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番号 資料名 頁 項目番号 項目名 質問内容 回答

1 入札説明書 2 2 (4) 工期

工期の開始が、「本契約成立後発注者の
指定する日」となっていますが、平成28
年10月1日以降の日と理解してよろしい
でしょうか。

平成28年10月1日以降とは限りません。
具体的には、議会議決日(本契約成立)以
降となります。

2 入札説明書 4 3 (2)
契約締結までの
スケジュール

「スケジュールは、入札書類提出状況、
審査の状況により変更する場合がある」
と記載されています。入札書類提出期限
が非常に厳しいスケジュールであり、提
出期限について1ヶ月程度の延長は可能
で しょうか。

入札説明書に記載されている日程のとお
りとします。

3 入札説明書 6 4
(12)
(13)

入札参加資格

専任の監理技術者と補佐するものの2名
を配置すると記載ありますが、清掃施設
工事、機械器具設置工事の監理技術者資
格証をもつ1名を配置することでも可能
でしょうか。

不可とします。
配置する技術者については、入札説明書
に記載する資格を有している技術者をそ
れぞれ配置してください。

4 入札説明書 6 4 (12) 入札参加資格

監理技術者は「要求水準書P35第1章第11
節29（1）」に記載の通り、工場製作の
みの施工から現場施工へ移行する場合に
途中交代可能であると考えてよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。
ただし、その時期以外での交代は認めま
せん。

5 入札説明書 6 4 (12) 入札参加資格

監理技術者が途中交代可能であるとした
場合、交代前後の２名分の配置予定技術
者調書を提出する必要があるということ
でしょうか。

お見込みのとおりです。
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6 入札説明書 6 4 (12) 入札参加資格

現場代理人は、監理技術者と兼務可能で
あると考えてよろしいでしょうか。また
現場代理人においても、監理技術者と同
様に「要求水準書P35第1章第11節29
（1）」に記載の通り、工場製作のみの
施工から現場施工へ移行する場合に途中
交代可能であると考えてよろしいでしょ
うか。

お見込みのとおりです。
ただし、その時期以外での交代は認めま
せん。

7 入札説明書 6 4 (13) 入札参加資格

機械器具設置工事の技術者は全工期間に
おいて非専任でよろしいでしょうか。ま
たは、全工期間において専任が必要で
しょうか。それとも機械器具設置工事が
行われている期間においてのみ専任配置
が必要でしょうか。

機械器具設置工事の技術者については、
全工期間において専任を求めておりませ
んが、専任を妨げるものではありませ
ん。

8 入札説明書 6 4 (13) 入札参加資格

機械器具設置工事に係る監理技術者の配
置は、機械設備工事の期間に専任・常駐
との理解で宜しいでしょうか。

機械器具設置工事の技術者については、
全工期間において専任を求めておりませ
んが、専任を妨げるものではありませ
ん。

9 入札説明書 6 4 (13) 入札参加資格

機械器具設置工事の技術者はコリンズ登
録の義務はありますでしょうか。

機械器具設置工事の技術者については、
配置の状況に応じてコリンズの登録をし
てください。

10 入札説明書 7 5 (4) 著作権

入札書類の著作権で本工事において当市
が必要と認める場合は無償で使用とあり
ますが、本工事において必要と予測され
る具体的なものがあればご教示下さい。

現時点、具体的なものは提示できません
が、入札説明書に記載しているとおり、
使用する場合は、入札参加者と協議しま
す。
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11 入札説明書 7 6 (1) ウ 入札説明書等の配布

要求水準書をMicrosoft Wordで配布して
頂けないでしょうか。

Microsoft Wordでの配布は予定していま
せん。

12 入札説明書 8 6 (3) ウ (ｴ) a 参考資料

「別府市汚泥再生処理センター(仮称)建
設工事生活環境影響調査書」も配布して
頂くことは可能でしょうか。

配布を希望される場合は、入札参加資格
審査申請書を提出する際にお渡ししま
す。なお、郵送にて提出する場合は、
400円切手を貼付し、宛名を明記した返
信用封筒（角型2号）を同封してくださ
い。

13 入札説明書 8 6 (3) ウ (ｴ) b 配付形態

配布される電子データとはPDF形式で
しょうか。また、PDF形式である場合
は、現況図については作図ソフト形式
(AutoCAD等)で配布して頂くことは可能
でしょうか。

既設図面と地質調査報告書はPDF形式の
ファイルで、測量図面はDXF形式のファ
イルで配布します。

14 入札説明書 8 6 (4) ア (ｲ)
第2回（要求水準書
等に関する事項）

受付期間が5月2日～5月6日となっていま
すが、前倒しをお願いできないでしょう
か。

入札説明書に記載されている日程のとお
りとします。

15 入札説明書 9 6 (5) ア (ｲ)
第2回（要求水準書
等に関する事項）

回答が5月19日からとなっていますが、
前倒しをお願いできないでしょうか。

入札説明書に記載されている日程のとお
りとします。
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16 入札説明書 11 6 (9) ア (ｵ) d (a)　全体配置図

緑化率を算定する為の敷地面積は、要求
水準書　添付資料－１の「工事範囲」か
ら別途工事の北側道路部分を除いた部分
の面積の考えで宜しいでしょうか。

施設建設範囲から北側の新設道路計画
（別途施工）及び東側の道路拡幅計画
（別途施工）の部分を除いた敷地面積で
緑化率を算定してください。

17 入札説明書 12 6 (9) オ 提出部数

「※上記(ｴ)及び(ｵ）について・・・左
綴じ（ステープラー）とし、」とありま
すが、書類の厚さに応じてファイル等に
綴じても宜しいでしょうか。

可とします。

18 入札説明書 12 6 (9) オ 提出部数

「※上記(ｴ)及び(ｵ）について・・・文
字の大きさは12ptを原則とする」と原則
指定がありますが、フォント等の指定は
特に無いと考えて宜しいでしょうか。

文字の大きさは12ptを原則としますが、
強調したい文字のサイズアップは可とし
ます。また、フォント名、スタイル及び
色等の装飾も可とします。

19 入札説明書 12 6 (9) オ
(ｴ)
(ｵ)

技術提案書
技術提案図書

文字の大きさは12ptを原則とするとあり
ますが、強調したい文字の適度なサイズ
アップ・太文字化・着色などの装飾は可
能でしょうか。

文字の大きさは12ptを原則としますが、
強調したい文字のサイズアップは可とし
ます。また、フォント名、スタイル及び
色等の装飾も可とします。

20 入札説明書 12 6 (9) オ
(ｴ)
(ｵ)

技術提案書
技術提案図書

ご提出する電子データ1式は、正本の電
子データをご提出するとの理解で宜しい
でしょうか。

電子データ1式についても、正・副の提
出をお願いします。
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21 入札説明書 12 6 (9) オ
(ｴ)
(ｵ)

技術提案書
技術提案図書

提出図書要領において、左綴じ(ステー
プラー)となっていますが、提出書類・
図面の枚数等で厚みが増す場合は、2穴
ファイル綴じでもよろしいでしょうか。

可とします。

22 入札説明書 12 6 (9) オ
(ｴ)
(ｵ)

技術提案書
技術提案図書

「・・・日本工業規格A4版縦置き横書き
左綴じ（ステープラー）とし、・・・」
とありますが、キングファイル製本でも
宜しいでし ょうか。

可とします。

23 様式集 -
1　提出書類
入札参加資格提出届
他

人事異動によりH28年度からの代表者か
らの年間委任受任者が変更しておりま
す。
契約検査課へ変更届を提出して申請中で
すが、申請する者の氏名で入札参加申請
等手続きしても宜しいでしょうか。

各申請書類については、「別府市が発注
する工事契約に係る競争入札に参加する
者に必要な資格及び資格審査の申請の時
期等に関する告示（昭和55年別府市告示
第176号）」の入札参加資格の認定状況
に応じて申請をしてください。

24 様式集 - 1  提出書類

様式5-1～5-11の枚数制限について各項
目1枚以上、40枚以内であれば、各項目
枚数の上限はないと理解してよろしいで
しょうか。

様式5-1～5-11については、全体40枚以
内の枚数制限で、各項目1枚以上となり
ます。

25 様式集 - 1 提出書類

技術提案書のデータ形式が｢MS-Excel｣と
記載されておりますが、入札説明書P.12
にあるようにWord、Excelのどちらでも
良いものと解釈してよろしいでしょう
か。

様式の体裁を満たせば、Word若しくは
Excelでの提出を可とします。
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26 様式集 - 1 提出書類

表中の技術提案書で「様式任意　技術提
案図書」とは、どのような提案内容で
しょうか。

入札説明書10ページに記載する6の(9)の
アの(ｵ)の内容です。

27 様式集 -
様式3-3
誓約書

誓約書は受任者の記名・捺印ではなく、
代表者（代表取締役）の記名・捺印が必
要なのでしょうか。

代表者（代表取締役）の記名・押印が必
要です。

28 様式集 -

様式5-4a
維持管理費の内訳
(下水道放流時）
様式5-4ｂ
維持管理費の内訳
(河川放流時）

本内訳には施設を運転管理する人員数、
人件費の記入欄がありませんが、人員
数、人件費の費用は見積範囲外と考えて
宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

29 様式集 -

様式5-4a
維持管理費の内訳
(下水道放流時）
様式5-4ｂ
維持管理費の内訳
(河川放流時）

本内訳の電力で、電力自由化に伴い電力
費が安価となる場合、電力費についての
技術提案をしても宜しいでしょうか。

九州電力株式会社　産業用電力の料金を
参考に提案してください。

30 様式集 -

様式5-4a
維持管理費の内訳
(下水道放流時）
様式5-4ｂ
維持管理費の内訳
(河川放流時）

維持管理費の内訳に表記されている項目
の「電力費、薬品費等（活性炭含む）そ
の他」、以外があればその他の欄に追記
することでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
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31 様式集 -
様式5-5a
点検・整備費の内訳

表中に記載されている各費用を計上する
範囲・内容等の定義があれば御教授くだ
さい。

維持管理上必要な範囲・内容の全てを網
羅したうえで、内容等の欄に詳細をご記
入ください。

32 様式集 -
様式5-5a
点検・整備費の内訳

『定期点検費』の表記がありますが、こ
の定期点検費は補修工事が必要な機器を
選定する為に行う点検と考えて宜しいで
しょうか。

「定期点検費」はメーカー等が行う定期
的な点検、それに伴う消耗品取り替え等
を含んだものを想定しています。

33 様式集 -
様式5-5a
点検・整備費の内訳

『その他修繕費』の表記がありますが、
その他の修繕費は補修工事費以外で、ど
の様な修繕をお考えか御教示下さい。

補修工事費は大規模な整備や更新等を想
定し、その他修繕費は補修工事以外の小
規模な修繕を想定しています。

34 様式集 -
様式5-5a
点検・整備費の内訳

『予備品費』の表記がありますが、本工
事にて納入した予備品が無くなった場合
に補填する予備品なのか、またはそれ以
外で別の予備品等をお考えなのか、予備
品の定義をご教示下さい。

本工事にて納入した予備品が無くなった
場合に補填する予備品を想定していま
す。

35 様式集 -
様式5-5a
点検・整備費の内訳

『消耗品費』の表記がありますが、消耗
品は補修工事に含むものとして考えて宜
しいでしょうか。御教示下さい。また、
消耗品の定義についても御教示下さい。

定期点検及び補修工事等で交換する消耗
品は含みません。市が行う日常の維持管
理で交換する消耗品を想定しています。
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36 様式集 -
様式5-5a
点検・整備費の内訳

『法定点検費』の表記がありますが、法
定点検費の中に放流水等の水質分析の費
用は含まないものとして考えて宜しいで
しょうか。御教示下さい。

お見込みのとおりです。

37 様式集 -
様式5-5a
点検・整備費の内訳

最下段に『※対象は建築設備を除くプラ
ント機器』の表記がありますが、各水槽
の浚渫や槽清掃に伴う汚泥処分、各水槽
の防食塗装補修等は本見積の範囲外と考
えて宜しいでしょうか。御教示下さい。

お見込みのとおりです。

38 様式集 -
様式5-5a
点検・整備費の内訳

最下段に『※対象は建築設備を除くプラ
ント機器』の表記がありますが、し尿
用・生ゴミ用の受入室出入口扉は機械設
備の範囲と考えて宜しいでしょうか。御
教示下さい。

お見込みのとおりです。

39 様式集 -
様式5-5a
点検・整備費の内訳

最下段に『※対象は建築設備を除くプラ
ント機器』の表記がありますが、法定点
検費に消防設備点検やエレベータの法定
点検等、建築設備に係わる法定点検は含
まないものとして考えて宜しいでしょう
か。御教示下さい。

お見込みのとおりです。
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