2017.9.29

様式２２

質疑応答書
工事名：新市立島田市民病院建設工事
工事場所：島田市野田1200番地の5
No

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番
号）

1

入札公告
1-5

2

入札公告
1-5-(1)ア④

「建設業法第3条第1項に規定する営業所が静岡県内にあり、当該営業
所が建築一式工事の認定を受け、かつ島田市建設工事の入札参加資 お見込みのとおりです。
営業所の所在地について
格を有していること」とありますが、入札参加資格確認申請書提出日であ 入札公告・共通事項２－２（２）アをご参照ください。
る10月3日を基準日と考えてよろしいでしょうか。

3

入札公告
1-5（1）ア⑤

工事実績の必要要件につ ①新築の場合は300床、増築・改築の場合は延床21,000㎡が満たされて
お見込みのとおりです。
いて
いればよいのでしょうか。

質問の要旨

質問の内容

回答

地元企業との共同企業体 JVを構成しても総合評価の対象にしないと記載されていますが、地元共 入札公告・個別事項１－８－２（１）ウ（ア）地元活用に関連するご質問と思いますが、
構成は、総合評価対象と 同企業体構成会社の出資比率の請負金額は、市内企業への発注とみ 共同企業体構成会社の出資比率の請負金額は、工事請負契約額に対する地元調
しないことの意味
なさないことを意味するのでしょうか。
達率の対象とはなりません。

4

②新築時において、許可病床数は300床未満だったが、将来対応として
300床以上の内容を満たす病院を建設した施工実績で、現在300床以上
の許可病床を有するものは、300床以上の新築の実績として認められま
すか。

基本計画等において、病床数300床以上を計画していたことがわかる資料を添付して
ください。
ただし、その後大規模な増改築によって300床以上となった場合には、対象となりま
せん。

5

③延床21,000㎡は、本体工事と附属棟を合わせた面積で満たされてい
ればよいでしょうか。

１つの工事契約で施工されたものであれば構いません。

№３の回答をご参照ください。

6

入札公告
1-5-(1)ア⑤

同種工事について

新築は300床以上で増築、改築は21,000㎡以上で各々が300床以上か
つ21,000㎡以上ではないと考えてよろしいでしょうか。

7

入札公告
1-5-(1)ア⑤

同種工事の実績について

完成させた実績の完成期日は技術資料提出期日の12月21日でよろしい 同種工事の実績は、入札参加資格確認申請書の提出期限の日までに完成させた工
ですか。
事を実績とします。

8

入札公告
1-5-(1)ア⑤

同種工事の実績、配置予 民間工事等の施工実績及び従事の証明は自社証明書でよろしいです
定技術者について
か。

9

入札公告
1-5-(1)ア⑤

同種工事の実績、配置予 施工実績資料は、守秘義務の関係上表示できない場合、黒塗り等の非 黒塗り等にあたっては、入札参加の資格要件を満たしているかを当方が確認できる
定技術者について
表示でよろしいですか。
処理としてください。

10

入札公告
1-5(1)ア⑥

公告記載の同種工事の実績要件を満たす某工事に従事していた当社
技術者（以下Aとする）が、CORINSに表記された工期が2004年3月30日
から2009年12月25日であるのに対し、Aは準備工事段階から担当技術者
監理技術者の施工実績に として従事（2004年5月27日から2007年11月30日）し、工事途中に当時の
ついて
監理技術者の退職を理由に、Aは監理技術者とし建物引渡しまで従事
（2007年12月1日から2009年6月30日）していたが、この実績は本件の監
理技術者と実質的に同等以上の技術者として従事していた者の資格要
件に該当するものと判断してよろしいでしょうか。（※CORINS別添）

11

入札公告
1-5-(1)ア⑥

配置予定技術者について

実質的に同等以上の技術者とは、工事現場を総合的にみている工事長 各社配置予定技術者の名称は異なると思いますが、実質的に同等以上の技術者で
等の技術者でよろしいですか。
あることが求められますので、確認できる資料を添付してください。

12

入札公告
1-5-(1)ア⑥

配置予定技術者について

実質的に同等以上の技術者とは、工事現場所長、副所長、工務長、現
業長等でよろしいですか。
1／3

契約書の写し又はＣＯＲＩＮＳの写しを提出してください。施工実績が契約書の写し又
はＣＯＲＩＮＳの写しで確認できない場合は、その他証明できる書類（仕様書、契約図
面、体制表、配置予定技術者の施工実績の役職が確認できる資料等）を提出してく
ださい。

お見込みのとおりです。実質的に監理技術者、現場代理人と同等以上の技術者とし
て従事した者とみなします。
準備工事を除く本工事の期間と役職名等が分かる書類（仕様書、契約図面、体制
表、配置予定技術者の施工実績の役職が確認できる資料等）を提出してください。
なお、本工事においては工事途中で退職等の理由により、監理技術者が変更となら
ないようご配慮ください。

№11の回答をご参照ください。

No

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番
号）

質問の要旨

質問の内容

回答

同種工事の施工実績について、１棟の建物で契約が3期に分かれていま
す。1期と2期の工期が重複し現場代理人兼監理技術者での登録が出来
なかった為、2期は担当技術者での登録となりました。この場合資格要件
を満たすのでしょうか。
配置予定技術者について
１期 工期 2007年1月～2008年3月
2期 工期 2007年11月～2009年6月
3期 工期 2008年6月～2009年6月
従事役職は１・3期は現場代理人兼監理技術者2期は担当技術者

資格要件は満たしますが、各期での役職と業務内容を明記し、契約書の写し又はＣ
ＯＲＩＮＳの写しを提出してください。施工実績が契約書の写し又はＣＯＲＩＮＳの写し
で確認できない場合は、その他証明できる書類（仕様書、契約図面、体制表、配置予
定技術者の施工実績の役職が確認できる資料等）を提出してください。
なお、この場合は実質的に監理技術者、現場代理人と同等以上の技術者として従事
した者とみなします。

13

入札公告
1-5-(1)ア⑥

14

入札公告
1-6-2

質疑日程について

設計図書貸出期間10月10日から質疑２受付10月16日まで中5日しかあり
ません。十分な提案をするうえで十分な質疑検討期間が必要と思われま 質疑２の受付期間につきまして、期間の延長は現在のところ考えておりません。
すので期間の延長をご検討頂けないでしょうか。

15

入札公告
1-7-1

ＶＥ提案の効果額につい
て

11月8日までに提出するVE提案の効果金額は入札時のＶＥ金額と同額
でなければいけないでしょうか。

16

入札公告
1-8-2(1)イ

配置予定技術者の能力に
工事の着手からとは、準備工事を除く期間でよろしいですか。
ついて

お見込みのとおりです。

17

入札公告
1-8-2(1)イ

配置予定技術者の能力に
完成までとは、同種工事の建物本体の完成でよろしいですか。
ついて

お見込みのとおりです。

18

入札公告
1-8-2(1)イ

企業の施工能力、配置予 病院使用中の工事とは、同種工事建物の完成後、使用中に施工した規
施工した規模については、『1-5(1)ア⑤』の要件を満たす必要があります。
定技術者の能力について 模を問わない工事でよろしいですか。

入札公告
1-8-2（１）イ

配置予定技術者の能力に 配置予定技術者の資格要件を、２名配置することで満たした場合でも、
ついて
評価の対象となりますか。

今回は入札参加資格に関する質疑ですので、未回答とします。
次回の入札参加資格以外の質疑にて、再度御質問してください。

19

①「病院使用中の工事」経験者と「免震工事」経験者

評価の対象は監理技術者のみとなります。

20

②「１級建築士」資格者と「１級施工管理技士」資格者

評価の対象は監理技術者のみとなります。

21

入札公告
1-8-2（１）ウ

地元活用における市内企 ①元請から市内企業への発注は、１次・２次・３次を問わないと理解してよ
お見込みのとおりです。（補足説明をご覧ください。）
業への発注について
ろしいでしょうか。

22

②1次、2次とも市内業者に発注した場合の金額算定はどのように計算す 下請け金額については、重複の算入は認めないものとします。（補足説明をご覧くだ
るのでしょうか。
さい。）

23

③市内企業への発注内容が提案時と実際の内容が異なっても、全体の 発注の内訳については提案時と変わっても構いませんが、全体の割合については履
割合が変わらなければ問題無いと理解してよろしいでしょうか。
行の義務が生じます。

24

入札公告
1-9-1

地元活用について

25

入札公告
1-10③

入札公告中、「電子入札システムへ登録すること」と記載がありますが、様
押印済みの入札参加資格確認申請書（様式1）を電子入札システムに登録（添付）し
資格確認申請書について 式1の（入札参加資格確認申請書）の1枚を電子入札システムへ登録する
てください。
ことと考えてよろしいですか、ご指示ください。

26

入札公告
1-10③

書類提出方法について

共通事項には電子入札システムによる登録が記載されておりませんが、
電子入札システムへは、押印済みの入札参加資格確認申請書（様式1）を添付して
資格確認申請書及び資格等確認資料等は電子入札システムへの登録・
登録してください。これとは別に資格確認申請書及び資格等確認資料等を電子メー
添付と電子メールでの添付・送信、両方行うということでよろしいでしょう
ルに添付して送信するか、データを保存したＣＤを郵送又は持参してください。
か

27

入札公告
1-12

調査基準価格について

①「市立島田市民病院低入札価格調査制度による調査等実施要領」を
お示し下さい。

28

工事請負契約額に対する地元調達率50％以上が配点5.0と記載ありま
すが、どのような調達をお考えでしょうか。

具体的な調達方法は考えておりませんが、企業努力を期待した配点としています。

ウェブサイトに掲載しますのでご参照ください。

②その内容が、公表されている「島田市低入札価格調査制度による調査
第３条第２項の規定は特に必要があると認められる場合に適用するものであり、現時
等実施要領」と同一の場合、今回、第３条第２項の採用が為されるので
点においては適用の有無について回答できません。
しょうか。
2／3

No

質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番
号）

質問の要旨

質問の内容

回答

29

③その採用がある場合、調査基準価格は予定価格のどのような割合にな
№28の回答をご参照ください。
るのでしょうか。

30

④調査基準価格は、事前公表されるでしょうか。

31

様式１

32

様式6、10、11

捺印者について

事前公表はしません。

申請書捺印者は島田市入札参加資格審査申請時に登録した営業所の
お見込みのとおりです。
所長印でよろしいでしょうか

共同企業体で参加する場合ですが、様式６,10,11につきましては、代表
共同企業体で参加する場
構成員のみ提出すればよろしいですか。それとも、各構成員がそれぞれ その他の構成員も様式６，10,11を提出してください。
合の必要書類について
必要ですか、ご指示ください。

33

様式9

工事経歴書について

記載する工事件数によって、なにかしらの評価が左右されるのでしょう
か？（例：２，３件しか記載してないときには総合評価方式における評価
様式９は、入札参加資格の確認資料であり、評価の対象とはしません。また、記載件
点が低い、何十件以上記載していれば総合評価方式における評価点が
数は、各業種１枚程度を想定しています。
高くなる等）また、評価に左右されない場合、目安となる件数はあります
か？（例：各業種１枚程度に収まれば良い等）

34

様式9

工事経歴書について

「許可を受けた建設業の種類ごとに作成する」との事ですが、許可の種
類名はどこに記載すればよろしいでしょうか？

左上の「工事種別」を記載するべき欄に、「新市立島田市民病院建設」の記載を消し
た上で記載してください。

35

様式9

工事経歴書について

共同企業体として申請する場合、全社分必要でしょうか？またその場
合、会社名はどこに記載すればよろしいでしょうか？

全社分を提出して下さい。会社名は左上の「工事種別」を記載するべき欄に、工事種
別の後ろに括弧書きで記載してください。

36

様式9

工事経歴書について

様式の記載要領欄に、「この表は、許可を受けた建設業の種類ごとに作
成すること」とありますが、今回発注工事の認定業種及び許可の種類は、 所持している許可の数業種分全て必要です。
「建築一式工事」となっていますので、建築一式についての工事経歴書 様式９は、入札参加資格の確認資料であり、評価の対象とはしません。また、記載件
と判断してよろしいですか？それとも、所持している許可の数業種分全て 数は、各業種１枚程度を想定しています。
必要ですか？

37

様式9

工事経歴書について

項目を満たしていれば、指定書式以外でもよろしいでしょうか

38

様式10

捺印者について

使用印は代理人の印を使用したいと考えておりますが、届出書代表者印
お見込みのとおりです。
は法人代表（社長）印でよろしいでしょうか

3／3

指定の様式により提出してください。

