
（仮称）江戸川浄水場排水処理施設整備等事業
参加表明及び資格確認に関する質問・回答

平成１６年８月２０日
千　葉　県　水　道　局

　・参加表明及び資格確認に関する質問・回答を公表します。
　・入札説明書、様式集及び記述要領、落札者決定基準に関する質問のうち、参加表明及び
　　資格確認に関連するものは、本質問回答に記載しております。
　・質問６、７及び３２は、特に重要ですので必ずお読みください。



参加表明及び資格確認に関する質問・回答
整理
番号 資料名 頁 章及び

様式番号 項 番 質問内容 回答 会社名

1 入札説明書 8 2 (1) エ

応募企業・構成員は他グループの応募企業・構成員・協力企業
になれないとありますが、協力企業は他グループの協力企業に
なることは可能との解釈でよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

株式会社市川環境エンジニアリング

2 入札説明書 8 2 (1) イ

施設整備業務の電気工事につき、業務内容を細分化し、設計
（基本、詳細）、調達、据付工事を構成員、協力企業間で分担
しても問題ないでしょうか？

構成員及び協力企業で業務を分担することは可能で
す。 三菱重工業株式会社

3 入札説明書 8 2 (1)  ウ

「・・・構成員及び協力企業の変更も原則的に認めないものと
する。」ということですが、構成員・協力企業のいずれか一社
に参加表明提出後、資格要件を逸脱する事態が発生した場合
は、例外的に変更が認められると理解して宜しいでしょうか。

資格要件を逸脱する事態が発生したことによる変更は
認めません。

富士電機システムズ株式会社

4 入札説明書 8 2 (1)  ウ

参加表明書等を提出した後は、・・・・また、代表企業を除く
構成員及び協力企業の変更も原則として認めないものとする。
とありますが、変更が認められるケースをご教示願います。

企業の合併、分割等の場合が考えられます。

三菱重工業株式会社

5 入札説明書 8 2 (1)  ウ

参加表明書を提出後の代表企業、構成員、協力企業の変更は原
則として認めないとあります。提案書の様式５（組織・運営体
制提案書）の２７ページに、再委託企業を記載することになっ
ていますが、提案書を提出後の再委託企業の変更についても認
められないと考えてよろしいですか。

再委託企業の変更は認めます。

株式会社　石垣

6
入札説明
書 9 2 2 （2）

参加資格要件の（オ）に税金の滞納がないこととの
記載がありますが、参加表明時に当該事項を証明す
るための納税証明書を提出する必要があるのでしょ
うか。（様式1-5の注釈部分には納税証明書の添付に
ついて特段の記載がありませんが。）

納税証明書を提出する必要があります。

ダイヤモンドリース株式会社

7
入札説明
書 9 2 2 （2）

前項の質問において納税証明書の添付が必要となっ
た場合に関して、
①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）」（未納がないことの証明）
を提出すればよろしいでしょうか？
②法人事業税、法人県民税については、千葉県に支
店等がある企業の場合には千葉県の納税証明書、千
葉県に支店等のない企業の場合には本店所在地の納
税証明書を提出すればよろしいでしょうか？

①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）」（未納がな
いことの証明）を提出してください。
②法人事業税及び法人県民税については、千
葉県に支店等がある企業の場合には千葉県の
納税証明書、千葉県に支店等のない企業の場
合には本店所在地の都道府県の納税証明書を
提出してください。

ダイヤモンドリース株式会社

8 入札説明書 9 2 2
（2）
ア

（カ）

本件事業のアドバイザリー業務に関与した企業・事務所の本件
アドバイザリー業務担当者が他の会社・事務所に移籍した場合
には、移籍先の会社・事務所の扱いはどうなりますか？

移籍先の会社・事務所も本件事業のアドバイザリー業
務に関与した者に含みます。

想定質問
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整理
番号 資料名 頁 章及び

様式番号 項 番 質問内容 回答 会社名

9 入札説明書 9 2 2 （2）

各業務をJV形式（業務受託企業が連帯して責任を負う形式）で
受託することは可能でしょうか。
また、可能とした場合、各業務を行う者に求められている資格
要件はJVを構成する企業のうち最低1社が満たせばよろしいで
しょうか。

ＪＶを構成する各企業の業務分担が明確であり、ＪＶ
を構成する各企業が連帯して責任を負う契約形態のも
のであれば、ＪＶ形式でＰＦＩ事業者から業務を受託
することも認められます。
この場合、ＪＶを構成する各企業が、それぞれ資格要
件を満たしている必要があります。

ダイヤモンドリース株式会社

10 入札説明書 9 2 （2） ウ

（ア）ａ（ｃ）では設備整備業企業は共通要件として平成６年
以降１万ｍ3以上の実績を有するとありますが、設計、土木、建
築、機械器具設置、電気いずれも該当するとの解釈でよろしい
でしょうか。

土木工事、建築工事、機械器具設置工事、電気工事の
いずれも該当しますが、設計業務については該当しま
せん。
様式集の様式１－６ー１の設計業務実績欄は、記入を
要しないこととします。（質問３２を御参照くださ
い。）

株式会社市川環境エンジニアリング

11 入札説明書 9 2 （2） ウ

（ア）ａ（ｄ）の技術者も１万ｍ3以上の実績を有する者の専任
を、土木、建築、電気いずれも該当するとの解釈でよろしいで
しょうか。

土木工事、建築工事、電気工事の他に機械器具設置工
事も1万立方メートル以上の実績を有する者の専任が必
要です。

株式会社市川環境エンジニアリング

12 入札説明書 9 2 （2） ウ（ア）
ａ（ｃ）

上下水道又は工業用水道の日量１万立方メートル以上の主要な
各施設の整備の実績を有すとありますが、施設規模としてです
か、それとも１回の施工規模としてですか。

施設規模です。

株式会社　荏原製作所　東関東支店

13 入札説明書 10 2 （2） ウ（ア）
ａ（ｄ）

各施設整備業務に係る主任技術者、監理技術者は、現場に常駐
する必要はありますか？

常駐してください。
電源開発株式会社

14 入札説明書 9
10 　 　

施設整備の各業務間リスクの回避のため、複数の企業が共同企
業体（ＪＶ）を結成して、「設計業務・土木工事・建築工事・
機械器具設置工事・電気工事の施設整備業務」をＳＰＣから一
括受注して、実施することは可能でしょうか。（各業務並びに
工事に要求される資格要件については、いずれかのＪＶ構成員
が満たしているという前提です。）

質問９を御参照ください。

電源開発株式会社

15 入札説明書 9
10

複数の企業がＪＶを結成して、「土木工事・建築工事」をＳＰ
Ｃから受注して実施することは可能でしょうか。（土木工事、
建築工事に要求される資格要件については、ＪＶ代表者が満た
しているという前提です。）

質問９を御参照ください。

電源開発株式会社

16 入札説明書 9
10

「ウ　各業務を行う者の参加資格要件」は、応募企業、構成員
及び協力企業に適用されるもので、再委託企業については適用
されないと考えてよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

電源開発株式会社

17 入札説明書 10 2 （2） ウ

業務要求水準書2頁では撤去・処分業務が整備等業務となってい
ますが、撤去業務を新施設建設企業とは別企業が直接請け負う
場合、その撤去担当企業は土木工事の総合評点920点以上の要件
をはじめとした共通要件は不要との解釈でよろしいでしょう
か。

お考えのとおりです。

株式会社市川環境エンジニアリング
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整理
番号 資料名 頁 章及び

様式番号 項 番 質問内容 回答 会社名

18 入札説明書 10 (ア) ａ (d)

「設計業務を除く各施設整備業務に係る主任技術者又は監理技
術者は、上記（ｃ）に規定する工事の実績がある者を専任で配
置」とありますが、（ｃ）に規定する工事に工事係員として従
事した者を、今回の主任技術者又は監理技術者として専任配置
しても良いという解釈でよろしいでしょうか。

主任技術者又は監理技術者として従事した施工実績が
必要です。工事係員での従事の場合の施工実績は認め
られません。

戸田建設株式会社　千葉支店

19 入札説明書 10 (ア) ｃ、ｄ c

ｃ土木工事、ｄ建築工事に専任配置する監理技術者は兼務（同
一人）で良いでしょうか。

監理技術者の兼務は認めません。

戸田建設株式会社　千葉支店

20 入札説明書 10 2 2 (2)

機械器具設置工事の参加資格要件として、監理技術者は１級管
工事施工管理技士の資格を有する必要ありませんか。

必要ありません。

日立プラント建設株式会社

21 入札説明書 11 2 （2） ウ

(2)の（イ）のｂで維持管理の資格要件として、土木の方では、
日量１万立方メートルと記載してあるが、維持管理の方は、そ
のような条件はあるのですか。ただ記載通りの運転管理の実績
があればよいのですか。

施設規模は問いません。

特産エンジニアリング株式会社

22 入札説明書 11 2 （2） ウ

（イ）ｂ上下水・工業用水道の運転管理実績は、ＪＶ或は下請
の形態でもよろしいでしょうか。

保守管理業務全体又は排水処理業務及び上澄水返送業
務全体を単独で担当している場合のみ実績として認め
られます。 株式会社市川環境エンジニアリング

23 入札説明書 11 2 （2） ウ（イ）

入札参加資格の確認で、維持管理部門の場合は、実績をどのよ
うに明確化すればよいのですか。

契約書の写し、業務完了検査結果通知書の写し、仕様
書等で運転管理業務実績が確認できるものを提出して
ください。 特産エンジニアリング株式会社

24 入札説明書 11 2 （2） ウ（イ）
維持管理の実績で、ＪＶの実績も大丈夫なのですか。 質問２２を御参照ください。

特産エンジニアリング株式会社

25 入札説明書 24 5 (1)
落札者が基本協定締結後に千葉県の指名停止措置を受けた場合
には、事業契約はどうなりますか。

事業契約を締結する予定です。
想定質問

26 様式集及び
記述要領 ⅱ 1 (1) カ

設計実績で基準施設規模を上回っていることを証する書類。と
ありますが、具体的にご教示願います。

質問１０、３２を御参照ください。

三菱重工業株式会社

27 様式集及び
記述要領 ⅱ 1 (1) カ

設計実績で基準施設規模を上回っていることを証する書類。と
ありますが、主要な各施設の整備を、元請として施工した実績
を有していれば設計実績ありと理解してよろしいでしょうか。

質問１０、３２を御参照ください。

三菱重工業株式会社

28 様式集及び
記述要領 2

千葉県に入札参加資格申請の際、使用印を登録してある場合、
押印は使用印を押印でよろしいでしょうか。

よろしいです。

株式会社市川環境エンジニアリング

29 様式集及び
記述要領 3

千葉県に入札参加資格申請の際、使用印を登録してある場合、
押印は使用印を押印でよろしいでしょうか。

よろしいです。

株式会社市川環境エンジニアリング
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整理
番号 資料名 頁 章及び

様式番号 項 番 質問内容 回答 会社名

30 様式集及び
記述要領 5

千葉県に入札参加資格申請の際、使用印を登録してある場合、
押印は使用印を押印でよろしいでしょうか。

よろしいです。

株式会社市川環境エンジニアリング

31 様式集及び
記述要領 6

千葉県に入札参加資格申請の際、使用印を登録してある場合、
押印は使用印を押印でよろしいでしょうか。

よろしいです。

株式会社市川環境エンジニアリング

32
様式集及
び記述要
領

7 様式1-
6-1

入札参加要件の共通事項では上下水道等の規模及び主要な施設
整備を平成6年以降施工実績を有すると規定しています。また、
設計業務では一級建築事務所登録のみが表記され、様式1-6-1で
は設計業務実績を添付するようにとなっていますが、従来公共
工事での機械器具設備工事での発注形態は性能発注です。よっ
て、設計業務は施工企業の担当範囲と解され設計・施工を含め
た受注実績としていた関係から設計・施工実績を設計実績と読
み替えた解釈で業務実績を報告することは可能でしょうか、ご
教示願います。ただし、可能な場合でも委託契約書等の資料は
添付できません。

入札説明書１０ページ b の設計業務を行う企
業の資格要件は排水処理施設全体の設計を行
う企業についてのものであり、機械器具設置
工事等各業務の設計を行う企業には適用しま
せん。様式集の様式１－６－１は、施設全体
の設計を行う企業について記入するものと
し、各業務の設計を行う企業について記入す
る必要はありません。
なお設計業務については、入札説明書９ペー
ジ ウ（ア）a（c）の要件は必要ありません。
様式集の様式１－６ー１の設計業務実績欄は
記入を要しないこととし、設計業務実績を証
する資料の添付も不要とします。

株式会社　荏原製作所　東関東支店

33 様式集及び
記述要領 7 様式1-6-

1 　

設計業務実績とは通常コンｻﾙが請負、基本設計(土木建築設計)の
実績を有する必要がありますか。一級建築事務所の登録通知書の写
しを添付できる場合、工事請負後の特記仕様書等に基づいて主要機
器の設計、製作業務が記載されている資料を添付できる場合、本設
計業務実績範囲と理解しておりますが、よろしでしょうか。

質問３２を御参照ください。

三菱重工業株式会社

34 様式集及び
記述要領 7

設計業務を行う企業の参加資格要件一覧・建築士法第23条に基
づく一級建築士事務所の登録状況※入札参加資格審査結果通知
書の写しを添付ください。とありますが、入札参加資格審査結
果通知書を具体的にご教示ください。

千葉県の入札参加資格審査申請に対して、資格審査の
結果を事業者に通知したものです。

三菱重工業株式会社

35 様式集及び
記述要領 7

設計業務を行う企業の参加資格要件一覧・設計業務実績※記載
した業務の委託契約書の写し・完成検査通知書又は実績証明書
の写し・設計大要が記載されている資料を添付ください。とあ
りますが、具体的に設計大要が記載されている資料とは何か、
ご教示ください。

質問３２を御参照ください。

三菱重工業株式会社

36 様式集及び
記述要領

10
11
12

　 　
配属予定の技術者について、不測の事態に備え単一の工事分野
において複数の者を予め届け出ておくことは可能でしょうか。

認められません。
東亜建設工業株式会社

37 様式集及び
記述要領

10
11
12

参加申込において届け出た配置予定の技術者を変更することが
許される事由の範囲(例えば、病気，退職等)をお示し頂けませ
んでしょうか。

病気、死亡、退職等極めて特殊な場合が考えられま
す。

東亜建設工業株式会社
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整理
番号 資料名 頁 章及び

様式番号 項 番 質問内容 回答 会社名

38 様式集及び
記述要領 10 1-6-2 ③

配置予定主任技術者又は監理技術者の工事業務経験等
「土木工事」（主任・監理技術者名）
「※１主任、監理どちらかを○で囲ってください。」とありま
すが、これは今回の工事で主任又は監理いずれかに従事する方
に○をするという解釈でよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

戸田建設株式会社　千葉支店

39 様式集及び
記述要領 10 1-6-2 ③

配置予定主任技術者又は監理技術者の工事業務経験等
「土木工事」（主任・監理技術者名）
「※３記載した業務の従事実績を証明する資料（契約書・竣工
時工事カルテ等）・資格者証の写し・免許証の写しを提出して
ください。」とありますが、
工事係員での従事の場合、公に従事実績を証明する書類があり
ません。その場合は、契約書と会社として工事従事実績を証明
する工事経歴書を提出することでよろしいでしょうか。

主任技術者又は監理技術者として従事した施工実績が
必要です。工事係員での従事の場合の施工実績は認め
られません。

戸田建設株式会社　千葉支店

40 様式集及び
記述要領 10 1-6-2 ③

配置予定主任技術者又は監理技術者の工事業務経験等
「土木工事」（主任・監理技術者名）
「※３記載した業務の従事実績を証明する資料（契約書・竣工
時工事カルテ等）・資格者証の写し・免許証の写しを提出して
ください。」とありますが、
資格者証の写し・免許証の写しは現時点のものの写しを提出す
るということで良いでしょうか。

よろしいです。

戸田建設株式会社　千葉支店

41 様式集及び
記述要領 10 1-6-2 ④

配置予定主任技術者又は監理技術者の工事業務経験等
「建築工事」（主任・監理技術者名）
「※１主任、監理どちらかを○で囲ってください。」とありま
すが、これは今回の工事で主任又は監理いずれかに従事する方
に○をするという解釈でよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

戸田建設株式会社　千葉支店

42 様式集及び
記述要領 10 1-6-2 ④

配置予定主任技術者又は監理技術者の工事業務経験等
「建築工事」（主任・監理技術者名）
「※３記載した業務の従事実績を証明する資料（契約書・竣工
時工事カルテ等）・資格者証の写し・免許証の写しを提出して
ください。」とありますが、
工事係員での従事の場合、公に従事実績を証明する書類があり
ません。その場合は、契約書と会社として工事従事実績を証明
する工事経歴書を提出することでよろしいでしょうか。

主任技術者又は監理技術者として従事した施工実績が
必要です。工事係員での従事の場合の施工実績は認め
られません。

戸田建設株式会社　千葉支店

43 様式集及び
記述要領 10 1-6-2 ④

配置予定主任技術者又は監理技術者の工事業務経験等
「建築工事」（主任・監理技術者名）
「※３記載した業務の従事実績を証明する資料（契約書・竣工
時工事カルテ等）・資格者証の写し・免許証の写しを提出して
ください。」とありますが、
資格者証の写し・免許証の写しは現時点のものの写しを提出す
るということで良いでしょうか。

よろしいです。

戸田建設株式会社　千葉支店

44 様式集及び
記述要領 12 1-6-2 　

配置予定主任技術者は、機器製作期間と現地工事期間で人を変
えてもよろしいでしょうか？

期間ごとの変更は認めません。
株式会社　東芝

45 様式集及び
記述要領 11 1-6-2 ④

配置予定主任技術者又は監理技術者は、本参加資格申請時と実際
工事が施工される時点で技術者の変更はできると理解しております
が、よろしいでしょうか。

質問３７を御参照ください。

三菱重工業株式会社
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整理
番号 資料名 頁 章及び

様式番号 項 番 質問内容 回答 会社名

46 様式集及び
記述要領 12 1-6-2

配置予定主任技術者の任命期間は、
特別目的会社が工事の発注手続きを行なってから
と考えてよろしいですか?

お考えのとおりです。

株式会社　東芝

47 様式集及び
記述要領 12 1-6-2 本件工事には建設業のコリンズ登録が必要でしょうか? 必要ありません。 株式会社　東芝

48 落札者決定
基準 2 Ⅲ

「参加資格要件を満たしていない者は入札に参加できない」と
ありますが、確認資料から明らかに参加資格要件を満たしてい
ないことが判断できる場合は当然のものと考えます。しかし、
工事実績・経歴等の確認資料は、内容・読込方について双方の
考え方に違いが生じる場合が考えられます。そのような場合
は、貴県より確認の連絡を頂き、当方からの説明・資料追加の
場を与えて頂けるということでよろしいでしょうか。

提出された資料等について説明・資料追加が必要であ
る場合には、説明・資料追加を求めることがありま
す。

戸田建設株式会社　千葉支店
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