
№ 資料名 頁 章 節 細節 項 目 タイトル 質問事項 質問回答

1 入札説明書
1

2
Ⅰ

用語の定義（建設Ｊ
Ｖ、応募者）

建設ＪＶ及び応募者を構成する企業数に制限は無いとの理解
でよろしいでしょうか。
P.10では積極的に地元企業の活用に努めるものとする。との
記載もありますので、柔軟な対応をお願いします。

制限はありません。

2 入札説明書 12 Ⅳ 1 イ 応募者の構成等

協力企業は必ずしも建設JVに参加しなくとも良い、という理
解で良いでしょうか。
その協力企業から法に則った技術員を配置することについて
も問題ないという理解で良いでしょうか。

前段については、運営・維持管理業務及び燃料化物の有効利
用業務に係る協力企業は、建設JVに参加する必要はありませ
ん。また、設計・建設業務を行う協力企業は、建設JVに参加
しないことも可能ですが、その場合、建設JVの下請けとして
の参加が必要です。
後段については、法に則った必要な有資格者は、法令及び入
札説明書等を遵守している限り、協力企業から配置すること
に問題ありません。

3 入札説明書 12 Ⅳ 1 ウ 応募者の構成等
協力企業として本施設の設計・建設を行う場合、構成員であ
る単独企業もしくは建設JVの下請として従事することは可能
でしょうか。ご教示願います。

可能です。ただし、協力企業は、入札参加資格確認申請書
（様式2-3）等に記載が必要となるとともに、基本協定及び基
本契約における契約当事者となる必要があります

4 入札説明書 12 Ⅳ 1 オ 応募者の構成等
「代表企業は、特別目的会社の唯一最大の出資者になるもの
とする」とありますが、具体的な出資比率の下限値、目安等
がございましたらご教示願います。

プラントの設計・建設を行う者及び運営事業者から本施設の
運営・維持管理を受託する者が保有する特別目的会社の議決
権付普通株式の保有比率の合計を100分の50を超えることとと
しています。このため、代表企業は下限値として、100分の25
を超える議決権付普通株式を保有する必要があります。

5 入札説明書 12 Ⅳ 1 キ 応募者の構成等
「構成員以外の者の特別目的会社への出資は認めない」とあ
りますが、出資のみを目的とした構成員の参加は認められま
すでしょうか。ご教示願います。

事業を行わない者が、出資のみを目的として構成員に参加す
ることは認めません。

6 入札説明書 12 Ⅳ 1 ク 応募者の構成等

落札者決定後、落札に至らなかった応募者グループに協力企
業として入札参加していた企業が、当該落札者グループに協
力企業として参画し、本事業に携わることは認められますで
しょうか。ご教示願います。また、当該協力企業としての参
画が認められない場合、下請として落札者グループから一部
業務を受託・遂行することは可能でしょうか。併せてご教示
願います。

前段については、協力企業が他の応募者の構成員又は協力企
業となることは認めません。
後段については、落札に至らなかったグループの協力企業
が、事業契約の規定に従うことで、落札したグループの下請
けとして一部業務を受託・遂行することは可能です。

7 入札説明書 13 Ⅳ 1 シ 応募者の構成等

「・・・やむを得ない事情が生じた場合は、・・・代表企業
以外の構成員及び協力企業については、資格・能力等の面で
支障がないと本市が判断した場合には、追加・変更を認める
ことがある。」とありますが、貴市が当該追加・変更を認め
る際の「やむを得ない事情」に関し、具体的にご教示願いま
す。

当該企業が会社分割や合併した場合、当該企業が商号変更し
た場合などが想定されます。

8 入札説明書 14 Ⅳ 4 (1) オ
プラントの設計・建設
を行う者

監理技術者の専任について
建設JVを組んだ場合、代表企業以外の構成員または協力企業
の主任技術者についても工場製作期間中については非専任で
よろしいでしょうか。

監理技術者は、工場製作期間と現場工事期間で別の技術者を
配置可能で有り、工場製作期間の監理技術者は非専任でも支
障ありません。
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9 入札説明書 14 Ⅳ 4 (1) オ
プラントの設計・建設
を行う者

「・・・工期途中での業種変更は不可とする。」とあります
が、具体的にどのような状況を想定されておりますでしょう
か。ご教示願います。

建設工事期間中は、土木・建築、解体等の施工期間も含め、
機械器具設置工事にかかる監理技術者の資格証を有する者を
配置してください。

10 入札説明書 15 Ⅳ 4 (2) イ
運営事業者から本施設
の運営・維持管理業務
を受託する者の要件

「下水汚泥に関する燃料化施設での運転経験を有する技術者
を･･･」とありますが、本事業で各応募者が提案する処理方式
（炭化方式又は乾燥方式）及び採用する技術での運転経験を
有する者という理解でよろしいでしょうか。

本事業で各応募者が提案する処理方式に限りません。

11 入札説明書 15 Ⅳ 4 (2) イ
運営事業者から本施設
の運営・維持管理業務
を受託する者の要件

「下水汚泥に関する燃料化施設での運転経験を有する技術
者」に関し、運転経験年数など、貴市が期待する当該技術者
の要件がございましたらご教示願います。

入札説明書に示すとおりです。

12 入札説明書 15 Ⅳ 4 (2) ウ
運営事業者から本施設
の運営・維持管理業務
を受託する者の要件

専任配置する総括責任者は、代表企業もしくは運営・維持管
理業務を担う複数の構成員のうち、最大出資企業の中から選
任すべきでしょうか。ご教示願います。

最大出資企業以外からの選任も可能です。

13 入札説明書 15 Ⅳ 4 (3)
燃料化物の有効利用を
行う者

燃料化物の有効利用を行う者が応募者（構成員もしくは協力
企業）として参加させて頂く場合、令和４・５年度千葉市入
札参加資格審査申請時に求められる登録業種がございました
らご教示願います。

燃料化物の有効利用を行う者について、指定する登録業種は
特にありません。

14 入札説明書 16 Ⅴ 2 (1) 入札参加資格審査

入札参加資格審査書類を提出後、貴市適否確認期間におい
て、弊書類の一部に軽微な誤記・不足等が万が一あった場
合、当該是正機会は与えられますでしょうか。念のためご教
示願います。

原則は認めません。
ただし、本市が必要と認めた場合にはその限りではありませ
ん。

15 入札説明書 19 Ⅵ 5 地位の譲渡等
実際に移転しなければならなくなった場合には貴市と構成員
全員の承認があった上で事業継承先へ譲渡することは可能と
いう理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

16 要求水準書 26 2 2.1 (3) 10) ⑪
電気主任技術者または
１級電気工事監理技術
者について

電気設備工事期間外は配置不要で良いでしょうか。
また断続的に工事を行う時、技術者は同一の者で無くても良
いとの理解でよろしいでしょうか。

前段については、ご理解の通りです。
後段については、建設業法等に基づく適正な施工管理と品質
の確保が行えるように、技術者の配置をお願いします。

17 要求水準書 26 2 2.1 (3) 10) ⑪
電気主任技術者または
１級電気工事監理技術
者について

電気設備工事期間中に配置した技術者について、コリンズ登
録は不要でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

18 要求水準書 26 2 2.1 (3) 10) ⑫
土木工事業に係る主任
技術者または監理技術
者について

土木工事期間外は配置不要で良いでしょうか。
また断続的に工事を行う時、技術者は同一の者で無くても良
いとの理解でよろしいでしょうか。

前段については、ご理解の通りです。
後段については、建設業法等に基づく適正な施工管理と品質
の確保が行えるように、技術者の配置をお願いします。
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19 要求水準書 26 2 2.1 (3) 10) ⑫
土木工事業に係る主任
技術者または監理技術
者について

土木工事期間中に配置した技術者について、コリンズ登録は
不要でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

20 様式集
様式2-4
グループ構成一覧表

入札説明書添付資料-2の「プラントの設計・建設を行う企
業」と「その他設計・建設を行う企業」にて建設JVを組成す
る場合、「その他設計・建設を行う企業」は「その他建設企
業」と記載すれば良いでしょうか。

ご理解のとおりです。

21 様式集
様式2-5
委任状

様式に「共同企業体の名称」記入欄がありますが、ここには
申請者のグループ名を記載すれば良いでしょうか。

様式2-5の「共同企業体の名称」を、「グループ名」に修正し
ます。合わせて公表する様式集（修正版）をご参照くださ
い。

22 様式集
様式2-6
プラントの設計・建設
を行う者の要件確認書

様式に「共通の参加資格要件」記入欄がありますが、「その
他設計・建設を行う企業」については、様式2-6-1を追加する
とともに「その他設計・建設を行う企業の要件確認書」とし
て様式の題名等を変更し提出すれば良いでしょうか。

様式2-6の注記に次の内容を追加します。合わせて公表する様
式集（修正版）をご参照ください。
※本施設の設計・建設業務を行う者のうち、プラントの設
計・建設を行う者以外は、題名を「その他設計・建設を行う
企業の要件確認書」とし、企業ごとに本様式及び添付書類を
まとめて作成し、様式番号に枝番号を付加すること。なお、
その他設計・建設を行う企業は「共通の参加資格要件」に係
る資料を添付すること。

23 様式集 1 ②

様式2-6
共通の参加資格要件
　直近3ヶ年分の貸借対
照表及び損益計算書の
写し

直近3ヶ年とは、提出可能な直近3ヶ年との理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

24 様式集 1 ③

様式2-6
共通の参加資格要件
　市税完納及び特別徴
収に関する証明書

「市税完納及び特別徴収に関する証明書」について、本証明
書の有効期間は資料提出日より3ヶ月以内に発行されたもの
で、提出は写しでもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

25 様式集

様式2-8
プラントの設計・建設
を行う者の配置予定技
術者

配置予定技術者に成り得る候補者を複数提出し、実際施工す
る際にはそこから１名を配置することでもよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

26 様式集 1 ②

様式2-10
共通の参加資格要件
　直近3ヶ年分の貸借対
照表及び損益計算書の
写し

直近3ヶ年とは、提出可能な直近3ヶ年との理解でよろしいで
しょうか。 ご理解のとおりです。

27 様式集 1 ③

様式2-10
共通の参加資格要件
　市税完納及び特別徴
収に関する証明書

「市税完納及び特別徴収に関する証明書」について、本証明
書の有効期間は資料提出日より3ヶ月以内に発行されたもの
で、提出は写しでもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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28 様式集 2
様式2-10
当該業務を行う者の参
加資格要件

配置予定技術者においては、要求水準書P41　3.1.（3）.2）
電気保安担当者の記載がありますが、現時点では様式に記載
欄がありませんので、現時点で提出する必要は無く、契約後
に必要な手続きをすれば良いという解釈でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

29 様式集 2 ④
様式2-10
当該業務を行う者の参
加資格要件

運営事業者から本施設の運営・維持管理業務を受託する者の
配置予定技術者の業務履行実績を証明する書類について、
（契約書の写し等）とありますが、実際に従事した業務の契
約書の写しを添付すれば、それ以外の資料は不要との解釈で
よろしいでしょうか。

当該業務の履行実績を確認できる内容であれば、契約書の写
しの添付のみで問題ありません。

30 様式集 2 ⑥
様式2-10
当該業務を行う者の参
加資格要件

「配置予定技術者が運営事業者から本施設の運営・維持管理
業務を受託する者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
を証明できる健康保険被保険者証等の写し」とありますが様
式2-12の
1)下水汚泥に関する燃料化施設において運転経験を有する者
2)業務総括責任者
の２名分を添付すればよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

31 様式集 2 ⑥
様式2-10
当該業務を行う者の参
加資格要件

恒常的な雇用関係にあることを証明できる健康保険被保険者
証等の写しは、入札公告時に3ヶ月以上雇用関係がある者に限
ることと解釈してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

32 様式集

様式2-11
運営事業者から本施設
の運営・維持管理業務
を受託する者の業務履
行実績

記入項目の1つに「技術的特記事項※3」とあり、注釈で「セー
ルスポイントや留意事項と記載すること。」とありますが、
本項については、落札者決定基準書 2頁 図1で示される「②
事業提案審査」の評価には含まれないという理解でよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

33 様式集 1)

様式2-12
下水汚泥に関する燃料
化施設において運転経
験を有する者

下水汚泥に関する燃料化施設において運転経験を有する者に
ついて、本様式にて提出する技術者資料は、１名分でよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

34 様式集 1)

様式2-12
下水汚泥に関する燃料
化施設において運転経
験を有する者

下水汚泥に関する燃料化施設において運転経験を有する者に
ついて、ＳＰＣの構成員以外の立場（ＳＰＣ構成員との運転
維持管理契約）で履行した運転経験を有する技術者を配置す
る場合、運転経験を証明するための契約書については、構成
員との契約書になりますが、よろしいでしょうか。

※燃料化事業においては、ＳＰＣに出資するとは限らないた
め、自治体とＳＰＣ間で締結した契約書の写しは入手できま
せん。

ご理解のとおりです。
なお、構成員との契約書に加え、当該構成員が当該燃料化事
業の事業者であることが分かる資料（自治体のHPのコピーな
ど）を添付してください。
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35 様式集
1)
2)

様式2-12
・下水汚泥に関する燃
料化施設において運転
経験を有する者
・業務総括責任者

手持ちの業務の有無とありますが、「手持ち業務」とは、現
在運転管理業務等に従事していることを記載すれば良いとの
理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

36 様式集
1)
2)

様式2-12
・下水汚泥に関する燃
料化施設において運転
経験を有する者
・業務総括責任者

1)下水汚泥に関する燃料化施設において運転経験を有する者
2)業務総括責任者
については、同一の人物が配置条件満たす場合は、同一の人
物で申請可能と理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

37 様式集 2)
様式2-12
業務総括責任者

業務総括責任者の法令による免許・資格等については、入札
説明書15ページにあるⅣ４(2)ウ、「下水道法施行令第15条の
3で規定する資格」を指していると思慮いたしますが、実務経
験の証明も必要な場合は、当該免許・資格を証する書面とし
て、
①当該免許・資格の写し
②実務経験を記した経歴書
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。

38 落札者決定基準書 3 3 (1) 入札参加資格審査

参加資格要件を満たさないことが確認された応募者は失格と
する。との記載がありますが、誤字脱字等の軽微なもので市
が認める場合は、対応について協議させていただけるとの理
解でよろしいでしょうか。

原則は認めません。
ただし、本市が必要と認めた場合にはその限りではありませ
ん。

39 落札者決定基準書 3 3 (2) ア 基礎審査

基礎審査項目について、１項目でも満たさないことが確認さ
れた入札参加者は失格とする。との記載がありますが、誤字
脱字等の軽微なもので市が認める場合は、対応について協議
させていただけるとの理解でよろしいでしょうか。

原則は認めません。
ただし、本市が必要と認めた場合にはその限りではありませ
ん。

40 基本協定書（案） 1 事業者の構成

入札説明書添付資料-2の「プラントの設計・建設を行う企
業」と「その他設計・建設を行う企業」にて建設JVを組成す
る場合、建設事業者は建設JVになると認識しております。
基本協定書の前文および締結者欄では、「その他設計・建設
を行う企業」の記載がありませんが、この場合は「その他建
設企業」と定義すれば良いでしょうか。

落札者の構成により基本協定書の前文および締結者欄を決定
します。

41 基本契約書（案） 1 事業者の構成

入札説明書添付資料-2の「プラントの設計・建設を行う企
業」と「その他設計・建設を行う企業」にて建設JVを組成す
る場合、建設事業者は建設JVになると認識しております。
基本契約書の前文および締結者欄では、「その他設計・建設
を行う企業」の記載がありませんが、この場合は「その他建
設企業」と定義すれば良いでしょうか。

落札者の構成により基本契約書の前文および締結者欄を決定
します。
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