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新ごみ処理施設建設工事関係回答書 

                                      〔平成 25年 1月 24日〕 

1 入札説明書に関する回答 

No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

1 1 3 (1)    事業名 

昨年 10 月の見積仕様書では、工

事名「新ごみ処理施設建設工事」

となっておりましたが、今回の入

札説明書では、事業名「亘理名取

共立衛生処理組合新ごみ処理施

設建設工事」となっております。 

正式工事名は、今回の名称とする

ことで宜しいでしょうか。 

正式事業名称につきましては、

「新ごみ処理施設建設工事」とな

ります。 

2 2 3 (4) ウ (イ)  工事範囲 

工事範囲が見積仕様書（平成 24

年 10 月，29 頁）と異なっていま

すが、見積仕様書の工事範囲に準

拠するとの理解でよろしいでし

ょうか。 

（②前処理設備や③乾燥設備等） 

入札説明書の工事範囲は、循環型

交付金要綱に示す交付金補助対

象事業を明記しているが、当該建

設事業の工事範囲については、２

月 18 日に提示する発注仕様書に

おいて最終提示いたします。 

3 2 3 (4) ウ (イ) ① 
工事範囲 

〔熱回収施設〕 

受入・供給設備に「（搬入･退出路

を除く。）」との記載がございます

が、除く範囲をご教示願います。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

4 2 3 (4) ウ (イ) ② 
工事範囲 

〔熱回収施設〕 

前処理設備とは、熱回収施設の

「可燃性粗大ごみ破砕機」との認

識で宜しいでしょうか。 

異なる場合には、その詳細をご教

示下さい。 

入札説明書の工事範囲は、循環型

交付金要綱に示す交付金補助対

象事業を明記しているが、当該建

設事業の工事範囲については、２

月 18 日に提示する発注仕様書に

おいて最終提示いたします。 

5 2 3 (4) ウ (イ) ③ 
工事範囲 

〔熱回収施設〕 

乾燥設備とは、具体的に何をお考

えか、ご教示下さい。 

6 2 3 (4) ウ (イ) ⑥ 
工事範囲 

〔熱回収施設〕 

「発生ガス等の利用設備を含

む。」との記載が有りますが、具

体的に何を想定されております

でしょうか。 

7 2 3 (4) ウ (イ) ⑬ 
工事範囲 

〔熱回収施設〕 

「冷却、加温、洗浄、放流等に必

要な設備」とは、⑪の排水処理設

備の他に何を想定されておりま

すでしょうか。 

8 3 3 (4) ウ (イ) ① 

工事範囲 

〔リサイクル

センター〕 

受入・供給設備に「（搬入･退出路

を除く。）」との記載がございます

が、除く範囲をご教示願います。 

9 3 3 (4) ウ (イ) ⑤ 

工事範囲 

〔リサイクル

センター〕 

「中古品・不用品の再生を行うた

めの設備」とは、どのような設備

をお考えでしょうか。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

10 3 3 (4) ウ (イ) ⑥ 

工事範囲 

〔リサイクル

センター〕 

「再生利用に必要な保管のため

の設備」とは、どのような設備あ

るいはスペースをお考えでしょ

うか。 

入札説明書の工事範囲は、循環型

交付金要綱に示す交付金補助対

象事業を明記しているが、当該建

設事業の工事範囲については、２

月 18 日に提示する発注仕様書に

おいて最終提示いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 3 3 (4) ウ (イ) ⑦ 

工事範囲 

〔リサイクル

センター〕 

「再生利用に必要な展示、交換の

ための設備」とは、どのような設

備あるいはスペースをお考えで

しょうか。 

12 3 3 (4) ウ (イ) ⑧ 

工事範囲 

〔リサイクル

センター〕 

「その他、地域の実情に応じて、

容器包装リサイクルの推進に資

する施設等」とは、どのような設

備をお考えでしょうか。 

13 3 3 (4) ウ (イ) ⑩ 

工事範囲 

〔リサイクル

センター〕 

「敷地外土木工事」とは、どのよ

うな内容かご教示願います。 

14 3 3 (4) ウ (エ)  その他 

「その他必要とする工事」とは、

具体的にどのような内容かご教

示願います。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

15 3 3 (4) エ   特記事項 

「入札時に提出を求める設計図

書」との記載がありますが、フォ

ーム等を含めて具体的にはどの

ようなものを想定されているか

ご教示頂けますでしょうか。 

入札時に提出を求める設計図書

は、入札金額を積算した積算内訳

書となります。 

16 3 3 (4) エ   特記事項 

特記事項に関して下記内容をご

教授願います。 

①「プラント工事を除く契約額の

5 パーセント以上」との記載があ

りますが、「プラント工事を除く

契約額」とは具体的に何を示して

いますでしょうか。 

②「協力企業は・・・請負うもの」

との記載がありますが、対象とな

る金額は建設工事に限られるの

でしょうか。 

① 5 パーセント以上の取扱いに

ついては、純然たるプラント

施設を除くすべてが対象とな

ります。 

② 対象範囲は、プラント工事、

建設工事、土木工事のすべて

が対象となります。 

17 3 3 (4) エ   特記事項 

「‥入札時に提出を求める設計

図書に明記（反映）すること」と

ありますが、入札時に提出する設

計図書はどの様なものですか。入

札内訳書を指すのですか。 

お見込みのとおりです。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

18 3 3 (4) エ   特記事項 

“入札時に提出を求める設計図

書に明記（反映）すること。”と

あります。 

入札時に提出が必要となる設計

図書等の内訳をご教示ください。 

入札時に提出を求める設計図書

は、入札金額を積算した積算内訳

書となります。なお、様式は特に

定めておりませんので貴社様式で

提出願います。  

19 

3 

・ 

5 

3 

・ 

5 

(4) 

・ 

(1) 

エ 

・ 

ア 

  特記事項 

“構成市町内に本支社若しくは

本支店を有する協力企業は、プラ

ント工事を除く契約額の 5%以上

の金額を請負う”とあります。 

ここでいう協力企業とは、5 頁 5

入札参加資格要件に記載の “入

札参加者”の内、“構成市町内に

本支社若しくは本支店がある建

設業者”が兼ねても宜しいのでし

ょうか。 

構成市町内に本支社若しくは本支

店がある建設業者であれば兼ねる

ことは可能です。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

20 5 5 (1)    
入札参加 

資格要件 

入札参加者が結成する建設共同企業

体について、建設工事に係る特定建

設工事共同企業体取扱要綱では甲型

JVを想定されているものと推察しま

す。 

本工事は清掃施設工事と建築一式工

事の異工種 JVとなりますので、円滑

な設計・施工業務の遂行のために、

甲型（共同施工方式）ではなく乙型

（分担施工方式）の JVとし、各構成

員の分担工事額については各々が分

担する工事に基づき決定するものと

してよろしいでしょうか。 

1月 10日に公表した入札説明書に

おいては、通常の甲型で提示して

おりますが、今回の建設事業は特

殊で異工種の事業となるため、乙

型での共同企業体構成で予定して

おります。 

なお、2 月 1 日の入札公告にて正

式に提示させていただきます。 

21 5 5     
入札参加 

資格要件 

建設工事に係る特定建設工事共同企

業体取扱要綱によると、3社 JVの場

合、最少の出資者の出資割合は 20パ

ーセントと規定していますが、地元

業者の幅広い活用のために地元業者

は協力企業とし、特定建設工事共同

企業体はプラント施工業者と、建設

業法に基づく土木一式工事及び建築

一式工事に係る経営事項審査結果の

総合評定値がそれぞれ 1,500 点以上

の建設業者の 2社 JVとすることをご

検討願います。 

1月 10日に公表した入札説明書に

おいては、通常の甲型で提示して

おりますが、今回の建設事業は特

殊で異工種の事業となるため、乙

型での共同企業体構成で予定して

おります。 

なお、2 月 1 日の入札公告にて正

式に提示させていただきます。 

構成員につきましては、プラント

メーカー、ゼネコン、地元建設業

者の 3 社による企業体となりま

す。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

22 

5 

 

12 

5 

 

11 

(1) 

 

要綱

No.1 

ア 

第9条 
  

・入札参加者の

構成 

 

・建設工事に係

る特定建設工事

共同企業体取扱

要綱(出資割合) 

本建設工事はプラント機械設備工事、土

木・建築工事の設計・施工業務を 3社の

建設工事共同企業体で受託しますが、現

実の施工形態は、プラント機械設備工事

はプラントメーカー、土木・建設工事等

は建設業者という異業種の業者が、それ

ぞれ遂行する分担施工になるものと理

解しております。しかしながら左記要件

では、プラントメーカーを代表企業とす

る地元建設会社を含めた 3社の共同施工

による JV(甲型)を構成し、構成員のうち

最少の出資者の出資割合が 20％以上に

なるよう記されています。この場合、プ

ラント機械設備工事と土木・建築工事そ

れぞれの想定費用の実態に合致せず、今

後それぞれの工事に設計変更や追加変

更工事が発生した場合も、共同施工(甲

型 JV)方式ですと構成員の出資比率と実

態に乖離が生じる可能性が強く、その対

応に苦慮することが想定されます。よっ

て、本件における共同企業体の結成は、

プラント機械設備工事と土木・建築工事

の分担施工による JV(乙型)の構成とし

て、それぞれの分担工事額を定めて結成

するものとし、その上で土木・建築工事

部分は代表者以外の構成員 2者の共同施

工とすることは可能でしょうか。ご教示

下さい。 

1 月 10 日に公表した入札説明書

においては、通常の甲型で提示

しておりますが、今回の建設事

業は特殊で異工種の事業となる

ため、乙型での共同企業体構成

で予定しております。 

なお、2月 1日の入札公告にて正

式に提示させていただきます。 

構成員につきましては、プラン

トメーカー、ゼネコン、地元建

設業者の 3 社による企業体とな

ります。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

23 5 5 (1) イ    

「受注者の構成員」とあります

が、「入札参加者の構成員」の誤

りではないでしょうか。 

入札参加者の構成員となります。 

24 5 5 (1) イ    

「契約締結後に、選定されなかっ

た入札参加者の・・・協力するこ

とは可能とする」との記載があり

ますが、他の入札参加者が落札者

と下請け契約することは一般的

では無い（多くの場合は禁止され

ている）ため本項目を削除して頂

くことは出来ないでしょうか。 

地元の企業等をできるだけ活用

することを想定しておりますが、

当該記載が無くても地元企業の

活用を条件としておりますので

入札公告においては削除したも

のを提示する予定です。 

25 6 5 (2) ア (コ)  
共通の参加 

資格要件 

「建設業法（昭和 24年法律第 100

号）の建築一式工事及び土木一式

工事の許可を受けていること」と

記載がありますが、プラント施工

業者の対象建設業許可業種は「清

掃施設工事業」になると思います

が、その理解でよろしいでしょう

か。 

お見込みのとおりです。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

26 7 5 (2) イ 
(ｱ)～

(ｵ) 
 

代表企業の 

参加資格要件 

自治体及び組合から稼働証明書

を発行してもらう場合、証明者は

施設現場担当者（工場長、担当課

長、担当係長等）からの証明書で

よろしいですか。（期間が短いた

め、管理者の証明を取得するのは

困難なため） 

また、稼働証明書取得に対し、各

自治体に申請する際、弊社本社及

び各支社長名で申請することに

なりますがよろしいですが。(契

約案件が各支社長名義のため) 

証明書については、発行先が明確

に確認できるものであれば問題

ありません。 

27 7 5 (2) イ 
(ｱ)～

(ｵ) 
 

代表企業の 

参加資格要件 

稼働証明書の様式は任意様式で

よろしいですか。 

貴社の使用している様式で問題

ありません。 

28 7 5 (2) イ (カ)  
代表企業の 

参加資格要件 

「共同企業体の代表者であるプ

ラントメーカーは、組合が要請し

た技術提案書を提出し、技術審査

を受けたものであること」とあり

ますが、技術提案書とは御組合よ

り提出を求められた見積設計図

書と理解してよろしいですか。 

お見込みのとおりです。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

29 8 6 (2)    

特定建設工事共

同企業体入札資

格審査申請手続

き（平成 25 年 2

月 7日受付分） 

No.1の「特定建設工事共同企業体

入札参加資格審査申請書、別添資

料様式第 1号（第 11 条関係）」に

記載・押印する共同企業体代表者

及び構成員について、御組合に年

間委任状を提出している、委任者

名で申請書を作成するものと理

解してよろしいですか。 

お見込みのとおりです。 

30 8 6 (2)    

特定建設工事共

同企業体入札資

格審査申請手続

き（平成 25 年 2

月 7日受付分） 

特定建設工事共同企業体協定書

に添付する委任状の指定様式が

ありましたらご提示願います。 

委任状については貴社で使用の

委任状をご使用ください。 

31 8 6 (2)    

特定建設工事共

同企業体入札資

格審査申請手続

き（平成 25 年 2

月 7日受付分） 

No.3の「納税証明書」の提出につ

いて、写し（コピー）を提出する

ことでよろしいですか。また、発

行日より 3ケ月以内のものでよろ

しいですか。 

納税証明書は、国税及び県税につ

いては写しで可となりますが市、

町税については原本となります。

また、発行日から 3カ月以内のも

のは有効となります。 

32 8 6 (2)    

特定建設工事共

同企業体入札資

格審査申請手続

き（平成 25 年 2

月 7日受付分） 

No.4の「建築士法に基づく有資格

者であることを証明する証書の

写し」を提出するとありますが、

構成員の 1社が提出することでよ

ろしいですか。 

1社の提出で可となります。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

33 8 6 (2)    

特定建設工事共

同企業体入札資

格審査申請手続

き（平成 25 年 2

月 7日受付分） 

No.5備考「5の（2）のア（サ）に

示す資格」とありますが、（サ）は

誤植ではありませんか。 

（サ）は間違いです。（コ）とな

ります。 

34 8 6 (2)    

特定建設工事共

同企業体入札資

格審査申請手続

き（平成 25 年 2

月 7日受付分） 

別添資料の「建設工事に係る特定

建設工事共同企業体取扱要綱」は

甲型の共同企業体を想定した要綱

となっています。 

しかしながら、本工事はプラント

工事と土木建築工事の異業種の共

同企業体であり、甲型は適しませ

ん。 

従って、清掃施設建設工事で一般

的に採用している乙型の共同企業

体と理解してよろしいでしょう

か。 

1 月 10 日に公表した入札説明書

においては、通常の甲型で提示

しておりますが、今回の建設事

業は特殊で異工種の事業となる

ため、乙型での共同企業体構成

で予定しております。 

なお、2月 1日の入札公告にて正

式に提示させていただきます。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

35 8 6 (2)    

特定建設工事共

同企業体入札資

格審査申請手続

き（平成 25 年 2

月 7日受付分） 

「建設工事に係る特定建設工事共

同企業体取扱要綱」の様式第 2 号

(特定建設工事共同企業体協定書)

の第 8 条に規定されている構成員

の出資割合は、乙型共同企業体とす

る場合には、構成員の分担工事業種

を記載するものとしてよろしいで

しょうか。(入札参加資格申請時に

は、工事費が確定していないため) 

乙型の共同企業体での構成とな

りますので、分担工事業種及び

担当建設業者の記載のみとなり

ます。 

36 8 6 (2)    

表「特定建設工

事共同企業体入

札参加資格審査

申請手続き（平

成 25年 2月 7日

受付分） 

様式第 1号中の表に記載のある「入

札参加承認番号」とは何を意味して

いるかご教授願います。また、「今

回申請する業種」とはプラント施工

業者は「清掃施設工事業」、建設業

者は「土木一式工事及び建築一式工

事と言う理解でよろしいでしょう

か。 

「入札参加承認番号」は、当組

合の入札参加の承認番号となり

ます。また、施工業者は貴見の

とおりです。 

37 8 6 (2)    

特定建設工事共

同企業体入札資

格審査申請手続

き（平成 25 年 2

月 7日受付分） 

「建設工事に係る特定建設工事共

同企業体取扱要綱」の第 9条で、JV

の出資割合に関する規定がありま

す。第 9条では最低の出資割合が 3

社 JV の場合、20％となっています

が、出資比率については JV 協議で

決定してよろしいですか。 

乙型での企業体構成となります

ので、出資比率については、契

約金額が決定後、構成員で委員

会を組織して割り振りをするこ

とになります。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

38 8 6 (2)    

表「特定建設工

事共同企業体入

札参加資格審査

申請手続き（平

成 25年 2月 7日

受付分） 

「建設業法の建築一式工事及び土

木一式工事に係る特定建設業許可

…を証明する証書の写し」とありま

すが、代表企業であるプラント施工

業者は「清掃施設工事」の特定建設

業許可を証明する証書の写しが必

要になるかご教授願います。 

プラント施工業者につきまして

は、提出の必要はありません。 

39 8 6 (2)    

表「特定建設工

事共同企業体入

札参加資格審査

申請手続き（平

成 25年 2月 7日

受付分） 

「入札公告日以降に公布された次

の納税証明書」との記載があります

が、提出日から 3ヶ月以内のものも

有効として頂けないでしょうか。ま

た、納税証明書は原本或いはコピー

のどちらをご提出すればよろしい

でしょうか。 

納税証明書は、国税及び県税に

ついては写しで可となりますが

市、町税については原本となり

ます。また、発行日から 3 カ月

以内のものは有効となります。 

40 8 6 (2)    

表「特定建設工

事共同企業体入

札参加資格審査

申請手続き（平

成 25年 2月 7日

受付分） 

代表企業の実績は「制限付一般競争

入札実施要領」の「様式 6資料」の

書式を使用すればよろしいでしょ

うか。 

2月 7日受付の「特定建設工事共

同企業体入札参加資格審査申

請」につきましては、「制限付一

般競争入札実施要領」の「様式 6

資料」の書式は使用できません。 

代表企業の実績として別途提出

願います。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

41 8 6 (2)    

表「特定建設工

事共同企業体入

札参加資格審査

申請手続き（平

成 25年 2月 7日

受付分） 

「建築士法に基づく有資格者であ

ることを証明する証書の写し」とあ

りますが、プラント施工業者は直接

的に関係ないことから特に必要は

無いと考えますが、そのような理解

でよろしいでしょうか。また代表企

業、JV 構成員のうち 1 社が有して

いれば良いということにして頂け

無いでしょうか。 

プラント施工業者につきまして

は、提出の必要はありません。 

有資格者の証明は、構成員の内

該当する方がいれば問題ありま

せん。 

42 8 6 (2)    

表「特定建設工

事共同企業体入

札参加資格審査

申請手続き（平

成 25年 2月 7日

受付分） 

「5の（2）のア（サ）に示す資格」

との記載がありますが、（サ）は（コ）

の誤りでは無いでしょうか。 

（サ）は間違いです。（コ）とな

ります。 

43 8 6 (2)    

表「特定建設工

事共同企業体入

札参加資格審査

申請手続き（平

成 25年 2月 7日

受付分） 

No2の「委任状」とはＪＶ内の構成

員⇒代表企業への委任状と言う理

解でよろしいでしょうか。その場

合、委任状の書式はありますでしょ

うか？ 

また、各企業の代表者から（支店長

等の）委任者への委任は競争入札参

加資格承認にて既に認められてい

るという理解でよろしいでしょう

か。 

お見込みのとおりです。 

なお、委任状の書式は貴社で使

用している委任状の様式で問題

ありません。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

44 8 6 (2)    
参加資格審査 

申請書類等 

特定建設工事共同企業体入札参加

資格審査申請提出書類 No.1 「特定

建設工事共同企業体入札参加資格

審査申請書」は、建設工事に係る特

定建設工事共同企業体取扱要綱 様

式第 1 号に基づき作成するものと

理解してよろしいでしょうか。 

上記申請書に記載する「許可番号及

び許可年月日」は建設業の許可に関

して記載し、「入札参加承認番号」

は競争入札参加資格承認書の承認

番号を、「今回審査申請する業種」

には清掃施設工事業または建築工

事業を記載するものと理解してよ

ろしいでしょうか。 

甲型から乙型への変更となりま

すので、様式については別途入

札公告時に関係書類を添付しま

すので確認願います。 

 

 

 

申請書への記載については貴見

のとおりです。 

45 8 6 (2)    
参加資格審査 

申請書類等 

特定建設工事共同企業体入札参加

資格審査申請提出書類 No.2 「入札

参加者の構成（構成員の連絡先）」

について、様式は任意でよろしいで

しょうか。 

入札参加者の構成員を記載する

様式は別途提示します。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

46 8 6 (2)    
参加資格審査 

申請書類等 

特定建設工事共同企業体入札参加

資格審査申請提出書類 No.2 「委任

状」とは、様式 4号の委任状のこと

でしょうか。 

または、共同企業体構成員から代表

企業への委任状のことでしょうか。 

後者の場合、指定様式があればご指

示願います。 

入札説明書に添付の委任状様式

ではありません。 

構成員としての代表取締役企業

への委任状となります。なお、

様式は貴社で使用している委任

状で問題ありません。 

47 8 6 (2)    
参加資格審査 

申請書類等 

特定建設工事共同企業体入札参加

資格審査申請提出書類 No.2 「代表

企業の実績」は、制限付一般競争入

札実施要領 様式 6 資料 3.本件工

事と同種の業務の施工実績の様式

を流用して作成すればよろしいで

しょうか。 

2月 7日受付の「特定建設工事共

同企業体入札参加資格審査申

請」につきましては、「制限付一

般競争入札実施要領」の「様式 6

資料」の書式は使用できません。 

代表企業の実績として別途提出

願います。 

48 8 6 (2)    
参加資格審査 

申請書類等 

特定建設工事共同企業体入札参加

資格審査申請提出書類 No.3「会社

概要」は、会社案内等のパンフレッ

トでよろしいでしょうか。 

「会社概要」は、会社案内等の

パンフレットで貴社の事業内容

が確認できるものであれば問題

ありません。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

49 8 6 (2)    
参加資格審査 

申請書類等 

特定建設工事共同企業体入札参加

資格審査申請提出書類 No.2 「納入

実績を有していることを証明する

書類（契約書等の写し）」について

は、以下の書類の写しでよろしいで

しょうか。 

・ 契約書の表紙等（工事名称、工

期、契約金額、発注者、請負者の押

印が確認できる部分） 

・ 発注仕様書の施設計画概要及び

各設備の仕様を記載した部分（炉規

模、ボイラ・タービン設備、自動化

設備が確認できる部分） 

また、稼働実績を証明する書類とし

て想定されている必要書類はあり

ますでしょうか。 

関係書類の提出については貴見

のとおりです。 

様式等については特に指定いた

しません。 

 

 

 

 

 

 

 

50 8 6 (2)    
参加資格審査 

申請書類等 

特定建設工事共同企業体入札参加

資格審査申請提出書類 No.3「納税

証明書」については、直近 1ヵ年分

でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

51 8 6 (2)    
参加資格審査 

申請書類等 

特定建設工事共同企業体入札参加

資格審査申請提出書類 No.4 「建築

士法に基づく有資格者であること

を証明する証書の写し」は、建設業

者および構成市町内の建設業者（ま

たは構成市町外の県内建設業者）が

提出し、プラント施工業者は提出不

要と理解してよろしいでしょうか。 

プラント施工業者が代表企業と

なりますので、契約後の現場代

理人等との調整が可能であれば

問題ありません。 

 

52 8 6 (2)    
参加資格審査 

申請書類等 

特定建設工事共同企業体入札参加

資格審査申請提出書類 No.5 備考欄

に「5 の(2)のア(サ)に示す資格」

とありますが、「5の(2)のア(コ)に

示す資格」と理解してよろしいでし

ょうか。 

（サ）は間違いです。（コ）とな

ります。 

53 8 6 (2)    

・特定建設工事

共同企業体入札

参加資格審査申

請手続き (平成

25 年 2 月 7 日受

付分) 

・建設工事に係

る特定建設工事

共同企業体取扱

要綱 

「建設工事に係る特定建設工事共

同企業体取扱要綱」の様式第 2 号

(特定建設工事共同企業体協定書)

の第 8 条に規定されている構成員

の出資割合については、共同企業体

の構成を乙型共同企業体と捉え、構

成員の分担工事業種を記載するも

のとしてよろしいでしょうか。(入

札参加資格申請時には、工事費が確

定していないため) 

乙型の共同企業体での構成とな

りますので、分担工事業種及び

担当建設業者の記載のみとなり

ます。 

 



- 19 - 

  

No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

54 8 6 (2)    

・特定建設工事

共同企業体入札

参加資格審査申

請手続き (平成

25 年 2 月 7 日受

付分) 

 

・建設工事に係

る特定建設工事

共同企業体取扱

要綱 

 

別添資料の「建設工事に係る特定建

設工事共同企業体取扱要綱」は甲型

（一体施工）の共同企業体を想定し

た要綱と推察されますが、本工事は

プラント工事と土建工事の異業種

間での共同企業体であり、通常（同

業種）の甲型共同企業体は馴染めま

せん。 

つきましては、清掃施設の建設工事

で一般的に採用している乙型（分担

施工）の共同企業体が最適と考えら

れますのでご再考願います。 

1 月 10 日に公表した入札説明書

においては、通常の甲型で提示

しておりますが、今回の建設事

業は特殊で異工種の事業となる

ため、乙型での共同企業体構成

で予定しております。 

なお、2月 1日の入札公告にて正

式に提示させていただきますの

で確認願います。 

 

55 8 6 (2)    

制限付一般競争

入札参加申請手

続き(平成 25 年

2月 13日～14日

受付分) 

№2 の｢入札参加資格審査資料｣と

は、別添資料「制限付一般競争入札

実施要領」の「様式 1資料」のこと

と考えてよろしいでしょうか。 

但し、「様式 1 資料」の施工実績の

項目は、本工事の参加資格要件と合

致していませんので、申請者が「様

式 1資料」を修正して提出するもの

と考えてよろしいでしょうか。 

制限付一般競争入札参加申請時

の様式については、（共同企業体

用）を使用しますので様式 6 資

料となります。 

 

 

 



- 20 - 

  

No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

56 8 6 (2)    

制限付一般競争

入札参加申請手

続き(平成 25 年

2月 13日～14日

受付分) 

№2の備考欄に「建築及び土木に関

する主任技術者」とありますが、請

負金額が 3,000 万円以上となると

考えられることから、配置予定技術

者としては監理技術者を提出する

ものと考えてよろしいでしょうか。 

また、本工事はごみ処理施設を建設

するものであり、配置予定技術者と

しては建設業法の規定による清掃

施設工事業の監理技術者としても

よろしいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

なお、プラント施工業者に係る

部分については、契約締結後別

途関係書類の提出を求めること

となります。 

57 8 6 (2)    

制限付一般競争

入札参加申請手

続き(平成 25 年

2月 13日～14日

受付分) 

入札参加申請時において、他の工事

の受注成否が不明確等の理由から、

配置予定技術者を特定できない場

合には、複数名の候補者を提出し、

入札後に、その中から配置技術者を

選定するものとしてもよろしいで

しょうか。 

配置予定技術者は、災害復旧事

業との関係から特定が困難と解

されますので、複数名でも可と

いたします。 

58 8 6 (2)    

制限付一般競争

入札参加申請手

続き(平成 25 年

2月 13日～14日

受付分) 

№2の備考欄に「建築及び土木に関

する主任技術者」とありますので、

配置予定技術者は代表企業である

プラント施工業者からではなく、構

成企業である土木・建築施工業者よ

り選任してよろしいでしょうか。 

プラント施工業者が代表企業と

なりますので、契約後の現場代

理人等との調整が可能であれば

問題ありません。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

59 8 6 (2)    

制限付一般競争

入札参加申請手

続き（平成 25年

2月 13日～14日

受付分） 

「様式第 1号」とありますが、様式

第 6 号の誤りでは無いでしょうか。

（制限付き一般競争入札実施要領

に添付されている共同企業体用申

請書） 

様式 6号となります。 

60 8 6 (2)    

制限付一般競争

入札参加申請手

続き（平成 25年

2月 13日～14日

受付分） 

入札参加資格審査資料（要綱様式 6

資料）の実績は代表企業の実績のみ

を記載するという理解でよろしい

でしょうか。 

お見込みのとおりです。 

61 8 6 (2)    

制限付一般競争

入札参加申請手

続き（平成 25年

2月 13日～14日

受付分） 

代表企業は本工事の配置予定技術

者として「清掃施設工事」の監理技

術者を配置するという理解でよろ

しいでしょうか。また、備考欄に記

載のある「建築及び土木に関する主

任技術者」とは JV 構成員となる建

設業者（プラント施工業者を除く）

から、各 1名を選出の上、提出する

ことでよろしいでしょうか。また、

資格を証明する書類とは具体的に

何をご提出すれば良いかをご指示

頂けますでしょうか。 

貴見のとおりです。 

ただし、清掃施設工事に係る監

理技術者は契約後に別途提出を

求めることとなります。 

また、資格証明の書類について

は、該当する資格を証明するも

のの写しとなります。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

62 8 6 (2)    
参加資格審査 

申請書類等 

制限付一般競争入札参加申請書類 

No.3「経営事項審査結果通知書の写

し」は、建設業者および構成市町内

の建設業者（または構成市町外の県

内建設業者）が提出し、プラント施

工業者は提出不要と理解してよろ

しいでしょうか。 

プラント施工業者については、

提出不要となります。 

63 8 6 (2)    

制限付一般競争

入札参加申請手

続き 

№2 入札参加資格審査資料にて、備

考欄に“建築及び土木に関する主任

技術者”との記載があります。 

一方、制限付一般競争入札実施要領

の様式 1 資料 “4 技術者の配置”

には、“(1) 現場代理人”と“(2) 管

理（主任）技術者”との記載があり

ます。 

技術者にかかる申請に際しては、後

者の記載内容に準拠するものとし

て宜しいでしょうか。 

また、清掃設備に関する技術者につ

いては、入札時の申請は不要と判断

して宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

清掃設備に係る監理技術者につ

いては、契約後の提出となりま

す。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

64 8 6 (2)    
参加資格審査 

申請書類等 

制限付一般競争入札参加申請書類 

No.1「制限付一般競争入札参加申請

書」および No.2「入札参加資格審

査資料」は、制限付一般競争入札実

施要領 様式 1 および様式 1 資料に

準じて作成すればよろしいでしょ

うか。 

上記、様式 1資料「入札参加資格審

査資料」に記載する「本業務に対応

する業種」には清掃施設工事業およ

び建築工事業を記載するものと理

解してよろしいでしょうか。「等級」

には、何を記載すればよいのでしょ

うか。 

様式 6 の共同企業体用の申請書

及び様式 6 資料を使用してくだ

さい。 

「等級」については、入札参加

資格申請に伴う経営事項審査結

果に基づく総合評定値のランク

付けとなります。 

65 8 6 (2)    

制限付一般競争

入札参加申請手

続き(平成 25 年

2月 13日～14日

受付分) 

№2 の｢入札参加資格審査資料｣と

は、別添資料「制限付一般競争入札

実施要領」の「様式 1資料」と理解

してよろしいでしょうか。 

但し、「様式 1 資料」の施工実績の

項目は、本工事の参加資格要件と合

致していませんので、申請者が「様

式 1資料」を修正して提出するもの

と考えてよろしいでしょうか。 

様式 6資料となります。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

66 8 6 (2)    

制限付一般競争

入札参加申請手

続き(平成 25 年

2月 13日～14日

受付分) 

№2の備考欄に「建築及び土木に関

する主任技術者」とありますが、請

負金額が 3,000 万円以上になるの

で、配置予定技術者を監理技術者と

理解してよろしいでしょうか。 

また、共同企業体の構成を乙型共同

企業体（分担施工）として捉え、プ

ラント業者（清掃施設工事業）、土

建業者（土木・建築工事業）それぞ

れから、監理技術者名を提出するも

のと理解してよろしいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

なお、プラント施工業者に係る

部分については、契約後別途関

係書類の提出を求めることとな

ります。 

67 8 6 (2)    

制限付一般競争

入札参加申請手

続き(平成 25 年

2月 13日～14日

受付分) 

入札参加申請時点において、他工事

の受注成否が不明確等の理由から、

配置予定技術者を特定できない場

合には、複数名の候補者を提出し、

入札後に、その中から配置技術者を

選定してもよろしいでしょうか。 

配置予定技術者は、災害復旧事

業との関係から特定が困難と解

されますので、複数名でも可と

いたします。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

68 8  (2)   No.3 

企業ごとに会社

概要及び入札公

告日以降に公布

された次の納税

証明書を提出

（2/7受付分）す

ること。・・・・・ 

入札公告予定日が 2月 1日 

となっていますが、公告日以降から

受付〆切日（2月 7日分）までの期

間で各種納税証明書を取得するこ

とは困難と思われます。したがっ

て、各種納税証明書の受付〆切日を

「制限付一般競争入札参加申請手

続き」（平成 25年 2月 13日～14日

受付分）に変更願います。 

1 月 24 日に質疑に対する回答書

を提示しますので必要と思われ

る関係書類の入手については手

続を開始してください。 

69 9 6 (3)    

特定建設業共同

企業体入札参加

資格審査申請書

及び制限付一般

競争入札参加申

請書類等の提出

方法 

「入札参加資格審査申請書類等は、

それぞれ正副 2部を組合へ…」とあ

りますが、副は正と（コピーではな

く）同一のものをご提出するという

理解でよろしいでしょうか。また、

各申請書は任意のファイルに綴り

ご提出してもよろしいでしょうか。 

貴見のとおりの内容で提出願い

ます。 

70 9 7 (1)    
仕様書(見積 

設計用)の提示 

“入札参加資格を得た者には、仕様

書（設計用）を、平成 25年 2月 18

日に手渡し”とありますが、このス

ケジュールですと入札までの期限

が 1ヶ月しかありません。 

見積精度向上のため、開示時期を少

しでも早めていただくことはでき

ないでしょうか。 

事前に組合が求めた参考見積の

提出がありますので仕様書につ

いては大きな変更がないため入

札説明書に記載のスケジュール

といたします。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

71 9 7 (2)    参考資料の貸与 

貸与していただける図書について、

期間を早めていただくことは可能

でしょうか。 

参考資料については、別途対応

いたします。 

72 10 1 (1)    電気方式 

受 電 電 圧 は 交 流 三 相 3 線 式

[6.6]kV、[50]Hz、[2]回線と記載あ

ります。一方 10-2-1 構内引込用柱

上開閉器の数量は 1 基と記載され

ていますが、2回線受電であると本

開閉器も 2基必要となります。1回

線、2回線どちらが正でしょうか。 

入札説明書に関する質疑に限定

させていただきますので回答は

控えさせていただきます。 

73 10 8     入札の方法 

「入札書(様式第 2 号）により入札

するものとする」とありますが、P3 

エ 特記事項では「‥入札時に提出

を求める設計図書に明記（反映）す

ること」とあります。入札時に提出

するものは入札書以外にあります

か。 

「入札書」以外に別途「積算内

訳書」の提出をお願いします。 

74 11 9 (1) ア   

予定価格及び最

低制限価格の設

定 

予定価格は公表されるかご教示頂

けますでしょうか。 

予定価格の公表は行いません。 

75 11 9 (1) ア   

予定価格及び最

低制限価格の設

定 

入札予定価格・最低制限価格は開札

時まで公表されないと判断して宜

しいでしょうか。 

入札予定価格及び最低制限価格

の公表は行いません。ただし、

最低制限価格の設定は行いま

す。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

76 12 11     別添資料一覧 

別添資料のワード（またはエクセ

ル）形式の電子データをご提供くだ

さい。 

電子データの提供は行いますの

で、必要の都度連絡いただけれ

ば対応いたします。 

77 12 11 
規則

No.2 
第 32条   

亘理名取共立衛

生処理組合建設

工事等執行規則

(部分払限度額) 

条文に「原則として工事期間中 3割

を超えない範囲内の前払金がある

場合は 1回、3割を超えない範囲内

の・・・」と同じ表現になってます

が、前者の方は「超える」でよろし

いでしょうか？ 

前者は「超える」となります。 

78       

制限付一般競争

入札実施要領 

（様式 1資料） 

4技術者の配置 

(1)現場代理人と(2)管理（主任）技

術者は兼任とする事は可能でしょ

うか。また、(1)現場代理人につい

て要求される資格に指定がござい

ますか。 

兼任は可能です。 

79       
様式 2号 

入札所 

入札参加者は入札参加審査に合格

していることから、入札保証金は免

除されると理解してよろしいでし

ょうか。 

入札保証金は免除となります。 

80       

制限付一般競争

入札実施要領 

（特定建設工事

共同企業体によ

る取扱） 

「入札参加希望者は、特定建設工事

共同企業体入札参加資格審査申請

書（様式 6）」との記載があります

が、正しくは「制限付一般競争入札

参加申請書（様式 6）」ではないで

しょうか。 

「制限付一般競争入札参加申請

書（様式 6）」となります。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

81       

制限付一般競争

入札実施要領 

様式 6 

制限付一般競争入札参加申請書（様

式 6）の（添付書類）に入札参加資

格審査資料（様式 1資料）とありま

すが、正しくは（様式 6資料）では

ないでしょうか。 

様式 6資料となります。 

82       

制限付一般競争

入札実施要領 

様式 6資料 

様式 6 資料 入札参加資格審査資

料に「本工事に対応する業種、等級」

とありますが、本工事に対応する業

種はプラント施工業者は「清掃施設

工事業」、建設業者は「土木一式工

事及び建築一式工事と言う理解で

よろしいでしょうか。また、等級と

は具体的に何を意味しているかご

教授願います。 

貴見のとおりです。 

「等級」については、入札参加

資格申請に伴う経営事項審査結

果に基づく総合評定値のランク

付けとなります。 

83       

制限付一般競争

入札実施要領 

様式 6資料 

様式 6 資料 入札参加資格審査資

料に「管理（主任）技術者」とあり

ますが、正しくは「監理技術者」で

はないでしょうか。 

「監理技術者」となります。 

84       

制限付一般競争

入札実施要領 

様式 6資料 

技術者の配置において、現場代理人

と監理技術者を各々記載すること

になっていますが、公共工事標準請

負契約約款第 10 条第 4 項に基づき

兼務とすることは可能でしょうか。 

兼務は可能です。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

85       

制限付一般競争

入札実施要領 

様式 6資料 

「当該工事を落札した場合は、上記

に記載している技術者を当該工事

の現場に配置」との記載はあります

が、変更することは可能でしょう

か。 

変更は可能です。 

86       

建設工事に係る

特定建設工事共

同企業体取扱要

綱 

本要綱に添付されております協定

書は甲型 JV（共同施工方式）が前

提となっていると思われますが、工

事の特性から乙型（分担施工方式）

による入札参加も認めて頂けない

でしょうか。 

1 月 10 日に公表した入札説明書

においては、通常の甲型で提示

しておりますが、今回の建設事

業は特殊で異工種の事業となる

ため、乙型での共同企業体構成

で予定しております。 

なお、2月 1日の入札公告にて正

式に提示させていただきます。 
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No. 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答内容 

87       

建設工事に係る

特定建設工事共

同企業体取扱要

綱 

3 社 JV の場合、最少の出資比率が

20％以上でなければならないとの

記載があります。この場合の出資割

合はプラント工事を含めた契約金

額全体が対象となるのでしょうか。

またはプラント工事を除く契約金

額が対象となるのでしょうか。 

仮にプラント工事を含めた契約金

額全体とした場合にはプラント工

事が中心となる本工事の特性を考

慮すると、最少の出資比率が 20％

以上と言うのは高すぎると思われ

ますので、最少の出資比率の見直し

をして頂けないでしょうか。 

1 月 10 日に公表した入札説明書

においては、通常の甲型で提示

しておりますが、今回の建設事

業は特殊で異工種の事業となる

ため、乙型での共同企業体構成

で予定しております。 

なお、2月 1日の入札公告にて正

式に提示させていただきます。 

 

88        

正式な入札公告が出た後に再度の

質疑の機会を設けて頂く事は出来

ないでしょうか。 

期間があまりありませんが質疑

があれば別途電子メールにて対

応します。 

 


