
No 資料名 頁 項目 タイトル 質問内容 質問回答

1 全般

「実施方針等に対する質問・意見への回答」において，ご
回答いただいた内容は、入札説明書等で記載が修正されて
いるものを除き，引き続き有効と考えてよろしいでしょう
か。

「実施方針等に対する質問・意見への回答」は有効ではあ
りません。

2 入札説明書 22 Ⅳ 4 (2) イ (ア)
本件施設のプラントの設
計・建設ならびに建築物
等の設計を行う者の要件

ご指定の要件では、建築物等の設計を行う企業も、建設業
法第3条第1項の規定による清掃施設工事に係る特定建設業
の許可を受け、かつ建設業法における清掃施設工事業に係
る監理技術者資格者証を有する者を配置する必要があるも
のと理解します。

全ての要件を満たす代表企業がプラント・土木建築全般に
わたって、建設事業者間の調整を実施することを前提とし
て、建設業法の清掃に関する資格がなくとも、本項④に規
定される施設の建築物等に関する設計・建設実績がある企
業は、建築物等に関する設計を代表企業との共同企業体で
実施させていただくこととしてよろしいでしょうか。

また、この場合、構成員ではなく協力企業として参加する
ことが可能との理解でよろしいでしょうか。

前段については、応募者の提案に委ねます。

後段については、ご指摘の場合、構成員として参加するこ
とを義務づけています。

3 入札説明書 22 Ⅳ 4 (2) イ (ア)
本件施設のプラントの設
計・建設ならびに建築物
等の設計を行う者の要件

本要件は、当該業務を複数の構成員又は協力企業で実施す
る場合は、少なくとも1社が全ての要件を満たすことと理
解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

4 入札説明書 22 Ⅳ 4 (2) イ (イ)
本件施設の建築物等の建
設を行う者の要件

「本件施設の建築物等の建設を行う企業」は、「本件施設
のプラントの設計・建設ならびに建築物等の設計を行う企
業」や、他の「本件施設の建築物等の建設を行う企業」と
ＪＶを組成する必要が有りますでしょうか。それとも、下
請企業としての参加でもよろしいでしょうか。

前段については、応募者の提案に委ねます。

後段については、ご理解のとおりです。

5 入札説明書 22 Ⅳ 4 (2) イ (イ)
本件施設の建築物等の建
設を行う者の要件

「本件施設の建築物等の建設を行う企業」は、入札参加資
格審査申請後の検討によって、実施企業が追加される事も
考えられます。
つきましては、「本件施設の建築物等の建設を行う企業」
は入札参加資格審査申請においては、参加資格要件を全て
満たす企業を少なくとも1社を申請すれば良いと考えてよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

6 入札説明書 23 Ⅳ 4 (2) イ (ウ)

運営事業者から本件施設
または複合施設の運営・
維持管理業務を受託する
者の要件

特別目的会社自身が運転事業所であり、要員は建設実績を
有する母体企業から派遣されている実例があります。つき
ましては、本件においても、要件を満たす施設の運転・維
持管理業務を受託している特別目的会社に出資し、かつ運
転・管理要員を派遣している場合は、運転実績を有すると
理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、ご指摘の場合の運転実績を
証明する書類として、当該特別目的会社への出資ならびに
運転・管理要員としての派遣を証明する書類の提出を義務
づけます。
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7 入札説明書 23 Ⅳ 4 (2) イ (ウ) ②

運営事業者から本件施設
又は複合施設の運営・維
持管理業務を受託する者
の要件

現場総括責任者の資格要件としては，「1 年以上の稼動及
び1 系列あたり90 日間以上の連続運転実績を有する1炉当
り75t/日以上かつ炉構成が2炉以上の流動床式ガス化溶融
施設」において現場総括責任者としての経験を有している
ことであり，実働期間についての規定はないとの理解でよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

8 入札説明書 23 Ⅳ 4 (2) イ (ウ) ②

運営事業者から本件施設
又は複合施設の運営・維
持管理業務を受託する者
の要件

「…本事業の現場総括責任者かつ廃棄物処理移設技術管理
者」と記載されていますが、「廃棄物処理施設技術管理
者」の理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。「廃棄物処理施設技術管理者」と読
み替えるものとします。

9
入札説明書
添付資料-6

1/1 契約スキーム（例）
運営事業者（特別目的会社）は、運営業務担当企業への委
託だけでなく、運営業務の全部または一部を自ら行うこと
も可能と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

10 様式集
2-1
2-2
2-3

入札参加資格審査申請書
応募者の構成
委任状（代表企業）

各社の代表者表記および印鑑は、構成市町の競争入札参加
資格者名簿で受任者を設定している場合、当該受任者表記
および印鑑を使用すればよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

11 様式集 2-2 応募者の構成

「３．運営事業者から本件施設又は複合施設の運営・維持
管理業務を受託する者の要件」とありますが、「の要件」
は誤記と考えますので提出時に削除してよろしいでしょう
か。また、運営・維持管理業務を主として受託する者も、
一部業務のみを受託する者も、区別せず同じ表記にすれば
よろしいでしょうか。

前段については、ご理解のとおりです。「の要件」を削除
してください。

後段については、ご理解のとおりです。

12 様式集
2-4
①～
③

入札参加資格要件確認書
その１（①～③）

会社概要は、パンフレットを添付すればよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

13 様式集
2-4
①～
③

入札参加資格要件確認書
その１（①～③）

納税証明書は、本店分のみを提出すればよろしいでしょう
か。

法人税、消費税及び地方消費税については納税証明書その
3の3により、また、法人事業税、法人住民税の納税証明書
本店所在地の納税証明書により提出してください。

14 様式集
2-4
①～
③

入札参加資格要件確認書
その１（①～③）

入札参加資格要件を満たす企業以外で入札に参加する構成
員および協力企業については、「１．共通の参加資格要
件」に示す書類のみを提出すればよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

15 様式集
様式
2-4

①～
③

1 ⑦
入札参加資格要件確認書
その1～その3

連結決算とありますが，本事業の応募企業が特定企業の連
結子会社である場合，親会社の貸借対照表及び損益計算書
を提出するものという理解でよろしいでしょうか。また連
結決算の計算書類の提出を求められるのは，法制度上連結
決算を求められる企業のみという理解でよろしいでしょう
か。

前段については、連結親会社及び連結子会社のいずれの貸
借対照表及び損益計算書も提出してください。
後段については、ご理解のとおりです。
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16 様式集
様式
2-4

① 2 ④ 添付資料

本要件を証明する書類は、監理技術者資格の免状の写しを
提出するのみで、様式2-6に類する書類はないものと理解
してよろしいでしょうか。

また、複数人を配置予定者としてご提出してよいものと理
解してよろしいでしょうか。

前後段とも、ご理解のとおりです。

17 様式集
2-4
①

入札参加資格要件確認書
その１（①）

「建設業法における清掃施設工事業に係る監理技術者資格
者証を有する者を本工事に専任で配置できることを証明す
る書類」（監理技術者資格の免状の写し等）は、配置予定
技術者の分のみを提出すればよろしいでしょうか。

本表No.16を参照してください。

18 様式集
様式
2-4

② 2
②、
④

添付資料
本要件は重複しており、②の要件のみ満たすものと理解し
てよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

19 様式集
2-4
②

入札参加資格要件確認書
その１（②）

「建設業法（昭和24年法律第100号）第3条第1項に規定す
る・・・」の欄が２つ（②および④）有りますが、重複誤
記と理解してよろしいでしょうか。

本表No.18を参照してください。

20 様式集
様式
2-4

② 2 ③ 添付資料
本要件を証明する書類は、現在事項証明書を提出すること
でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

21 様式集
2-4
②

入札参加資格要件確認書
その１（②）

「構成市町のいずれかの市町に本社があることを証明する
書類」とは、登記簿謄本の写しを提出すればよろしいで
しょうか。

本表No.20を参照してください。

22 様式集
2-4
③

入札参加資格要件確認書
その１（③）

「廃棄物処理移設技術管理者」という記載がございます
が、「廃棄物処理施設技術管理者」の誤記と理解してよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。「廃棄物処理施設技術管理者」と読
み替えるものとします。

23 様式集
2-4
③

入札参加資格要件確認書
その１（③）

「本件施設の運営・維持管理にあたり事業者の責務を達成
するために必要な資格者を配置できることを証明する書
類」とは、様式2-6「入札参加資格要件確認書　その３」
および付属添付書類を指すものと理解してよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

24 様式集
2-5
2-6

入札参加資格要件確認書
その２・３

施設の仕様（施設規模、炉数、発電設備有無、稼働年数
他）を証明する書類として、当該施設のパンフレットを添
付すればよろしいでしょうか。

ご指摘の書類を含め、施設の仕様を確認可能な書類を提出
してください。

25 様式集 2-6
入札参加資格要件確認書
その３

１系列あたり90日間以上の連続運転実績については、運転
実績を確認できる書類（年報や運転実績報告等といった任
意の書類）を添付とありますが、当該書類には管理者であ
る自治体責任者の証明印が必要でしょうか。もしくは、過
去に証明印を押印した書類の写しでもよろしいでしょう
か。

ご指摘の確認書類の押印者については、発行する自治体の
判断によるものとします。
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