
令和 2 年 10 月 26 日

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合

　(仮称)汚泥再生処理センター建設工事の入札説明書等に関する質問に対して、次のとおり回答します。

番号 資料名 ページ

1 様式4-2

2 様式5，6

3 入札説明書 6

4 入札説明書 6

5 入札説明書 10

6 入札説明書 10

7
落札者決定基
準

1

8
落札者決定基
準

1

入札説明書等に関する質問回答書

質問回答

お見込みのとおりです。

A4版・縦２枚で提出してください。

お見込みのとおりです。

お見込みのとおりです。

お見込みのとおりです。

お見込みのとおりです。

お見込みのとおりです。

(9)技術提案書の提出
（ｳ）a（ｃ）

項目番号・項目名 質問内容

全般
入札参加資格申請時の資料に添付すると考えてよろ
しいでしょうか。

全般
A4版・縦２枚とありますが、A３版・横１枚として
もよろしいでしょうか。

(9)技術提案書の提出
技術提案書と技術提案図書は１冊にまとめて提出と
考えてよろしいでしょうか。

4　入札参加資格(12)
工場製作期間と現地工事期間の監理技術者は各々配
置する計画でよろしいでしょうか。

4　入札参加資格(13)

次に掲げる基準を全て満たす専門技術者を本工事に
配置できること。「イ　建築士、管工事施工管理技
士・・・」とありますが、担当技術者（CORINS)と
しての配置という理解でよろしいでしょうか。

添付資料１を参照してください。

資源回収機能を備えた施
設
資源化の柔軟対応

ここで示す受入施設とは助燃剤の受入施設（富岡市
清掃センター）と考えてよろしいでしょうか。

経済性に優れた施設
維持管理経費

人件費単価、薬品単価、活性炭単価は各社提案と考
えてよろしいでしょうか。

維持管理費計算書の作成にあたり、稼働後15年間の
し尿、浄化槽汚泥量の将来予測をご提示願います。
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番号 資料名 ページ

9 入札説明書 6

10 入札説明書 6

11 入札説明書 6

12 入札説明書 6

13 入札説明書 6

14 入札説明書 6

15 入札説明書 6

16 入札説明書 6

17 入札説明書 6

18 入札説明書 6

お見込みのとおりです。

お見込みのとおりです。

配置予定の監理技術者の登録数に制限はありませ
ん。

質問№３の回答を参照してください。

専門技術者に記載の「建築士」は1級建築士を指し
ます。

お見込みのとおりです。

施工実績とは、公告日前に竣工している実績が参加
条件を満たすことでよろしいでしょうか。

配置予定の監理技術者及び專門技術者が、現在他案
件に従事している場合、貴組合ご契約時に工期が完
了していれば、配置資格があると考えてよろしいで
しょうか。

専門技術者の配置につきまして「次に掲げる基準を
全て満たす専門技術者」とありますが、ア条件とイ
建築士資格担当者、ア条件とイ管工事施工監理技術
者資格担当者、等の複数名配置との理解でよろしい
でしょうか。

配置予定の監理技術者は、何名まで登録可能でしょ
うか。ご教示お願いいたします。

監理技術者を専任で配置できることにつきまして、
設計期間（工場製作期間）と工事期間で監理技術者
を変更する、いわゆるリレー方式は可能でしょう
か。

専門技術につきまして、イの建築士は、1級建築士
を指しますでしょうか。それとも1級建築施工管理
技士でしょうか。

専門技術者は一般的には「各工種（機械や建築等
の）設計担当」に位置づけされると解釈されます
為、現場に常駐する必要はないと考えてよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

4（1３）専門技術者

4（1３）専門技術者

専門技術者は専任でなくてもかまいません。他の案
件との兼任でも問題ありません。

4（1３）専門技術者

専門技術者は一般的には『各工種（機械や建築等
の）設計担当』に位置づけされると解釈されます
為、専門技術者は専任でなくても宜しいでしょう
か。（他の案件と兼任でも宜しいでしょうか。）

4（9）
特定建設業の許可

清掃施設工事の特定建設業を有するとありますが、
清掃施設工事の総合評定値P等に下限制限は無い参加
条件でよろしいでしょうか。（例：清掃施設工事
100０点以上など）

4（11）施工実績

項目番号・項目名

4（11）施工実績

4（12）監理技術者

4（12）監理技術者

4（12）監理技術者

4（1３）専門技術者

入札参加資格の施工実績ですが、建設時期の制約条
件は無いという事でよろしいでしょうか。（別添貴
組合　施工実績様式4-1はH22からの10年間と指
定されております）

お見込みのとおりです。

平成22年度から令和元年度までの10年間の施工実
績としてください。

質問内容 質問回答
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番号 資料名 ページ

19 入札説明書 6

20 入札説明書 6

21 入札説明書 9～10

22 入札説明書 11

23 入札説明書 11

24 入札説明書 12

25 入札説明書 12

26 入札説明書 12

技術提案書及び技術提案図書の提出につきまして、
左綴じ(ステープラー）とありますが、左綴じ（穴あ
け）でもよろしいでしょうか。

「文字の大きさは12ptを原則とする。」とあります
が、書類の内容によっては見やすさも考慮して、適
宜文字の大きさを変更してもよろしいでしょうか。

ｃ図面類は完成予想図（A３版）以外の図面もA３サ
イズで印刷し、A４サイズに折りこむとの解釈でよ
ろしいでしょうか。

質問内容

６（９）オ（ウ）
技術提案書類の提出

６（９）オ（ウ）
技術提案書類の提出

６（９）オ（ウ）
技術提案書類の提出

項目番号・項目名

専門技術者の配置について、人員配置の制限はござ
いません。1名が複数の資格を有している場合は、
兼任することが可能です。

専門技術者と監理技術者の兼任はできません。

記載内容を証明する添付書類は、同調書に記載した
全件について提出してください。添付書類は、参加
資格条件を満たしていることが証明できる旨が記載
されている箇所の抜粋でもかまいません。

PDF形式での提出としてかまいません。

お見込みのとおりです。

本文に使用する文字の大きさは12ptとしてくださ
い。
ただし、図表に使用する文字は、見やすさを考慮し
て適宜大きさを変更してもかまいません。

お見込みのとおりです。

専門技術者の配置につきまして、人員配置に制限が
ある場合、イに明記されている資格を有していれば
兼任して配置することは可能でしょうか。（１名が
複数資格を兼任することは可能でしょうか）
例）管工事施工管理技士と電気工事施工管理技士を
兼任する。

６（９）オ（イ）
技術提案書類の提出

技術提案図書につきまして、「設備容量計算書」と
ありますが、設計計算書と同様のものでしょうか。
異なる場合は、具体的な内容をご教示願います。

「設備容量計算書」は、設計計算書と同様のものと
お考えください。

4（1３）専門技術者

4（1３）専門技術者

６（６）
入札参加資格審査申請書
等の提出
（キ）受注実績調書

６（９）オ（イ）
技術提案書類の提出

質問回答

専門技術者の配置につきまして、（１２）監理技術
者が、イの資格者を兼任することは可能でしょう
か。

記載内容を証明する添付書類は、同調書に記載した
全件でしょうか。（抜粋で添付してよろしいでしょ
うか）また、図面及び仕様書等の写しは参加資格条
件を満たしていることを証明できる旨が記載されて
いる箇所のみの提出でよろしいでしょうか。

技術提案書につきまして、「電子データ1
式・・・・・Word2007からWord2013、
Excel2007からExcel2013までのバージョンで保
存」とありますが、技術提案書は弊社知的財産も含
まれることから第三者によるデータ改ざん等防止の
観点によりPDF形式での提出としてよろしいでしょ
うか。
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番号 資料名 ページ

27 入札説明書 17

28
様式集
様式4-1

1

29 入札説明書 9

30 入札説明書 9

31
様式集
様式4-3-1
様式4-3-2

1

32
様式集
様式4-3-1
様式4-3-2

1

33

入札説明書
様式集
様式4-3-1
様式4-3-2

6
1

契約締結後も契約解除ができるのは、貴組合や富岡
市等の条例で定められているのでしょうか。ご教示
願います。

１０（６）契約締結後

項目番号・項目名 質問内容

受注実績調書

記載するのは本工事の入札参加資格条件である「循
環型社会形成推進交付金・・・・汚泥再生処理セン
ター建設工事（処理能力５０kL/日以上の新設工事
に限る。）」に該当する実績のみでよろしいでしょ
うか。

受注実績調書については、記載する施設規模に制限
はありません。

10(5)に、落札決定後、契約締結までの間に落札決
定の取消又は仮契約の解除を行うことができるとし
ています。契約締結後において10(4)のア又はイい
ずれかの該当が発覚し、10(7)に記載の通り、組合
への速やかな申し出がなかった場合は、10(5)と同
様に契約解除と判断しています。
指名停止措置の対象は群馬県、富岡市、甘楽町の措
置を対象とします。

質問回答

（１２）（１３）
配置予定者の実績
（処理量、処理方式）
配置予定監理技術者調書
配置予定専門技術者調書

入札説明書6ページ（１２）、（１３）で記載され
ている配置予定技術者の条件は、3ヶ月以上雇用関
係と各要求資格（例：清掃、機械器具の監理技術者
証保有者など）を保有していることとなっておりま
す。配置予定技術者の経歴（本案件と同等の処理水
量や処理方式、新設・基幹改良など）は考慮しない
でよいと解釈してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

（６）入札参加資格審査
書等の提出

提出部数は何部必要でしょうか。 提出部数は１部です。

（６）入札参加資格審査
書等の提出
エ　提出書類

委任状は入札時での使用が通例と解釈しています
が、委任状の受任職には、入札対応予定者を捺印す
ると考えてよろしいでしょうか。また入札参加資格
申請書提出時に提出すると解釈してよろしいでしょ
うか。

お見込みのとおりです。

配置予定監理技術者調書
配置予定専門技術者調書
（配置予定者の実績欄の
記載内容）

配置予定者の実績欄には、記載欄の大きさの関係よ
り、配置予定者の従事した案件の1件の主な内容
（発注者、工事名、請負金額、処理方式、処理水
量、工期）を記載するという事でよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

配置予定監理技術者調書
配置予定専門技術者調書

記載予定者の保有資格の免許の写しは、1名で複数
免許を持っている場合は、入札参加資格及び落札者
決定基準の評価基準に該当する「監理技術者証」及
び「1級建築士」「1級管工事施工管理技士」「1級
電気工事施工管理技士」「機械器具設置工事に係る
監理技術者」の資格者証に絞って掲載してよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。
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