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1.  事業概要 

1.1.  事業名称 

岸和田市立小中学校及び幼稚園空調設備整備事業（以下「本事業」という。） 

 

 

1.2.  事業の目的 

本事業は、岸和田市立小中学校及び幼稚園における学校教育環境向上の一環として、

空調設備を小中学校及び幼稚園 58校・園（以下「対象校」という。）の普通教室及び

特別教室等に整備することにより、園児・児童生徒たちに望ましい学習環境を提供す

ること、また、民間事業者のノウハウを活用し、本事業を効率的かつ効果的に実施す

ることで、短期間での一斉導入を実現するとともに、岸和田市（以下「市」という。）

の財政負担の縮減、維持管理の効率化を図ることを目的とする。 

 

 

1.3.  事業の概要 

1.3.1.  設置教室数 

対象校の普通教室及び特別教室等 777室 

 

1.3.2.  事業方式 

本事業は、市が資金調達を行い、本事業を実施する事業者（以下「事業者」と

いう。）が、空調設備の設計業務、施工業務、工事監理業務を行った後、事業期間

中における維持管理業務を行う DBO方式とする。 

 

1.3.3.  事業期間 

本事業の事業期間は、議会の議決があった日（平成 29年 12月を予定）から平成

43年 3月 31日までとする。 

 

1.3.4.  事業の範囲 

事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 

ア 設計業務 

・ 空調設備の設計業務 

・ その他、付随する業務 

イ 施工業務 

・ 空調設備の施工業務 

・ その他、付随する業務 

ウ 工事監理業務 

・ 空調設備の工事監理業務 

・ その他、付随する業務 

エ 維持管理業務 

・ 空調設備の維持管理業務 

・ その他、付随する業務 

オ 移設等業務 

本事業において整備した空調設備の移設、廃棄等が必要となった場合の移設

等業務 
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2.  事業者の選定経過 

2.1.  選定経過の概要 

市は、平成29年6月9日に総合評価一般競争入札方式による入札公告を行った。 

1グループから入札参加があり、学識経験者で構成する岸和田市立小中学校及び幼

稚園空調設備整備事業者選定等委員会において審査を行い、優秀提案者が選定された。 

市は、審査結果を踏まえ、次のとおり落札者を決定した。 

 

【落札者】 
 

代表企業 阪和水道土木株式会社 

構成企業 

ケイプランニング株式会社 

サンコービルサービス株式会社 

株式会社杉原工業 

宝電設工業株式会社 

株式会社トラスト 

西村水道株式会社 

株式会社東海テック 

株式会社日立建設設計 西日本支社 

株式会社壇建築計画事務所 

 

 

【落札金額】 
 

2,539,578,001 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

 

【岸和田市立小中学校及び幼稚園空調設備整備事業者選定等委員会名簿】 
 

委員名 所 属 ・ 役 職 等 

北詰 恵一 関西大学環境都市工学部都市システム工学科 教授 

甲谷 寿史 大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻 教授 

山本 祐吾 和歌山大学システム工学部環境システム学科 准教授 

岸本 博之 大阪府住宅まちづくり部公共建築室設備課長 

廣野 伊男 元岸和田市立中学校長 
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【事業者選定の経緯】 
 

日  程 内  容 

平成 29年 4月 15 日 実施方針等の公表 

平成 29年 4月 22 日 実施方針等に関する説明会及び第 1 回現地見学会 

平成 29年 5月 15 日 実施方針等への質問に対する回答公表 

平成 29年 6月 9日 特定事業の選定の公表 

平成 29年 6月 9日 入札公告及び入札説明書等の公表 

平成 29年 6月 15 日 入札説明書等に関する説明会 

平成 29年 6月 16 日 

～24 日 
第 2回現地見学会 

平成 29年 7月 14 日 入札説明書等に関する質問に対する回答公表 

平成 29年 8月 7日 入札参加資格審査結果の通知 

平成 29年 9月 22 日 
入札書及び提案書の受付締切 

入札価格等の確認 

平成 29年 10月 16 日 提案書に関する事業者ヒアリング 

平成 29年 10月 27 日 落札者の決定及び公表 

平成29年12月（予定） 事業仮契約締結 

平成29年12月（予定） 事業契約締結（契約に関する議会の議決） 

 

 

2.2.  審査の経過及び審査結果 

「岸和田市立小中学校及び幼稚園空調設備整備事業 審査講評」参照 
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3.  選定事業者の事業計画に基づく財政負担額の比較 

本事業において、市が自ら実施する場合の財政負担額と、事業者の提案に基づき

DBO方式により実施する場合の財政負担額の比較を行った。 

 

3.1.  市の財政負担額算定の前提条件 

 

項目 市が自ら実施する場合 DBO方式により実施する場合 

財政負担額の 

主な内訳 

①空調設備整備費 

（設計費、施工費、工事監理費） 

②維持管理費 

③市債支払利息 

①空調設備整備費 

（設計費、施工費、工事監理費） 

②維持管理費 

③市債支払利息 

④アドバイザー費 

⑤モニタリング費 

共通の条件 ①事業期間：13年 3ヶ月 

②事業規模：対象校の普通教室及び特別教室等 777室への空調

設備の整備及び維持管理 

③割 引 率：0.94％（過去 10年間の国債利回り） 

資金調達の内訳 ①国庫補助金 

②市債 

①国庫補助金 

②市債 

積算方法 現地調査をもとに概略の空調設

備の整備計画を策定し、類似事

業の実績値等を勘案して算定 

事業者の提案による 

 

 

3.2.  市の財政負担額の比較結果 

前掲条件による比較の結果、本事業を市が自ら実施する場合に比べ、事業者の提案

に基づく DBO 方式により実施する場合には、事業期間中の財政負担額（現在価値換

算）について約 11.2％の削減が達成されることとなった。 


