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（仮称）伊那中央衛生センター整備工事に係る入札説明書類への質問に対する回答書

令和４年８月２５日

伊那中央行政組合

№ 書類名 頁 行 項　目 質　問　等 回　　　　　答

1 入札説明書 6 17

第4 入札参加者の
備えるべき参加資
格要件
2(6)

建設工事の実績ですが、改造や基幹改良ではなく、し
尿処理施設（汚泥再生処理センターを含む。）の新設
建設工事の実績と考えてよろしいでしょうか。

お見込のとおりです。

2 入札説明書 6 17

第4 入札参加者の
備えるべき参加資
格要件
2(6)

『50kL/日以上の生物学的脱窒素処理方式によるし尿処
理施設（汚泥再生処理センターを含む。）の整備工事
を元請として行い、平成24年度以降に着工し、稼働開
始に至った実績が複数ある』とは、新設工事または生
物学的脱窒素処理部分を含んだ基幹改良工事と考えて
よろしいでしょうか。

回答No.1を参照してください。

3 入札説明書 6 21

第4 入札参加者の
備えるべき参加資
格要件
2(7)

配置予定の監理技術者が現在他案件に従事している場
合、本工事契約時に他案件が竣工していれば、配置資
格があると考えてよろしいでしょうか。

お見込のとおりです。
ただし、整備工事に配置可能な監理技術者は、原則として、参加
資格審査申請時に予定監理技術者の経歴（様式8）及び様式4-1ま
たは様式4-2の注意書きに示す関係書類を提出し、予定監理技術者
として認定された者とします。

4 入札説明書 6 21

第4 入札参加者の
備えるべき参加資
格要件
2(7)

監理技術者は設計期間（工場製作期間）と工事期間で
変更する、いわゆるリレー方式は可能でしょうか。
また、設計期間（工場製作期間）は、配置の専任性は
問われないものと理解してよろしいでしょうか。

設計期間（工場製作期間）と現場工事期間における監理技術者の
変更は可とします。整備工事に配置可能な監理技術者について
は、回答No.3のただし書きを参照してください。
また、設計期間（工場製作期間）においても、監理技術者を専任
で配置してください。

5 入札説明書 6 21

第4 入札参加者の
備えるべき参加資
格要件
2(7)

配置予定の監理技術者が現在他案件に従事し、新型コ
ロナ等の影響で工期が延長となり本工事契約時に配置
できない場合は、他の配置資格がある監理技術者に変
更できるものと考えてよろしいでしょうか。

お見込のとおりです。
整備工事に配置可能な監理技術者については、回答No.3のただし
書きを参照してください。

6 入札説明書 6 21

第4 入札参加者の
備えるべき参加資
格要件
2(7)

配置予定監理技術者について複数名登録は可能でしょ
うか。

お見込のとおりです。ただし、予定監理技術者の申請は5名までと
します。

7 入札説明書 6 21

第4 入札参加者の
備えるべき参加資
格要件
2(7)

『平成24年度以降に着工した生物学的脱窒素処理方式
によるし尿処理施設（汚泥再生処理センターを含
む。）の整備工事の経験があり』とは、現場代理人・
監理技術者・担当技術者のいずれか１つの役割登録を
ＣＯＲＩＮＳ登録に係る竣工登録工事カルテおよび当
該工事の発注機関等の第三者が発行した書類にて確認
できるものでよろしいでしょうか。

お見込のとおりです。
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№ 書類名 頁 行 項　目 質　問　等 回　　　　　答

8 入札説明書 6 27

第4 入札参加者の
備えるべき参加資
格要件
3(2)

異工種の共同企業体となるため、乙型共同企業体でよ
ろしいでしょうか。
乙型共同企業体の場合、協定書の様式は国土交通省の
共同企業体標準協定書の、「特定建設工事共同企業体
協定書（乙型）」を使用してもよろしいでしょうか。

共同企業体として参加する場合は、共同施工方式（甲型共同企業
体方式）とし、協定書は様式9を用いるものとします。

9 入札説明書 6 27

第4 入札参加者の
備えるべき参加資
格要件
3(2)

実施設計後、各構成員の出資比率を変更してよろしい
でしょうか。

各構成員の出資比率の変更は認めません。

10 入札説明書 7 28

第4 入札参加者の
備えるべき参加資
格要件
4(3)イ

工事区分に記載のあるすべての工事において指定され
た点数以上の評定値が必要であると考えてよろしいで
しょうか。

代表者以外の構成員においては、整備工事における役割の工事区
分における総合評定値を必要とします。

11 入札説明書 7 28

第4 入札参加者の
備えるべき参加資
格要件
4(3)イ

構成員に必要な資格の内『整備工事における役割の工
事区分に係る総合評定値が下表の点数以上』とは、入
札説明書P.3 (5)工事範囲の ア 本工事(オ)土木・建築
工事①～③と イ 付帯工事、関連工事(ア)構内整備工
事①～⑦を役割とした場合は、土木一式工事および建
築一式工事の総合評定値が表に定められた点数以上と
の理解でよろしいでしょうか。

お見込のとおりです。

12 入札説明書 10 8

第6 応募に関する
留意事項
3

提出書類は、片面印刷と考えてよろしいでしょうか。 各社提案とします。

13 入札説明書 10 9

第6 応募に関する
留意事項
3

『提出書類に使用する用紙はA4判とし、～』と記載が
ありますが、図面や工程表等、必要に応じてA3判を使
用してもよろしいでしょうか。
A3判の使用が可の場合、A4折りとしてよろしいでしょ
うか。

お見込のとおりです。

14 入札説明書 12 26

第7
1(2) 入札説明書
類に関する質問の
受付
イ

質問書（様式 1 ） には、捺 印欄がありま す。
「Microsoft Word（Windows版）」で提出するととも
に、捺印した質問書（様式1）をスキャンし、PDF形式
として添付して提出することでよろしいでしょうか。
入札説明書P.14要求水準書案に関する質問、入札説明
書P.18図書閲覧及び現地確認に関する質問、入札説明
書P.23要求水準書に関する質問、についても同様に提
出することでよろしいでしょうか。

お見込のとおりです。

15 入札説明書 15 1

第7
3(1) 参加資格審
査申請書類の受付
エ

提出するCD-ROMは下記どちらを提出するかご教示願い
ます。（入札説明書P.19も同様）
・「正・副」×2枚
・「正」「副」それぞれ1枚

正本及び副本の電子データを入れたCD-ROMを2枚提出してくださ
い。
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№ 書類名 頁 行 項　目 質　問　等 回　　　　　答

16 入札説明書 15 2

第7
3(1) 参加資格審
査申請書類の受付
エ

正、副ともに、商号及び名称を記載し、記述内容は同
一でよろしいでしょうか。
また、フラットファイルなどに綴じ込んでの提出でよ
ろしいでしょうか。
正、副の表記は、フラットファイルに綴じ込む場合は
フラットファイルの表紙、綴じ込まない場合は参加表
明書（様式3－1）の右肩など任意の箇所に表記するこ
とでよろしいでしょうか。

参加資格審査申請書類の正本及び副本の記述内容は同一としてく
ださい（商号又は名称もどちらも記載してください）。
フラットファイル等での提出も可とします。
参加資格審査申請書類の正本は押印したもの、副本は正本の写し
を提出してください。「正」「副」の表記の指定はありません。

17 入札説明書 15 18

第7
3(2) 参加資格審
査申請書類の内訳
ア(ケ)

予定配置技術者の設計・工場製作期間および現場施工
期間において専任配置する技術者は、リレー可能と考
えてよろしいでしょうか。

回答No.4を参照してください。

18 入札説明書 15 18

第7
3(2) 参加資格審
査申請書類の内訳
ア(ケ)

予定配置技術者の申請は、複数名が可能と考えてよろ
しいでしょうか。

回答No.6を参照してください。

19 入札説明書 15 24

第7
3(2) 参加資格審
査申請書類の内訳
ア(ケ)d

予定技術者の工事経歴を証明する書類は、登録内容確
認書の提出でよろしいでしょうか。（竣工登録工事カ
ルテ受領書は2009年に廃止されているため）

お見込のとおりです。

20 入札説明書 17 19

第7
4 図書閲覧及び現
地確認に関する事
項

一企業として参加する場合、本工事の確実性と合理性
を高めるために、協力関係にある会社（協力会社等）
も参加させることは可能でしょうか。

協力関係にある会社の参加も可とします。
ただし、現地確認には認定者に所属する者が同行するものとし、
参加する協力関係にある会社の名称、本工事における役割、参加
者の氏名、連絡先及び参加の目的について記載した書類（任意様
式）を図書閲覧及び現地確認に係る誓約書（様式14）とともに提
出し、組合の了承を得ることとします。
なお、図書閲覧及び現地確認への参加人数は協力関係にある会社
に所属する者も含めて6名までとします。

21 入札説明書 19 26

第7
5(1) 技術提案書
及び工事費見積書
の受付
エ

技術提案書のファイルは入札説明書P.20 第7 5(2)ア
技術提案書の（ア）から（キ）を一つのファイルにま
とめたものと考えてよろしいでしょうか。またファイ
ルのサイズはA4と考えてよろしいでしょうか。

お見込のとおりです。

22 入札説明書 19 27

第7
5(1) 技術提案書
及び工事費見積書
の受付
エ(ア)

提出図書の電子データ（CD-ROM）について、1枚のCDに
正・副の各データを保存したものを2部提出すればよろ
しいでしょうか。
また製本の方法について、チューブファイル等指定は
ありますでしょうか。

お見込のとおりです。
製本方法の指定はありません。
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№ 書類名 頁 行 項　目 質　問　等 回　　　　　答

23 入札説明書 20 2

第7
5(2) 技術提案書
及び工事費見積書
の作成
ア

技術提案書の（ア）から（オ）及び（キ）に関して各
項目で提出に必要な書類の内訳をご教示願います。

各社提案とします。

24 入札説明書 20 2

第7
5(2) 技術提案書
及び工事費見積書
の作成
ア

CD-ROMで提出するデータは様式21-1、21-2をExcelファ
イルとして、他はPDFファイルと考えてよろしいでしょ
うか。

お見込みのとおりです。

25 入札説明書 20 11

第7
5(2) 技術提案書
及び工事費見積書
の作成
ア(オ)

提出する図面は各社提案としてよろしいでしょうか。 お見込のとおりです。

26 入札説明書 23 19

第7
6 工事価格の入札
に関する事項
(3)

工事価格入札の参加には、委任を受けた代理人以外
に、補佐として1名ないしは2名が同行してよろしいで
しょうか。

工事価格の入札への参加は、1名のみとします。

27 入札説明書 23 30

第7
6 工事価格の入札
に関する事項
(3)オ(ア)

入札委任状（様式33）は、入札執行日に持参し提出で
よろしいでしょうか。

お見込のとおりです。

28 入札説明書 24 14

第7
6 工事価格の入札
に関する事項
(3)オ(ケ)

予定価格の公表の有無をご教示願います。 予定価格の事前公表は行いません。

29 入札説明書 24 15

第7
6 工事価格の入札
に関する事項
(3)オ(コ)

要求水準書案は、入札執行日に持参し返却でよろしい
でしょうか。

お見込のとおりです。

30 様式集 ― ―

様式9 特定建設工
事共同企業体協定
書

様式集でご提示頂いた特定建設業共同企業体協定書に
ついて土木建築工事とプラント工事それぞれ分担施工
を行う協定書（乙型）に変更しても宜しいでしょう
か。

回答No.8を参照してください。

31 様式集 ― ―

様式12 工事実施
体制

構成員において、プラント設備工事、土木建築工事な
どの役割を記述するものと考えてよろしいでしょう
か。

建設業法（昭和24年法律第100号）別表第一に規定する工事区分か
ら役割を記載してください。なお、構成員表（様式11）の『役
割』も同様の記載とし、工事実施体制（様式12）と整合を図って
ください。
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№ 書類名 頁 行 項　目 質　問　等 回　　　　　答

32 様式集 ― ―

様式20 特定要求
事項提案書

「特定要求事項提案書」本文の文字サイズは11ptと
し、添付資料は文字サイズ、用紙サイズ共に規定はな
いものと考えてよろしいでしょうか。

お見込のとおりです。

33 様式集 ― ―

様式20-1～20-7
特定要求事項提案
書

特定要求事項提案書の様式において、提示いただいて
いる様式はあくまで目安と考え、綴じ代や読みやすさ
を考慮して余白等を調整してもよろしいでしょうか。

お見込のとおりです。

34 様式集 ― ―

様式20-2 脱炭素
社会への移行を踏
ま え た 省 エ ネ ル
ギー等対策及び維
持管理コストの低
減に関する事項

薬品単価については各社提案とするものとし、評価は
薬品使用量にて行うものと考えてよろしいでしょう
か。もしくは、ご指定がございましたらご教示願いま
す。

薬品単価についてはお見込のとおりです。評価は落札者決定基準
に基づいて行います。

35 様式集 ― ―

様式20-4 全体配
置・動線計画・景
観等に関する事項

『要求水準書案において、受入室の入口は南東側を基
本としている』とあります。受入室の入口は、具体的
に、南面または東面どちらになるかご教示願います。

受入室の入口は建設予定地の南面側（下島河原3号線側）を基本と
します。

36 様式集 ― ―

様式20-4 全体配
置・動線計画・景
観等に関する事項

周辺状況把握の一環としてドローンによる確認撮影を
行ってもよろしいでしょうか。（関係法令や必要申請
は遵守するものとします。）

ドローンによる確認撮影は可とします。事前に組合に相談したう
えで、関係法令等を遵守し、行ってください。

37 様式集 ― ―

様式21-1
様式21-2
維持管理費内訳書

上水について、維持管理費試算は対象外とし、使用量
および使用料金は記載しないものと考えてよろしいで
しょうか。

お見込のとおりです。

38 様式集 ― ―

様式21-1 維持管
理費内訳書

電力会社は中部電力と考えてよろしいでしょうか。ま
た契約プランは各社で設定するものと考えてよろしい
でしょうか。

お見込のとおりです。

39 様式集 ― ―

様式24 見積内訳
書
様式30 再見積内
訳書
様式32 工事費内
訳書

工事費内訳書類は各年度毎の内訳は不要と考えてよろ
しいでしょうか。また、必要な場合、想定されている
各年度出来高をご教示願います。

各年度の工事費（1～13）計の内訳（交付対象内外含む）を任意様
式で別途提出してください。
各年度出来高については、各社提案とします。

40 様式集 ― ―
様式31　入札書 入札金額の頭部に￥を付記することでよろしいでしょ

うか。
入札金額の頭部に￥の記載は不要です。

41 落札者決定基準 2 20

2
(3) 工事価格の入
札

『工事価格が予定価格を超える場合は、その入札書の
提出者は失格』とありますが、工事費見積書には、そ
の制限が無いと考えてよろしいでしょうか。

お見込のとおりです。

42 落札者決定基準 15 1

5
(5) 工事価格の得
点化

伊那中央行政組合低入札価格調査制度及び最低制限価
格制度要綱にて低入札価格調査制度及び最低制限価格
制度については、伊那市低入札価格調査制度及び最低
制限価格制度要綱（平成21年伊那市告示第43号）を準
用するとありますが、本件は設定されるのでしょう
か。

本件は低入札価格調査における基準価格及び最低制限価格を設定
しません。



6/6

№ 書類名 頁 行 項　目 質　問　等 回　　　　　答

43 落札者決定基準 15 5

5
(5) 工事価格の得
点化
イ

適正な施工および品質確保のため、定量化限度額設定
の有無についてご教示願います。

落札者決定基準に示すとおり、定量化限度額の設定は行っていま
せん。

以下余白


