
No. 資料名 頁
質問項目

（タイトル）
内容 回答

1 実施方針 12 第3 3 (1) イ (イ)
入札説明書との
記載内容の確認

「～設計の全部または一部～建設コンサルタ
ントが行う場合」と記載されていますが、入
札説明書P5　＊A’　では「～設計の全部また
は一部～構成員が行う場合」という記載に
なっております。どちらが正しい表記でしょ
うか。

「設計に係る構成員」とは、入札説明書　2頁
その他（４）に示すとおり、コンサルタント
が本事業に関する設計を担う構成員である場
合を指します。ご質問の入札説明書と実施方
針の記載内容は、同じ意味を示しています。

2 入札説明書 3 2 (3)

単独企業又は共
同企業体の各構
成員（代表者を
含む）の共通の

条件

「(2)～当該工事期間中に監理技術者又は主任
技術者を専任配置すること。」とあります
が、工場製作期間の監理技術者又は主任技術
者は非専任との認識で宜しいでしょうか。

本事業の設計で受注者が作成する施工の工程
表等により、専任が不要である期間が明確と
なっている場合は、本市と協議のうえ、非専
任を認める場合があります。なお、長期の工
場製作期間が想定されるプラント設備工事に
おいて、工場製作期間と現場施工期間が明確
に区分されている場合、通常の工事と同様に
専任を要しません。

3 入札説明書 4 資格 （1） (a) 技術者配置期間

建築設計業務の担当技術者として一級建築士
を配置しますが、配置期間は設計期間終了ま
でであり、施工期間は含まれないとの理解宜
しいでしょうか。

設計業務の要件としては、ご理解のとおりで
す。
なお、施工期間においても、計画通知の内容
変更等、一級建築士の配置を要する必要が生
じた場合は、適切な対応を求めます。

4 入札説明書 4 資格 （1） (a)
技術者配置届様

式

建築設計業務の担当技術者として一級建築士
を配置しますが、技術者届の様式をご教示く
ださい。

担当技術者として一級建築士を配置する場
合、配置予定設計技術者届（様式第2-8号）に
適宜欄を追加のうえ提出してください。

5 入札説明書 4
技術者配置の

確認

土木工事、建築工事、機械設備工事のうち1工
種の施工業務の実施を担う者が、土木、建
築、機械設備の設計を行う場合、設計に係る
技術者配置は以下（計3名）で問題ないと考え
て宜しいでしょうか。
●管理技術者　兼設計主任技術者（土木設
計・建築設計・機械設計を兼務）
：A氏（技術士）
●照査技術者（土木設計・建築設計・機械設
計を兼務）
：B氏（技術士）
●担当技術者（建築設計）
：C氏（一級建築士）

ご質問の技術士は、入札説明書に記載する資
格要件を満たしているものとして回答しま
す。
ご質問の条件に加えて、設計の一部を委託し
ない場合であれば、ご質問の技術者の配置で
要件は満たしています。
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6 入札説明書 5 （１） （ｃ） （２）

設計業務の管理
技術者、設計主
任技術者、照査

技術者

土木設計を構成員が分割分担して行う場合、
構成員はそれぞれ管理技術者、設計主任技術
者、照査技術者の配置が必要なのでしょう
か。それとも分割されたどちらかの構成員
は、担当技術者の配置のみでよろしいので
しょうか。

実施方針（案）に関する質問に対する回答
No.18のとおり、本工事に関する設計とは、土
木工事、建築工事、機械設備工事及び電気設
備工事の工事単位の設計を指しており、この
設計に複数の管理技術者及び設計主任技術者
を立てることは想定していません。
例えば、ある設計を施工業務の実施を担う構
成員の2社で行う場合、設計の主たる部分を行
う者は設計技術者の配置を要しますが、もう
一方の者は設計技術者の配置を要しません。

7 入札説明書 5 （１） （ｃ） （２）

設計業務の管理
技術者、設計主
任技術者、照査

技術者

本工事の土木設計の「管理技術者、設計主任
技術者、照査技術者」は、当工事と他の土木
工事の兼務は可能でしょうか。

土木設計に限らず、本事業の管理技術者、設
計主任技術者、照査技術者は、専任を要しま
せん。

8 入札説明書 5 （１） （ｃ） （２）
施工業務におけ
る主任技術者

（監理技術者）

本工事の土木設計の「管理技術者、設計主任
技術者、照査技術者」の配置期間は、土木工
事の設計期間と考えてよろしいでしょうか。

土木設計に限らず、本事業の管理技術者、設
計主任技術者、照査技術者は、設計業務のす
べてが完了するまで配置を求めます。
なお、施工期間においても、設計技術者の配
置を要する必要が生じた場合は、適切な対応
を求めます。

9 入札説明書 5 （１） （ｃ） （２）
施工業務におけ
る主任技術者

（監理技術者）

本工事の土木・建築の施工業務の「主任技術
者(監理技術者）」は、土木工事、建築工事毎
に配置が必要でしょうか。

ご理解のとおりです。

10 入札説明書 5 （１） （ｃ） （２）

施工業務におけ
る現場代理人、
主任技術者（監

理技術者）

本工事の施工業務の「現場代理人」は、土木
工事、建築工事施工時には、土木担当から建
築担当へ交代は可能でしょうか。それとも、
施工時は1名の現場代理人が通期での配置とな
るのでしょうか。

本事業において、現場代理人は1名を配置して
ください。現場代理人の変更は原則認められ
ませんが、本事業は契約期間が長期に及ぶた
め、変更が必要となることも想定されること
から、本市と協議のうえ、変更を認める場合
があります。なお、工期途中での交代は必要
最小限とする必要があり、交代する場合で
あっても、交代前後における現場代理人の技
術力が同等以上に確保されるとともに、一定
期間重複して工事現場に配置する等により、
工事の継続性、品質確保等に支障がないと認
められることが必要です。
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11 入札説明書 5 （１） （ｃ） （２）
施工業務におけ
る現場代理人

本工事の土木・建築の施工業務の「主任技術
者(監理技術者）」は、本工事の施工業務の
「現場代理人」と兼務は可能でしょうか。

兼務することが可能です。

12 入札説明書 5 2 (3)

本工事に関する
設計を施工業務
の実施を担う者
が行う場合に単
独企業又は構成
員に必要な資格

*A

©文中に「管理技術者、設計主任技術者及び照
査技術者は他の工事の設計を兼務することが
できるものとする。」とありますが、ここで
いう「他の工事」とは「本事業における土木
工事、建築工事、機械設備工事あるいは電気
設備工事」のことを指しているという理解で
宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

13 入札説明書 5 2 (3)

本工事に関する
設計の全部又は
一部を設計に係
る構成員が行う
場合、又は設計
の一部を委託す
る場合の設計受
託者に必要な資

格 *A’

ここ（左記）で記載されている「設計に係る
構成員」とは、実施方針別紙1にある「設計企
業」を指しており、施工業務の実施を担う者
が設計業務を行う場合、ここでいう「設計に
係る構成員」には当たらないという理解で宜
しいでしょうか。

No.1の回答を参照ください。そのうえで、施
工業務の実施を担う者が設計業務を行う場合
は、設計に係る構成員には該当しません。

14 入札説明書 5 資格 （1） (b)
監理技術者、設
計主任技術者の
資格について

施工業務における現場代理人、主任技術者
（監理技術者）および専門技術者が、管理技
術者および設計主任技術者を兼務できると記
載がありますが、そのときの資格についてご
教示ください。

施工業務における現場代理人、主任技術者
（監理技術者）および専門技術者に必要な要
件を満たしたうえで、入札説明書　5頁（b）
ア～ウ（建築設計のみを行う構成員は一級建
築士でも可）に示す要件のいずれかを満たす
必要があります。

15 入札説明書 10 ６ （２） イ

特定建設工事共
同企業体協定書
第8条に基づく協

定書

分担工事と分担工事額の記載欄があります
が、7月5日期限の申請時に見積金額が確定し
ていない場合はどのようにすればよいです
か。また、その場合は技術提案書、技術提案
に対応した設計数量及び見積書を提出する期
限である9月5日に提出すればよろしいでしょ
うか。

特定建設工事共同企業体協定書第8条に基づく
協定書は、落札者となった場合に提出してく
ださい。
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16 入札説明書 11 6 *D 申請方法

提出書類は紙媒体と理解しますが、当該書類
を紙ファイルもしくはキングファイルに綴じ
て提出するなど、何か特段の指定はございま
すでしょうか。

特段の指定はありません。

17 入札説明書 12 6 *K *L 技術者の要件

配置予定設計技術者及び配置予定技術者は
「直接的雇用関係にあること」と記載があり
ますが、100％出資の親会社より出向として受
入れている出向者を候補者として提出するこ
とは可能（認められる）でしょうか。

出向者が出向先と雇用契約を結んでおり、か
つ、出向元と雇用契約が存在しない場合（移
籍型出向）、出向者は出向先と直接的雇用関
係にあるとみなします。
出向者が出向先及び出向元双方と雇用契約を
結んでいる場合（在籍型出向）、出向先と直
接的雇用関係にあるとみなしません。

18 入札説明書
11
13

6
*M

(10) － － －

配置予定
維持管理

総括責任者届
（様式第2-10

号）

様式第2-10号の補足として、
*Mに「入札後、契約の相手方となった者は、
入札時において
提出していた配置予定維持管理総括責任者の
中から、実際に配置する者を選定するこ
と。」とありますが、維持管理業務の開始は
令和11年4月又は事業者が提案した2系水処理
施設の供用開始後と相当の期間が空くことに
なります。

配置予定維持管理総括責任者が退職・死亡す
るなどのやむを得ない事情が発生した場合
や、維持管理業務の開始時点でより適任の者
がある場合には、実際に配置する総括責任者
は、配置予定維持管理総括責任者から変更可
能という理解でよろしいでしょうか。

原則、配置予定維持管理総括責任者届にて提
出した候補者から実際に配置する者を選定し
てください。ただし、やむを得ない事情等、
本市と協議のうえで変更を認める場合があり
ます。

19 様式集 第2-1号 グループの名称

グループの名称に文字数制限はございますで
しょうか。

文字数制限はありません。

20 様式集
第2-2-2

号
当共同企業体の

名称

共同企業体の名称に文字数制限はございます
でしょうか。

文字数制限はありません。
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21 様式集

特定建設工事共
同企業体協定書
第8条に基づく協

定書

入札参加資格の審査の申請時、見積書提出時
及び入札書提出時には、特定建設工事共同企
業体協定書第8条に基づく協定書の提出は不要
との理解で宜しいでしょうか。
万が一、提出を求められたとしても、入札参
加資格の審査の申請時には分担工事額は決定
しておりません。
上記を前提として、提出時期をご教示くださ
い。

No.15の回答を参照ください。

22 様式集
第2-2-3

号
当共同企業体の

名称

共同企業体の名称に文字数制限はございます
でしょうか。

文字数制限はありません。

23 様式集 第2-3号
業者番号につい

て

「～業者番号（特定建設工事共同企業体の場
合は、構成員の業者番号と出資比率を列記す
ること）」とありますが、乙型JVを組成の場
合、どのように記載すればよいのでしょう
か。
また、本様式は事業全体への参加を申請する
位置づけの書類と理解しますが、工事に係る
共同企業体構成員のみの記載でよろしいので
しょうか。

出資比率の記載は不要です。
業者番号は入札に参加するすべての企業のも
のを記載してください。

これについて、様式第2-3号を一部修正しま
す。

24 様式集
第4-1-13

号

企業の社会性
（建設、維持管
理実績）に関す

る提案書

処理能力1万m3/日以上の下水処理場の土木・
建築工事は、増築・改築工事も含まれます
か。

新設、更新に限ります。

25 様式集
第4-1-13
号の別紙

施工実績調書

増築・改築工事の場合は建設期間は、弊社が
受注した工期でよろしいですか。

単独または共同企業体（構成員の中で最大の
出資比率を有するもの）において受注した工
期を記載してください。
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