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応募資格確認申請に関する質問に対する回答 

No. 実施要領等の資料名 頁・項目など 質問内容 回答 

1 公募説明書 2 頁 2-4-1 造成工事は、どの程度まで行われるのでしょう

か。 

造成計画平面図に示した通りの造成面となりま

す。なお、進入道路のみ砕石舗装、敷地周辺には

排水（雨水側溝）の整備を行います。 

2   2-4-2 詳細な施設概要は、応募審査結果にて合格したの

ちに頂けるものとして考えてよろしいでしょう

か。 

応募資格を有すると認められた応募者に対し配

布する「発注仕様書」でご確認ください。 

3  3 頁 2-7 本事業において、「庄原市公契約に関する基本方

針」にあります予定価格を大きく下回る「ダンピ

ング受注の防止」のため、最低制限価格もしくは

低入札価格調査基準を適用されるのでしょうか。 

本事業の企画提案を受けるに当たっては事業の

上限額のみ設定しており、予定価格等の設定はあ

りません。 

4    本事業において、工事請負契約約款第 25 条第５

項の「単品スライド条項」について、適用される

と解釈して宜しいでしょうか。 

本事業契約締結において同約款を付しますので、

適用となります。 

5  4 頁 2-10 平成 31 年５月中旬に予定されている「優先交渉

者との交渉」の具体的な内容をご教示願います。 

発注仕様に関する調整、支払時期等の協議、請負

契約額の見積依頼を行う予定です。 

6  6 頁 3-1 「庄原市が実施する条件付一般競争入札に参加

する際の注意事項」には、「(2)対象工事の業種に

係る年間平均完成工事高が、当該発注工事におけ

る予定価格以上の者」とあります。この要件を満

たす者と解釈して宜しいでしょうか。 

本事業は、優先交渉権者との随意契約を予定して

います。 

本事業の企画提案参加に必要な条件等は、公募説

明書「第３ 応募に関する条件等」に記載してい

るもののみとなります。 

7   3-1 ⑥ 監理技術者の予定配置は何人まで登録可能でし

ょうか。 

３人まで可能です。 

8    建設工事の実績のある技術者とは現場代理人等

も含むと考えてよろしいでしょうか。 

 

お見込みのとおりです。 
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No. 実施要領等の資料名 頁・項目など 質問内容 回答 

9 公募説明書 6 頁 3-1 ⑥ 監理技術者の専任については、国土交通省課長通

知（国土建第 350 号 平成 25 年２月５日）の「監

理技術者等の専任を要しない期間の明確化につ

いて」に規定されるとおり、工事着手日までの設

計期間等を除くものと解釈してよろしいでしょ

うか。 

お見込みのとおりです。 

10  13 頁 5-1-8 現地見学の申込期間は「平成 31 年 1 月 10 日（木）

から平成 31 年 1 月 21日（月）までの間」とあり

ます。1 月 10 日（木）に現地見学を希望する場

合、1 月 9 日（水）の応募資格確認結果通知時に

「現地確認に対する申請書」（様式 7 号）も併せ

て電子メールで送信頂き、1 月 9 日（水）の事前

申込受付をご検討願えませんでしょうか。 

応募資格確認結果通知後、直ちに現地見学を希望

される見込みの場合は、応募資格確認申請時に、

希望日程等を示した書類（任意様式）を提出して

ください。 

ただし、上記書類は正式な申請書類ではないた

め、様式第７号を後日提出してください。 

なお、日程調整の結果、ご希望に添えないことが

あるのでご留意ください。 

11  17 頁 6-1 提出書類を２部（正本１部、副本１部）提出する

こととありますが、副本のうち押印が必要な様式

第２号、様式第３号については、正本の写しを添

付するものと考えてよろしいでしょうか。 

副本については、正本の写しでよろしいです。 

12    添付する証明書については応募資格確認書類の

提出日から遡って３ヵ月以内に発行したものを

添付すればよろしいでしょうか。 

全ての証明書類は、提出日の３ヵ月前の日以降に

発行されたものを添付してください。 

13    配置予定の監理技術者の経歴書等の書類はあり

ますが、現場代理人の書類は提出する必要はない

のでしょうか。 

現場代理人に関する書類は必要ありません。 

14   6-1 (2) 市税等納税調査承諾書（様式第３号）は、事業所

及び代表者住所が庄原市内でない場合、提出しな

くてもよろしいでしょうか。 

庄原市税の滞納がないことを確認する必要があ

るため、ご質問の場合でも必ず提出してくださ

い。 
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No. 実施要領等の資料名 頁・項目など 質問内容 回答 

15 公募説明書 17 頁 6-1 (3)② 納税証明書の写しとは「法人税」及び「消費税及

び地方消費税」について未納税額のない証明書で

よろしいでしょうか。 

公募説明書６頁 3-1⑨の確認に必要とするため、

お見込みのとおりです。 

16    納税証明書の写しとは、貴市へ納税義務が無い場

合には、国税の納税証明書（その３の３）の添付

のみと考えてよろしいでしょうか。 

No.15 のとおりです。 

17    納税証明書は、国・府県・市税それぞれの未納が

ないもの（３ヵ月以内）の写しでよろしいでしょ

うか。 

No.15 のとおりです。 

18   6-1 (3)④ 法人登記簿謄本は正本、副本ともに原紙が必要で

しょうか。 

または、正本は原本を添付し、副本は写しを添付

でよろしいでしょうか。 

正本、副本ともに謄本の写しでも差し支えありま

せん。 

19   6-1 (3)⑦ 配置予定の監理技術者の雇用関係を明らかにす

る書類とは健康保険被保険者証又は給与明細（３

ヵ月分）の写しでよろしいでしょうか。 

健康保険被保険者証の写しをご提出ください。給

与明細は該当としません。 

上記の提出が困難な場合は、健康保険料を納付し

たことを証する書面等の写しをご提出ください。

該当書面かどうか不明な場合は、事務局へお問い

合わせください。 

20    あらかじめ監理技術者を複数人記載しますが、人

事異動等の社内事情により、契約締結後でも変更

することは可能でしょうか。 

 

原則として変更は不可とします。 

21   6-1 (3)⑨ 「清掃施設工事」における総合評定値を証明でき

る書類とは、経営規模等評価結果通知書の写しの

添付と考えてよろしいでしょうか。 

 

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の

写しでよろしいです。 
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No. 実施要領等の資料名 頁・項目など 質問内容 回答 

22 公募説明書 18頁 7-2 ① A4版・縦・左綴じについて、ファイル綴じでよろ

しいでしょうか。 

その場合、ファイルの表紙は「庄原市一般廃棄物

処理施設建設工事 参加表明書 会社名 及び

日付等」の記載でよろしいでしょうか。 

ファイル綴じいただいてもよろしいです。 

また、様式第４号が表紙となっており、改めて表

紙の添付は不要です。 

なお、この書類一式は、参加表明書（様式第２号）

及び市税等納税調査承諾書（様式第３号）とあわ

せて提出いただく書類となっています。 

23 様式集Ⅰ 様式 

第 5号 

 会社概要の売上金は直近決算の平成 29 年度分の

売上金額と考えてよろしいでしょうか。 

当該欄については、直近決算の売上金額をご記入

ください。 

24  様式 

第 6号 

1.建設実績 「※上記の実績がわかる契約書等の写しを本様

式の次に添付すること。」とは契約書の写しの他

に、発注仕様書（当該箇所）の写し、CORINSの写

し、もしくは施設パンフレットの添付等と考えて

よろしいでしょうか。 

公募説明書６頁 3-1⑦の確認に必要とするため、

契約書のほか仕様書等、要件に該当することが確

認できる書類の写し等を添付してください。 

25   2.配置予定

の監理技術

者の経歴及

び業務実績 

配置予定の監理技術者についての業務実績は大

規模改修（受入供給、燃焼設備、ガス冷却、通風

設備、予熱利用、排ガス設備等）等の更新工事も

建設工事と考えてよろしいでしょうか。 

新規工事が対象です。 

設備等の更新工事は含みません。 

26    配置予定の監理技術者の業務実績として、下請工

事も含まれると考えてよろしいでしょうか。 

下請工事は含みません。 

27    監理技術者を複数人分提示する場合、落札決定後

に複数人のうち一人を監理技術者として選任す

るものと解釈してよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

28    添付する資料のうち、『①完了 TECRIS 登録の写

し』については、『CORINSの竣工登録の写し』で

はないでしょうか。 

 

 

添付書類①は「CORINS 竣工登録の写し」が正しい

です。 
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No. 実施要領等の資料名 頁・項目など 質問内容 回答 

29 様式集Ⅰ 様式 

第 6号 

2.配置予定

の監理技術

者の経歴及

び業務実績 

添付する資料のうち、『②契約書等の写し』とは

他に、発注仕様書（当該箇所）の写し、もしくは

施設パンフレットの添付等と考えてよろしいで

しょうか。 

お見込みのとおりです。 

 

※一部の質問内容については、複数の同内容の質問をまとめたり、質問趣旨を変えない範囲で字句の修正を行っています。 


