
一般廃棄物処理施設整備・運営事業

第１回募集要項等に関する質問への回答

令和３年３月19日

能代山本広域市町村圏組合

【参加資格に関する質問】



No 資料名 頁 タイトル 質問内容 回答

1 募集要項 9 Ⅲ 11 (5) 保険

貴組合が付保するご予定の「全国市有物件災害共済会共済金」で想定
されている補填内容（共済金額、対象とする災害・被害・損害の事象
等）をご教示願います。

募集要項（令和３年３月19日修正）に募集要項添付資料-7を追加しま
したので、参照してください。

2 募集要項 12 Ⅳ 1 (4) 応募者の構成等

落札者が、他の応募者の構成員又は協力企業を自らの下請企業等とし
て選定することは可能でしょうか。

優秀提案者が事業契約締結後に他の応募者の構成員又は協力企業を
建設事業者及び運営事業者の下請企業等として選定することは可能で
す。

3 募集要項 12 Ⅳ 1 応募者の構成等

構成員または協力企業として、プラントの設計・建設を行う者または
建築物等の建設を行う者の1次下請を担う者を応募者として構成する
ことは可能でしょうか。

ご理解のとおりです。

4 募集要項 14 Ⅳ 4 （1）
本施設のプラントの設計・
建設を行う者の要件

構成員または協力企業として、プラントの設計・建設を行う者の1次
下請を担う者を応募者として構成可能な場合、当該企業の参加資格要
件については、14頁　Ⅳ 4 （1）イを満たしていれば問題ないと理解
してよろしいでしょうか。

当該企業は13ページ「２応募者を構成する企業に共通の参加資格要
件」を満たすものとしてください。

5 募集要項 14 Ⅳ 4 (1) イ
本施設のプラントの設計・
建設を行う者の要件

「イ　組合又は構成市町の入札参加資格を有する者であること」と記
載がありますが、貴組合又は構成市町の令和３年３月31日時点の 新
版の「 令和３年度　建設工事入札参加資格」の工種にて「清掃施設」
に登録されていればよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

6 募集要項 15 Ⅳ 4 (1) エ
本施設のプラントの設計・
建設を行う者の要件

代表企業以外の企業が不燃ごみ・粗大ごみ処理施設のプラントの設
計・建設を行う場合、当該企業を構成員とするとございますが、協力
企業でもよろしいでしょうか。

募集要項に記載のとおりとします。
プラントの設計・建設を行う者は、SPCに出資することで、運営・維
持管理業務に対しても責任を持ってもらうため、構成員とします。

7 募集要項 15 Ⅳ 4

本施設のプラントの設計・
建設を行う者の要件
/本施設の建築物等の建設
を行う者の要件

参加資格要件を全て満たす代表企業が１社で応募し、構成員、協力企
業、いずれでもない企業を、不燃ごみ・粗大ごみ処理施設のプラント
及び本施設の建築物等の設計または建設において、代表企業の下請け
として起用しても宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

8 募集要項 15 Ⅳ 4 (2) イ
本施設の建築物等の設計を
行う者の要件

「組合又は構成市町の入札参加資格（業種は「建設コンサルタン
ト」）を有する者であること」と記載がありますが、貴組合又は構成
市町の令和３年３月31日時点の 新版の「 令和３年度建設コンサルタ
ント業務等入札参加資格」において「土木関係建設コンサルタント業
務」または「建築関係建設コンサルタント業務」に登録されていれば
よろしいでしょうか。

組合又は構成市町の令和３年３月31日時点の 新版の「建設コンサル
タント業務等入札参加資格」において「建築関係建設コンサルタント
業務」に登録されていることを要件とします。

9 募集要項 15 Ⅳ 4 (3) ア
本施設の建築物等の建設を
行う者の要件

「ア　組合又は構成市町の入札参加資格を有する者であること」と記
載がありますが、貴組合又は構成市町の令和３年３月31日時点の 新
版の「 令和３年度　建設工事入札参加資格」の工種にて「清掃施設」
に登録されていればよろしいでしょうか。

組合又は構成市町の令和３年３月31日時点の 新版の「建設工事入札
参加資格」の工種において「建築一式」に登録されていることを要件
とします。

10 募集要項 15 Ⅳ 4 (4)
運営事業者から本施設の運
営・維持管理業務を受託す
る者の要件

運営・維持管理業務の主たる業務とは、運転管理業務、又は維持管理
業務の何れかという理解で宜しいでしょうか。

運営・維持管理業務の主たる業務として、ご指定の業務に限定するよ
うな定義があるものではありません。
運営・維持管理業務の実施に際し、主たる業務を担う１社について
は、参加資格要件全てを満たし、同種施設の運営維持管理業務実績に
基づいて、責任を持って業務を実施してもらうことを主旨としていま
す。

11 募集要項 15 Ⅳ 4 (4) ア
運営事業者から本施設の運
営・維持管理業務を受託す
る者の要件

「ア　組合又は構成市町の入札参加資格を有する者であること」と記
載がありますが、貴組合又は構成市町の令和３年３月31日時点の 新
版の「 令和３年度　物品等入札参加資格」のうち「役務の提供」に登
録されていればよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

12 募集要項 16 Ⅳ 4 (4) ウ
運営事業者から本施設の運
営・維持管理業務を受託す
る者の要件

現場総括責任者及び廃棄物処理施設技術管理者を「運営開始後2年以
上配置できること」との記載がございますが、特別な事由がある場合
には、運営開始後2年が経過する前に人員の変更を行うことは可能で
しょうか。また複数人の提出を認めていただけますでしょうか。

前段については、当該変更の理由が変更もやむを得ないものであると
組合が認めた場合には、同変更の要請に応じます。
後段については、複数人の提出を認めます。その場合は、それぞれの
人員毎に様式2-9の必要書類を提出してください。
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一般廃棄物処理施設整備・運営事業　第１回募集要項等に関する質問への回答 【参加資格に関する質問】

項目

13 募集要項全般

令和2年11月20日付けにて公表されております実施方針に関する質疑
回答について、募集要項と明らかに齟齬のある場合を除き有効である
と考えてよろしいでしょうか。

本事業に係る募集公告に基づく事業者の募集及び特定等については、
募集要項等により実施するため、実施方針等に関する質問・意見への
回答（令和2年12月22日）は有効ではありません。

14 様式集 様式2-1 参加資格申請書

代表企業の欄は、貴組合HP上で公表されております入札参加資格申請
において、申請者より委任されているものを記載すると理解してよろ
しいでしょうか。（例えば、社長から東北支店長へ委任をしている場
合、東北支店長の名義で申請すると理解してよろしいでしょうか。）

ご理解のとおりです。

15 様式集 様式2-1 参加資格審査申請書

様式に記載する代表者名および代表者印は、組合様又は構成市町様の
入札参加資格で受任者を設定している場合は、その受任者における氏
名や登録した使用印鑑を用いるものと理解してよろしいでしょうか。
また、様式2-2、様式2-4においても同様と理解してよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

16 様式集 様式2-1 参加資格申請書

各業務を行う者の欄の「商号又は名称」「所在地」「代表者職氏名」
については貴組合HP上で公表されております入札参加資格申請におい
て、申請者より委任されているものを記載すると理解してよろしいで
しょうか。（例えば、社長から東北支店長へ委任をしている場合、東
北支店長の名義で申請すると理解してよろしいでしょうか。）

ご理解のとおりです。

17 様式集 様式2-1 参加資格審査申請書

各業務を行う者の表に記載する商号又は名称、所在地、代表者職氏名
は、組合様又は構成市町様の入札参加資格で受任者を設定している場
合は、その受任者における商号又は名称、所在地、代表者職氏名を登
録するとの理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

18 様式集
様式2-1
様式2-2

様式2-1
様式2-2

貴組合への入札参加資格申請において建設工事入札参加資格審査申請
は委任を受けた支店で登録、建設コンサルタント業務等入札参加資格
審査申請は本社で登録している場合の記載方法についてご教示願いま
す。
①代表企業欄には支店の所在地、支店長名を記載すると理解してよろ
しいでしょうか。
②代表企業が1者で参加申請を行う場合、当該資料中にある各業務を
行う者の欄（番号2，3，4）には同様に支店の所在地、支店長名を記
載すると理解してよろしいでしょうか。
③様式2-2も同様の記載方法と理解してよろしいでしょうか。

①ご理解のとおりです。
②ご提示の場合の番号2には本社を記載してください。
③ご理解のとおりです。

19 様式集
様式2-2
［1/2］

各業務を行う者一覧表

構成員（本施設のプラントの設計・建設を行う者）とありますが、不
燃ごみ・粗大ごみ処理施設のプラントの設計・建設を代表企業が行う
場合は、本欄には記載不要と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

20 様式集 様式2-3 2 共同企業体の名称

[　]特定建設工事共同企業体（[　]内に代表企業名記載）とあります
が、[　]内は代表企業名のほかに、共同企業体構成員の商号又は名称
を記入するものと理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
ご指摘の場所は誤記です。
様式集（令和３年３月19日修正）を参照してください。

21 様式集 様式2-3 2 予定する建設事業者の構成

2.共同企業体の名称に［］内に代表企業名記載とありますが、共同企
業体を構成する企業の名称をそれぞれ記載してもよろしいでしょう
か。

本表No20の質問回答を参照してください。

22 様式集 様式2-3 3 共同企業体の運営形態

施工の一部を共同施工方式で行い、建設全体は分担施工方式で行う場
合、共同企業体の運営形態の方式はどのように判断したらよろしいで
しょうか。

組合と建設工事請負契約を締結する相手方としての共同企業体の形態
にて判断してください。施工の一部を共同で行う場合には、「４．共
同企業体の構成」の記載欄に当該共同企業体について記入してくださ
い。

23 様式集 様式2-3 4 共同企業体の構成

記入欄が足りない場合は、追加することとされていますが、共同企業
体構成員の数については制限はないものと考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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24 様式集 様式2-3

本様式は共同企業体を設立する場合のみに提出すると理解してよろし
いでしょうか。（１．受注形態に代表企業単体の選択肢がありました
ので、確認させて下さい）
また、共同企業体を設立する場合、以下の点について確認させて下さ
い。
・ごみ処理施設の場合、プラントメーカーと土木建築事業者ＪＶ（甲
型）が乙型ＪＶを組成することが一般的でありますが、上記共同企業
体も認めて頂けますでしょうか。
・ＪＶ構成員は入札参加申請上における構成員または協力企業となっ
ていればよろしいでしょうか。

1点目について、ご理解のとおりです。
2点目について、ご提示の提案を認めます。
3点目について、ご理解のとおりです。

25 様式集 様式2-4 委任状（代表企業）

構成員及び協力企業の欄が足りない場合は本様式に準じ適宜作成・追
加することとされていますが、委任状の作成は各構成員及び協力企業
ごとにそれぞれ作成しても宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

26 様式集 様式2-4 委任状（代表企業）

応募者を構成する企業ごとに代表企業へ委任する形でもよろしいで
しょうか。（構成員から代表企業へ、協力企業から代表企業へそれぞ
れ作成する形でもよろしいでしょうか）

本表No25の質問回答を参照してください。

27 様式集 様式2-4 委任状（代表企業）

構成員及び協力企業が複数あり1枚に収まらない場合は、1社ごとに代
表企業との委任状を取り交わしてもよろしいでしょうか。

本表No25の質問回答を参照してください。

28 様式集 様式2-4 委任状（代表企業）

代表企業が1社で参加申請を行う場合には本様式は不要と理解してよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

29 様式集
様式2-5

～
様式2-9

1 ①～⑤
 当該業務を行う者の参加資
 格要件
共通の参加資格要件

1社が複数の業務を兼ねて参加資格申請を行う場合、添付資料①～⑤
については、兼務する業務の様式に応じて提出するのではなく、1企
業につき1式ご提出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。なお、各様式において２つ目以降の添付を省略
する際は、当該様式の下部の余白に、その旨が分かるように任意の説
明を記載するとともに、添付書類の参照先を記載してください。

30 様式集 様式2-5 共通の参加資格要件

代表企業が1社で参加申請を行う場合は、様式2-6～8の共通の参加資
格要件の資料は参照先を分かるようにすれば、省略してもよろしいで
しょうか。

本表No29の質問回答を参照してください。

31 様式集 様式2-5 1 ①～⑤ 共通の参加資格要件

1.共通の参加資格要件の①～⑤につきまして、写し（複写）でよろし
いでしょうか。また、証明書類の取得月日について制限はございます
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、制限はありません。

32 様式集 様式2-5 1 ➁～➄ 共通の参加資格要件

各納税証明書は原本が必要でしょうか。また、発行日（●ヵ月以内）
はご指定ありますでしょうか。

本表No31の質問回答を参照してください。

33 様式集 様式2-5 1 ➁～➄ 共通の参加資格要件

直近の事業年度とありますが、代表企業の決算年度との理解で宜しい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

34 様式集 様式2-5 1 ②、⑤
共通の参加資格要件
添付書類

添付書類②、⑤は同一書類のため、②と⑤を兼ねて「法人税について
未納税額のない証明」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」がされた納税証明書その３の３を1枚ご提出するとの理
解でよろしいでしょうか。また、様式2-6～様式2-9も同様と理解して
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

35 様式集 様式2-5 1 ②～⑤
共通の参加資格要件
添付書類

組合様又は構成市町様の入札参加資格で受任者を設定している場合、
添付書類②～⑤は、受任地の納税証明書ではなく本社の納税証明書を
提出すると理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

36 様式集 様式2-5 1 ③ 共通の参加資格要件

1.③につきまして法人事業税の納税証明書につきましては、都道府県
税の法人事業税の納税証明書と理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

37 様式集 様式2-5 1 ④ 共通の参加資格要件

1.④につきまして法人住民税の納税証明書につきましては、都道府県
税の法人県民税及び市町村税である法人市民税の納税証明書と理解し
てよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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38 様式集 様式2-5 1 ③、④ 共通の参加資格要件

1.③、④につきまして法人事業税および法人住民税の納税証明書につ
きましては、申請者より支店に委任されている場合においても本店所
在地の証明と理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

39 様式集 様式2-6
当該業務を行う者の参加資
格要件

本様式及び内容を証する書類については、不燃ごみ・粗大ごみ処理施
設の設計・建設を代表企業が行う場合は提出不要と考えてよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

40 様式集 様式2-6 2 ①
当該業務を行う者の参加資
格要件

２．当該業務を行う者の参加資格要件の①に「組合又は構成市町の入
札参加資格（業種は建設コンサルタント）を有する者」と記載があり
ます。募集要項では当該条件は建築物等の設計を行う者の要件である
ため、当該条件は不要と理解してよろしいでしょうか。
また、当該項目には入札参加資格を有する者であることを証明する書
類と理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
ご指摘の場所は誤記です。
様式集（令和３年３月19日修正）を参照してください。

41 様式集 様式2-6 2 ①
当該業務を行う者の参加資
格要件

本文中「業種は「建設コンサルタント」」とありますが、募集要項14
頁Ⅳ４（１）では、入札参加資格の業種として「建設コンサルタン
ト」の記載はありません。本項目で求められている組合様又は構成市
町様の入札参加資格は「建設工事（工種：清掃施設」であると理解し
てよろしいでしょうか。

本表No40の質問回答を参照してください。

42 様式集 様式2-6 2 ①
当該業務を行う者の参加資
格要件

本様式は不燃ごみ・粗大ごみ処理施設のプラントの設計・建設を代表
企業以外の企業が行う場合に適用されるものですが、組合又は構成市
町の入札参加資格（業種は「建設コンサルタント」）とされていま
す。一方、募集要項では、｢建設コンサルタント」の資格は、本施設
の建築物等の設計を行う者の要件とされています。募集要項を正と考
えて宜しいでしょうか。

本表No40の質問回答を参照してください。

43 様式集 様式2-7 2 ②
当該業務を行う者の参加資
格要件

２．当該業務を行う者の参加資格要件の添付資料②は、正しくは「組
合または構成市町の入札参加資格（業種は「建設コンサルタント」を
有する者であることを証明する書類」と理解してよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。
ご指摘の場所は誤記です。
様式集（令和３年３月19日修正）を参照してください。

44 様式集
様式2-9
［1/2］

2
当該業務を行う者の参加資
格要件

参加資格要件を全て満たす代表企業が運営事業者から維持管理業務を
受託し、参加資格要件を全て満たさない構成員又は協力企業が運営管
理業務を受託する場合、「様式2－9[1/2] 2.当該業務を行う者の参加
資格要件」の応募者確認欄には「－」と記載してもよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。
なお、本表No10の質問回答についても参照してください。

45 様式集
様式2-9
［1/2］

2 ②
当該業務を行う者の参加資
格要件

2.②につきましてDBO方式による事業の受注実績につきましては、特
別目的会社から受託した場合も実績を有すると理解してよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

46 様式集
様式2-9
［1/2］

2 ②
当該業務を行う者の参加資
格要件

2.②につきましてDBO方式による事業の受注実績につきましては、特
別目的会社から維持管理や電力管理等について一括受託した場合も実
績を有すると理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

47 様式集
様式2-9
［1/2］

2 ③
当該業務を行う者の参加資
格要件

ご指定の条件を満たす技術者を選定し、本事業の現場総括責任者かつ
廃棄物処理施設技術管理者として配置予定者といたしますが、同様の
資格を有する技術者であれば、今後、変更することは可能でしょう
か。

本表No12の質問回答を参照してください。

48 様式集
様式2-9
［1/2］

2 ③
当該業務を行う者の参加資
格要件

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。また、運営開始前に変更が必
要になった際は許可して頂けますでしょうか。

本表No12の質問回答を参照してください。

49 様式集
様式2-9
［1/2］

2 ③
当該業務を行う者の参加資
格要件

1系列あたり90日間以上の連続運転実績を有する施設の現場総括責任
者として業務を行ったことを証明する書類については、契約書の写し
に併せて、当該客先への総括責任者届出書類の写しなどを提出するこ
とで宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
また、当該発注機関から代表企業宛への証明等でもよいものとしま
す。
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項目

50 様式集
様式2-9
［1/2］

2 ③
当該業務を行う者の参加資
格要件

12.③につきまして運転実績を当該施設の設置期間が証している書類
につきましては当該発注機関から代表企業宛への証明と理解してよろ
しいでしょうか。

本表No49の質問回答を参照してください。

51 様式集
様式2-9
［1/2］

2 ③
当該業務を行う者の参加資
格要件

「当該施設の現場総括責任者として業務を行ったことを証明する書
類」は当該技術者が現場総括責任者として業務に従事していたことが
分かる体制表でもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
なお、本表No49の質問回答についても参照してください。

52 様式集
様式2-9
［1/2］

2 ③
当該業務を行う者の参加資
格要件

「本事業の現場総括責任者かつ廃棄物処理施設技術管理者として運営
開始後2年間以上配置できることを証明する書類」とは具体的にどの
ような書類をご提出すればよろしいでしょうか。

要件を満たすことを証明する書類を添付のうえ、当該人物が運営開始
後2年間以上配置できる旨記載し、代表企業が調印した書類を提出し
てください。

53 様式集
様式2-9
［2/2］

2 ④
当該業務を行う者の参加資
格要件

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とは、当該業務を担当する企業に在籍する有資格
者リストを示すことでよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

54 様式集
様式2-9
［2/2］

2 ④
当該業務を行う者の参加資
格要件

要求水準書運営・維持管理業務編第2章第2節表2.1に示す内容を証明
する書類につきまして、お示し頂いた内容を満たすことが可能である
旨記載し、代表企業が調印した誓約書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。

55 様式集
様式2-9
［2/2］

2 ④
当該業務を行う者の参加資
格要件

本施設の運営・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（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）をご指定されていますが、現時点で配置者を特定することは難し
いため、事業者が有する各資格者数のリストを提出することをお認め
いただけますでしょうか。

本表No53及びNo54の質問回答を参照してください。

56 様式集
様式2-9
［2/2］

2 ④
当該業務を行う者の参加資
格要件

「必要な資格者を配置できることを証明する書類」とは具体的にどの
ような書類をご提出すればよろしいでしょうか。一例として当該資格
者の会社在籍数の一覧表をご提出すればよろしいでしょうか。

本表No53及びNo54の質問回答を参照してください。

57 様式集
様式2-9
［2/2］

2 ④
当該業務を行う者の参加資
格要件

要求水準書運営・維持管理業務編第2章第2節表2.1に示す内容につき
まして安全管理者および衛生管理者に必要な資格をお示しいただけま
すでしょうか。

労働安全衛生法に準じるものとします。

58 様式集（EXCEL） 様式8-23 1
地元事業者及び地元発注予
定額の定義

本項目において、「地元事業者とは、構成市町内に本社、本店及び建
設業法上の主たる営業所がある企業並びに構成市町の建設業者等級格
付名簿において市内又は町内業者として登録されている企業をいう」
とありますが、実施方針時質疑回答６項では「主たる営業所もしくは
登録されている企業の理解でよい」とのご回答でした。前文の「並び
に」については、「もしくは」と同義との解釈で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

59 様式集（EXCEL）
様式8-23別

紙(1)
(2)

※7
建設事業者・運営事業者
（ＳＰＣ）の地元事業者別
発注内容及び発注予定額

いずれも※7として「地元事業者への発注予定額の定義については、
様式8-26(定義)を参照のこと」とされていますが、様式8-26(定義)の
書類を確認できません。様式8-23(定義)を示しているとの理解で宜し
いでしょうか。

ご理解のとおりです。
ご指摘の場所は誤記です。
※7の「様式8-26（定義）」は「様式8-23（定義）」と読み替えてく
ださい。
同様に※4の「様式8-26」は「様式8-23」と読み替えてください。
様式集（令和３年３月19日修正）を参照してください。

60 提出書類の作成要領 1 2 参加資格審査申請書

『…袋綴じにて作成し、代表企業の割印を施すこと』とありますが、
参加資格審査申請書は枚数もあるため、袋とじした表紙及び 終頁に
綴じ印を押すことと理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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