
No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答
1 入札説明書 4 29 ４_（１）_⑤応募者を

構成する企業の変
更

原則不可のところ、国の承認を条件とした例外的措置として「第二次審査資料の提出期限の日まで
の期間に限り」とありますが、ｐ19の14行目には「第３回質問提出期限までに」とあります。どちらが正
しいのでしょうか。

「第二次審査資料の提出期限の日まで」を正とします。
なお、6_(5)の修正については、訂正表をご参照ください。

2 入札説明書 4 36 ４_（１）_⑦他の応募
者を構成する企業

「ただし、当該応募者の協力企業と資本関係又は人的関係のある者が他の応募者の協力企業であ
る場合を除く。」とありますが、重複応募は構成員のみ不可であり、協力企業は可能ということでしょう
か？

入札説明書に記載のとおりです。
前提として、4_(1)_⑥のとおり、応募者を構成する企業のいずれかが、他の応募者を構成する企業で
ないことを求めています。また、4_(1)_⑦のとおり、応募者を構成する企業のいずれかと資本関係又
は人的関係のある者が、他の応募者を構成する企業でないことを求めていますが、応募者の協力企
業と資本関係又は人的関係にある者が他の応募者の協力企業である場合は、例外的に認められま
す。

3 入札説明書 7 24 管理技術者の兼務 設計業務、及び工事監理業務の同種業務実績を有する技術者の兼務は認めていただけますでしょ
うか。

兼務は認められません。

4 入札説明書 8 3 4_（3）_⑦_ア 管理技術者の業務実績として照査技術者として設計業務の技術上の管理及び統括に関する業務
をおこなっていた場合は実績として宜しいでしょうか。

照査技術者は実績として認められません。
なお、様式6-2に「※照査技術者、アドバイザーは実績として認めない。」を追加しますので、訂正表
をご参照ください。

5 入札説明書 8 3 4_（3）_⑦_ア 管理技術者の業務実績として建築主任技術者として設計業務の技術上の管理及び統括に関する
業務をおこなっていた場合は実績として宜しいでしょうか。

4_(3)_④_アの業務実積が確認できる資料を提出していただく必要があります。

6 入札説明書 8 36 ４_（４）_⑤配置予定
技術者

「事務所・庁舎」と記載がありますが、事務所もしくは庁舎の用途であるとの理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

7 入札説明書 11 40 ４_（４）_⑤配置予定
技術者

「主任技術者又は監理技術者」とありますが、規模的に全員監理技術者が求められるという理解でよ
ろしいでしょうか？

建設業法等の関係法令を遵守し、事業者の責において適切に判断してください。

8 入札説明書 12 1 ４_（４）_⑤配置予定
技術者

「事業契約締結日から工事の始期までの間、配置予定技術者の配置を要しない。」とありますが、工
事の始期は新築工事の開始の理解でよろしいでしょうか。
仮に解体工事の開始日を工事の始期とする場合について解体工事の期間中は電気設備工事及び
暖冷房衛生設備工事の配置予定技術者の配置は不要で建築のみで良いとの理解でよろしいでしょ
うか。

工事の始期は、建築工事においては解体工事の着手時、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事
は新築工事の着手時を想定しています。以上を踏まえ、建設業法等の関係法令を遵守し、事業者
の責において適切に判断してください。

9 入札説明書 15 36 工事監理者 様式11-1に配置予定管理技術者とありますが工事監理者と同一と見做してよろしいでしょうか。 様式11-1については「配置予定工事監理者」の誤りです。
なお、様式11-1を訂正しますので、訂正表をご参照ください。

10 入札説明書 16 33 4_（5）_⑦_エ 工事監理者、総合監理主任技術者又は構造監理主任技術者としての実績条件は(A)a～ｄを満たせ
ば良いと捉え、管理技術者、主任技術者などの立場は問わないと考えて宜しいでしょうか。

立場は問いませんが、工事監理者は4_(5)_④_アの業務実積が確認できる資料を提出していただく必
要があります。

11 入札説明書 19 11 ６_（５）代表企業と
応募者の構成員の
関係

ｐ4の４_（１）_②③によると構成員には代表企業が含まれるとの理解ですが、「代表企業」と「応募者の
構成員」に分けて記載されている理由をご教示下さい。

「代表企業」は、やむを得ない事情による変更が認められないためです。

12 入札説明書 19 13 ６_（５）応募者の構
成員

やむを得ない事情により変更が認められる応募者の構成員に代表企業は含まれているとの理解で
よろしいでしょうか。

No.11の回答をご参照ください。

13 （資料－３）提案書類の記載要領 1 6 ２_(１)入札参加表明
に関する提出書類

各様式等に記載する所在地とは、履歴全部事項証明書の本店に記載されている住所を記載すれば
良いという認識で宜しいでしょうか。

本店、支店を問わず、登記された所在地としてください。

14 （資料－３）提案書類の記載要領 1 8 代表者名 様式４「応募者の構成員及び協力企業の役割分担表」構成員代表者名について、上記③の場合、
受任者（中部支社長）の所属する名称、所在地、代表者名の記載で認めていただけますでしょうか。

　－　（無効）

理由：（様式1）_【記載要領】_(2)_⑥質問の「・質問は、それぞれで完結するように記載すること。（他の
質問を参照して、内容を省略しないこと。）」に抵触するため。

15 （資料－３）提案書類の記載要領 1 12 代表者名 様式５「委任状」の構成員代表者名について、令和3年4月1日から令和5年3月31日の期間で代表
取締役社長より受任者を中部支社長とする委任状を貴局に提出し3月26日付で受理いただいてい
ます。その場合、代表者名を中部支社長名、使用印鑑での届出を認めていただけますでしょうか。

本PFI事業の発注手続きにおいては既提出の委任状は認められません。
代表企業において、本社等から支社等へ委任する場合は、本PFI事業に限り有効な委任状の提出
が必要です。
（様式5）に「※代表企業の本社等から支社等へ委任する場合の追加様式」を追加しますので、訂正
表をご参照ください。

16 （資料－３）提案書類の記載要領 1 12 第１_２_（１）_ウ委任
状

第一次審査資料に代表企業が押印する箇所がありませんが、受任者である代表企業も委任者とし
て押印する（委任する構成員には代表企業も含まれる）との理解でよろしいでしょうか。

代表企業は委任者として記載する必要はありません。

17 （資料－３）提案書類の記載要領 1 12 第１_２_（１）_ウ委任
状

様式５委任状の様式がA4用紙2ページにわたっていますが、提出形態は以下のいずれでもよろしい
でしょうか？①A4用紙一枚に納まるようにレイアウトを詰めて作成、②A4用紙に両面印刷、③A4用
紙片面印刷をホチキス留めの上割印。

ご理解のとおり、いずれでも結構です。

名古屋第４地方合同庁舎整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第１回）
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No. 資料名 頁数 行数 項目 質問 回答

名古屋第４地方合同庁舎整備等事業 入札説明書・同添付資料等に対する質問回答（第１回）

18 （資料－３）提案書類の記載要領 1 12 第１_２_（１）_ウ委任
状

様式５委任状はすべての構成員、協力企業が１枚の様式に連名で捺印する形式となっていますが、
新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言を受け、人流を抑制するため、構成員、協力企業ごとに委
任状を作成してもよろしいでしょうか。

よろしいです。
その場合は、（様式5）一式を構成員及び協力企業の社数分、各々で作成し、代表企業がとりまとめ
て提出してください。枝番は不要です。

19 （資料－３）提案書類の記載要領 様式５ 委任状は、連名ではなく各企業で別々に作成してもよろしいでしょうか？ No.18の回答をご参照ください。

20 （資料－３）提案書類の記載要領 様式５ 委任状を連名ではなく各企業で別々に作成してよい場合は、枝番を付けて様式５-１、様式５-２…と
すればよろしいでしょうか？

No.18の回答をご参照ください。

21 （資料－３）提案書類の記載要領 1 16 ア　競争参加資格
確認申請書

競争参加資格確認申請書について「全ての構成員及び協力企業について提出すること」とあります
が、これはすべての構成員及び協力企業が当該申請書を提出する必要があるという趣旨でしょう
か。構成員及び協力企業が当該申請書を提出する場合、様式6-1の「称号又は名称」欄の「（代表
企業）」の記載は残したままでよろしいでしょうか。

競争参加資格確認申請書（様式6-1）は代表企業による提出となります。当該書類に添付される「入
札説明書4.(3)～(7)に記載された資格・経験・実績要件を満たしていることを確認するための資料」
は全ての構成員及び協力企業について提出する必要があります。

22 （資料－３）提案書類の記載要領 1 16 第１_２_（２）_ア競争
参加資格確認申請
書

「本事業の競争参加資格確認申請書と共に、全ての構成員及び協力企業について提出すること。」
とありますが、これは様式6-1にある「入札説明書4.(3)～(7)に記載された資格・経験・実績要件を満
たしていることを確認するための資料」を指しますでしょうか？その場合、次項の(3)競争参加資格
（実績）確認資料が該当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。

23 （資料－３）提案書類の記載要領 様式6-2_■設計業
務_＜管理技術者
＞_業務実績_②
PUBDISの「業務カ
ルテ情報」への登
録を無と記載した
場合

「基本設計及び実施設計を実施したことが確認可能な業務仕様書等の資料」について、契約書に
基本設計・実施設計の記載があればそれで代用可能でしょうか？

ご理解のとおり、代用可能です。

24 様式6-2「第一次審査提出時における提出書
類及び添付書類一覧表」

31 設計業務_業務実
績_②

「従事証明書」は弊社の社判を捺印した配置技術者の従事証明書で宜しいでしょうか。 よろしいです。

25 （資料－３）提案書類の記載要領 7 4 ２_（３）_へ　維持管
理企業及び運営企
業の参加資格要件

「維持管理業務に必要な資格に関する書類」（様式７）及び「運営業務に必要な資格に関する書類」
（様式８）についての記載は、代表企業名で記載するということでよろしいでしょうか。

よろしいです。

26 様式9-1「配置予定者管理技術者の資格・設
計業務実績」

30 注釈 複数の業務実績を記入する場合は、記入欄を適宜追加・作成すること。
とありますが、どのような場合に複数実績を記入するのでしょうか。

当該注釈は誤りであり、削除いたします。実績要件は１件の業務、工事で該当する全ての項目を満
たす必要があり、当該実績を１件ご記入ください。
なお、様式9、様式11及び「資料－３　提出書類の記載要領」の第1_2_(3)_ネを訂正しますので、訂正
表をご参照ください。

27 （資料－３）提案書類の記載要領 2 28 第１_２_（３）_ヌ_ａ様
式９及び１１

「技術者の保有資格を証明する資料（資格者証の写し等）を添付することとありますが、様式6-2では
管理技術者については該当欄がありますが、その他の技術者については該当欄がありません。該当
欄がある者のみ添付すればよろしいでしょうか？

よろしいです。

28 （資料－３）提案書類の記載要領 様式９-１１ 配置予定管理技術者を複数挙げる場合は、枝番を付けて様式9-11-1、様式9-11-2…とすればよろ
しいでしょうか？

よろしいです。

29 （資料－３）提案書類の記載要領 様式９-１１ 「※競争参加資格要件d.については、各用途の合計面積が分かる面積計算書を提出すること。」と
ありますが、様式6-2にある「実績で求められる要件（構造、規模（延べ面積）、用途）が確認できる施
設の図面・資料等と同義でしょうか？

同義ではありません、それぞれ記載されている書類をご提出ください。

30 （資料－３）提案書類の記載要領 様式１０-２_工事概
要

「工事種目についてのシステム一式工事か記載する。」とはどのようなことでしょうか？ 新築又は増築において、該当する工事種目の部分的な工事ではなく、システムとして全体を整備し
た場合に、システム一式として記載してください。

31 様式11-1 1 タイトル タイトル他に「配置予定管理技術者の資格・工事監理業務実績等」とありますが、「管理技術者」では
なく「工事監理者」と思われます。様式11-1内の「管理技術者」ではなく「工事監理者」と読み替えて
よろしいでしょうか。

No.9の回答をご参照ください。

32 資料-3　提出書類の記載方法 35 6 第2 _5及び
第2 _6 _（1）

第一次審査資料は正本が1部、副本が3部です。資格者証の写しなど、資格や実績を証明する資料
（以下、証明資料）については正本にのみ添付することでよろしいでしょうか。
その場合、証明資料は様式とは別にまとめることとしてよろしいでしょうか。

副本にも証明資料は必要となります。
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