
工 事 名：最終処分場新最終処分場浸出水処理施設建設工事 

入 札 方 式：総合評価落札方式一般競争入札 

実施自治体：長生郡市広域市町村圏組合 

 

第１回 質問回答書 

令和 5 年 2 月 27 日 

（1/4） 

No 資料名 項 項 目 質問等 回 答 

1 入札説明書 2 2.(7) 

工事期間 

建設工事が令和 5年 8月

下旬頃からの予定で記

載されています。隣り合

って建設される覆蓋型

埋立地も同時期に施工

されるものと考えます

が、本工事の乗り込みが

可能となる時期をご教

示ください。 

令和７年１月を想定してい

ますが、詳細は土木工事の進

捗、協議により決定します。 

2 入札説明書 5 4.(1)イ⑦ 監理技術者は、設計製作

期間と現場施工期間で

それぞれ配置しても宜

しいでしょうか。 

良い。 

3 入札説明書 5 4.(1)イ⑦ 監理技術者の候補は、複

数者の申請として宜し

いでしょうか。 

良い。 

4 入札説明書 5 4.(2)エ 

契約保証金 

「請負代金の 10 分の 1

以下」とありますが、公

告文に合わせて「請負代

金の 10 分の 1 以上」と

して宜しいでしょうか。 

公告文を正とし、「請負金額

の 10 分の 1 以上」としてく

ださい。 

5 入札説明書 5 4.(2)エ 

契約保証金 

「請負代金の 10 分の

1･･」の条件に加え、契約

保証金の納付は、利付国

債の提供又は金融機関

等の保証をもって代え

ることができると考え

て宜しいでしょうか。 

良い。 
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No 資料名 項 項 目 質問等 回 答 

6 入札説明書 5 4.(2)オ 

部分払 

「オ 部分払」が有とあ

りますが、各年度毎の出

来高金額を決定されて

いましたらご教示くだ

さい。 

各年度の出来高を以下のと

おり見込んでいます。 

令和５年度  ０％ 

令和６年度  １％ 

令和７年度 ９９％ 

7 入札説明書 10 4.(3)ケ 

④提出書類 

提出する電子データは、

正・副の各 1 式まとめた

ものを CD-ROM に納めて

提出すれば宜しいでし

ょうか。 

良い。 

8 入札説明書 10 4.(3)ケ 

④提出書類 

データ容量が大きい場

合は DVD等の形式でも宜

しいでしょうか。 

良い。 

ただし、提出前に本組合に改

めて使用媒体の連絡をして

ください。 

9 入札説明書 10 4.(3)ケ 

④提出書類 

技術提案書の紙媒体に

ついて、2 穴チューブフ

ァイル、フラットファイ

ル等、製本方法にご指定

はありますでしょうか。 

2 穴式であり、差替えが可能

な製本方法（ファイリング形

式）としてください。 

10 入札説明書 10 4.(3)ケ 

④提出書類 

様式集の中に表紙がな

いため、後日設定頂く

「入札参加者番号」を記

載するところがありま

せん。任意の様式で作成

して宜しいでしょうか。 

良い。 

11 入札説明書 10 4.(3)ケ 

④提出書類 

技術提案書(正本)、技術

提案書(副本)の表現が

ありません。「技術提案

書(正本)1 部」、「技術提

案書(副本)7 部」として

宜しいでしょうか。 

良い。 
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No 資料名 項 項 目 質問等 回 答 

12 入札説明書 11 4.(3)コ 

③提出方法 

「提出書類」の表現があ

りません。提出書類は、

次の様式とすれば宜し

いでしょうか。 

1. 入札書類提出書 

(様式 3-1) 

2.入札書(様式 3-2) 

3.内訳書(様式 3-3) 

良い。 

13 入札説明書 － 別紙 

リスク分担表

(案) 

「施設の引渡し以降」の

表現がありませんが、浸

出水処理施設より発生

した副生塩の「場外搬

出、処分業務」は、貴組

合の範囲と考えて宜し

いでしょうか。 

良い。 

14 入札説明書 － 別紙 

リスク分担表

(案) 

工事請負契約書や請負

契約約款にて各種決ま

りごとの確認をしたい

と考えます。工事請負契

約書(案)を頂くことは

できますでしょうか。 

要求水準書と同様に所管課

へ設計図書等配布申請書（長

生郡市広域市町村圏組合制

限付き一般競争入札実施要

領(令和３年３月 15 日告示

第 13 号)別記第１号様式）

を郵送するものとする。 

申請後、所管課から電子メー

ル等により配布する。 

15 落札者決定

基準 

4 4.(4)審査項

目及び配点 

小項目のうち「j.既設エ

コパーク長生との連係」

は、様式集では「j.既設

エコパーク長生との関

係」となっています。 

落札者決定基準を正と

考えて宜しいでしょう

か。 

落札者決定基準を正とし、

「j.既設エコパーク長生と

の連係」としてください。 
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No 資料名 項 項 目 質問等 回 答 

16 様式集

(Word) 

32 （様式 9-2） 

「5」ク：n 

年間用役使用

量 

薬剤単価についてご指

定があればご教示くだ

さい。 

指定はないため、事業者提案

としてお考えください。 

17 様式集

(Word) 

37 （様式 11-1）

1 施設概要説

明書 

エ 維持管理費試算書に

ついて、内容は（様式 9-

2）と同じものとし、算出

根拠を示すことで宜し

いでしょうか。 

良い。 

18 様式集

(Word) 

－ 3-3 内訳書 

1.機械設備工

事 

「その他設備」に「モニ

タリング」とありますが

処理水の水質確認用計

器類と考えて宜しいで

しょうか。 

その他設備は貴社ご提案に

より内容をお示しするもの

としてお考えください。 

その場合、種別欄は見え消し

により貴社ご提案内容を記

載してください。 
 

 

  


