費
チ 図書の購入費

訂正後
機構は、研修の企画及び募集に係る経費及び
以下に定める研修の運営に係る経費を負担す
る。受託者は、これら以外の研修運営業務の
実施に必要な経費を負担することとする。
イ 講師に係る謝金および旅費
ロ 教材の調達に係る経費
ハ 講師等の送迎に係るタクシー料金
ニ コピー料金（コピー用紙の購入費用を含
む。）
ホ 研修運営業務の実施に要する郵便料金や
電話料金等の通信費
ヘ 研修に係る消耗品費
ト 講師控室に係る消耗品費
チ 図書の購入費
リ 大学校外で行う研修運営のために要する
受託者担当者の交通費及び宿泊費（日当は除
く）。
ただし、受託者から請求されたものについ
て、機構旅費規程に準拠して算出した金額を
上限とした実費相当額とする。

なお、研修内容によっては、大学校施設外に
所在する企業や施設において、講義や実習を
実施する場合があるが、大学校施設内と同様
２．研修運営業務についての具体的 に実施すること。その際の受託者の交通費
な事項
は、機構の交通費精算ルールに基づいて計算
(５)研修運営業務の業務内容の詳細 された実費相当額について、機構がこれを負
③教室運営
担する。

なお、研修内容によっては、大学校施設外に
所在する企業や施設において、講義や実習を
実施する場合があるが、大学校施設内と同様
に実施すること。大学校施設外で研修等を行
い受託者に交通費等（日当除く）が発生する
場合は、機構の旅費規程による算定額を上限
とした実費相当額を機構が負担する。

③測定時間帯は、「始業時より概ね1時間後」 ③測定時間帯は、「始業時より概ね1時間
【別紙14】環境衛生管理業務内容
（４）空気環境測定業務（特定業 「終業時より概ね1時間前」｢始業時と終業時 後」「終業時より概ね1時間前」の1日2回とす
務）
る。
の概ね中間時｣の1日3回とする。
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「研修に係る業務及び施設の管理・運営業務 」資料の訂正について
NO

資料

ページ

1

入札仕様書
【広島校】
11/2追加修正

P2

2

入札仕様書
【広島校】

P4

②受講者募集及び受講者登録
の業務項目欄の
３．受講者の登録
の備考欄

3

入札仕様書
【広島校】

P4

②受講者募集及び受講者登録
の業務項目欄

受講料の収入に関する協力

②受講者募集及び受講者登録
の業務項目欄の
４．受講料の収入に関する協力

研修の受講料の収入については、機構に帰属することの通知を
行うとともに、機構が入金確認を迅速かつ適正に行えるよう、
研修の受講料の収入については、機構に帰属することの通知を 入金者の照合を協力して行う。
行うとともに、機構が入金確認を迅速かつ適正に行えるよう、 中小企業経営改善計画策定支援研修（実践研修）において、実
践力判定試験のみ受験する者については、入金が確認された
入金者の照合を協力して行う。
後、受験者に対して受験票、受験連絡文書等を発送する。

4

5

入札仕様書
【広島校】

入札仕様書
【広島校】
11/2追加修正

P4

P6

項目名

訂正前
機構は、研修の企画及び募集に係る経費及び以下に定める研修
の運営に係る経費を負担す。
受託者は、これら以外の研修運営業務の実施に必要な経費を負
担することとする。
イ 講師に係る謝金および旅費
ロ 教材の調達に係る係る経費
ハ 講師等の送迎に係るタクシー料金
二 コピー料金（コピー用紙の購入費用を含む。）
２．研修運営業務についての具体 ホ 研修運営業務の実施に要する郵便料金や電話料金等の通信
的な事項
費
（３）諸経費の分担について
ヘ 研修に係る消耗品費
ト 講師控室に係る消耗品費
チ 図書の購入費
リ 校外研修における会場借料等の経費

―

訂正後
機構は、研修の企画及び募集に係る経費及び以下に定める研修
の運営に係る経費を負担す。
受託者は、これら以外の研修運営業務の実施に必要な経費を負
担することとする。
イ 講師に係る謝金および旅費
ロ 教材の調達に係る係る経費
ハ 講師等の送迎に係るタクシー料金
二 コピー料金（コピー用紙の購入費用を含む。）
ホ 研修運営業務の実施に要する郵便料金や電話料金等の通信
費
ヘ 研修に係る消耗品費
ト 講師控室に係る消耗品費
チ 図書の購入費
リ 校外研修における会場借料等の経費
ヌ 大学校外で行う研修運営のために要する受託者担当者の交
通費及び宿泊費（日当は除く）。
ただし、受託者から請求されたものについて、中小機構旅費規
程に準拠して算出した金額を上限とした実費相当額とする。

・中小企業経営改善計画策定支援研修（実践研修）において、
実践力判定試験のみ受験する者については、実践力判定試験受
験申込確認書兼請求書を発送する。

受講料（中小企業経営改善計画策定支援研修（実践研修）に係
る受験料を含む。以下同じ。）の収入に関する協力

なお、研修内容によっては、大学校施設外に所在する企業や施
設において、講義や実習を実施する場合があるが、大学校施設
２．研修運営業務についての具体 内と同様に実施すること。その際の受託者の交通費は、機構の
交通費精算ルールに基づいて計算された実費相当額について、
的な事項
(５)研修運営業務の業務内容の詳 機構がこれを負担する。
細
③教室運営
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なお、研修内容によっては、大学校施設外に所在する企業や施
設において、講義や実習を実施する場合があるが、大学校施設
内と同様に実施すること。大学校施設外で研修等を行い受託者
に交通費等（日当除く）が発生する場合は、機構の旅費規程に
よる算定額を上限とした実費相当額を機構が負担する。

5.

6

入札仕様書
【広島校】

P7

２．研修運営業務についての具体
的な事項
(５)研修運営業務の業務内容の詳
細
④アンケートの実施及び研修終了
報告

試験の実施

機構が試験問題を作成す

試験終了

【中小企業経

る。受託者は試験問題を機

後１０営業

営改善計画

構の指示に従って厳重に管

日内に発送

策定支援研

理する。

すること。

修（実践研
修）】

―

試験準備、試験監督等に
ついては機構と連携して慎
重に行うこと。
採点・集計は機構が行
い、受託者は受験者に対す
る合否通知書の作成並びに
発送を行う。

入札仕様書
7 【広島校】
11/2追加修正

8

9

P9

入札仕様書
【広島校】
11/2追加修正

P10

入札仕様書
【広島校】

P40

２．研修運営業務についての具体
的な事項（実施要領２．（２） 関
係）
(５)研修運営業務の業務内容の詳
細

※従来施設の維持管理・運営業務として実施してきた「講師等
応接業務及び読書室運営業務」については、その一部（教室整
備、講師へのタクシー等の自動車の手配、講師控室の準備、図
書の収集を除く読書室の運営等）を研修運営業務として実施す
ることとした。
平成26年度使用量（年間使用料金）
電気 422,988
うち夏季※131,958（8,467千円）
水道 5,479（4,049千円）
２．施設管理運営業務についての
ガス 1,696（387千円）
具体的な事項
重油 72,000（5,501千円）
（２）諸経費の分担について
（参考情報）主要な光熱水使用量
平成27年度使用量（年間使用料金）
電気 422,988
※ 表中の光熱水費
うち夏季※131,958（8,467千円）
水道 5,479（4,049千円）
ガス 1,696（387千円）
重油 72,000（5,501千円）
【別紙5】クレーム及び問い合わせ
対応
養成研修要領第11条第2項及び受講料返還基準（平成16年7月1
１．キャンセルへの対応（受講料
日）
の返却処理）
〔対応方法〕
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削除

平成26年度使用量（年間使用料金）
電気 400,874
うち夏季※132,882（8,118千円）
水道 5,116（3,707千円）
ガス 1,603（366千円）
重油 66,000（4,771千円）
平成27年度使用量（年間使用料金）
電気 426,852
うち夏季※135,156（8,261千円）
水道 5,399（3,950千円）
ガス 1,738（365千円）
重油 66,000（3,121千円）
養成研修要領第13条第2項及び受講料返還基準（平成16年7月1
日）

「研修に係る業務及び施設の管理・運営業務 」資料の訂正について
NO

資料

ページ

1

入札仕様書
【直方校】
10/2追加修正

P2

2

入札仕様書
【直方校】
10/2追加修正

3

入札仕様書
【直方校】
10/2追加修正

4

入札仕様書
【直方校】

P6

P7

項目名

２．研修運営業務の具体的な事項
（３）諸経費の分担について

２．研修運営業務の具体的な事項
(５)研修運営業務の業務内容の詳細
③研修・教室運営
1.研修準備

２．研修運営業務の具体的な事項
(５)研修運営業務の業務内容の詳細
③研修・教室運営
2.研修・教室運営

P5
②受講者募集及び受講者登録
（43行
３．受講者の登録
目）

訂正前
機構は、研修の企画及び募集に係る経費及び以下に定める研修の
運営に係る経費を負担する。
受託者は、これら以外の研修運営業務の実施に必要な経費を負担
するものとする。
イ 講師に係る謝金及び旅費
ロ 教材の調達に係る経費
ハ 講師等の送迎に係るタクシー料金
ニ コピー料金（コピー用紙の購入費用を含む。）
ホ 研修運営業務の実施に要する郵便料金や電話料金等の通信費
ヘ 研修に係る消耗品費
ト 講師控室に係る消耗品費
チ 図書の購入費
リ 大学校外で行う研修運営のために要する受託者担当者の交通
費及び宿泊費（ただし、受託者から請求されたものについて、中
小機構旅費規程に準拠して算出した金額と実費相当額を比較し、
いずれか安価なものに限る）
ヌ 大学校外で行う研修のための会場借料

訂正後
機構は、研修の企画及び募集に係る経費及び以下に定める研修の
運営に係る経費を負担する。
受託者は、これら以外の研修運営業務の実施に必要な経費を負担
するものとする。
イ 講師に係る謝金及び旅費
ロ 教材の調達に係る経費
ハ 講師等の送迎に係るタクシー料金
ニ コピー料金（コピー用紙の購入費用を含む。）
ホ 研修運営業務の実施に要する郵便料金や電話料金等の通信費
ヘ 研修に係る消耗品費
ト 講師控室に係る消耗品費
チ 図書の購入費
リ 大学校外で行う研修運営のために要する受託者担当者の交通
費及び宿泊費（日当は除く）。
ただし、受託者から請求されたものについて、機構旅費規程に
準拠して算出した金額を上限とした実費相当額とする。
ヌ 大学校外で行う研修のための会場借料

・現地講義及び実習等の校外研修については、事前準備及び打合
せ等で現地の関係者等への訪問を行う場合があるが、交通費等の
経費については機構の旅費規程による算定額と実費相当額を比較
し、いずれか安価な方を機構に請求するものとする。

・現地講義及び実習等の校外研修については、事前準備及び打合
せ等で現地の関係者等への訪問を行う場合があるが、受託者に交
通費等（日当除く）が発生する場合は、機構の旅費規程による算
定額を上限とした実費相当額を機構が負担する。

・大学校施設外で研修等を行い受託者に交通費等が発生する場合 ・大学校施設外で研修等を行い受託者に交通費等（日当除く）が
は、機構の旅費規程による算定額と実費相当額を比較し、いずれ 発生する場合は、機構の旅費規程による算定額を上限とした実費
か安価な方を機構がこれを負担する。
相当額を機構が負担する。

受託者は、派遣元企業等に受講決定通知書を送付する際、受講に 受託者は、派遣元企業等に受講決定通知書を送付する際、受講に
係る留意事項・時限表・交流会等出欠回答票、事前課題等の書類 係る留意事項・時限表、事前課題等の書類も同封し送付する。
も同封し送付する。
（交流会等出欠回答票を削除）
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5

入札仕様書
【直方校】

P13

（参考情報）主要な光熱水使用量

電気、水道、ガスの使用量記載

（２）諸経費の分担について
平成26年度
（参考情報）主要な光熱水使用量
水道
3,920
（年間使用料金）
うち夏季1,415※
平成26年度 電気・水道・ガス・
（1,108千円）
重油

電気、水道、ガス、重油（追加）の使用量記載

平成26年度
水道
4,087
うち夏季1,415※
（1,224千円）

6

入札仕様書
【直方校】
10/2追加修正

7

入札仕様書
【直方校】

④その他の管理業務
P20
４．月次報告及び年間事業実績報
（下段
報告すべき内容など詳細は、別紙４に記載する。
告
表）
備考欄

報告すべき内容など詳細は、別紙６に記載する。

8

入札仕様書
【直方校】

P21～ 【 別 紙 1 】 平 成 ２ ８ 年 度 研 修 計 画
研修期間のみ記載
P24 （参考）

研修期間及び６時間換算日数（追加）の記載

9

入札仕様書
【直方校】

【別紙5】クレーム及び問い合わせ
P39 対応
養成研修要領第11条第2項及び受講料返還基準（平成16年7月1
（7行 １．キャンセルへの対応（受講料の
日）
目） 返却処理）
〔対応方法〕

養成研修要領第13条第2項及び受講料返還基準（平成16年7月1
日）

P13
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「研修に係る業務及び施設の管理・運営業務 」資料の訂正について
NO

資料

ページ

1

入札仕様書
【人吉校】
10/2追加修正

P2

２．研修運営業務の具体的な事項
（３）諸経費の分担について

2

入札仕様書
【人吉校】

P5

②受講者募集及び受講者登録
３．受講者の登録

3

4

入札仕様書
【人吉校】
10/2追加修正

入札仕様書
【人吉校】
10/2追加修正

P6

P7

項目名

訂正前
機構は、研修の企画及び募集に係る経費及び以下に定める研修の
運営に係る経費を負担する。
受託者は、これら以外の研修運営業務の実施に必要な経費を負担
するものとする。
イ 講師に係る謝金及び旅費
ロ 教材の調達に係る経費
ハ 講師等の送迎に係るタクシー料金
ニ コピー料金（コピー用紙の購入費用を含む。）
ホ 研修運営業務の実施に要する郵便料金や電話料金等の通信費
ヘ 研修に係る消耗品費
ト 講師控室に係る消耗品費
チ 図書の購入費
リ 大学校外で行う研修運営のために要する受託者担当者の交通
費及び宿泊費（ただし、受託者から請求されたものについて、中
小機構旅費規程に準拠して算出した金額と実費相当額を比較し、
いずれか安価なものに限る）
ヌ 大学校外で行う研修のための会場借料

訂正後
機構は、研修の企画及び募集に係る経費及び以下に定める研修の
運営に係る経費を負担する。
受託者は、これら以外の研修運営業務の実施に必要な経費を負担
するものとする。
イ 講師に係る謝金及び旅費
ロ 教材の調達に係る経費
ハ 講師等の送迎に係るタクシー料金
ニ コピー料金（コピー用紙の購入費用を含む。）
ホ 研修運営業務の実施に要する郵便料金や電話料金等の通信費
ヘ 研修に係る消耗品費
ト 講師控室に係る消耗品費
チ 図書の購入費
リ 大学校外で行う研修運営のために要する受託者担当者の交通
費及び宿泊費（日当は除く）。
ただし、受託者から請求されたものについて、機構旅費規程に
準拠して算出した金額を上限とした実費相当額とする。
ヌ 大学校外で行う研修のための会場借料

受託者は、派遣元企業等に受講決定通知書を送付する際、受講に 受託者は、派遣元企業等に受講決定通知書を送付する際、受講に
係る留意事項・時限表・交流会等出欠回答票、事前課題等の書類 係る留意事項、時限表、事前課題等の書類も同封し送付する。
も同封し送付する。
（交流会等出欠回答票を削除）

・現地講義及び実習等の校外研修については、事前準備及び打合
せ等で現地の関係者等への訪問を行う場合があるが、交通費等の
２．研修運営業務についての具体的 経費については機構の旅費規程による算定額と実費相当額を比較
し、いずれか安価な方を機構に請求するものとする。
な事項
(５)研修運営業務の業務内容の詳細
③研修・教室運営
1.研修準備

・現地講義及び実習等の校外研修については、事前準備及び打合
せ等で現地の関係者等への訪問を行う場合があるが、受託者に交
通費等（日当除く）が発生する場合は、機構の旅費規程による算
定額を上限とした実費相当額を機構が負担する。

・大学校施設外で研修等を行い受託者に交通費等が発生する場合 ・大学校施設外で研修等を行い受託者に交通費等（日当除く）が
は、機構の旅費規程による算定額と実費相当額を比較し、いずれ 発生する場合は、機構の旅費規程による算定額を上限とした実費
相当額を機構が負担する。
２．研修運営業務についての具体的 か安価な方を機構がこれを負担する。
な事項
(５)研修運営業務の業務内容の詳細
③研修・教室運営
2.研修・教室運営
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5

6

7

入札仕様書
【人吉校】

入札仕様書
【人吉校】

入札仕様書
【人吉校】

P14

P21

３．施設管理運営業務についての具
（５）機構による施設・設備等の使用（実施要領２．(９)⑨関
体的な事項
係）
（５）機構による施設・設備等の使
機構は、実施要領２．(９)⑨のとおり、
用
３．施設管理運営業務についての具
体的な事項
４ 月次報告及び年間事業実績報告 の 備考
（７）施設管理運営業務の業務内容
の詳細
・ 報告すべき内容など詳細は、別紙４に記載する。
④ その他の管理業務

＜P30
～P37 【別紙４】アンケート様式
＞

―

【別紙5】クレーム及び問い合わせ
対応
養成研修要領第11条第2項及び受講料返還基準（平成16年7月1
１．キャンセルへの対応（受講料の
日）
返却処理）
〔対応方法〕

（５）機構による施設・設備等の使用（実施要領２．(９)⑥関
係）
機構は、実施要領２．(９)⑥のとおり、

４

月次報告及び年間事業実績報告

の

備考

・ 報告すべき内容など詳細は、別紙６に記載する。

追加

8

入札仕様書
【人吉校】

9

入札仕様書
【人吉校】

＜P59
～P60 【別紙14】環境衛生管理業務内容
＞

―

追加

10

入札仕様書
【人吉校】

＜P61
【別紙15】植栽地維持管理業務
～P63>

―

追加

11

入札仕様書
【人吉校】

＜P64
【別紙16】樹木等一覧表
＞

―

追加

―

「・営利を目的とした教養講座」を追加

―

時間帯及び業務が変更になっています。ご確認ください。

P31

12

入札仕様書
【人吉校】

P51

【別紙17】大学校施設の研修外利用
に係る利用許可について
４．利用を承認しない場合
（参考情報）施設の有効利用に係る
利用許可・不許可の事例
（２）許可されなかった利用の例

13

入札仕様書
【人吉校】

P59

【別紙22】寮等運営補助勤務時間表
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14

入札仕様書
【人吉校】

15

入札仕様書
【人吉校】

16

入札仕様書
【人吉校】

P63

P66

P66

４．・・・
[別表１] 清掃面積・作業周期一覧 ４．・・・
表
なお、講師宿泊室浴室及び身障者用浴室の清掃については、別 なお、講師宿泊室浴室及び身障者用浴室の清掃については、別
【留意事項】
紙８のとおりとする。
紙１１のとおりとする。
【 別表 ３ 】 点検項目及び点検周
期 （機械設備）
灯油タンクサービスタンク
【 別表 ３ 】 点検項目及び点検周
期 （機械設備）

タンク及び配管系統の油漏れの点検

―

「サービスタンク及び配管系統の油漏れの点検」
備考部に、「サービスタンク１日/回」追加

「地下タンク・地下埋設配管点検」の項目を追加

灯油タンクサービスタンク
※ページ番号に＜
＞が付いている箇所について、訂正前の仕様書に当該箇所の記載がなく、訂正後の仕様書に追加で記載された箇所になりますので、
訂正後の仕様書のページ番号を記載しています。
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