平成30年8月10日
西地区熱回収施設整備・運営事業 第1回入札説明書等に関する質問回答（入札参加資格）
No

1

2

3

資料名

入札説明書

入札説明書

入札説明書

項目

頁

14

14

21

IV

IV

IV

2

2

4

(6)

(6)

(1)

エ

エ

ウ

（キ）

（キ）

タイトル

特定建設工事共同企業体
協定書（甲又は乙）の写
し

特定建設工事共同企業体
協定書（甲又は乙）の写
し

応募者の構成等

質問内容
3者の特定建設工事共同企業体については、プラン
トの設計・建設業務を行う代表企業と、建築物等
の設計・建設を行う者と建築物等の建設業務を行
う者で組成された甲型の特定建設工事共同企業体
との特定建設工事共同企業体（乙型）で対応して
よろしいでしょうか。
（その場合、締結者は代表企業と甲型特定建設工
事共同企業体となりますが、提出を要するものは
乙型の特定建設工事共同企業体協定書の写しを提
出することでよろしいでしょうか。）

5

入札説明書

入札説明書

22

22

Ⅳ

IV

4

4

(2)

(2)

イ

イ

各業務を行う者の要件

各業務を行う者の要件

1 / 11 ページ

前段の質問について、ご理解のとおりです。
後段（カッコ内）の質問について、代表企業と甲
型特定建設工事共同企業体による乙型の特定建設
工事共同企業体協定書の写しに加え、建築物等の
設計・建設を行う者と建築物等の建設業務を行う
者で組成された甲型の特定建設工事共同企業体の
協定書の写しも提出してください。

3者の特定建設工事共同企業体については、プラン 質問回答No1を参照してください。
トの設計・建設業務を行う代表企業と、建築物等
の設計・建設を行う者と建築物等の建設業務を行
う者で組成された甲型の特定建設工事共同企業体
との特定建設工事共同企業体（乙型）で対応して
よろしいでしょうか。
不可の場合、3者の役割分担をプラントの設計・建
設業務、建築物等の設計・建設業務、建築物等の
建設業務と３分した乙型の協定書を提出し、落札
後、前段の対応とするをお認め頂けるものと理解
してよろしいでしょうか。
「応募者は、本事業の実施に際して、設計・建設
工事及び運営業務のうち主たる業務を請負または
受託する協力企業を定めることができる。」とあ
ります。
①特別目的会社を設立する場合、代表企業以外の
企業からの出資は可能と考えてよろしいでしょう
か。
②その場合、入札参加資格要件を満たすことを条
件に、代表企業の関連会社が出資し、本施設の運
営業務を行うことは可能でしょうか。
「特定建設工事共同企業体の形態は甲型、乙型を
問わない」との記載がありますが、以下のような
形態にてJV組成も認められるという理解で宜しい
でしょうか。

4

回答

「本施設のプラントの設計・建設工事及び建築物
等の設計を行う者」（代表企業：Ａ社）、「本施
設の建築物等の建設工事を行う者」（協力企業：
Ｂ社）、「本施設の建築物等の建設工事を行う
者」（協力企業：Ｃ社）とし、Ｂ社とＣ社の甲型
ＪＶとＡ社との乙型ＪＶを組成しても宜しいで
しょうか。
①「特定共同体の形態は甲型、乙型を問わない」
とありますが、組成方法については次項記載の
（イ）・（ウ）の要件を満たす者が甲型のJVを組
成し、そのJVと（ア）の要件を満たす者が乙型の
JVを組成することはお認めいただけると考えてよ
ろしいでしょうか。
②お認めいただける場合、特定建設工事共同企業
体協定書は、貴組合所定の様式に従い、①
（イ）・（ウ）の要件を満たす甲型JV協定書と、
②そのJVと（ア）の要件を満たす者との乙型JV協
定書の2通を提出すればよろしいでしょうか。

①ご理解のとおりです。なお、入札説明書p28 Ⅵ
「3 特別目的会社の設立（特別目的会社を設立す
る場合）」の記載事項を遵守することが前提とな
ります。
②運営業務を行う者は、代表企業であることとし
ます。代表企業の下請けで代表企業の関連会社が
運営業務を行うことは、組合が承認した場合に限
り可能です。ただし、代表企業と委託先企業との
関連性や再委託業務内容など、再委託に関しての
理由が合理的で業務遂行に問題がないことを明確
にすることが必要となります。
ご理解のとおりです。なお、質問回答No1も参照し
てください。

①ご理解のとおりです。なお、質問回答No1も参照
してください。
②ご理解のとおりです。なお、質問回答No1も参照
してください。

平成30年8月10日
西地区熱回収施設整備・運営事業 第1回入札説明書等に関する質問回答（入札参加資格）
No

6

7

8

9

資料名

入札説明書

入札説明書

入札説明書

入札説明書

項目

頁

23

23

23

IV

Ⅳ

Ⅳ

4

4

4

(2)

(2)

(2)

イ

イ

タイトル

（ア）

(ｱ)

④

④

解体工事期間の
監理技術者配置

23

Ⅳ

4

(2)

イ

(ｱ)

④

本施設のプラントの設
計・
建設工事を行う者の要件

23

Ⅳ

4

(2)

イ

(ｲ)

⑤

本施設の建築物等の設
計・
建設工事を行う者の要件

24

Ⅳ

4

(2)

イ

(ｳ)

③

23

Ⅳ

4

(2)

イ

(ｱ)

②、③

13 入札説明書

本施設の建築物等の建設
工事を行う者の要件

各種実績
24

12 入札説明書

清掃監理技術者の専任期
間

イ

10 入札説明書

11 入札説明書

各業務を行う者の要件

24

24

24

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅳ

4

4

4

4

(2)

(2)

(2)

(2)

イ

イ

イ

イ

(ｴ)

（エ）

（エ）

（エ）

①

本施設の運営業務を行う
者の要件

本施設の運営業務を行う
者の要件

本施設の運営業務を行う
者の要件
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質問内容

回答

①配置する監理技術者は、西地区熱回収施設整
備・運営事業 実施方針に関する質問回答NO.17の
通り、契約締結から現場着手までの期間の専任は
不要と理解して宜しいでしょうか。
②また、やむを得ない事情がある場合は、監理技
術者の変更をお認めいただけるものと考えてよろ
しいでしょうか。

①ご理解のとおりです。
②契約工期にわたり同一の監理技術者を選任して
ください。ただし、やむを得ない事情が発生した
場合の協議には応じるものとします。

乙型の特定建設工事共同企業体を構成する場合、
代表企業が配置する清掃施設工事の監理技術者
と、協力業者が配置する建築一式工事の監理技術
者は、それぞれの担当工事期間のみの専任配置で
良いものと理解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。なお、建築一式工事の監理
技術者は、特定建設共同企業体の組成に関わら
ず、「本施設の建築物等の設計・建設工事を行う
者（協力企業）」及び「本施設の建築物等の建設
工事を行う者」（協力企業）」から、それぞれ専
任で配置してください。
解体工事に従事する協力企業の建築一式工事に係
る監理技術者を専任で配置してください。なお、
質問回答No6，No7も参照してください。

乙型の特定建設工事共同企業体を構成する場合、
解体工事期間の監理技術者配置は、担当する企業
からの配置でよいとの理解で宜しいでしょうか。
また、協力企業（建築物等の設計・建設を行う企
業）が解体工事を担当する場合、建築一式工事の
監理技術者を配置すればよいとの理解で宜しいで
しょうか。
「監理技術者は、事業提案書の受付期限の前日か
ら起算して3月以上前から、引き続き当該企業と直
接的な雇用関係にある者であること」との記載が
ありますが、「入札参加資格審査に関する提出書
類の受付期限の前日」と理解して宜しいでしょう
か。

当該文章は、「監理技術者は、入札参加資格審査
に関する提出書類の受付期限の前日から起算して3
月以上前から、引き続き当該企業と直接的な雇用
関係にある者であること。」と修正します。

国土交通省が発行している監理技術者運用マニュ
アルにおける恒常的な雇用関係の考え方は「所属
建設業者から入札の申込のあった日以前に三ヶ月
以上の雇用関係にあることが必要である」との記
載があります。
受注実績及び３年以上の稼動実績に関し、分社化
により新会社設立等への事業移管が行われた場
合、建設実績が新会社に承継されていることを証
明する必要があると考えます。その場合は工事経
歴書及び経営事項審査結果により当該実績の承継
の事実を証明するという理解で宜しいでしょう
か。
「本施設の運営業務を行う運営事業者は、代表企
業とする。」とありますが、代表企業が本施設の
運営業務を行う者の要件を全て満たす前提で、代
表企業と本運営業務の一部（運転や維持補修等）
を行う企業との共同企業体での参加は可能でしょ
うか。
『本施設の運営業務を行う運営事業者は、代表企
業とする』とあります。特別目的会社を設立しな
い場合、運転管理業務を実施する企業について①
②の要件を充足することを条件に、協力企業とし
て申請したうえで代表企業の下請けとして発注す
ることは可能でしょうか。
『本施設の運営業務を行う運営事業者は、代表企
業とする』とあります。特別目的会社を設立しな
い場合、代表企業は入札参加資格要件①の充足、
運転管理業務を実施する企業について①②の要件
を充足することを条件に、協力企業として申請し
たうえで代表企業の下請けもしくはJV構成員とす
ることは可能でしょうか。

ご理解のとおりです。

共同企業体での参加は認めておりません。

協力企業は、「本施設の建築物等の設計・建設工
事を行う者」「本施設の建築物等の建設工事を行
う者」の2者のみとし、その他の協力企業としての
申請は認めません。
ただし、代表企業の下請け業者が運営業務の一部
を担当することは可能です。なお、質問回答No3も
参照してください。
代表企業については、入札参加資格要件①②のい
ずれも充足が必要です。また、協力企業が代表企
業とJVを構成し、運営業務の契約相手となること
はできません。
なお、質問回答No12をご参照ください。

平成30年8月10日
西地区熱回収施設整備・運営事業 第1回入札説明書等に関する質問回答（入札参加資格）
No

資料名

14 入札説明書

15 提出書類の作成要領

項目

頁

24

1

Ⅳ

1

4

(2)

(2)

イ

（エ）

タイトル

本施設の運営業務を行う
者の要件

共通事項

質問内容

回答

『本施設の運営業務を行う運営事業者は、代表企
業とする』とあります。特別目的会社を設立する
場合、代表企業は維持管理業務を実施するものと
して①②の要件を充足させたうえで申請致します
が、運転管理業務を実施する企業についても①②
の要件を充足することを条件に、協力企業として
申請するものと理解してよろしいでしょうか。

質問回答No13をご参照ください。

「入札参加資格審査に関する提出書類」は（１）
に記した副本の製本に準じることとの記載があり
ます。
副本の製本に準じた場合、「ファイルの表面と背
表紙にタイトル及び応募者番号を記載した紙面を
糊付けすること」とありますが、入札参加資格審
査に関する書類を提出する時点では応募者番号は
まだ交付されていないため、代表企業名を記載す
ると理解して宜しいでしょうか。

前段の質問について、ご理解のとおりです。
後段の質問について、ファイルの材質の指定はあ
りません。各種様式は可能な限りクリアフォル
ダーを用いずに綴じてください。

また、「入札参加資格審査に関する提出書類」は
紙製のファイルに各提出書類をクリアフォルダー
を用いて綴じ込むと理解して宜しいでしょうか。

16 提出書類の作成要領

17 提出書類の作成要領

1

5

1

2

(3)

(3)

共通事項

入札参加資格審査に関する提出書類を綴じる簡易 質問回答No15をご参照ください。
ファイルの表面に貼付ける書類について、図3で示
される書類の応募者番号の箇所に代表企業の社名
を記載する体裁で提出することと理解してよろし
いでしょうか。

A4縦長左綴じで片面印刷により提出するとの記述
がありますが、添付資料で会社概要、パンフレッ
入札参加資格審査に関する ト等を付ける場合は、会社で作成されている独自
提出書類
の様式（両面印刷、A3版有り）のものを添付する
との理解でよろしいでしょうか。
乙型の特定建設工事共同企業体を構成する場合、
現場代理人は、工事進捗により代表企業または協
力企業のいずれかから設置するものとの理解でよ
ろしいでしょうか。

18 設計・建設工請負契約書

19

第44条

19 様式集

20 様式集

現場代理人の配置につい
て

共通

様式3-1 入札参加資格審査申請書

入札参加資格審査申請書
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例えば現地工事前半において「土木・建築工事が
実施されプラント工事は実施していない期間」は
協力企業から現場代理人設置とし、「プラント工
事が着工され土木・建築工事との並行作業となる
期間」においては、代表企業より現場代理人を設
置（交代）とすることをお認め頂けますでしょう
か。
同様に、工場棟建設工事完了後の解体工事におい
て、協力業者が一式担当する場合、協力業者より
現場代理人を配置することでよいと理解して宜し
いでしょうか。
各様式（ＪＶ協定書関連を除く）に記載する日付
ですが、入札参加資格審査申請書の提出日になる
と理解して宜しいでしょうか。
様式に記載する代表者名及び使用印鑑は、大崎地
域広域行政事務組合様・大崎市様の入札参加資格
申請時において受任者を設定している場合、その
受任先（支店・支社名）、受任先所在地、受任者
名および受任者の登録印を用いるとの理解でよろ
しいでしょうか。
また他の様式についても、同様の理解でよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

いかなる場合においても、設計・建設工事期間中
の現地着工以降に配置する現場代理人は、代表企
業に所属する者としてください。

ご理解のとおりです。

前段の質問について、ご理解のとおりです。
後段の質問について、ご理解のとおりです。

平成30年8月10日
西地区熱回収施設整備・運営事業 第1回入札説明書等に関する質問回答（入札参加資格）
No

21 様式集

22 様式集

23 様式集

24 様式集

25 様式集

資料名

頁

項目

タイトル

様式3-1～様式3-3に記載する「代表企業名」及び
「商号又は名称、所在地、代表者名」欄に使用す
る情報及び印鑑は大崎市入札参加資格者名簿に登
録されているものと理解して宜しいでしょうか
（登録が受任機関である場合は当該受任機関のも
のと理解して宜しいでしょうか）。

様式3-1 入札参加資格審査申請書
様式3-2 応募者の構成
様式3-3 委任状（代表企業）

様式3-1 入札参加資格審査申請書

入札参加資格審査申請書

様式3-1 入札参加資格審査申請書

構成企業

様式3-1 入札参加資格審査申請書

様式3-2 応募者の構成

26 様式集

様式3-3 委任状（代表企業）

27 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①～④

質問内容

委任状（代表企業）

その１
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回答
質問回答No20をご参照ください。

構成企業４ 本施設の運営業務を行う者の商号又 前段の質問について、ご理解のとおりです。
は名称、所在地、代表者欄は、代表企業が本施設 後段の質問について、前段の回答をご参照くださ
の運営業務を行う者の要件を全て満たす前提で、 い。
本運営業務の一部（運転や維持補修等）を行う企
業については、記入欄を追加して記入する必要は
ないとの理解でよろしいでしょうか。
また、様式3-2についても同様の理解でよろしいで
しょうか。
構成企業には、特定建設共同企業体を構成する協
力企業に加えて他の協力企業を記載することは可
能でしょうか。
その場合の協力企業は、共通の入札参加資格要件
を満たしていれば、各業務を行う者の要件につい
ては不問という理解でよろしいでしょうか。

前段の質問について、質問回答No12をご参照くだ
さい。
後段の質問について、前段の回答をご参照くださ
い。

「本施設の建築物等の設計業務を行う者を代表企
業とする場合」は「■構成企業」の表は以下の通
りに作成すれば宜しいでしょうか。

「本施設の建築物等の設計業務を行う者を代表企
業とする場合」は「■構成企業」の表は以下のと
おりに作成してください。

１ 代表企業（本施設のプラントの設計・建設工
事を行う者）
２ 本施設の建築物等の設計を行う者
３ 本施設の建築物等の建設工事を行う者
４ 本施設の建築物等の建設工事を行う者
５ 本施設の運営業務を行う者

1 代表企業（本施設のプラントの設計・建設工事
を行う者）
2-1 本施設の建築物等の設計を行う者
2-2 本施設の建築物等の建設工事を行う者
3 本施設の建築物等の建設工事を行う者
4 本施設の運営業務を行う者

「本施設の建築物等の設計業務を行う者を代表企
業とする場合」は応募者の構成の各欄は以下の通
りに追加・修正すれば宜しいでしょうか。

「本施設の建築物等の設計業務を行う者を代表企
業とする場合」は応募者の構成の各欄は以下のと
おりに作成してください。

１．代表企業（本施設のプラントの設計・建設工
事を行う者）
２．本施設の建築物等の設計を行う者（構成区
分：代表企業）
３．本施設の建築物等の建設工事を行う者
４．本施設の建築物等の建設工事を行う者
５．本施設の運営業務を行う者

1 代表企業（本施設のプラントの設計・建設工事
を行う者）
2-1 本施設の建築物等の設計を行う者（構成区
分：代表企業）
2-2 本施設の建築物等の建設工事を行う者
3 本施設の建築物等の建設工事を行う者
4 本施設の運営業務を行う者

委任状は、本様式１枚に連名で全ての協力企業分
の委任状を作成するのではなく、協力企業１者あ
たり１枚、代表企業への委任状を作成することで
よろしいでしょうか。

様式１枚に連名ですべての協力企業分の委任状を
作成するのが望ましいですが、協力企業１者あた
り１枚、代表企業への委任状を作成することでも
構いません。

各表の「応募者確認」欄には手書きで○印を記載
すれば宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。Wordファイル上で「〇」を
入力いただいても構いません。

平成30年8月10日
西地区熱回収施設整備・運営事業 第1回入札説明書等に関する質問回答（入札参加資格）
No

資料名

頁

項目

タイトル

質問内容

回答

「本施設の建築物等の設計を行う者」を代表企業 「本施設の建築物等の設計を行う者」を代表企業
とする場合、様式3-4②以降は以下の通りに作成す とする場合、様式3-4②以降は以下のとおりに作成
れば宜しいでしょうか。
してください。

28 様式集

29 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
②～④

様式3-4
入札参加資格要件確認書
②、④

その１

その１

様式3-4②（②本施設の建築物等の設計を行う者の
要件）
様式3-4③（③本施設の建築物等の建設工事を行う
者の要件）
様式3-4④（④本施設の建築物等の建設工事を行う
者の要件）
様式3-4⑤（⑤本施設の運営業務を行う者の要件）

様式3-4②-1（②-1 本施設の建築物等の設計を行
う者の要件）
様式3-4②-2（②-2 本施設の建築物等の建設工事
を行う者の要件）
様式3-4③（③本施設の建築物等の建設工事を行う
者の要件）
様式3-4④（④本施設の運営業務を行う者の要件）

「本施設の建築物等の設計を行う者」を代表企業
にする場合、共通の入札参加資格要件の各種書類
は様式3－4①と同じ書類になりますが、重複する
書類については3-4①にて代用することは可能で
しょうか（ファイルにどちらをご参照して頂けれ
ば良いかを記載します）。

前段の質問について、重複する書類については参
照箇所を明記のうえ、添付資料の省略を認めま
す。
後段の質問について、前段の回答をご参照くださ
い。

また、上記以外にも実績資料等で同じ書類の提出
となる場合には同様の対応をさせて頂いても宜し
いでしょうか。

30 様式集

31 様式集

32 様式集

33 様式集

34 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①、④

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①～④

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①～④

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①～④

その１

入札参加資格要件確認書

その１

入札参加資格要件確認書
その１における添付資料(納
税証明書）

その１

その１

その１

１．

１．

１．

１．

③～⑥

④、⑤

代表企業がプラントの設計・建設工事と運営業務
の役割を担う場合、「共通の入札参加要件」に規
定される添付書類は省略してもよろしいでしょう
か。
本店所在地の納税証明書をご提出するとの理解で
よろしいでしょうか。

質問回答No29をご参照ください。

各納税証明書は写しの提出でお認めいただけると
考えてよろしいでしょうか。

原本での提出とします。

「共通の参加資格要件 添付資料 ②法人税納税
証明書、③法人住民税納税証明書、④法人事業税
納税証明書、⑤消費税納税証明書」については、
それぞれ未納税額がないことの証明書を添付する
ことでよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

ご理解のとおりです。ただし、契約の相手先が受
任機関となる場合は、本社（店）と受任機関の納
税証明書を提出することとします。

共通の入札参加要件

納税証明書

③法人税納税証明書、⑥消費税納税証明書は、本
店所在地の納税証明書（その3の3「法人税」及び
入札参加資格要件確認書
「消費税及び地方消費税」について未納税額のな
その１における添付資料(納
い証明）を提出するとの理解でよろしいでしょう
税証明書）
か。
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納税証明書の所在地について、質問回答No31をご
参照ください。
納税証明書の種類について、質問回答No33をご参
照ください。

平成30年8月10日
西地区熱回収施設整備・運営事業 第1回入札説明書等に関する質問回答（入札参加資格）
No

資料名

頁

項目

タイトル

質問内容

回答

法人税納税証明書、法人住民税納税証明書、法人
事業税納税証明書、消費税納税証明書に関して以
下の点をご教授頂けますでしょうか。
①法人税納税証明書
・ご提出する納税証明書は「その1
用」で宜しいでしょうか

②法人住民税納税証明書、法人事業税納税証明書
・質問回答No31及び質問回答No33をご参照くださ
納税額等証明 い。

②法人住民税納税証明書、法人事業税納税証明書
・「登記簿上の本店所在地」もしくは「建設業法
上の主たる営業所の所在地」のどちらの納税証明
書をご提出すれば宜しいでしょうか。また、ご提
出する納税証明書は「その1 納税額等証明用」で
宜しいでしょうか。
35 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①～③

その１

１．

①法人税納税証明書
・質問回答No33をご参照ください。

③消費税納税証明書
・質問回答No33をご参照ください。
④納税証明書全般
・前段の質問について質問回答No32をご参照くだ
さい。また発行日の指定はありません。
・後段の質問についてご理解のとおりです。

③消費税納税証明書
ご提出する書類は「その1 納税額証明用」もしく
は「その3の3 法人税及び消費税及び地方消費税
について未納税額がない証明用」のどちらをご提
出すれば宜しいでしょうか。
④納税証明書全般
・ご提出する各納税証明書はコピーでよろしいで
しょうか。直近の事業年度のものであれば、特に
発行日に指定がないものと理解して宜しいでしょ
うか。
・「直近の事業年度」との記載がありますが、平
成29年度分の納税証明書がまだ発行されていない
場合には、平成28年度分の納税証明書をご提出す
れば宜しいでしょうか。

36 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①～④

その１

１．

37 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①～④

その１

１．

38 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①～③

その１

１．

39 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①～④

その１

１．

40 様式集

41 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①～④

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①～④

その１

その１

１．

１．

③法人税納税証明書と⑥消費税納税証明書は、納
付すべき税額・納付した税額及び未納税額等の証
明（その１）と未納の税額がないことの証明（そ
の３の３）のどちらを提出すればよろしいでしょ
うか。
④法人住民税納税証明書は、法人県民税と法人市
民税の両方が必要という認識でよろしいでしょう
か。
平成２９年度分の「貸借対照表」及び「損益計算
書」がまだ公表されていない場合には直近事業年
度は平成２８年度分とさせて頂けますでしょう
か。
⑦企業単体の貸借対照表及び損益計算書（直近３
期分）とありますが、弊社の決算が６月末で、直
近（H29年7月～H30年6月）の決算書は現在作成中
です。そのため、それ以前の３期分（H26年7月～
H27年6月、H27年7月～H28年6月、H28年7月～H29年
6月）の決算書の提出でよろしいでしょうか。
入札参加資格要件確認書
その１における添付資料(納
税証明書・連結決算の貸借
対照表及び損益計算書）

ご理解のとおりです。
ご理解のとおりです。なお、資料提出の際には決
算月等の理由により平成29年度分の「貸借対照
表」及び「損益計算書」がまだ公表されていない
ことも明記してください。
質問回答No38をご参照ください。

１．共通の入札参加要件に、「直近の事業年
質問回答No38をご参照ください。
度」、「直近3期分」との記載がありますが、この
場合、申請手続き等で平成29年度分の添付資料が
ない場合は、平成28年度分からの添付資料で提出
しても構わないとの理解でよろしいでしょうか。

連結決算を有しない企業の場合、申立書及び定
款、登記簿謄本を提出するとの理解でよろしいで
入札参加資格要件確認書そ
しょうか。
の１における添付資料（連結
また、申立書の指定様式がある場合はご提示願い
決算の貸借対照表及び損益
ます。自由書式の場合は必要記載事項、押印の要
計算書）
否をご教示願います。
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質問回答No33をご参照ください。

前段の質問について、申立書を提出してくださ
い。
後段の質問について、任意様式とし連結決算を有
しない旨を記載の上、押印してください。

平成30年8月10日
西地区熱回収施設整備・運営事業 第1回入札説明書等に関する質問回答（入札参加資格）
No

資料名

頁

項目

タイトル

42 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①～④

その１

１．

43 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①～③

その１

２．

「大崎地域広域行政事務組合競争入札参加資格者 質問回答No43をご参照ください。
名簿又は大崎市入札参加資格者名簿に登録されて
いる業者で，登録業種が建築工事（清掃施設工
事），登録等級がＡ等級かつ総合評点が1,100点以
上，建設業許可区分が特定建設業者であることを
証明する書類」とは建設工事入札参加登録通知書
の写しをご提出すれば宜しいでしょうか。

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①

その１

２．

45 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①

その１

２．

①

当該業務を行う者の入札
参加資格要件

46 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①

その１

２．

①

入札参加資格要件

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①～③

その１

２．

48 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①～③

その１

２．

49 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①

その１

２．

50 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①

51 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①

52 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①～③

その１

その１

その１

２．

２．

２．

回答

入札参加資格要件確認書そ 企業単体及び連結決算の貸借対照表及び損益計算 ご理解のとおりです。
の１における添付資料（連結 書は、有価証券報告書に記載されている部分の抜
決算の貸借対照表及び損益 粋でよろしいでしょうか。
計算書）
様式3－4①２.当該業務を行う者の入札参加要件① 前段の質問について、ご理解のとおりです。
「大崎地域広域行政事務組合競争入札参加資格者 後段の質問について、ご理解のとおりです。
名簿～証明する書類」とは、入札参加資格申請時
に大崎市役所財政課入札契約担当様から受領しま
した、建設工事入札参加登録通知書の写し及び直
入札参加資格要件確認書そ
近の経営規模等評価結果通知書の写しを提出する
の１における添付資料(入札
との理解でよろしいでしょうか。
参加資格名簿の証明書類）
また、様式3－4②２.当該業務を行う者の入札参加
要件②、様式3－4③２.当該業務を行う者の入札参
加要件①おいても同様のものを提出するとの理解
でよろしいでしょうか。

44 様式集

47 様式集

質問内容

④

「証明する書類」とは、入札参加登録通知書の写
しと理解してよろしいでしょうか。

本項目の充足状況は入札参加資格登録通知書（写
し）を添付することで足りると理解してよろしい
でしょうか。
様式3-4①～③の２．当該業務を行う者の入札参加
資格要件の項目に配置予定技術者の関連書類の提
出を求められております。当該書類の提出から契
入札参加資格要件確認書そ
約の締結まで1年近くあることから、契約締結以前
の１における添付資料（配置
であれば同様の資格を有する者に変更をすること
予定技術者の関連書類）
は可能でしょうか。もしくは、配置の可能性があ
る複数人の書類を提出してもよろしいでしょう
か。
入札参加資格要件確認書に提出する監理技術者は
複数名記載できるものとの理解で宜しいでしょう
か。あるいは１名のみ記載の場合、現地工事着工
前に監理技術者の変更を希望する場合、許可いた
だけるとの理解して宜しいでしょうか。

監理技術者について

④

監理技術者について

④

当該業務を行う者の入札
参加資格要件

質問回答No43をご参照ください。

質問回答No43をご参照ください。

原則として提出された配置予定技術者を配置する
ものとします。ただし、やむを得ない事情が発生
した場合には、資格要件を満足したうえで協議に
応じるものとします。
なお、書類の提出は配置予定の技術者１名として
ください。
質問回答No47をご参照ください。

監理技術者について、候補者の複数人提出は可能
でしょうか。

質問回答No47をご参照ください。

「本工事に専任で配置できることを保証する覚書
等（任意様式）」とありますが、配置元の企業が
確実に配置する旨を記載し社印調印した文書を差
し入れることでよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

「直接的な雇用関係にあることを証明する書類」
とは、健康保険証等の写しを提出することでよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

「事業提案書の受付期限の前日から起算して3月以 質問回答No9、No51をご参照ください。
入札参加資格要件確認書そ 上前から直接的な雇用関係にあることを証明する
の１における添付資料（監理 書類」とありますが、健康保険証等の写しをご提
技術者資格者証）
出するとの理解でよろしいでしょうか。
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平成30年8月10日
西地区熱回収施設整備・運営事業 第1回入札説明書等に関する質問回答（入札参加資格）
No

資料名

頁

項目

タイトル

53 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
①

その１

２．

54 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
②

その１

１．

55 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
②

その１

１．

56 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
②

その１

57 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
②

その１

納税証明書

１．

⑦、⑧

貸借対照表及び損益計算
書

２．

②

当該業務を行う者の入札
参加資格要件

様式3-4
入札参加資格要件確認書
②

その１

２．

59 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
②

その１

２．

60 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
②

61 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
②

62 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
②

63 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
②

その１

その１

その１

共通の入札参加資格要件

④、⑤

58 様式集

その１

②～③

当該業務を行う者の入札
参加資格要件

２．

入札参加資格要件確認書そ
の１における添付資料（宮城
県内に本社（店）又は受任機
関を登録していることを証明
する書類）

③

入札参加資格要件

③

当該業務を行う者の入札
参加資格要件

２．

２．

２．

④

当該業務を行う者の入札
参加資格要件
入札参加資格要件確認書そ
の１における添付資料（一級
建築士事務所登録の登録を
行っていることを証明する書
類）
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質問内容

回答

添付資料は様式3-5のみと理解してよろしいでしょ 様式3-4内の（様式3-5）は参照をすることを目的
うか。
とした表記です。様式3-4①～様式3-4④に様式3-5
を添付せず、後段に様式3-5と様式3-5の添付書類
をまとめて綴じてください。
「共通の入札参加資格要件①～⑧の書類を提出で 会社法に基づく連結計算書類の作成義務がない場
きない者は、その理由を付した申立書及び定款、 合や連結対象会社を持たない場合は、その旨を付
会社登記簿謄本を提出すること」とありますが、 した申立書他を提出してください。その際「応募
会社法に基づく連結計算書類の作成義務がない者 者確認欄」は「－」と記載してください。質問回
や連結対象会社を持たない者が「⑧連結決算の貸 答No41もご参照ください。
借対照表及び損益計算書」を提出できない場合で
も、その旨を付した申立書他を提出する必要があ
るという理解でよろしいでしょうか。もしくは、
連結決算の対象となる企業が存在しない場合は確
認欄に「－」の表記で提出するものとしてよろし
いでしょうか。
（様式3-4③も同様です。）
法人住民税、法人事業税の納税証明書の提出につ 質問回答No31をご参照ください。
いて、本社（店）住所の提出とともに、受任機関
（支店）住所の提出が必要でしょうか。
協力企業1社の決算月が6月で9月末に株主総会で
す。直近3期分の提出が2017年6月期からとなりま
すが、その提出で問題無いでしょうか。

質問回答No38をご参照ください。

「証明する書類」とは、入札参加登録通知書の写
しと理解してよろしいでしょうか。

質問回答No43をご参照ください。

「宮城県内に本社（店）又は受任機関を登録して
いることを証明する書類」とありますが、提出期
限まで有効な現在事項全部証明書を提出すればよ
ろしいでしょうか。また、様式3－4③２．当該業
務を行う者の入札参加資格要件②についても、同
様の資料を提出するとの理解でよろしいでしょう
か。
「宮城県内に本社（店）又は受任機関を登録して
いることを証明する書類」とありますが、入札参
加資格登録通知書（写し）で足りると理解してよ
ろしいでしょうか。
「宮城県内に本社（店）又は受任機関を登録して
いることを証明する書類」とはどのような書類を
想定されているかご教示お願い致します。

前段の質問について、現在事項全部証明書の原本
を提出してください。
後段の質問については、ご理解のとおりです。

「大崎地域広域行政事務組合競争入札参加資格者
名簿又は大崎市入札参加資格者名簿に登録されて
いる業者で，登録業種が建築工事（建築一式工
事），登録等級がＡ等級かつ総合評点が1,400点以
上，建設業許可区分が特定建設業者であることを
証明する書類」及び「宮城県内に本社(店)又は受
任機関を登録していることを証明する書類」とは
建設工事入札参加登録通知書の写しをご提出すれ
ば宜しいでしょうか。

前者の書類について、質問回答No43をご参照くだ
さい。
後者の書類について、質問回答No58をご参照くだ
さい。

質問回答No58をご参照ください。

質問回答No58をご参照ください。

添付資料は様式3-5のみと理解してよろしいでしょ 質問回答No53をご参照ください。
うか。
入札説明書（Ｐ23(イ).④）「②の登録が受任機関 一級建築士事務所登録の登録は、受任機関及び本
である場合～実績を認める。」との記載があり、 社（店）のいずれでも構いません。
一級建築士事務所登録の登録を行っていることを
証明する書類は、本社（店）の証明書類を提出と
の理解でよろしいでしょうか。

平成30年8月10日
西地区熱回収施設整備・運営事業 第1回入札説明書等に関する質問回答（入札参加資格）
No

資料名

頁

項目

タイトル

様式3-4
入札参加資格要件確認書
②

その１

２．

65 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
②

その１

２．

⑤

監理技術者について

66 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
②

その１

２．

⑤

監理技術者について

67 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
③

その１

２．

①

当該業務を行う者の入札
参加資格要件

68 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
③

69 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
③

その１

２．

２．

回答

「建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定 ご理解のとおりです。
に基づく一級建築士事務所登録の登録を行ってい
ることを証明する書類」とは建築士事務所登録証
明書の写しをご提出すれば宜しいでしょうか。

64 様式集

その１

質問内容

②

入札参加資格要件

②

当該業務を行う者の入札
参加資格要件

監理技術者について、候補者の複数人提出は可能
でしょうか。

質問回答No47をご参照ください。

監理技術者について、新築工事と解体工事で監理
技術者の担当者を変更することは可能でしょう
か。
「証明する書類」とは、入札参加登録通知書の写
しと理解してよろしいでしょうか。

質問回答No8をご参照ください。

「大崎管内に本社（店）又は受任機関を登録して
いることを証明する書類」とありますが、履歴事
項全部証明書で足りると理解してよろしいでしょ
うか。
「大崎管内に本社(店)又は受任機関を登録してい
ることを証明する書類」とはどのような書類を想
定されているかご教示お願いいたします。

質問回答No58をご参照ください。

「大崎地域広域行政事務組合競争入札参加資格者
名簿又は大崎市入札参加資格者名簿に登録されて
いる業者で，登録業種が建築工事（建築一式工
事），登録等級がＡ等級かつ総合評点が800点以
上，建設業許可区分が特定建設業者であることを
証明する書類」及び「大崎管内に本社(店)又は受
任機関を登録していることを証明する書類」とは
建設工事入札参加登録通知書の写しをご提出すれ
ば宜しいでしょうか。

前者の書類について、質問回答No43をご参照くだ
さい。
後者の書類について、質問回答No58をご参照くだ
さい。

質問回答No43をご参照ください。

質問回答No58をご参照ください。

70 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
③

その１

２．

様式3-4
入札参加資格要件確認書
③

その１

２．

③

監理技術者について

監理技術者について、候補者の複数人提出は可能
でしょうか。

質問回答No47をご参照ください。

71 様式集

72 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
③

その１

２．

③

監理技術者について

監理技術者について、新築工事期間に配置するこ
とでよろしいでしょうか。

当該企業が工事を実施する期間において監理技術
者を専任で配置してください。

73 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
④

その１

様式3－4④１.共通の入札参加資格要件の添付資料 質問回答No12をご参照ください。
（①～⑧）については、代表企業が本施設の運営
入札参加資格要件確認書そ 業務を行う者の要件を全て満たす前提で、本運営
の１における添付資料
業務の一部（運転や維持補修等）を行う企業につ
いては提出不要との理解でよろしいでしょうか。

１．

74 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
④

その１

２．

①

当該業務を行う者の入札
参加資格要件

75 様式集

様式3-4
入札参加資格要件確認書
④

その１

２．

①

当該業務を行う者の入札
参加資格要件

76 様式集

様式3-5 入札参加資格要件確認書

その２

施設概要を示す書類
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①「当該事業の特別目的会社から直接受託したも ①ご理解のとおりです。
のを含む。」とありますが、入札説明書の24項
②ご理解のとおりです。
（エ）①に「当該事業における特別目的会社から
の直接受託及び直接受託予定を含む。」とありま
す。入札説明書を正として考えてよろしいでしょ
うか。
②その場合、様式3-5 4に添付する「運営・維持管
理の受注実績を証明する契約書の鑑の写し」は、
発注機関と受託者との契約書の添付にて要件を満
たすものと理解して宜しいでしょうか。
添付資料は様式3-5のみと理解してよろしいでしょ 質問回答No53をご参照ください。
うか。
「施設概要が分かる仕様書等」の写しとあります
が、施設パンフレットの写しでもよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

平成30年8月10日
西地区熱回収施設整備・運営事業 第1回入札説明書等に関する質問回答（入札参加資格）
No
77 様式集

資料名

頁
様式3-5 入札参加資格要件確認書

項目

タイトル

「施設概要が分かる仕様書等の写し」との記載が
ありますが、証明すべき内容（規模等）が分かれ
ば工場パンフレットでも宜しいでしょうか。

その２

78 様式集

様式3-5 入札参加資格要件確認書

その２

１．～
４．

79 様式集

様式3-5 入札参加資格要件確認書

その２

２．

80 様式集

81 様式集

様式3-5 入札参加資格要件確認書

様式3-5 入札参加資格要件確認書

その２

質問内容

４．

※

新設整備及び運営事業の
元請受注実績

DBO又はPFI方式の元請受
注実績

回答
質問回答No76をご参照ください。

「施設概要が分かる仕様書等の写しを添付してく 質問回答No76をご参照ください。
ださい」とありますが、施設概要が分かる施設パ
ンフレットや、建設工事中の施設は工事概要書等
を添付することでお認めいただけると考えてよろ
しいでしょうか。
DBO方式で受注したことを証する書類として基本契 基本契約書に加えて建設工事請負契約書の写しも
約書の写しを添付することで足りると理解してよ 添付してください。
ろしいでしょうか。
「運営・維持管理の受注実績を証明する契約書の ご理解のとおりです。
鑑の写し」とありますが、DBO方式で受注し「運営
企業」として役割分担されている基本契約書の写
しを提出すればよろしいでしょうか。
「本施設の建築物等の設計業務を行う企業を代表 前段の質問について、様式3-5は以下のとおり作成
とする場合」は様式3-5は以下の通り作成すれば宜 してください。
しいでしょうか。
３－１．一般廃棄物処理施設の設計実績
３－２．一般廃棄物処理施設の建設実績
3．一般廃棄物処理施設の設計実績
４．一般廃棄物処理施設の運営業務実績
4．一般廃棄物処理施設の建設実績
（DBO又はPFI方式の元請受注実績）
5．一般廃棄物処理施設の運営業務実績
（DBO又はPFI方式の元請受注実績）
後段の質問について、ご理解のとおりです。

その２

また、上記の欄の変更に伴い「3．一般廃棄物処理
施設の設計実績」の※印は「設計の受注実績を証
明する契約書の鏡の写し」とし、「４．一般廃棄
物処理施設の建設実績」の※印は「建設の受注実
績を証明する契約書の鏡の写し」と修正すれば宜
しいでしょうか。

82 様式集

83 様式集

84 様式集

様式3-5 入札参加資格要件確認書

様式3-6 入札参加資格要件確認書

様式3-6 入札参加資格要件確認書

その２

その３

その３

1

現場総括責任者としての
実績を示す書類

1
※
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入札説明書24ページに記載のある「平成12年度以
降に元請け（当該事業における特別目的会社から
の直接受託及び直接受託予定を含む。）として受
注した実績」を本様式に記載すると思います。直
接受託予定であっても様式3-5で求められている
「運営・維持管理の受注実績を証明する契約書の
鏡の写し」（特別目的会社と当該企業との契約書
の鏡の写し）を以って、特別目的会社からの受託
予定内容を証明するという理解で宜しいでしょう
か。
現場総括責任者として業務を行ったことを証明す
る書類について次の書類を添付することでよろし
いでしょうか。
① 契約書の写し
② 業務体制図の写し(総括責任者の氏名が記載さ
れているもの)

特別目的会社と当該企業との契約書の鏡の写しが
存在する場合には、ご理解のとおりです。
そうでない場合は、質問回答No74をご参照くださ
い。

①やむを得ない事情がある場合は、総括責任者の
変更をお認めいただけるものと考えて宜しいで
しょうか。
②現場総括責任者として業務を行ったことを証明
する書類（任意様式）には、当該業務を行った施
設を所有する機関の承認（押印等）は必要でしょ
うか。

①原則として変更は認めません。なお、やむを得
ない事情がある場合については協議に応じるもの
とします。
②質問回答No83をご参照ください。

ご理解のとおりです。

平成30年8月10日
西地区熱回収施設整備・運営事業 第1回入札説明書等に関する質問回答（入札参加資格）
No

85 様式集

86 様式集

資料名

頁

様式3-6 入札参加資格要件確認書

項目

タイトル

その３

様式3-7 特定建設工事共同企業体協定書（甲または乙）の写し

質問内容

回答

配置予定者については複数名をご提示させていた
だくことは可能でしょうか。あるいは１名のみ記
載の場合、運営業務開始前に変更をお認め頂ける
ものと考えて宜しいでしょうか。
また、「当該施設の現場総括責任者として業務を
行ったことを証明する書類（任意様式）」は業務
経歴書をご提出すれば宜しいでしょうか。

前段の質問について、配置予定者は１名としてく
ださい。原則として変更は認めません。やむを得
ない事情がある場合については協議に応じるもの
とします。
後段の質問について、質問回答No83をご参照くだ
さい。

①大崎地域広域行政事務組合特定建設工事共同企
業体運用基準様式第2号の第8条の分担工事内容
は、共同企業体の組成内容に応じて変更すること
は可能でしょうか（例；プラント工事、土木建築
工事）。
②JV協定書内の分担工事額は、入札参加申請時点
では未定（入札価格、内訳積算中）のため、記載
できませんがよろしいでしょうか。
③協定書のワードデータをご提供いただけないで
しょうか。

①共同企業体の組成内容に応じて変更してくださ
い。
②入札参加資格審査書類の提出時にはJV協定書
（乙）内の第8条 第2項で定める分担工事の価額書
類の提出は不要です。
③大崎地域広域行政事務組合特定建設工事共同企
業体運用基準様式第2号（第10条関係）で検索し，
ダウンロードしてください。

誓約書の記載方法について下記点をご教示願いま
す。

①受任機関名で記名、押印してください。
②ご理解のとおりです。

①誓約書への記名・押印は社長名または委任先
（東北支店）のどちらになりますでしょうか。
87 様式集

様式3-8 誓約書

88 様式集

様式3-8 誓約書

89 様式集

様式3-8 誓約書

申請者

②別紙に添付する役員等名簿
「業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ
らに準じる者」として建設業許可申請書別紙一の
役員等名簿にある役員等を記載するという理解で
宜しいでしょうか。
本様式での調印者は受任機関がある場合でも本社
（店）の代表者という理解でよろしいでしょう
か。（受任機関の代理人でよろしいでしょうか）

質問回答No87をご参照ください。

当該様式は、応募企業全てを提出するのでしょう ご理解のとおりです。
か。
以上
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