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頁 章 節 項

1 質問 入札説明書

入札に参加
する者に必
要な資格
構成員の数

2 2

神戸市共同企業体取扱要綱（以下同要綱）
第４条 ２構成等(1)施工方式 に、「（前
略）共同施工方式とする。」 (3)構成員の数
に、「２社又は３社とし、（中略）４社まで
とすることができる。」と記載があります。
同要綱に記載がある甲型（共同施工方式）の
場合は、構成員の数は２社又は３社又は４社
となりますが、同要綱に記載が無い乙型（分
担施工方式）の場合は、構成員の数は同要綱
に関係無く、特に制限は無いと考えて良いで
しょうか。

設計・施工業務に関する特定建設工事共同企
業体の構成員の数は、甲型又は乙型に関係な
く、２社から４社までです。ただし、維持管
理を行う企業は、この４社に含みません。

2 質問 入札説明書

入札に参加
する者に必
要な資格
構成員の数

2 2

設計・施工業務については 業務分担を定め
た5社【①設計業務②土木・建築工事③機械
設備工事（沈砂・スクリーンかす設備他）④
機械設備工事（雨水ポンプ設備）⑤電気設備
工事】を構成員とする乙型JVによる参加とし
ても宜しいでしょうか。なお、機械設備工事
の③④企業は、別途、機械設備工事JVを組成
します。
また、設計業務を行う企業について、（様式
第2-2’号）特定建設工事共同企業体協定書
（乙型）第8条への記載方法をご教示願いま
す。

構成員の数は、No.1の回答を参照ください。
様式第2-2'号の第８条の設計業務を行う企業
の記載例を以下に示します。
（分担工事）の記載例
1)設計の全部を委託する場合の記載は、以下
のとおり。
設計（土木、建築、機械、電気）の全て
2）設計の大部分を委託する場合の記載は、
以下のとおり。
設計（土木、建築）の全て
第８条の協定書の記載方法は、（分担工事）
は上記と同じです。（分担工事額）を（設計
金額）に変更し、設計金額を記載してくださ
い。

◆神戸駅周辺地区浸水対策事業　入札説明書（入札参加資格）に係る質問・意見書に対する回答書

質問/意見 回答No 資料 質問内容質問事項
入札説明書の対応ページ及び対応部分
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3 質問 入札説明書

入札に参加
する者に必
要な資格

構成員の数

2 2

構成員の数は、2～4社となっています。乙型
JVでの参加を予定していますが、構成員が、
土木建築、機械設備（沈砂・スクリーンかす
設備等）、機械設備（雨水ポンプ設備）、電
気設備、土木建築設計、維持管理の6社で
す。構成員の数は、甲型の場合、2～4社で
あって、乙型の場合、構成員の数に制限がな
いと理解してもいいでしょうか。

No.1の回答を参照ください。

4 質問 入札説明書 必要な資格 2 2

設計施工業務に関する構成員の数は2,3,4者
のずれかとなっており、維持管理業務に関す
る企業は設計施工を行う企業以外でもよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

5 質問 入札説明書 必要な資格 2 2

共同企業体の構成員数は4社を超えてはなら
ない（5社構成は認められない）のでしょう
か。

No.1の回答を参照ください。

6 質問 入札説明書
入札に参加
する者に必
要な資格

2 2

共同企業体の構成員数が最大４社とされてい
ますが、維持管理業者は含まないと解釈して
良いでしょうか。

No.4の回答を参照ください。
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7 質問 入札説明書
入札に参加
する者に必
要な資格

2 2

「構成員の数 2社又は3社又は4社」には、維
持管理企業は含まれますでしょうか。
含まれない場合、5社以上での申請となる可
能性もあり、「本事業に係る共同企業体 認
定申請書（様式第2-1号）②構成員」の表と
整合が取れなくなります。表中の各項目につ
いて追加してもよいのでしょうか。

設計・施工業務の構成員の数に維持管理企業
は含まれません。
様式第2-1号の②構成員の行は、適宜追加し
てください。

8 質問 入札説明書
入札に参加
する者に必
要な資格

2 2

本工事に関する設計業務の全部又は大部分を
一括して委託する場合、「構成員の数 2社又
は3社又は4社」には、設計を行う企業（建設
コンサルタント）も含まれるという理解で宜
しいでしょうか。

本工事に関する設計業務の全部又は大部分を
一括して委託する場合には、設計を行う企業
を設計・施工業務の構成員の数に含めて４社
以内としてください。

9 質問 入札説明書
入札に参加
する者に必
要な資格

2 2

設計業務を建設コンサルタントに委託する場
合、当該建設コンサルタントは特定建設工事
共同企業体の構成員になるものと理解しま
す。「特定建設工事共同企業体 協定書（乙
型）（様式第2-2'号）」に署名欄を追加する
必要がある等、設計に関する記載が読み取れ
ません。
建設コンサルタントを構成員とする場合の協
定書記載方法（入札参加申請方法）をご教示
ください。

No.2の回答を参照ください。

10 質問 入札説明書
入札に参加
する者に必
要な資格

2 2

「下水道法上の終末処理場又はポンプ場にお
いて、主ポンプ設備の設置工事を元請として
平成17年度以降に完成させた実績があるこ
と。」とありますが、ここでの主ポンプ設備
とは、雨水ポンプ設備、汚水ポンプ設備のど
ちらでも可との理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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11 質問 入札説明書

入札に参加
する者に必
要な資格

委託する場
合

3 2

設計業務の全部又は大部分を一括して委託す
る場合は、設計企業を構成員に含むこととあ
ります。以下のケースは、大部分を一括して
委託することになりますか。（例1）1級建築
士の資格を有する者を委託して当該設計に配
置した場合、（例2）管理技術者と照査技術
者のいずれかを委託する場合、（例3）管理
技術者と照査技術者の両方を委託する場合、
（例4）機械電気は自ら設計を行うが、土木
建築の設計のみを委託する場合。

設計企業を構成員に含めるかどうかというご
質問に対する回答としては、以下のとおりで
す。
（例1）から（例3）のご質問は、設計業務の
委託を技師に委託するという確認内容になっ
ています。原則として、入札説明書等に定め
る要件は、設計企業に委託するものです。こ
れを踏まえ、以下に回答を示します。
（例1）建築内容のみの設計を建設コンサル
タントに委託する場合には、構成員に含む必
要はありません。ただし、建設コンサルタン
トの設計主任技術者（一級建築士の有資格
者）及び照査技術者を委託先（一級建築士事
務所登録を行っていること。）から選任して
ください。
（例2）及び（例3）技師個人の職種（管理技
術者又は照査技術者）のみを限定して委託す
ることは想定していません。
（例4）建設工事費に占める工種割合等を鑑
み、土木建築及び建築設備の全部を委託する
場合には、委託範囲が全体作業量の過半であ
ると判断されるため、構成員に含めてくださ
い。

12 質問 入札説明書 必要な資格 3 2

維持管理を単独企業が実施する場合、当該企
業は設計・建設を実施する共同事業体の構成
員となる必要はない、との理解で良いでしょ
うか。

ご理解のとおりです。
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13 質問 入札説明書 必要な資格 3 2

設計・建設を実施する共同事業体の代表企
業、構成員以外の企業が単独企業として維持
管理を実施することは可能との理解で良いで
しょうか。

ご理解のとおりです。

14 質問 入札説明書
入札に参加
する者に必
要な資格

3 2

維持管理業務については、設計・施工に係る
構成員と維持管理企業とで構成される維持管
理共同体として入札参加をすることは可と読
み取ることができますが、当該維持管理共同
体を構成する企業のすべてに資格と実績が必
要となるということでしょうか。

ご理解のとおりです。

15 質問 入札説明書
維持管理業

務
3 2

維持管
理業務
に関す
る事項

実績

「～維持管理業務を実施した実績が入札日に
おいて1年以上あること」とされていること
から、実績とする受注から本業務の入札日に
至るまでの間に1年以上の維持管理業務を実
施したという履行実績を有する者は、参加資
格を有するという解釈でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

16 質問 入札説明書
維持管理業

務
3 2

維持管
理業務
に関す
る事項

実績

本業務の入札日以降を履行期限とする複数年
の維持管理業務を受注している場合、入札日
時点で1年以上の維持管理業務を実施したと
いう履行実績を有する者は、参加資格を有す
るという解釈でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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17 質問 入札説明書 必要な資格 4 *A (5)

構成員に設計企業を含む場合、一級建築士の
資格は設計企業から配置すればよく、施工を
行う企業からの配置は不要でしょうか。

ご理解のとおりです。

18 質問 入札説明書 必要な資格 4 *A (6) ③

構成員に設計企業を含む場合、ア(技術士)又
はイ(ＲＣＣＭ)又はウ(外国資格を有する技
術者)の資格を持つ者を設計企業にも工事を
担当する施工企業にも配置する必要があるの
でしょうか。

設計の全部を設計企業が担う場合には、施工
企業に配置する必要はありません。ただし、
設計の大部分を設計企業が担う場合で、設計
企業の対象範囲外の工種については、施工企
業が配置する必要があります。例えば、機械
設設計や電気設備設計を設計企業が担わない
場合には、施工企業から入札説明書で規定す
る各種技師を配置してください。

19 質問 入札説明書
入札に参加
する者に必
要な資格

4 *A (6) ②

工事期間中の配置予定技術者（監理技術者）
について、工事期間までに時間があることか
ら、複数の配置予定技術者（監理技術者）を
申請し、実際の工事期間時に申請時の技術者
の中から選択して配置することは可と考えま
すが宜しいでしょうか。
また、技術者を製作期間と現場据付期間で分
離して配置する場合、申請時において配置予
定技術者を、製作期間と現場据付期間の明示
をして申請する必要がありますでしょうか。
なお、この場合も同様に複数人での申請は可
と考えますが宜しいでしょうか。

本事業は契約期間が長期であるため、申請さ
れた複数の配置予定技術者から選択して配置
することを認めます。ただし、工期途中での
監理技術者の交代は必要最小限として下さ
い。また、交代する場合であっても、受注者
と本市との協議により交代時期は工程上の一
定の区切りと認められる時点とするほか、交
代前後における監理技術者の技術力が同等以
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。
なお、技術者を申請する場合は、担当する期
間を明示して下さい。
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20 質問 入札説明書
入札に参加
する者に必
要な資格

4 *A (6) ③

実施方針（案）に係る質問・意見書に対する
回答書No.66,70の回答内容と重複しますが、
設計に係る管理技術者、設計主任技術者及び
照査技術者は本事業に専任である必要はない
と理解しますが宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

21 質問 入札説明書
入札に参加
する者に必
要な資格

4 *A (6) ③

技術士の部門資格について、水道部門は上下
水道部門に含まれるという理解で宜しいで
しょうか。

技術部門が上下水道部門で選択科目が上水道
というご質問だと推察します。この場合は、
③の資格範囲に含まれるという理解で問題あ
りません。

22 質問 入札説明書
入札に参加
する者に必
要な資格

4 *A (6) ③

土木・建築に係る業務は業務の一部を建設コ
ンサルタントに委託し、機械・電気設備に係
る業務は自ら設計する（建設コンサルタント
への委託無し）という役割分担にて建設コン
サルタントに業務を委託することは可と理解
しますが宜しいでしょうか。

No.11の回答を参照ください（例4の回答）。

23 質問 入札説明書
入札に参加
する者に必
要な資格

4 *A

機械設備工事に係る業務について複数社でJV
（甲型乙型問わず）を構成することは可能で
しょうか。
可能である場合、「特定建設工事共同企業体
協定書（乙型）（様式第2-2'号）」の第8条
をはじめとする署名欄は適宜書き換えてもよ
いとの理解で宜しいでしょうか。

機械設備工事に係る業務を複数社で構成する
ことは可能ですが、これらの複数社を含めて
構成員の数は４社以内としてください。
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24 質問 入札説明書
入札に参加
する者に必
要な資格

5 *A´ (1) ③

平成17年度以降に、下水道法上のポンプ場
（揚排水能力が３ｍ3/秒以上のものに限る）
の実施設計業務の履行実績があること。

上記は、コンサルタント企業としての履行実
績と理解してよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

25 質問 入札説明書
入札に参加
する者に必
要な資格

5 *A´ (1) ④

平成17年度以降において、内径2,000ｍｍ以
上のシールド工事及び大口径推進工事に係る
実施設計業務の履行実績があること。

上記は、コンサルタント企業としての履行実
績と理解してよいでしょうか。

ご理解のとおりです。

26 質問 入札説明書
入札参加資
格の審査の
申請方法

8 *F

資本関係・人的関係調書の提出は設計施工企
業の代表者のみ提出すればよく、維持管理企
業の代表予定者は提出不要でしょうか。

資本関係・人的関係調書の提出は、入札参加
者である設計及び施工並びに維持管理企業の
各構成員に対して提出を求めます。
また、本回答と併せて、様式第2-4号を修正
します。

27 質問 入札説明書
入札参加資
格の審査の
申請方法

8 *Ｊ

本事業は土木･建築工事完了後に電気工事が
開始となる為、現段階で申請登録した技術者
が人事異動等により電気工事開始時に配置す
ることができなくなる可能性がございます。
上記のような事態を防ぐ為、複数の配置技術
候補者を申請致しますが、候補者の上限人数
は無しという認識で宜しいでしょうか。

No.19の回答を参照ください。
また、候補者の上限はありません。
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28 質問 入札説明書
入札参加資
格の審査の
申請方法

8 *Ｊ

監理技術者配置について以下の配置として問
題ないでしょうか。
【期間A】現地作業時…監理技術者①
【期間B】機器製作時…監理技術者②
【期間C】現地作業時…監理技術者③
上記の監理技術者①～③はいずれも入札参加
申請時に申請したものとする。

No.19の回答を参照ください。

29 質問 入札説明書
配置予定技

術者届
8 *J

複数の候補者を提出できるとありますが、何
名まで可能でしょうか？

No.27の回答を参照ください。

30 質問 入札説明書 資本関係 17 M-7

資本関係の対象となる企業は、設計・施工業
務に係る構成員と維持管理業務に係る共同体
という理解で宜しいでしょうか。
維持管理業務を担う企業もしくは維持管理共
同体の「下請け企業」は、資本関係の対象に
当たらないという理解で宜しいでしょうか。

資本関係の対象となる企業は、設計・施工業
務に係る構成員と維持管理業務に係る共同体
という理解で問題ありません。
また、本事業の入札時において下請企業が決
まっている場合は、維持管理業務を担う企業
及び維持管理共同体の下請企業も資本関係の
対象となります。

31 質問 入札説明書
入札に参加
する者に必
要な資格

2
及び
5

2
及び
*C

2頁「構成員の数：2社又は3社又は4社」とあ
ります。
5頁「本工事に関する設計業務の全部又は大
部分を一括して委託する場合は、設計を行う
企業を構成員に含むこと。」

上記2項目に関して設計企業が構成員に含ま
れる場合5社以上になりますが、制限はない
と理解してよろしいでしょうか。

本事業の設計を行う企業と本事業の施工を行
う企業の構成員の数を４社以内としてくださ
い。
本事業の維持管理を行う企業は、この４社に
は含みません。
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◆神戸駅周辺地区浸水対策事業　入札説明書（入札参加資格）に係る質問・意見書に対する回答書

質問/意見 回答No 資料 質問内容質問事項
入札説明書の対応ページ及び対応部分

設計に係る管理技術者、設計主任技術者及び
照査技術者について、土木・建築・機械・電
気の各工事で配置するのでしょうか。また
は、工種に関係なく管理技術者1名、設計主
任技術者1名（兼務可能）、照査技術者1名を
配置するのでしょうか。

本工事に関する設計を施工者自ら行う場合
は、入札説明書P.4の*Aの（6）に記載のとお
り、②に示す各工事を担当する各構成員が設
計に係る管理技術者、設計主任技術者及び照
査技術者を当該設計に各1名を配置してくだ
さい。ただし、各構成員ごとに管理技術者と
設計主任技術者の兼務は可能です。
設計業務の一部を委託する場合は、入札説明
書P.4の*Aの（6）の③に記載のとおり、各工
事を担当する施工者の各構成員が管理技術者
を当該設計に配置してください。また、設計
受託者が工事に関係なく照査技術者を1名配
置し、設計業務の一部に該当する工種ごとに
設計主任技術者を1名配置してください。
設計業務の全部を委託する場合は、入札説明
書P.3、P.5の*A'及びCを満足し、工事に関係
なく管理技術者及び照査技術者を各1名配置
し、設計主任技術者を工種ごとに1名ずつ配
置してください。
設計業務の大部分を委託し、建設コンサルタ
ントと施工を担う構成員とで設計業務を分担
する場合は、建設コンサルタントで管理技術
者と照査技術者を各1名配置し、設計主任技
術者は各工種ごとに配置してください。
また、建設コンサルタントに委託する範囲外
の工事を担当する構成員ごとに、管理技術
者、設計主任技術者、照査技術者を各1名配
置してください。

32 質問 入札説明書
設計に係る
配置予定技

術者
3,4
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◆神戸駅周辺地区浸水対策事業　入札説明書（入札参加資格）に係る質問・意見書に対する回答書

質問/意見 回答No 資料 質問内容質問事項
入札説明書の対応ページ及び対応部分

33 質問 様式集 構成員の数

様式
第
2-1
号

設計企業、施工企業、維持管理企業での、最
大4社でしょうか。構成員が6社で応募を希望
しています。6社にて認定書を作成してもよ
ろしいでしょうか。

No.1の回答を参照ください。

34 質問 様式集

様式
第

2-2'
号

特定建設工事共同企業体協定書の構成員は設
計施工を行うすべての企業でしょうか、その
場合は2ページ目の分担工事の中に設計業務
を含むのでしょうか。それとも施工を行う企
業のみでしょうか。

No.2の回答を参照ください。

35 質問 様式集

様式
第
2-1
号

①

共同企業体の名称は設計施工を行う企業と維
持管理を行う企業すべての構成員の名称を含
めばよろしいでしょうか。例えば施工を行う
企業が4者に維持管理を行う企業が加わった
場合は5者の名称を含めばよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

36 質問 様式集

構成員及び
維持管理代
表者（脱退

企業）

様式
第
2-1
号

②

当該企業は設計・建設を実施する共同事業体
の構成員が、維持管理において、協力企業と
して参加する場合も脱退企業として記載する
のでしょうか。あるいは、維持管理企業の欄
に協力企業と記載すべきでしょうか。

維持管理段階において、維持管理業務に携わ
る企業は、脱退企業に当たりませんので、脱
退企業の記載は必要ありません。
また、様式第2-1号では、維持管理業務に参
画する企業に対して、企業の定義（構成企業
又は協力企業）の明確化を求めていませんの
で、協力企業の記載は必要ありません。
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◆神戸駅周辺地区浸水対策事業　入札説明書（入札参加資格）に係る質問・意見書に対する回答書

質問/意見 回答No 資料 質問内容質問事項
入札説明書の対応ページ及び対応部分

37 質問 様式集
構成員及び
維持管理代

表者

様式
第
2-1
号

②⑦

②構成員の4者は設計企業及び施工を行う企
業の計4者とし、⑦の維持管理に係る代表企
業は施工を行う4者以外でもよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

38 質問 様式集

様式
第
2-1
号

③⑤⑦

設計施工維持管理まで代表者が変更ない場合
は③に代表者を記入、代表者が変更あるいは
脱退する場合は③には記入せず、⑤と⑦に記
入すればよろしいでしょうか。

③と⑤と⑦の説明文のとおりです。
③は、入札の参加申請、見積り・入札、基本
協定の締結に関する一切の件に関するもの、
⑤は、工事請負契約の締結、契約金・保証
金・前払金の請求受領、復代理人選任、債権
者登録及びその他契約履行に関する一切の件
に関するもの、
⑦は維持管理業務委託契約の締結、契約金・
保証金・前払金の請求受領、復代理人選任、
債権者登録及びその他契約履行に関する一切
の件に関するものの権限を各代表者に委任す
るものなので、ご質問の脱退の有無に関わら
ず、③⑤⑦にそれぞれ代表者を記載してくだ
さい。

39 質問 様式集

様式
第
2-1
号

⑦

設計・建設を実施する共同事業体の代表企
業、構成員以外の企業が単独企業として維持
管理を実施（設計・建設を実施する共同事業
体の構成員の一部が協力企業として参加）す
る場合、どのように記載すれば良いでしょう
か。

維持管理業務を共同企業体で行わず、単独企
業で行う場合には、単独企業名のみを記載し
てください。協力企業の記載は必要ありませ
ん。
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◆神戸駅周辺地区浸水対策事業　入札説明書（入札参加資格）に係る質問・意見書に対する回答書

質問/意見 回答No 資料 質問内容質問事項
入札説明書の対応ページ及び対応部分

40 質問 様式集

様式
第
2-1
号

⑤設計・施工係る共同企業体代表者（受任
者）
全構成のうち「　」、は代表企業となる企業
名も記入するのですか？
記入「」枠が不足する場合は追記してもよい
でしょうか？

「　　」内には、代表企業も記入してくださ
い。
また、「　　」の枠が不足する場合には、適
宜追加してください。

41 質問 様式集

様式
第
2-1
号

⑦維持管理に係る共同企業体代表者
設計・施工は共同企業体を結成しますが、維
持管理を単独事業者で行う場合は、この項目
は不要ですか？

No.39の回答を参照ください。

42 質問 様式集 構成員の数

様式
第
2-2
号

維持管理企業を除いて乙型JVの構成員が最大
3社でしょうか。構成員が維持管理企業を除
いて5社で応募を希望しています。5社にて協
定書を作成してもよろしいでしょうか。

No.1の回答を参照ください。
様式第2-2号及び様式第2-2'号は、維持管理
企業を除いて４社以内で協定書を作成してく
ださい。

43 質問 様式集

様式
第

2-2'
号

2 *J

第８条の分担工事とは、本工事費内訳の費目
に同じですか？
（土木工事・建設工事・機械設備工事・電気
設備工事）

ご理解のとおりですが、費目は、以下のとお
りです。
1）土木工事
2）建築工事
3）機械設備工事
4）電気設備工事
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◆神戸駅周辺地区浸水対策事業　入札説明書（入札参加資格）に係る質問・意見書に対する回答書

質問/意見 回答No 資料 質問内容質問事項
入札説明書の対応ページ及び対応部分

44 質問 様式集

様式
第

2-2'
号

共同企業体を４者で結成する場合構成員を記
入する欄が不足します。追記してもよろしい
でしょうか？

適宜追加してください。

45 質問 様式集
第8条に基
づく協定書

様式
第

2-2,
2-2'
号

本協定書は受注決定後に各社分担工事価格を
記入し提出するものと考えてよろしいでしょ
うか。

入札参加の申請時には提出不要です。
落札者となった場合、提出してください。

46 質問 様式集
一般競争入
札参加資格
審査申請書

様式
第
2-3
号

申請者は設計施工を行う代表企業及び構成企
業名での提出になるのでしょうか、それとも
別途維持管理業者が加わる場合は設計施工維
持管理業者全ての構成員を含めた業者名での
提出になるのでしょうか。その場合の代表
者・印鑑は設計施工に係る代表者になるので
しょうか。

様式第2-1号に示す③本事業に係る共同企業
体の代表者（単独企業の場合は当該企業）と
して申請してください。

47 質問 様式集

様式
第
2-3
号

右上の押印欄は特定建設共同企業体名とその
代表者印のみでよろしいでしょうか？

No.46の回答を参照ください。
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質問/意見 回答No 資料 質問内容質問事項
入札説明書の対応ページ及び対応部分

48 質問 様式集

様式
第
2-4
号

右上の押印欄は特定建設共同企業体名とその
代表者名のみで印は不要でよろしいでしょう
か？

右上の欄は、特定建設企業体名と構成員名を
ご記入ください。
押印は求めておりませんが、押印された場合
でも受領いたします。

49 質問 様式集

施工業務実
績調書

配置予定技
術者届

設計業務実
績調書

配置予定設
計技術者届

様式
第
2-5

～2-8
号

申請者は設計施工を行う代表企業及び構成企
業名での提出でよろしいでしょうか。その場
合の代表者は設計施工に係る企業の代表者に
なるのでしょうか。

No.46の回答を参照ください。

50 質問 様式集
維持管理業

務

様式
第
2-9
号

参加資格を証するために、様式第2-9号にお
ける定型文中の「その内容が確認できる書
類」として、1年以上の業務履行部分の発注
者による確認・検査結果等、履行実績を確認
できる書類を提示すればよいとの理解でよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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◆神戸駅周辺地区浸水対策事業　入札説明書（入札参加資格）に係る質問・意見書に対する回答書

質問/意見 回答No 資料 質問内容質問事項
入札説明書の対応ページ及び対応部分

51 意見 様式集
維持管理業

務

様式
第
2-9
号

様式第2-9号における定型文中の「～業務の
完成実績があり～」の表現については、入札
説明書との整合を図るうえで「～業務を実施
した実績があり～」と改めるべきと考えま
す。

この質疑回答書をもって、様式第2-9号の記
載を以下のとおり読替えを行い、本回答と併
せて、様式第2-9号を修正します。
●原文：維持管理業務及び施工を行う企業が
兼務する場合，又は維持管理業務の委託を予
定している下記の者については，次のとお
り，入札説明書に明示された業務の完成実績
がありますので，その内容が確認できる書類
とともに届け出ます。
〇読替え文：維持管理業務及び施工を行う企
業が兼務する場合，又は維持管理業務の委託
を予定している下記の者については，次のと
おり，入札説明書に明示された業務を実施し
た実績がありますので，その内容が確認でき
る書類とともに届け出ます。

52 質問 様式集
維持管理業
務実績調書

様式
第
2-9
号

申請者は維持管理を行う企業名での提出でよ
ろしいでしょうか。それとも設計施工維持管
理に係る全ての構成員名での提出でしょう
か。その場合の代表者は設計施工に係る企業
の代表者になるのでしょうか。

No.46の回答を参照ください。

53 質問 様式集

様式
第
2-9
号

右上の押印欄は特定建設共同企業体名とその
代表者名のみでよろしいでしょうか？

No.46の回答を参照ください。
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54 質問 様式集
様式番
号なし

特定建設工事共同企業体協定書第８条に基づ
く協定書の提出時期はいつですか？
また、記入する欄が不足する場合追記しても
よろしいでしょうか？

入札参加の申請時には提出不要です。
落札者となった場合、提出してください。
また、記入する欄が不足する場合には、適宜
追加してください。

55 質問 様式集
入札参加資

格

今回、参加申請書書類には、協力企業に関し
ての記載は求められていませんが、協力企業
を含む実施体制については、提案様式4-2-10
号　基本計画（構成企業の役割、責任体制）
に関する提案書　に記載すればよいでしょう
か。

ご理解のとおりです。ただし、No.30の回答
で示した資本関係・人的関係に十分に留意し
提案してください。
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