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令和元年１０月２１日 

教 育 環 境 課 

 

世田谷区立小中学校体育館空調設備賃貸借の 

受託候補事業者の決定について 

 

世田谷区立小中学校体育館空調設備賃貸借の受託候補事業者について、プロポーザル方

式による公募を実施し、下記のとおり決定したので報告する。 

 

１ 受託候補事業者 

（１）名 称  ＮＴＴファイナンス株式会社 

（２）所在地  東京都港区港南一丁目２番７０号 

（３）代表者  代表取締役 坂井 義清 

（４）主な実績（体育館空調機器賃貸借） 

文京区（２９校）、目黒区（２５校）、葛飾区（２２校）、品川区（２３校）、他 

 

２ 選定評価 

（１）１次審査 

①１次審査方法 

応募者の提出書類について、事業者選定事務局が客観的評価（業務実績、業務実

施体制）による採点を行い、これらの合計点で１次審査通過事業者を選定した。 

評価項目 評価方法 

１．業務実績（空調設備導入実績、空調機器取

扱実績、最大契約金額） 提出書類に基づき、客観的評価 

基準により採点 ２．業務実施体制（管理責任者の実務経験年

数、実績件数、資格） 

 

②１次審査結果 

４事業者の応募があり、上記の評価項目について提出書類に基づき採点し、全事

業者を２次審査対象者として選定した。 

 

（２）２次審査 

①審査委員  ４名 

教育次長【審査委員長】、施設営繕担当部長、施設営繕第一課長、 

教育委員会事務局副参事（教育施設担当） 

②２次審査方法 

１次審査を通過した４事業者のうち、３事業者から提出された提案書について、

審査による採点を行い、受託候補事業者及び次席を選定した。 

審査は、各評価項目における「評価の着目点」に基づいて採点を行った。 
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  （評価項目） 

 評価項目 評価の着目点 

１

  

スケジュー

ル 

①早期の空調設備工事完了のための具体的なスケジュールを提案
しているか。  

②長期休暇、土日の活用等、児童生徒の学習に支障、影響の出な
い検討をしているか。  

③その他、提案があるか。 

２

  

事業実施の

基本方針 

特記仕様書に記載された「本事業の基本方針」にある「学習環境

改善」、「安全な設備の導入」「地域への貢献」について提案を

しているか。  

３

  

設計業務の

実施方針 

①快適な学校環境に配慮した計画がされているか。  
②機器、配管類の耐震性について、適切な提案をしているか。  
③児童生徒の安全性に配慮した計画がされているか。  
④機器の運転、メンテナンスに配慮した計画を提案しているか。  

⑤その他、提案があるか。  

４

  

施工業務の

実施方針 

①多拠点管理のための適切な方法を提案しているか。  
②限られた作業時間の中で、適切な作業スケジュールを提案して
いるか。  

③児童生徒に関する安全管理について、適切な提案をしている
か。  

④学校及び近隣に対する環境配慮について、適切な提案をしてい
るか。  

⑤その他、提案があるか。  

５

  

工事監理業

務の実施方

針  

①多拠点管理のための適切な方法を提案しているか。  
②区及び学校への報告、調整方法について適切な提案をしている
のか。  

③その他、提案があるのか。  

６

  

維持管理業

務の実施方

針  

①多拠点管理のための適切な方法を提案しているか。  
②故障時、迅速に対応し、安定的に空調設備が使用できる緊急体
制を提案しているか。  

③設備の保全計画について、適切な提案をしているか。  
④性能劣化への対応について、適切な提案しているか。  
⑤空調の事業者から区への所有権移転時に、できる限り健全性を
担保した状態での引き渡しをする提案をしているか。  

⑥その他、提案があるか。  

７

  

区内事業者

の活用  

区内事業者の活用について具体的な提案をしているか。  

８

  

業務体制  ①事業者、設計者、施工者、工事監理者、維持管理者その他業務
管理者の役割、責任及び関係について、適切な体制図を提示し
ているか。  

②区及び学校との連絡について、適切なフロー及び方法を提案し
ているか。  

③設計、施工、工事監理、維持管理及びその他業務について、適

切な業務フローを提案しているか。  
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９

  

遂行能力  ①過去５年以内に空調設備のリースによる導入実績（官公庁・民
間）を有しており、十分な実施能力があるか。  

②加入する保険など、リスクに対する対応方法について具体的な

提案をしているか。 

10  見積金額  適正な見積となっているか。  

 

③２次審査結果 

提案書の審査による採点を行なった結果、合計点が最も高かったＮＴＴファイナ

ンス株式会社を受託候補事業者として選定し、第２位の事業者を次席として選定し

た。 

評価 
項目 

事業者Ａ 
事業者Ｂ（ＮＴ
Ｔファイナンス
株式会社） 

事業者Ｃ 
（次席） 

満点 
（評価点の限
度×４名） 

１ ３９ ５１ ４８ ６０ 

２ ３９ ４５ ４８ ６０ 

３ ４２ ４８ ４８ ６０ 

４ ３３ ４８ ５４ ６０ 

５ ３３ ４５ ４５ ６０ 

６ ３３ ５４ ５４ ６０ 

７ ２７ ５７ ３９ ６０ 

８ ３６ ６８ ６４ ８０ 

９ ４４ ７２ ６８ ８０ 

１０ ４８ ３９ ５１ ６０ 

合計 ３７４ ５２７ ５１９ ６４０ 
 

 

３ 今後の予定 

令和元年度 １０月下旬 第１グループ契約 

 １０月下旬～３月 第１グループ設計・施工 

令和２年度  ４月上旬 第１グループ運用開始 

第２・第３グループ契約 

  ４月上旬～７月 第２・第３グループ設計・施工 

  ８月上旬 第２・第３グループ運用開始 
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世田谷区立小中学校体育館空調設備設置賃貸借 

事業者選定プロポーザル実施要領 

 

この要領は、世田谷区立小中学校体育館空調設備設置賃貸借のリース受託者（以下「事

業者」とする。）を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、必要な事項を定める

ものである。 

 

１ 事業概要等 

（１）事業名 

     世田谷区立小中学校体育館空調設備設置賃貸借（以下、本事業という。） 

（２）目的 

本事業は、世田谷区立小中学校における学校教育環境向上の一環として、小中学校

４６校の体育館を対象に、空調設備（電気式空調設備およびガス式空調設備）を整備

することにより、児童生徒達に望ましい学習環境を提供すること、また事業実施にあ

たり、民間事業者のノウハウの活用を図り、本事業を効率的かつ効果的に実施するこ

とで、ランニングコストを含む本区の財政負担を最小かつ平準化しつつ、短期間での

空調設備導入を実施するものである。 

（３）事業方式 

本事業の事業方式は、メンテナンス付リース方式とする。 

（４）事業期間 

ア 設置期間 

本事業の準備期間は、第一グループ（小中学校２４校）、第二グループ（小中学校

１９校）、第三グループ（小学校３校）の三つに分けるものとし、区と事業者の間

で締結する事業契約の締結日（第一グループは、令和元年１０月上旬（予定）、第

二・第三グループは、令和２年４月上旬（予定））の翌日から、第一グループは、

令和２年３月３１日まで、第二・第三グループは、令和２年７月３１日までとす

る。 

イ 賃貸借期間 

本事業の賃貸借期間は、第一グループは令和２年４月１日から令和１２年３月３

１日までとし、第二グループは、令和２年８月１日から令和１２年７月３１日ま

でとし、第三グループは、令和２年８月１日から令和７年７月３１日までとする。 

（５）業務内容 

本事業にて選定事業者が実施する業務内容は、以下のとおりとする。 

ア 設計業務 

①空調設備等の設計業務 

②その他付随業務 

イ 施工業務 

①空調設備等の施工業務 

②その他付随業務 

 

別紙 
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ウ 工事監理業務 

①空調設備等の工事監理業務 

②その他付随業務 

エ 維持管理業務 

①空調設備等の維持管理業務 

②その他付随業務 

オ その他業務 

①統括管理業務 

②所有権移転業務 

③移設等業務 

（６）提案限度額 

総額  ２，０７５，０００千円（消費税額及び地方消費税額を含む） 

【内訳】 

①第一グループ（電気式空調設備（以降、電気式）導入校） 

合 計       ７２０，０００千円（消費税額及び地方消費税額を含む）  

内 訳：小学校   ５７０，０００千円（消費税額及び地方消費税額を含む）  

中学校   １５０，０００千円（消費税額及び地方消費税額を含む） 

②第二グループ（ガスヒートポンプ式空調設備（以降、ガス式）導入校） 

合 計     １，２３５，０００千円（消費税額及び地方消費税額を含む）  

内 訳：小学校 １，０４０，０００千円（消費税額及び地方消費税額を含む） 

中学校   １９５，０００千円（消費税額及び地方消費税額を含む） 

③第三グループ（改築校） 

合 計       １２０，０００千円（消費税額及び地方消費税額を含む） 

内 訳：（電気式２校） ６０，０００千円（消費税額及び地方消費税額を含む） 

    ：（ガス式１校） ６０，０００千円（消費税額及び地方消費税額を含む） 

※総額及び小学校・中学校別の提案限度額の上限金額を超える場合は失格とする。 

 

２ プロポーザル方式を採用する理由 

本事業は、夏季における熱中症の危険から児童生徒の健康を保護し、より良い教育

環境をつくるため、小中学校の体育館へ空調設備を設置する必要がある。 

 そのため、限られた期間に多数の学校体育館に対して空調設備の設置を行う本事業

の実施にあたり、価格のみではなく、事業者（配置する技術者を含む）における施工

体制、調整能力や、技術力、資格、実績及び提案等により評価、選定し、最も優れた

事業者を選定する必要がある。 

このため、本事業を遂行する能力・資質の優れた事業者を契約相手方とするには、

その目的又は性質から競争入札によりがたいことから、プロポーザル方式が最適であ

ると判断した。 

 

３ プロポーザルに参加できる者の資格 

（１）参加者資格要件 
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本プロポーザルに参加することができる者(以下｢参加者｣という。) は、参加表明書

の提出日を基準日として、下記の要件の全てを満たさなければならない。 

①事業所の要件 

事業所の主たる事業がリース業であること。 

②入札参加資格 

ア 世田谷区の競争入札参加資格名簿に登録されていること。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 第１６７条の４第１項の規定に

該当していないこと。 

ウ 世田谷区から入札参加禁止または指名停止の措置を受けている期間中でないこ

と。 

エ 都道府県民税・市町村税に滞納がないこと。 

オ 東京都電子自治体共同運営サービスの共同運営格付において、賃貸業務格付 

が「Ａ」のリース会社であること。（基準日：参加希望届出提出日現在） 

③業務実績 

過去５年以内（平成２６年度から平成３０年度）にリース方式により、学校体育

館もしくは、学校教室の空調設備設置業務の履行実績があり、本業務において十

分な業務遂行能力があること。 

④経営の安定性 

会社更生法（昭和２２年法律第１７２号）に基づく更生手続き開始の申し立て又

は民事再生法（平成１１年法律第２５５号）に基づく再生手続き開始の申し立て

がなされていない者であること。 

  ⑤その他 

    その他、公平な競争の妨げになる行為、事実等がないこと。 

 

４ 募集及び審査の進め方 

（１）選考方針 

受託候補者の選定は、世田谷区の職員４名で構成する｢世田谷区立小中学校体育館

空調設備設置賃貸借プロポーザル審査委員会｣（以降、「審査委員会」という。）にお

いて、業務提案書等による審査を踏まえて実施する。 

 （２）スケジュール 

     内    容      日     時 

①  提案要求説明書の交付 
令和元年７月２日（火）から 

令和元年７月２３日（火）まで 

②  現場見学会（２校） 令和元年７月９日（火） 

③ 一次審査に係る質問受付締切り 令和元年７月１２日（金）午後５時まで 

④ 一次審査に係る質問への回答 令和元年７月１８日（木） 

⑤ 
参加表明書及び一次審査に係る

書類等の提出日 
令和元年７月２４日（水）及び２６日（金） 

⑥ 一次審査結果の通知 令和元年８月５日(月)  

⑦ 二次審査に係る質問受付締切り 令和元年８月１３日（火）午後５時まで 
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⑧ 二次審査に係る質問への回答 令和元年８月１６日（金） 

⑨ 
二次審査に係る提案書等の提出

日 
令和元年９月３日（火）及び５日（木） 

⑩ 二次審査結果の通知 令和元年９月１７日（火） 

⑪ 受託候補者及び審査経過の公表 令和元年９月２０日頃 

⑫ 契約予定時期 令和元年１０月上旬（第一グループ） 

令和２年４月上旬（第二・第三グループ） 

 

（３）配布資料 

 ① 募集要領 

 ② 対象校リスト、配置図、受変電設備一覧、使用電力量一覧 

 ③ 現地見学会参加申込書（様式１） 

 ④ 質問書（様式２） 

 ⑤ 参加申込書（様式３）、変更届（様式３－２）、参加辞退届（様式３－３） 

 ⑥ 誓約書（様式４） 

 ⑦ 会社概要等（様式５）、業務実績書（様式６）、業務実施体制（様式７） 

（４）一次審査 

参加資格の確認をした上で、提案者の組織体制（統括管理（自社）、施工者、技術

者配置、区内業者）と実績（件数、規模）の観点から客観的審査を行い、二次審査の

対象とする事業者を３者程度選定する。 

一次審査終了後、速やかに審査結果を提案者全員に通知する。二次審査の対象とし

た事業者には、業務提案書の提出の日程等をあわせて通知する。 

（５）二次審査 

   本事業における区の要望に即したものであるかという観点から業務提案書の内容を

審査し、優先交渉権の順位付けを行う。 

 

５ 提案要求説明書の交付 

（１）交付期間 

令和元年７月２日（火）から令和元年７月２３日（火）まで 

※受付時間は土日・祝日を除く午前９時００分から午後５時まで 

（２）交付場所及び方法 

本件事務局（教育委員会事務局教育環境課）又は世田谷区ホームページからのダウン

ロードによる。 https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/005/006/d00180189.html 

 

６ 現地見学会の実施 

本事業に応募しようとする民間事業者を対象に、現地見学会を実施する。現地見学

会の手続き及び留意事項等の詳細は本募集要領の「１７ 現地見学会について」を確認

すること。 

 

 

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/005/006/d00180189.html
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７ 参加表明書及び一次審査に係る書類等の提出 

（１）提出日 

令和元年７月２４日（水）及び２６日（金） 

※受付時間は午前９時００分から午後５時まで 

（２）提出先及び方法 

   ア 参加申込書（様式３） 

   イ 誓約書（様式４） 

   ウ 会社概要等（様式５）、業務実績書（様式６）、業務実施体制（様式７）、事業 

     スケジュール（任意様式） 

本件事務局へ直接持参すること。 

 

８ 二次審査に係る提案書等の提出 

（１）提案書類 

  ア 業務提案書 

 以下の評価項目について明記すること。  

 評価項目 評価の着目点 

１  スケジュール ①早期の空調設備工事完了のための具体的なスケジュールを提

案しているか。  

②長期休暇、土日の活用等、児童生徒の学習に支障、影響の出

ない検討をしているか。  

③その他、提案があるか。 

２  事業実施の  

基本方針 

「学習環境改善」、「安全な設備の導入」、「費用対効果の高

い設備の導入」、「環境に配慮した設備の導入」、「環境学習

への支援」、「地域への貢献」について提案をしているか。  

３  設計業務の  

実施方針  

①快適な学校環境に配慮した計画がされているか。  

②機器、配管類の耐震性について、適切な提案をしているか。  

③児童生徒の安全性に配慮した計画がされているか。  

④機器の運転、メンテナンスに配慮した計画を提案しているか。 

⑤機器の配置について、近隣への配慮を提案しているか。 

⑥その他、提案があるか。  

４  施工業務の  

実施方針  

①多拠点管理のための適切な方法を提案しているか。  

②限られた作業時間の中で、適切な作業スケジュールを提案し

ているか。  

③児童生徒に関する安全管理について、適切な提案をしている

か。  

④学校及び近隣に対する環境配慮について、適切な提案をして

いるか。  

⑤その他、提案があるか。  

   



6 
 

５  工事監理業務

の 実施方針  

①多拠点管理のための適切な方法を提案しているか。  

②区及び学校への報告、調整方法について適切な提案をしてい

るのか。  

③その他、提案があるのか。  

６  維持管理業務

の 実施方針  

①多拠点管理のための適切な方法を提案しているか。  

②故障時、迅速に対応し、安定的に空調設備が使用できる緊急

体制を提案しているか。  

③設備の保全計画について、適切な提案をしているか。  

④性能劣化への対応について、適切な提案しているか。  

⑤空調の事業者から区への所有権移転時に、できる限り健全性

を担保した状態での引き渡しをする提案をしているか。  

⑥その他、提案があるか。  

７  区内事業者の

活用  

区内事業者の活用について具体的な提案をしているか。  

８  業務体制  ①事業者、設計者、施工者、工事監理者、維持管理者その他業

務管理者の役割、責任及び関係について、適切な体制図を提示

しているか。  

②区及び学校との連絡について、適切なフロー及び方法を提案

しているか。  

③設計、施工、工事監理、維持管理及びその他業務について、

適切な業務フローを提案しているか。  

９  遂行能力  ①過去５年以内に空調設備のリースによる導入実績（官公庁・

民間）を有しており、十分な実施能力があるか。  

②加入する保険など、リスクに対する対応方法について具体的

な提案をしているか。 

 

 イ 見積書 

   ・見積書の様式は任意とする。ただし、副本には企業名を記載しないこと。 

   ・見積書には、総額、消費税及び地方消費税の額及び支払い月額を記入すること。 

   ・設計・施工・維持管理など項目別の内訳書も併せて提出すること。 

 

（２）提出日 

令和元年９月３日（火）及び５日（木） 

※受付時間は午前９時００分から午後５時まで 

 

（３）提出先及び方法 

・本件事務局へ直接持参すること。 

・提出後の記載内容の変更及び差し替えは不可とする。 

   ・副本については、住所、会社名、氏名等、応募者を特定できる標記は付けない。 
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   ・上記ア・イは正・副１部とする 

   ・提出された書類は返却しない。また、参加者に無断で本事業の選定以外に使用し

ない。 

   ・業務提案書の提出は１者につき、１案とする。 

 

９ 質問書の対象とする内容、提出期間及び方法等 

（１）質問の対象とする内容 

  ①一次審査に係る質問 

一次審査に係る組織体制や実績及び資格に関すること 

②二次審査に係る質問 

二次審査に係る提案等に関すること 

（２）質問書を提出できる者 

  ①一次審査に係る質問 

参加表明書の提出を予定している者又は参加表明書を提出した者 

②二次審査に係る質問 

二次審査対象者 

（３）提出期間 

  ①一次審査に係る質問 

令和元年７月２日（火）から令和元年７月１２日（金）午後５時まで 

②二次審査に係る質問 

令和元年８月５日（月）から令和元年８月１３日（火）午後５時まで 

（４）提出先及び方法 

本件事務局へ、電子メールへの添付ファイルとして Word 形式により提出。 

また、受信について本件事務局あてに電話し確認すること。 

※質問書は、提出期間中であれば追加で提出することを可能とする。 

※電話等、口頭による質問・回答はできない。 

（５）回答方法 

   以下の期日までに、全ての質問と回答を、一括して取りまとめ、ホームページ上に

て公開する。回答内容は、説明書の追加、修正として取り扱う。 

①一次審査に係る質問への回答 

令和元年７月１８日（木） 

②二次審査に係る質問への回答 

令和元年８月１６日（金） 

 

１０ 提案書の評価基準等 

（１）「世田谷区立小中学校体育館空調設備設置賃貸借評価要領」を別に定める。 

（２）審査結果については提案者に通知するほか、区のホームページ等で公表する。 

（３）関係法令等の準拠を本審査の前提条件とする。 

 

１１ 審査結果の通知日及び方法 
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（１）一次審査結果 

①通知日 

令和元年８月５日（月）を予定 

②通知方法 

郵送又は電子メールによる。 

（２）二次審査結果 

①通知日 

令和元年９月１７日（火）を予定 

②通知方法 

郵送による。 

 

１２ 契約に関する留意事項 

（１）契約の締結 

受託候補者として選定された者と契約手続きを行なう。受託候補者として選定され

た者は、本プロポーザルの審査の結果、最適な契約先相手として選定された者であり、

世田谷区契約事務規則(昭和３９年世田谷区規則第４号)に基づく契約手続きの完了ま

では、発注者との契約関係が生じるものではない。 

（２）その他 

①契約の締結については、本件業務に係る平成３１年度補正予算の議決を条件とする。 

②補助事業について 

第一グループ、第二グループについては、国及び都からの補助事業が確認できた場

合には、補助金申請に必要な手続き及び資料作成等を行うこと。なお、補助金申請

により本契約金額に変更が生じる場合、甲乙間で契約変更を行う。なお、第三グル

ープについては、補助事業の対象外とする。 

③本プロポーザルは受託候補者の選定を目的とし、区は選定された提案書の内容に拘

束されないものとする。 

④近隣説明 

 工事により騒音が発生するなど近隣説明を要すると判断される場合には、書面にて

周知を図ること。また、甲または学校より近隣説明への同行を求められた際には、

求めに応じること。 

 

 

⑤公害対策 

 本契約の履行に当って自動車を使用し、又は使用させる場合には、都民の健康と安

全を確保する環境に関する条例（以下、東京都環境確保条例という。平成１２年東

京都条例第２１５号）他、各県条例に規定するディーゼル車規制に適合する自動車

とすること。なお、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置証

明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出するこ

と。 

 また、本契約の履行にあたり、室外機の設置にあたり、東京都環境確保条例の規制
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基準を遵守した配置とし、敷地状況により困難な場合においては防音壁の設置等も

含めて対応すること。 

 なお、将来、格技室のある中学校（２６校）において、ガス式の空調設備の導入を

想定しているため、本事業で設置する室外機の配置・配管経路等については、事前

に今回の事業内において配置検討を行うものとする。 

 

１３ 注意事項 

（１）次の条件のいずれかに該当する場合には、失格となることがある。 

ア 提出資料等が本要領の提出方法や条件に適合しない場合   

  イ 虚偽の内容が記入されていることが明らかになった場合 

  ウ 委員会の委員に直接、間接を問わず連絡を求めた場合 

  エ 審査の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合 

  オ 契約締結までの間に入札参加禁止又は指名停止の措置を受けた場合 

カ その他、本要領に違反すると認められた場合 

（２）指定した様式、書式、方法によらずに提出された書類は受け付けない。 

（３）提出期限以降の書類の差替え及び再提出はできない。 

（４）世田谷区から受領した資料等の関係書類は、許可なく公表、使用はできない。 

（５）選定された提案内容は、世田谷区の許可なく公表、使用はできない。 

（６）提出された提案書、その他書類は返却しない。 

（７）提出された書類は、本件業務における事業者選定を目的とするものであり、この目

的以外に無断で使用することはない。 

（８）提出された書類は、審査に必要な範囲で複製することがある。 

（９）提出された書類は、公平性・透明性・客観性を期すため、必要により公表すること

がある。 

（10）提案書の提出後に「３ プロポーザルに参加できる者の資格」に該当しないことと

なった者は、提案審査及び契約交渉の対象としないものとする。ただし、３（１）

①②については、参加表明書提出日にその要件を満たしていれば良いものとする。 

（11）区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提

案書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。 

（12）本事業の対象校となる小中学校への問い合せ（児童や近隣住民への聞き取り調査を

含む。）並びに小中学校敷地内への見学は禁止とする。 

（13）参加表明書及び提案書の作成・提出などにかかる費用については、区は一切負担し

ない。 

 

１４ その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約保証金 免除 

（３）契約書の作成の要否 要 

（４）当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随

意契約により締結する予定の有無 無 
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（５）関連情報を入手するための照会窓口 下記の｢本件に関する問い合わせ先｣のとおり 

 

１５ 事務局の設置 

 本件事業者選定における事務局は教育環境課に置き、以下の構成とする。 

役職 所属 所掌事務 

事務局長 教育環境課長 総括、監理等 

事務長 教育環境担当係長 実施調整、審査実施に関すること 

事務補佐 教育環境担当係員 個々の案件の周知、募集、審査、結果報

告等に関すること 

 

１６ 担当窓口 

部署名：世田谷区教育委員会事務局教育環境課   

担当：高木、大内、山本、本橋 

住所：〒１５４－８５０４ 世田谷区世田谷４－２１－２７（第２庁舎３階） 

電話：０３－５４３２－２６６５ 

FAX ：０３－５４３２－３０２８ 

電子メール： SEA02040@mb.city.setagaya.tokyo.jp 

 

１７ 現地見学会について 

(1) 対象学校  

区立小中学校２校（松沢小学校→松沢中学校） 

(2) 実施概要 

ア 日程 

令和元年７月９日（火）（予定） 

イ 見学方法 

① 区が指定した対象学校（２校）及び日時しか現地見学はできない。 

② 現地見学は参加事業者一斉に実施する。 

③ 校舎周りは自由に見学できるが、校庭、校舎内は区職員が同行する。 

④ 見学は午後３時３０分に松沢小学校正門前に集合し、午後４時１５分まで見学、そ

の後、松沢中学校へ移動（区職員同行）し、午後４時３０分から見学を行い、午後

５時１５分に現地解散する予定。 

⑤ 公共交通機関を利用すること。 

ウ 見学対象 

空調設備を設置する対象体育館の一部、廊下、校舎外周り、分電盤、受変電設備等を

見学対象とする。 

 

(3) 現地見学会の申込 

ア 「１６ 担当窓口」に電子メール又はＦＡＸにより提出すること。また、開庁時間内

に提出先へ電話で到達確認をすること（誤送信等により未着の場合には現地説明会

に参加できないので注意すること）。 

mailto:SEA02040@mb.city.setagaya.tokyo.jp
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イ 申込みは事業者ごとに代表者が行うこと。 

ウ 申込期間は令和元年７月２日（火）～７月８日（月）午後５時までとする。 

エ 参加者は各事業者２名以内とすること。 

 (4) 留意事項 

ア 学校敷地内は全面禁煙である。 

イ 学校教育活動等に支障のないよう留意すること。 

ウ 資料、上履きなど、見学に必要となるものは各自用意すること。 

エ カメラ等による撮影は可能であるが、児童生徒が特定されないようにすること。また、

撮影した画像等は本事業以外に使用しないこと。 

オ 現地見学時には、本事業に関する質問への回答は行わない。 


