
今池水みらいセンター包括管理事業　入札説明書等に対する質問及び回答 令和3年5月24日

管理
番号

資料名 頁 章 節 細節 項 目 項目名 質問 回答 回答日

0001 入札説明書 13 - 29 (3) - ①
「2号焼却炉更
新業務」に係る
契約の保証

契約保証金の免除を受けるため履行保証保険の締結をする場合、全部
の免除が可能となる保険契約内容があればご教示ください。

保証期間が履行期間を全て含み、保証金額が「2号焼却炉更新業務」に係る
契約金額の100分の10以上の額であれば「2号焼却炉更新業務」に係る契約
保証金の全部を免除します。

令和3年5月12日

0002 入札説明書 14 - 30 (3) - ①
「運転管理ほか
業務」に係る契
約の保証

契約保証金の免除を受けるため履行保証保険の締結をする場合、全部
の免除が可能となる保険契約内容があればご教示ください。

保証期間が履行期間を全て含み、保証金額が「運転管理ほか業務」に係る
契約金額の100分の5以上の額であれば「運転管理ほか業務」に係る契約保
証金の全部を免除します。ただし、保証期間については、入札説明書P14の
30(5)に定める期間でも可能としております。

令和3年5月12日

0003 発注概要書 12 - - - - -

【提出書類一覧
表】
→「運転管理実
績を確認できる
書類（写し）

「運転管理実績を確認できる書類」として、契約書、設計書、特記仕
様書等の写しを提出する場合は、「契約（取引）実績に係る証明書
（様式3-5-5）」は提出不要であるとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおり、契約書、設計書、特記仕様書等の写しを提出される場合
は、「契約（取引）実績に係る証明書（様式3-5-5）」は提出不要です。

令和3年5月12日

0004 入札説明書 6 10 現地見学会
現地見学会は、決まったルートによる見学会なのでしょうか。また、
複数回実施して頂けるのでしょうか。

希望の箇所があれば見学可能です。また、複数回の見学も可能です。 令和3年5月12日

0005 入札説明書 15 31

総合評価におけ
る技術提案の業
務成績点につい
て

業務成績点は、今後、応札する入札案件等の参加条件等で有利に働く
成績点として、考えてよろしいでしょうか。

個別の入札条件によりますが、現時点で反映する制度はありません。 令和3年5月12日

0006 入札説明書 5 5 (2)
入札参加申請手
続き

様式集 様式３－１ 総合評価一般競争入札参加申込書「グループ
名」を記載しますが、落札者が設立するＳＰＣの「会社名」と同一で
なくてもよろしいでしょうか。

総合評価一般競争入札参加申込書「グループ名」はＳＰＣの「会社名」と
同一である必要はありません。

令和3年5月12日

0007 入札説明書 5 5 (2)
入札参加申請手
続き

様式集 様式３－１ 総合評価一般競争入札参加申込書「代表企業
名」の住所、代表者を記載しますが、大阪府の入札参加資格登録を受
けている者が異なる場合、「３．入札参加資格」を有する者（代表者
から委任を受けている営業所住所、者）を記載すればよろしいでしょ
うか。

総合評価一般入札参加申込書に記載する代表企業名には大阪府の入札参加
資格登録を受けている者を記載してください。

令和3年5月12日

0008 発注概要書 4 3
入札参加資格の
構成

⑨SPCは機械設備工事と運転管理業務については構成企業以外の者と契
約を締結してはならない とありますが、「事業契約書（案）」の第
３章「第三者による施工」、第４章「第三者による実施」の条件を満
たせば契約は可能と考えてよろしいでしょうか。

発注概要書に記載のとおり、SPCからの直接の契約先について、機械設備工
事と運転管理業務については構成企業に限定しています。
　なお、事業契約書（案）第13条第２項のただし書き及び第36条第２項の
ただし書きは削除し、第13条第３項に規定する設計建設業務の一部に
「（機械設備工事を除く。）」を追記、第36条第３項に規定する運転管理
ほか業務の一部に「（運転管理業務を除く。）」を追記し、修正版として
公表します。

令和3年5月12日

0009 入札説明書 6 10 現地見学会
『6(1)の入札参加資格確認書の交付を受けたも者のうち希望者に』と
ありますが、入札参加を検討するにあたり重要な情報と考えますが、
参加申請前に現地見学は可能でしょうか。

入札参加申請前の現地見学は不可とします。 令和3年5月12日

0010 入札説明書 7 11
参考図書の閲覧
及び借用

『6(1)の入札参加資格確認書の交付を受けたも者のうち希望者に』と
ありますが、入札参加を検討するにあたり重要な情報と考えますが、
参加申請前に参考図書の閲覧は可能でしょうか。

入札参加申請前の参考図書の閲覧は不可とします。 令和3年5月12日



今池水みらいセンター包括管理事業　入札説明書等に対する質問及び回答 令和3年5月24日

管理
番号

資料名 頁 章 節 細節 項 目 項目名 質問 回答 回答日

0011 入札説明書 5 6
入札参加資格の
申請及び審査結
果の通知

入札参加資格について『ただちに入札参加資格の有無について審査を
行い、その結果について、次に揚げるところにより、入札参加希望者
に対して交付する。』とありますが、交付されるまでの期間は何日間
を考慮すればよろしいでしょうか。また交付されない期間は現地見学
および参考図書類の閲覧は不可能でしょうか。

入札参加申請から交付までの期間は１週間程度を見込んでおります。ま
た、交付までの期間は現地見学および参考図書類の閲覧は不可とします。

令和3年5月12日

0012 発注概要書 11
【 提 出 書 類 一
覧】

配置技術者の照合が可能な書類（写し）『入札説明書22を参照の
上、』とありますが『入札参加説明書24』の誤りでしょうか。

ご指摘のとおりですので、訂正します。 令和3年5月12日

0013 発注概要書 ④ 3

入札
参加
者の
構成

②
SPCの設立につ
いて

設立するSPCには建設業許可は必要ないとの理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおり、ＳＰＣに建設業許可は求めておりません。 令和3年5月24日

0014 発注概要書 ⑤ 3

配置
予定
技術
者(事
業総
括責
任者)

事業総括責任者
の「専任」につ
いて

事業総括責任者は「本事業期間中において選任し配置できること」と
記載があり、建設業務総括責任者の「建設期間中に専任として配置で
きる者であること」と分けて記載されている事から、事業総括責任者
は専任を要しないと読み取れますが、様式集(様式3－3－1)配置予定技
術者調書の「※注意点」2に「他工事に従事している者、(省略)は、本
事業の専任の技術者として配置できません」との記載があります。事
業総括責任者は専任を要しないとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおり、事業総括責任者は専任を要しません。様式3-3-1の注意点
2は削除します。

令和3年5月24日

0015 発注概要書 ⑨ 5

配置
予定
技術
者(設
計業
務総
括責
任者)

設計業務総括責
任者の「専任」
について

本章では「設計建設期間中において選任し配置できること」と記載が
あり、建設業務総括責任者の「建設期間中に専任として配置できる者
であること」と分けて記載されている事から、設計業務総括責任者は
専任を要しないと読み取れますが、様式集(様式3－3－3)配置予定技術
者調書の「※注意点」2に「他工事に従事している者、(省略)は、本事
業の専任の技術者として配置できません」との記載があります。設計
業務総括責任者は専任を要しないとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおり、設計業務総括責任者は専任を要しません。様式3-3-3の注
意点2は削除します。

令和3年5月24日

0016 入札説明書 9、10 20 (1) 入札保証金等

入札保証金の免除に関する大阪府財務規則第61条及び地方自治法施行
令第167条の5の解釈は、本説明書及び発注概要書で規定される入札参
加資格をすべて有していれば免除になるとの理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおり、入札説明書及び発注概要書で規定される入札参加資格を
有していれば免除とします。

令和3年5月24日

0017 入札説明書 8 14 (3)

再度の入札となった場合、1回目の入札後に入札結果が「入札額総額が
予定価格に達していなかったか否か」 及び「運転管理ほか業務費が
その上限額に達していなかったか否か」について各々公表いただくこ
とは可能でしょうか。

郵便入札との公平性（郵便入札心得第２条（４））を確保する為、入札説
明書14（2）入札回数で記載のとおり「予定価格等の制限の範囲内の入札が
無かった」のみの告知とします。

令和3年5月24日

0018 入札説明書 10 22 (1) イ 質問書の提出

22 技術提案書に係る評価結果に対する質問及び回答
(1) 質問書の提出　イ 質問期間
「技術提案の採否項目の通知を電子メールで受け取った日の翌日から
起算して２日間…」との記載がございます。電子メール遅延、システ
ム故障発生等を考慮し３日～４日にしていただくことは可能でしょう
か。

入札説明書に記載のとおりとします。 令和3年5月24日


