
米子市下水道終末処理場等包括的運転維持管理業務委託

No. 様式 大項目 中項目 回答

1 様式2号

企業印は原則、代表者の印としてください。ただ
し、米子市の指名願いがでている企業（本社・支
店・営業所）が代表企業となる場合は、その届出
印で問題ありません。

2 様式3号

企業印は原則、代表者の印としてください。ただ
し、米子市の指名願いがでている企業（本社・支
店・営業所）が構成員となる場合は、その届出印
で問題ありません。

3 様式1号 写しも認めます。

4 様式6号
参加表明書の印鑑に合わせてください。

5 様式1号

履行証明書の様式は任意とします。ただし、発注
者からの確認に時間を要する場合は契約書（鑑）
の写しも認めるものとします。

6 様式10号

配置予定業務責任者は要求水準書に記載のある各
業務の業務責任者とします。各業務に業務責任者
を設けてください。重複してもかまいません。

7 様式10号

お見込みのとおり、「再委託の予定」には業務を
再委託する場合の委託先の予定を、「技術協力等
の予定」には本委託の実施に関して技術協力の依
頼先を記入してください。

8 様式1号

共同企業体を結成する場合は、参加表明時の提出
書類として共同企業体協定書を提出してくださ
い。

9 様式9号

統括責任者で統一します。

様式集に関する質疑への回答

項　目　名 質疑の内容

参加表明書

参加表明書（応募グループ用）は代表企業の印鑑
は代表者（社長）印か？
指名願いの届出印を提出している場合はその届出
印でよいか？

参加者の構成員一覧表

参加者の構成員一覧表の印鑑は全社代表者印（実
印）か？　
指名願いの届出印を提出している場合はその届出
印でよいか？

登記事項証明書、定款 登記事項証明書・定款は原本か？

会社概要
会社概要の印鑑は代表者印か？　指名願いの届出
印でよいか？

維持管理実績を証明する書類

維持管理実績を証明する書類のうち履行証明書原
本は必ず必要か？
必要な場合様式は？　契約書の鑑では代用できな
いか？

配置予定従業者調書

配置予定従業者調書（業務実施体制）の配置予定
業務責任者とは？
統括（総括）責任者のことか？　違う場合の定義
は？

配置予定従業者調書

配置予定従業者調書（業務実施体制）の再委託又
は技術協力等の予定
について、再委託とは再委託業務すべて（例えば
植栽管理や分析など）のことか、または保有資格
者が不足した場合のことを想定したものか？

共同企業体協定書又はそれに
準ずる覚書

　共同企業体の場合、同協定書は参加申請までに
協定を締結し提出するものとの理解でよいか？
　公告文２参加に関する条件等　カ　によると本
委託を実施するものとして選定されたとあるの
で、優先交渉権獲得後の締結とも読める。

総括現場責任者調書

様式には総括責任者とあり、要求水準書には統括
責任者とあります。
同じ意味だと思いますが、統一願います。



米子市下水道終末処理場等包括的運転維持管理業務委託

No. 様式 大項目 中項目 回答

様式集に関する質疑への回答

項　目　名 質疑の内容

10 様式5号

提出者担当者への委任となります。

11 様式1号

届出印は、原則、代表者の印としますが、指名願
いを提出している場合はその印も認めます。な
お、その印が印鑑登録していない場合は、印鑑証
明書は不要とします。

12 様式1号

お見込みのとおりです。回答No.5の内容と同様で
す。

13 様式8号

工期途中の実績も含みます。

14 様式1号
お見込みのとおりです。

15 様式1号

共同企業体協定書または準ずる覚書に関しては、
記載できる範囲のみ記入して提出してください。
協定書の詳細については、優先交渉権者決定後の
協議とします。なお、本協定書は案であり、応募
グループ内で内容を見直すことは問題ありませ
ん。

16 様式9号

お見込みのとおりです。修正した様式集を公表し
ますので、そちらを用いてください。

17 様式10号

配置予定業務責任者についてはお見込みのとおり
です。また、維持管理業務の副責任者とは、各業
務の副責任者をさします。

委任状（代理人への委任状） 代表企業につきましてＡ社〇〇支店（指名願い提
出）で参加表明書を提出しますが委任状はＡ社本
社から〇〇支店への委任ですか。それとも〇〇支
店長から提出担当者への委任でしょうか。

印鑑証明書 参加表明書等々Ａ社〇〇支店の届出印を使用しま
すが支店長印は印鑑登録していないため印鑑証明
が取れません。提出は、社長名の印鑑証明書でよ
ろしかったでしょうか。

保証金免除確認のための書類
（履行証明書の原本）

保証金免除確認のための書類（履行証明書の原
本）とありますが下水道施設包括的運転管理業務
の実施実績でよろしいでしょうか。

下水終末処理場等の包括的民
間委託業務の実施実績

履行した実績とは、工期末まで履行した実績で
しょうか。工期途中の実績も含まれますか。

納税証明書 納税証明書は、納税額の証明でなく、納税の滞納
がないことの証明でかまわないか。

共同企業体協定書又はそれに
準ずる覚書

共同企業体協定書の作成について、現時点で事務
所の場所等が決まらないため、記載できない部分
がある。様式集には協定書に準ずるものと記載が
あるので、そういうとらえ方でもよいか。

総括現場責任者調書

この総括現場責任者とは、要求水準書P27　5.1　
統括責任者と読み替えてよろしいか。

配置予定従業者調書

配置予定業務責任者の経歴、資格　について、配
置予定業務責任者は要求水準書に記載のある各業
務の業務責任者とし、各業務に業務責任者を設け
るよう質問の回答を頂きましたが、この各業務と
は、①統括管理業務　②保全管理業務　③運転管
理業務　の３つの業務のことと理解してよいか。
また、維持管理業務の配置予定副責任者とは、前
述の③運転管理業務の業務責任者の副責任者のこ
とか、それとも要求水準書P27　5.1　統括責任者
の専任　（１）の副統括責任者のことをさしてい
るのか。
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No. 様式 大項目 中項目 回答

様式集に関する質疑への回答

項　目　名 質疑の内容

18 様式10号

変更を認めます。応募者にて確認がしやすいよう
編集してください。

19 様式13号

複数回の申し込みを認めます。閲覧資料について
は写真撮影をしてください。

20 様式11号

米子市に入札参加登録されていない場合、企業ご
とに分けて様式11号を提出してください。

21 様式１号

構成員でも包括運転管理業務の実施実績がある場
合は提出してください。

22 様式８号

構成員でも包括運転管理業務の実施実績がある場
合は提出してください。

23
様式19-1
～6号

お見込みのとおりです。様式集の文字サイズは、
10.5ポイント以上としてください。

再委託又は技術協力等の予定

再委託の予定　を記載する場合、数が多いため委
託先と委託内容を記載しやすいよう上下から左右
への表記など様式の記載方法について多少の変更
を認めて頂けるか。

施設調査及び資料閲覧申込書

この申し込みは複数回申込可能か。また閲覧資料
のコピーは許可頂けるか。

役員等名簿及び照会承諾書

様式1号にて様式11号「役員等名簿及び照会承諾
書」に関して構成員も提出するよう指示されてい
ます。代表企業、構成員が米子市に入札参加登録
していない場合は、様式11号に代表企業、構成員
の役員を羅列するという解釈でよろしいでしょう
か。企業ごとに分けて様式11号を提出するので
しょうか。ご教示願います。

保証金免除確認のための書類

様式1号では、「保証金免除確認のための書類
（履行証明書の原本）」に関しては構成員も提出
が必要であると指示されています。8/3の質疑へ
の回答で、下水道施設包括的運転管理業務の実施
実績で良いとの回答をされていますが、代表企業
のみ実施実績を保有していればよいとの解釈でよ
ろしいでしょうか。ご教示願います。

維持管理実績を証明書

様式１号にて様式８号「下水道終末処理場等の維
持管理業務の実施実績」に関して構成員も提出す
るよう指示されています。「維持管理実績を証明
する書類（履行証明書の原本、仕様書の写し）」
は代表企業のみ提出するとの解釈でよろしいで
しょうか。ご教示願います。

様式枠外下部注記

様式集の様式19-1～6号の下部にて「文字サイズ
は10ポイントとする」とありますが、
募集要項15頁6章6.4(1)(ｷ)を前提として、様式集
の文字制限も10.5ポイント以上に準ずると考えて
よろしいでしょうか。
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No. 様式 大項目 中項目 回答

様式集に関する質疑への回答

項　目　名 質疑の内容

24 様式10号

お見込みのとおりです。

25 様式1号

お見込みのとおりです。

26 様式1号

写しも認めます。

27 様式1号

参加表明書に記載する会社所在地の証明書として
ください。

28 様式4号

委任者（構成員）が受託者（代表企業）に対して
委任する様式です。

29 様式1号

問題ありません。

配置予定従業者調書

配置予定業務責任者及び維持管理業務の配置予定
副責任者については、要求水準書【別紙】に示す
資格者としての配置を下回らないことを条件に業
務開始までであれば変更は可能との理解でよろし
いでしょうか。

参加資格確認申請時提出書類
一覧表

直近決算年度に係る計算書類及び事業報告並びに
これら附属明細書については、決算書を構成する
損益計算書、貸借対照表、注記表までとし、事業
報告及び附属明細書は構成企業によって統一して
いないため割愛してもよろしいでしょうか。

登記事項証明書
納税証明書
印鑑証明書

各種証明書の提出に関しては、原本の写しの提出
でもよろしいでしょうか。ご教示願います。

納税証明書

様式1号（注2）募集公告日以降に交付された本店
所在地の直近１ヶ年分の証明書とあります。納税
証明書に関しては、代表企業及び構成員共に本店
（本社）分のみの証明書を提出するという解釈で
よろしいでしょうか。ご教示願います。

委任状

様式4号委任状（各構成員から代表企業への委任
状）は、上段に受任者を記載し、中段に「私は、
下記の者を代理人と定め、…」とあり、下段に委
任者を記載をする様式です。一見、受任者（代表
企業）が委任者（構成員）に対して委任する様式
に見えるのですが、委任者（構成員）が受任者
（代表企業）に対して委任する様式でよろしいで
しょうか。ご教示願います。

参加表明時の提出書類

一連の提出書類は、相応の枚数となります。Ａ４
ファイル綴じ提出させて頂いてよろしいでしょう
か。ご教示願います。
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No. 様式 大項目 中項目 回答

様式集に関する質疑への回答

項　目　名 質疑の内容

30 様式7号

様式７は提出を必要とします。

営業所表

様式集に関する質疑への回答の20において、「役
員等名簿及び照会承諾書」については、米子市に
入札参加登録をしていない場合、企業ごとに分け
て提出するとあります。様式7についても米子市
に入札参加登録をしている場合、提出の必要はあ
りますでしょうか。ご教授願います。


