
鶴岡市ごみ焼却施設整備・運営事業

第1回入札説明書等に関する質問への回答【入札参加資格に関する質問】

平成29年5月26日

鶴岡市



№ 資料名 頁 タイトル 質問内容 質問回答

1 入札説明書 21 Ⅳ 4 (２) ア （イ） 共通の参加資格要件

『入札公告時における最新の市の入札参加資格者名簿に登
録されていない者』とありますが、本事業へ参画する企業
を幅広く求めるという観点で、参加資格審査書類提出時点
（平成29年6月9日時点）に登録されていれば問題ないと理
解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
入札説明書（平成29年5月9日修正版）を確認してくださ
い。

2 入札説明書 22 Ⅳ 4 (２) イ (イ) ① 入札公告時について
「入札公告時」とは公告公表された4月28日より、入札参
加資格審査書類提出する前までの公告期間との理解でよろ
しいでしょうか。

本表No.1を参照してください。

3 入札説明書 22 Ⅳ 4 (２) イ （イ） ②
本件施設の建築物等
の設計を行う者の要
件

『入札公告時における市の最新の競争入札参加資格者名簿
の…登載者であること』とありますが、『参加資格審査書
類提出時点（平成29年6月9日時点）での建築コンサルタン
ト建築一般の入札参加資格者名簿の登載者』という理解で
よろしいでしょうか。

本表No.1を参照してください。

4 入札説明書 22 IV 4 (２) イ （ア） ③
本件施設のプラント
の設計・建設を行う
者の要件

本件施設のプラントの設計・建設を行う者の要件として
「ⅰ～ⅲに示す要件をすべて満たす建設実績を元請けとし
て有すること。」となっておりますが、様式集（様式2-
5）の「入札参加資格要件確認書その２」の１には、「施
設の設計・建設実績」とあります。後者（様式集）は誤記
という理解でよろしいでしょうか。
また、様式集（様式2-5）の「入札参加資格要件確認書そ
の２」の「２．施設の運転・維持管理実績」についても記
載が必要でしょうか。

前段については、ご理解のとおりです。

後段については、ご指摘部分の記載は不要です。

5 入札説明書 22 Ⅳ 4 (２) イ
（ イ
ア）

④

 本件施設の建築物等
 の設計を行う者の要
 件
本件施設のプラント
の設計・建設を行う
者の要件

「清掃施設工事業に係る監理技術者資格者証を有する者を
本工事に専任で配置」と記載がありますが、入札参加資格
審査時点では、複数の技術者を申し出てもよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。複数の技術者を申し出る場合には、
それぞれの技術者で監理技術者資格の免状の写し等を提出
してください。

6 入札説明書 23 IV 4 (２) イ （ウ）
本件施設の建築物等
の建設を行う者の要
件

入札参加資格審査にあたり、「本件施設の建築物等の建設
を行う者の要件」を全て満たす１社を申請すれば、その他
の協力企業等の申請は必要ないものと考えてよろしいで
しょうか。

構成員及び協力企業となる者については、様式2-4③及び
共通の参加資格要件を満たす添付資料を提出してくださ
い。

7 入札説明書 23 IV 4 (２) イ （エ） ①

運営事業者から本件
施設又は複合施設の
運営・維持管理業務
を受託する者の要件

運営事業者から本件施設又は複合施設の運営・維持管理業
務を受託する者の要件として「ⅰ～ⅲの要件をすべて満た
す実績を元請けとして有すること」と記載ありますが、様
式集（様式2-5）の「入札参加資格要件確認書その２」の
「２．施設の運転・維持管理実績」に記載すればよろしい
でしょうか。
また、「１．施設の設計・建設実績」についても記載が必
要でしょうか。

前段はご理解のとおりです。

後段については、ご指摘部分の記載は不要です。

8 入札説明書 23 Ⅳ 4 (２) イ （エ） ②

運営事業者から本件
施設又は複合施設の
運営・維持管理業務
を受託する者の要件

現場総括責任者の配置予定者として、入札参加資格申請時
点では、複数名を申し出てもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。複数の配置予定者を申し出る場合に
は、それぞれの配置予定者で必要な資格者を配置できるこ
とを証明する書類を提出してください。
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№ 資料名 頁 タイトル 質問内容 質問回答項目

9 入札説明書 23 IV 4 (２) イ （エ） ③

運営事業者から本件
施設又は複合施設の
運営・維持管理業務
を受託する者の要件

運営事業者から本件施設又は複合施設の運営・維持管理業
務を受託する者の要件として「事業者の責務を達成するた
めに必要な資格者を配置できること」となっております
が、具体的な資格名称をご提示いただけますでしょうか。

要求水準書運営・維持管理業務編　第２章第２節表2.1に
示す内容を満たすことが分かる資料を提出してください。

10 入札説明書 24 Ⅳ 4 (２) ウ （ア）
参加資格確認基準日
について

『参加資格確認基準日とは入札参加資格審査書類提出日と
する』とありますが、参加資格要件を満たしているかを確
認するための基準となる日が入札参加資格審査書類提出日
との理解でよろしいでしょうか。

参加資格の確認には、ご指摘項目を含め次項(ｲ)及び次々
項(ｳ)を含みます。

11
入札説明書修正箇所一
覧

「平成28・29年度鶴岡市競争入札参加資格者名簿」への登
録、登載との記載がありますが、本事業の入札参加資格審
査書類提出（平成29年6月9日）時点で当該名簿へ登録、登
載されている事業者も含まれるという理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

12 様式集
（様式2-1）入札参
加資格審査申請書

「構成企業」記載欄への契約社印の押印は不要との理解で
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

13 様式集
（様式2-2） 入札参
 加資格審査申請書応
募者の構成

様式に記載する代表者名及び使用印鑑は、鶴岡市様の入札
参加資格申請時において受任者を設定している場合は、そ
の受任先（支店・支社名）、受任先所在地、受任者名およ
び受任者の登録印を用いるとの理解でよろしいでしょう
か。
また他の様式について、同様の理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

14 様式集
（様式2-2①～②）
応募者の構成

構成企業毎に書式を複数ページで作成してもよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

15 様式集
（様式2-3）委任状
（代表企業）

構成企業毎に書式を複数ページで作成してもよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

16 様式集
（様式2-3）委任状
（代表企業）

委任状については、本様式１枚に連名で全ての構成員、協
力企業分の委任状を作成するのではなく、構成員、協力企
業１者あたり１枚、代表企業への委任状を作成することで
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

17 様式集
（様式2-4①～④）
入札参加資格要件確
認書その1

応募者のうち１社が複数の業務に関して入札参加資格審査
申請を行う場合、「1.共通の入札参加資格要件」の添付資
料は、兼任する業務の数だけ必要なのではなく、１企業に
つき１式を添付するとの理解してよろしいでしょうか。

ご指摘のような兼任の場合でも、入札参加資格要件毎に添
付してください。

18 様式集
（様式2-4①～④）
入札参加資格要件確
認書その1

一つの企業が二つ以上の役割を担う場合（例えば、代表企
業が「本施設の建築物等の設計を行う者」や「本件施設の
建築物等の建設を行う者」を兼ねる場合）、「共通の入札
参加資格要件」を証明する書類は、まとめて1部を提出す
ればよろしいでしょうか。

本表No.17を参照してください。
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№ 資料名 頁 タイトル 質問内容 質問回答項目

19 様式集
（様式2-4①～④）
入札参加資格要件確
認書その1

「共通の参加資格要件　添付資料①会社概要」について
は、パンフレット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。

20 様式集
（様式2-4①～④）
入札参加資格要件確
認書その1

「共通の参加資格要件　添付資料　②法人税納税証明書、
③法人住民税納税証明書、④法人事業税納税証明書、⑤消
費税納税証明書」については、それぞれ未納税額がないこ
との証明書を添付することでよろしいでしょうか。

②法人税納税証明書、③法人住民税納税証明書、④法人事
業税納税証明書、⑤消費税納税証明書については、納税証
明書その３の３により提出してください。

21 様式集
（様式2-4①～④）
入札参加資格要件確
認書その1

「共通の入札参加資格要件①～ ⑧⑦の書類を提出できない
者は、その理由を付した申立書及び定款、会社登記簿謄本
を提出すること」とありますが、会社法に基づく連結計算
書類の作成義務がない者や連結対象会社を持たない者が
「 ⑧⑦連結決算の貸借対照表及び損益計算書」を提出でき
ない場合でも、その旨を付した申立書他を提出する必要が
あるという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

22 様式集
（様式2-4①～④）
入札参加資格要件確
認書その1

入札参加資格要件を満たす企業以外で入札に参加する構成
員及び協力企業については、「共通の参加資格要件　添付
資料①～ ⑧⑦）に示す書類のみを提出することでよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

23 様式集
（様式2-4①～④）
入札参加資格要件確
認書その1

納税証明書は、原本の写しをご提出するとの理解でよろし
いですか。

ご理解のとおりです。

24 様式集
（様式2-4①～④）
入札参加資格要件確
認書その1

本店所在地の納税証明書をご提出するとの理解でよろしい
でしょうか。

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により、また、法人事業税、法人住民税の納税証明書
本店所在地の納税証明書により提出してください。

25 様式集
（様式2-4①～④）
入札参加資格要件確
認書その1

②法人税納税証明書、⑤消費税納税証明書は、本店所在地
の納税証明書（その3の3「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）を提出するとの理
解でよろしいでしょうか。

本表No.24を参照してください。

26 様式集
（様式2-4①）入札
参加資格要件確認書
その1

2項「当該業務を行う者の参加資格要件添付資料①」につ
いて経営事項審査結果通知書の写し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。

27 様式集
（様式2-4①）入札
参加資格要件確認書
その1

2項「当該業務を行う者の参加資格要件添付資料②」につ
いて、資格申請書類の受理票の写しでよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。
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№ 資料名 頁 タイトル 質問内容 質問回答項目

28 様式集
（様式2-4①）入札
参加資格要件確認書
その1

鶴岡市様の入札参加資格名簿の清掃施設工事の登載者であ
ることを証明する書類とは、入札参加資格申請時に受領し
た契約管財課の受付印押印の受理票（建設工事）の写しで
よろしいでしょうか。
また、その他各業務の参加資格要件で求められている鶴岡
市様の入札参加資格者名簿の登載確認においても同様に、
入札参加資格申請時に受領した契約管財課の受付印押印の
受理票の写しをご提出するとの理解でよろしいでしょう
か。

前段については、本表No.27を参照してください。

後段については、ご理解のとおりです。

29 様式集
（様式2-4①）入札
参加資格要件確認書
その1

2項「当該業務を行う者の参加資格要件添付資料③」につ
いては、様式2-5　1項の添付書類と同一（「設計・施工の
受注実績を証明する契約書の鑑の写し」）との理解でよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

30 様式集
（様式2-4①）入札
参加資格要件確認書
その1

2項「当該業務を行う者の参加資格要件添付資料④」につ
いては、監理技術者資格者証の写しでよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

31 様式集
（様式2-4①）入札
参加資格要件確認書
その1

①本件施設のプラントの設計・建設を行う者の要件に『④
建設業法における清掃施設工事業に係る監理技術者資格者
証を有する者を本工事に専任で配置できることを証明する
書類』を添付書類として提出するようになっております。
本書類の提出から本契約まで1年近い期間があるため、選
任した者を後日変更することは可能と考えてよろしいで
しょうか。もしくは複数人を選任する、行政より発行され
た「経営規模等評価結果通知書(経審）」等により複数名
の技術者(有資格者)が在籍している旨を証明する書類、の
提出でもよろしいでしょうか。

申請時において特定できない場合は、複数人を配置予定者
として提出してください。複数人を選任する場合、免状の
写しを提出してください。

32 様式集
（様式2-4②、③）
入札参加資格要件確
認書その1

連結決算を有しない企業の場合、申立書及び定款、登記簿
謄本を提出するとの理解でよろしいでしょうか。
また、申立書の指定様式および必要事項、押印の要否をご
教示願います。

前段については、ご理解のとおりです。
後段については、申立書の指定様式及び必要事項は任意で
作成いただき、提出してください。押印については当該企
業の押印が必要です。

33 様式集
（様式2-4③）入札
参加資格要件確認書
その1

2項「当該業務を行う者の参加資格要件添付資料①」につ
いて、入札参加資格書類受理票の写しでよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

34 様式集
（様式2-4③）入札
参加資格要件確認書
その1

市内に本社があることを証明する書類は、登記簿謄本の写
しを添付するとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

35 様式集
（様式2-4③）入札
参加資格要件確認書
その1

2項「当該業務を行う者の参加資格要件添付資料②」につ
いて、「共通参加資格要件の添付資料①会社概要」と同一
との理解でよろしいでしょうか。（登記簿謄本を添付する
ことでよろしいでしょうか）

本表No.34を参照してください。
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№ 資料名 頁 タイトル 質問内容 質問回答項目

36 様式集
（様式2-4③）入札
参加資格要件確認書
その1

2項「当該業務を行う者の参加資格要件添付資料①」につ
いて経営事項審査結果通知書の写し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。

37 様式集
（様式2-4④）入札
参加資格要件確認書
その1

2項「当該業務を行う者の参加資格要件添付資料①」につ
いては、様式2-5　2項の添付書類と同一（「運転・維持管
理の受注実績を証明する契約書の鑑の写し」）との理解で
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

38 様式集
（様式2-4④）入札
参加資格要件確認書
その1

2.当該業務を行う者の参加資格要件のうち、①運営・維持
管理業務実績を証明する書類は、（様式2-5）入札参加資
格要件確認書その２（2.施設の運営・維持管理実績）を提
出すればよいとの理解でよろしいでしょうか。

本表No.37を参照してください。

39 様式集
（様式2-4④）入札
参加資格要件確認書
その1

2項「当該業務を行う者の参加資格要件添付資料②」につ
いて、総括責任者として業務を行ったことを証明する書類
について次の書類を添付することでよろしいでしょうか。
① 契約書の写し
② 業務体制図の写し(総括責任者の氏名が記載されている
もの)

ご理解のとおりです。

40 様式集
（様式2-4④）入札
参加資格要件確認書
その1

2.当該業務を行う者の参加資格要件のうち、②廃棄物処理
施設技術管理者の証明する書類は、(様式2-6）入札参加資
格要件確認書その３を提出すればよいとの理解でよろしい
でしょうか。

本表No.39を参照してください。

41 様式集
（様式2-4④）入札
参加資格要件確認書
その1

2項「当該業務を行う者の参加資格要件③」については、
配置予定の廃棄物処理施設技術管理者（ごみ処理施設）の
有資格者について提出することでよろしいでしょうか。
（様式2-6で提出する内容と同じもの）

ご指摘部分の書類として、要求水準書運営・維持管理業務
編　第２章第２節表2.1に示す内容を満たすことが分かる
資料を提出してください。

42 様式集
（様式2-4④）入札
参加資格要件確認書
その1

2.当該業務を行う者の参加資格要件のうち、③本件施設又
は複合施設の運営・維持管理にあたり、事業者の責務を達
成するために必要な資格者を配置できることを証明する書
類は、(様式2-6）入札参加資格要件確認書その３を提出す
ればよいとの理解でよろしいでしょうか。

本表No.41を参照してください。

43 様式集 1 ⑥
（様式2-4④）入札
参加資格要件確認書
その1

直近３期分について御質問いたします。弊社は４月末決算
の為、H28年度分の書類は6月9日までには間に合いませ
ん。直近３期分は、H25・H26･H27年度分でよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

44 様式集
（様式2-5）入札参
加資格要件確認書そ
の2

様式中、※にて「記載する実績は、１件のみとしてくださ
い。」とありますが、「入札説明書Ｐ２２　Ⅳ．４．
（２）、イ　（ア）　本件施設のプラントの設計、建設を
行う者の要件」として求められている受注実績の件数は複
数件以上とあります。
複数件の受注実績を証明するために、入札参加資格要件確
認書に記載する施設の設計・建設実績の記載方法は１つの
表に１件、合計２表以上を作成し、証明する契約書類等も
該当実績毎に添付するとの理解でよろしいでしょうか。

前段については、様式2-5のご指摘部分は誤記です。

後段については、ご理解のとおりです。
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№ 資料名 頁 タイトル 質問内容 質問回答項目

45 様式集
（様式2-5）入札参
加資格要件確認書そ
の32

受注実績の証明書で契約書（抜粋）の写しを添付します
が、契約書の鑑の写しだけでは仕様の確認が出来ない場
合、パンフレットを添付するとの理解でよろしいでしょう
か。

ご指摘の書類を含め、施設の仕様を確認可能な書類を提出
してください。

46 様式集
（様式2-6）入札参
加資格要件確認書そ
の3

『1系列あたり90日間以上の連続運転実績』については施
設設置者（自治体関係者）が連続運転実績について証した
任意の書類でもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

47 提出書類の作成要領 5 2 (2)
資格審査申請書に関
する提出書類

A4縦長左綴じで片面印刷により提出するとの記述がありま
すが、添付資料で会社概要、パンフレット等を付ける場合
は、会社で作成されている独自の様式（両面印刷、A3版有
り）のものを添付するとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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