
1■　参加表明及び資格確認に関する質問・回答

質問者
企業名

1 入札説明書 9 2-2 1-ｲ

当社は本事業においてSPCから財務経理業務、ファイナンシャルアドバイザリー
業務を直接受託する形で本事業に参画したいと考えておりますが、出資を行う
場合は構成員、出資を行わない場合は協力企業となることができるでしょうか？

ご理解のとおり、出資を行う場合は構成員、出資を行わない
場合は協力企業となることができます。 三菱ＵＦＪ

リース株
式会社

2 入札説明書 11 2-2 (2)

各業務をＪＶ形式にて受託することは可能でしょうか。
また、その場合、各業務に必要な参加資格要件はＪＶを構成する企業のうち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形式での受託は可能です。
この場合、JVを構成する各企業が、当該企業が分担する業
務について、それぞれ資格要件を満たしている必要があり
ます。

メタウォー
ター株式
会社

3 入札説明書 11 2-2 (2)-ｳ (ｱ) a

設計を担当する者の資格が規定されておりますが、実績の要件がございません
が、記述する様式には実績記入欄があります。資格審査において実績の記述
は不要と考えてよろしいでしょうか。

設計を担当する者については、実績の記述は不要です。
メタウォー
ター株式
会社

4 入札説明書 11 2-2 (2)-ｳ (ｱ) a-(a)

応募ｸﾞﾙｰﾌﾟの構成員が建設工事(土木･建築）を担当すると同時に建設工事の
設計も担当する予定です。当該構成員は、千葉県建設工事等入札参加業者資
格者名簿の建設工事業者で登載されていますので設計を担当するものとしての
要件(a)を満たしているとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
大日本土
木株式会
社

5 入札説明書 11 2-2 (2)-ｳ (ｱ) b

工事監理を担当する者の資格が規定されておりますが、入札参加資格審査の
おいて、記述する様式がございません。
資格審査において記述は不要と考えてよろしいでしょうか。

工事監理を担当する者の資格の記述は必要です。様式1-
6-2 ③を参考に作成し、様式1-6-2 ⑥として提出してくださ
い。

メタウォー
ター株式
会社

6 入札説明書 11 2-2 (2)-ｳ (ｱ) b-(e)

工事監理者を専任にて配置するこになっておりますが、現場に常駐する必要は
ありますでしょうか。

常駐してください。
メタウォー
ター株式
会社

7 入札説明書 12 2-2 (2)-ｳ (ｱ) c-(c)

国土交通大臣の登録を受けた講習を受講とは、監理技術者講習修了証の提示
でよろしいですか。専任で配置とは、千葉県発注の他の設備工事同様、現場工
事期間専任と考えてよろしいですか。

前段、後段ともにご理解のとおりです。
メタウォー
ター株式
会社

8 入札説明書 12 2-2 (2)-ｳ (ｱ) c-(d)

日量３万立方メートル以上とは、日 大水量の理解でよろしいですか。また、処
理場とは下水処理場との理解でよろしいですか。

前段、後段ともにご理解のとおりです。
メタウォー
ター株式
会社
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2■　参加表明及び資格確認に関する質問・回答

質問者
企業名

No. 資料名
該当
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項目番号 質問 回答

9 入札説明書 13 2-2 (2)-ｳ (ｱ) d-(c)

国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した技術者とは、監理技術者講習修
了証を保有している技術者でよろしいですか。専任で配置とは、千葉県発注の
他の設備工事同様、現場工事期間専任と考えてよろしいですか。

前段、後段ともにご理解のとおりです。
メタウォー
ター株式
会社

10 入札説明書 13 2-2 (2)-ｳ (ｱ) d-(d)

日量３万立方メートル以上とは、日 大水量の理解でよろしいですか。また、処
理場とは下水処理場との理解でよろしいですか。

前段、後段ともにご理解のとおりです。
メタウォー
ター株式
会社

11 入札説明書 13 2-2 (2)-ｳ (ｱ) e-(c)

資格を有する技術者を専任で配置する期間は、特別目的会社からの請負契約
の全期間を通してでは無く、当該工事の実施期間中に限定して配置する考えで
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
大日本土
木株式会
社

12 入札説明書 13 2-2 (2)-ｳ (ｱ) f-(c)

資格を有する技術者を専任で配置する期間は、特別目的会社からの請負契約
の全期間を通してでは無く、当該工事の実施期間中に限定して配置する考えで
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
大日本土
木株式会
社

13 入札説明書 15 2-2 3

財務経理業務又はファイナンシャルアドバイザリー業務をSPCから受託する企
業として構成員又は協力企業として参加する場合、物品等入札参加業者適格
者名簿（物品）のリースでの登載でよろしいでしょうか？

入札説明書９ページ ２（２）ア 応募企業、代表企業、構成員
及び協力企業に共通の参加資格要件(ア)～(ク)の要件を満
たしており、物品等入札参加業者適格者名簿（物品）に登載
されていれば業種は限定しません。

三菱ＵＦＪ
リース株
式会社

14 入札説明書 27 2-5 2-ｲ (ｲ)

「電気主任技術者」は、特別目的会社に配置させ現場に常駐させる必要はない
と考えますがよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、代務者を選任（常駐）すること
とし、「電気主任技術者」への連絡体制等を確立させること。
「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）経済産業省原子
力安全・保安院（平成17年3月28日付け　 終改正：平成18
年7月1日）」を参照願います。

メタウォー
ター株式
会社

15
提出書類及
び記載要領

24 1 (5) ｳ (ｸ)-1

｢④法定資格者の名」とは、法定資格者の氏名でなく、法定資格名を記述すると
の理解でよろしいでしょうか。

配置を予定している法的な資格者の資格名称と配置人数を
記載してください。資格者個人の氏名は不要です。

メタウォー
ター株式
会社

16 様式 1 5

証明資料（４）で要求されている総合評点の基準点を上回っていることを証明す
る書類は、電気工事及び機械器具設置工事に係る企業に対しての要求で、土
木工事･建築工事を行う企業には要求されていないとの理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

大日本土
木株式会
社



3■　参加表明及び資格確認に関する質問・回答

質問者
企業名

No. 資料名
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頁
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17 様式 1 6 1

設計業務での参加資格は、資格者名簿の登載、上下水道部門技術士の在籍、
一級建築事務所登録のみが表記されています。一方、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。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となっており、設計業務は施工企業の担当範囲と解され
ているため、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。また、
可能な場合でも委託契約書等の資料は添付できないことをご了承ください。

入札説明書１１ページ ウ(ア) a 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１１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。

メタウォー
ター株式
会社

18 様式 1 6 1

建築士法第23条に規定する登録に係る登録通知書の写しを添付することになっ
ておりますが、自治体によっては登録通知書を発行せず、登録申請書の副本へ
登録有効期限と県印が捺印する書式となっております。よって、登録書の写しで
はなく、県の印が捺印されている登録申請書副本の写しを添付することになりま
すので、ご確認ください。

登録通知書を発行していない場合は、自治体の印が捺印さ
れている登録申請書副本の写しの添付で結構です。 メタウォー

ター株式
会社

19 様式 1 6 2 ②

「土木工事」「建築工事」に関して、全体計画処理水量（日量）とありますが、土
木・建築とも該当するような実績は要求されておりません。全体計画処理水量
（日量）の欄については空白もしくは「該当せず」との記載でよろしいでしょうか。

全体計画処理水量（日量）の欄については空白で結構で
す。 大日本土

木株式会
社

20 様式 1 6 2 ③

土木工事の技術者の工事業務経験等に関して、全体計画処理水量(日量）の記
載欄がありますが、土木技術者の監理実績として該当するような実績は要求さ
れていません。全体計画処理水量（日量）の欄については空白もしくは「該当せ
ず」との記載でよろしいでしょうか。

全体計画処理水量（日量）の欄については空白で結構で
す。 大日本土

木株式会
社

21 様式 1 6 2 ④

建築工事の技術者の工事業務経験等に関して、全体計画処理水量(日量）の記
載欄がありますが、建築技術者の監理実績として該当するような実績は要求さ
れていません。全体計画処理水量（日量）の欄については空白もしくは「該当せ
ず」との記載でよろしいでしょうか。

全体計画処理水量（日量）の欄については空白で結構で
す。 大日本土

木株式会
社

22 様式 5 1 ②

構成員の出資･劣後融資に関しては、有無のみで比率の記載は不要との理解で
よろしいでしょうか。

出資比率（小数点1位まで、2位以下四捨五入）を同欄に適
宜ご記入下さい。 大日本土

木株式会
社


