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事業者各位 

 

  様 式 集 へ の 質 問 （ 第 1 回 ） に 対 す る 回 答 書   

 

宝塚市 環境部 クリーンセンター 施設建設課 

 

令和 3 年 8 月 23 日までに提出された質問への回答は以下のとおりです。 

 

工事名：宝塚市新ごみ処理施設整備・運営事業 

 

■質問への回答 

No. 資料名 頁 項目名 内容 回答 

1 様式集 11～15 様式 4-3 [1/5]～[5/5] 入札

参加者の構成企業表 ※2 

特定建設工事共同企業体協定書は、参加表明書及び参加資格審査申請

書類の受付時ではなく、入札書類の受付時の提出でよろしいでしょう

か。 

入札書類の受付時の提出で構いません。 

2 様式集 14 様式 4-3 [4/5]～[5/5] 入札

参加者の構成企業表 

1 施設を複数社で運営する場合、欄を追加し役割等を記入することでよ

ろしいでしょうか。 

ご質問のとおりで可とします。 

3 様式集 15 様式 4-3 [5/5] 入札参加者の

構成企業表 

⑲その他施設（管理棟、外構施設等）の運営を担当する運営企業について、

業務内容が多岐に渡るため参加資格審査申請書の提出段階において、全て

の業務に対応する企業を選定することが難しいと考えています。 

つきましては、特定の業務についてのみ企業名を記載する、若しくは代

表企業名を記載することで足りるものと理解して宜しいでしょうか。 

参加資格申請後の変更は原則的に認めません。担当する企業が定まら

ない場合は、代表企業など定まっている構成企業が担ってください。

（将来的に委託することを妨げるものではありません。） 

4 様式集 16 様式 4-4 委任状（構成企業か

ら代表企業への委任） 

本様式は、代表企業が JV を組成し、貴市と工事請負契約を締結する者

が JV となる場合に必要であると理解して宜しいでしょうか。 

また、元請企業が単体（代表企業のみ）となる場合、構成企業や協力企

業から代表企業への委任は不要であると理解して宜しいでしょうか。 

本様式は、入札参加者の構成企業から代表企業への委任状です。JV の

構成企業から代表企業への委任状の様式ではありません。 

5 様式集 17 様式 4-5 委任状（代表企業代

表者から(復)代理人への委任） 

本様式に記載する代表者は、以下の通りであると理解して宜しいでし

ょうか。 

①様式 4-1 に記載する代表者と同一。 

②貴市への入札参加資格申請時に会社の代表者（社長）より支店長等が

委任を受けている場合には、本件事業においては支店長等が代表者と

なる。 

①については、ご理解のとおりです。 

②についても、ご理解のとおりです。 

6 様式集 17 様式 4-5 委任状（代表企業代

表者から(復)代理人への委任） 

本様式に記載する受任者（(復)代理人）は、様式 4-1（担当者）に記載

する者と同一で良いものと理解して宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

7 様式集 20～25 

30,32,34 

様式4-7,4-8,4-9 各業務を行

う企業の実績等を証する書類 

各実績を 1 件以上有していることと記載がありますので、記載は 1 件

でよいと理解してよろしいでしょうか。 

また、件数は非価格評価の対象とはならないと理解してよろしいでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。 

8 様式集 20 様式 4-7 [1/3] 各業務を行う

企業の実績等を証する書類

（設計企業） 

「受注形態は、該当しないものを抹消すること」とございますが、該当

しない受注形態の記載を削除するという理解でよろしいでしょうか。 

また、上記の解釈は様式 4-9[10/10]までにございます同じ記載に対し

ても適用されるという理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 
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No. 資料名 頁 項目名 内容 回答 

9 様式集 29 様式 4-9 [3/10] 配置予定現

場総括責任者調書（運営企業） 

「※3 配置される者は、病休、退職等の特別な場合に限り、同等の資格

要件を満たす別の者に変更することができる。」との記載がございます

が、本注記は本調書の提出から実際に現場に配置する仮設リサイクル

処理場の試運転開始日までに変更を要する場合の要件であると理解し

て宜しいでしょうか。 

仮設リサイクル処理場の試運転開始日以降、20 年以上の運営期間を見

込んだ人選は困難であるため、注記されている場合以外の事由におい

てもご協議頂けませんでしょうか。 

ご質問のとおり運営期間全体を通して同一人物が担当すべきとは考え

ていません。頻繫な変更は認められませんが、妥当な理由により変更が

必要な場合は、協議します。 

10 様式集 29 様式 4-9 [3/10] 配置予定現

場総括責任者調書（運営企業） 

直接的な雇用関係を確認できる書類の写しについて、健康保険証の写

しをご提出すれば足りるという理解でよろしいでしょうか。 

また、上記の解釈は様式 4-9[10/10]までにございます同じ記載に対し

ても適用されるという理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。健康保険加入証明願も併せてご提出ください。 

11 様式集 30 様式 4-9 [4/10] 各業務を行

う企業の実績等を証する書類

（運営企業） 

契約書の写しについて、参加要件を満たす実績を示した部分を添付す

るという認識でよろしいでしょうか。 

また、上記の解釈は様式 4-9[10/10]までにございます同じ記載に対し

ても適用されるという理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

12 様式集 40 様式 6-3 企業名対応表 ※2 「設計企業 A」、「建設企業 B」等、企業名を特定できない呼称とするこ

とと記載がありますが、構成企業以外の企業名は、提案書に記載しても

よろしいでしょうか。 

構成企業名に限らず、企業名は全て伏せてください。この場合、本様式

の表頭の項目名を「企業名」に修正して使用してください。 

13 様式集 44 様式 9 提案書 ※3 「提案書総ページ数は、～した別紙を除き、A4 判 50 ページ以下とす

る。」と記載があります。本様式に加え、提案書を補足する添付資料や

参考資料の添付は不可と理解してよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

14 様式集 45～71 様式 9-1～9-19 提案書 技術提案書の様式（余白、字体、文字ピッチ（本文、図表）等）は、事

業者側で任意に設定させていただくことでよろしいでしょうか。 

また、文字のフォントについては 10.5 ポイント以上とし、図表の文字

サイズは任意としてよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

15 様式集 46 様式 9-1 別紙 温室効果ガス

算定表 

1 炉当り運転日数 280 日/年とありますが、柔軟な運転計画で年間売電

量を最大化するために、焼却炉の運転日数を年間ごみ焼却量に対する

事業者提案としていただけないでしょうか。 

運転日数は事業者提案に委ねます。 

16 様式集 46 様式 9-1 別紙 温室効果ガス

算定表 

非常用発電機の定期点検にともなう化石燃料由来の CO2 排出量につい

ては本表への記載対象外と理解してよろしいでしょうか。また、ピーク

カット用発電設備を提案する場合、常用発電により発生する化石燃料

由来の CO2 排出量については事業者にて項目追加し表中に見込むもの

と理解してよろしいでしょうか。 

定期点検に係る燃料使用は含めないことで構いません。ただし、ピーク

カット用発電設備に使用する燃料は見込んでください。 

17 様式集 63 様式 9-16 別紙① SPC の出資

構成 

出資者（役割）の項目に正本は企業名、副本は様式 6-3 企業名対応表の

呼称を記載する必要はあるでしょうか。 

正副ともに、企業名対応表の呼称を記載してください。 

18 様式集 63 様式 9-16 別紙① SPC の出資

構成 

出資者（役割）につきまして、同一の構成員が複数の役割を兼ねる場

合、主たる役割に欄に資本金額および出資比率を記入し、それ以外の役

割の欄は空欄として宜しいでしょうか。 

例）代表企業がエネルギー回収推進施設のプラント設備の設計担当と

なる場合、代表企業の欄に記入し、エネルギー回収推進施設のプラント

設備の設計担当欄は空欄とする。 

兼ねる場合は再掲してください。（再掲であることが分かるように、出

資比率の数値を括弧書きとするなど、表現を工夫してください。） 

19 様式集 64 様式 9-16別紙② 固定料金内

訳書（四半期あたりの料金） 

本様式中に、②維持管理費（修繕費を除く）と③修繕費がございます

が、②維持管理費は定期点検に係る費用、③は機器の補修・交換・清掃

等に係る費用であると理解して宜しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

20 様式集 64 様式 9-16別紙② 固定料金内 支払期（四半期）の金額については、運営期間の総額を総月数で除して ご理解のとおりです。 
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No. 資料名 頁 項目名 内容 回答 

訳書（四半期あたりの料金） 3 ヵ月を乗じた金額を入力するという理解でよろしいでしょうか。 

また、運営期間の総額が SPC の長期収支計画表の各固定料金総額と一

致するという認識でよろしいでしょうか。 

21 様式集 64 様式 9-16別紙② 固定料金内

訳書（四半期あたりの料金） 

年間の金額については、運営期間の総額を総月数で除して 12 ヵ月を乗

じた金額を入力するという理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

22 様式集 64 様式 9-16別紙② 固定料金内

訳書（四半期あたりの料金） 

「金額は円単位とし、端数は切り捨てとすること」とございますが、支

払期（四半期）及び年間の列についても同様の理解でよろしいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

23 様式集 68 様式 9-16 別紙⑥ SPCの長期収

支計画表 

変動費については、別紙④の提案単価に、入札説明書 p.23 に記載の「処

理対象物の将来推計値」を乗じた金額を入力するという理解でよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

24 様式集 68 様式 9-16 別紙⑥ SPCの長期収

支計画表 

外形標準課税は SPC の運営に要する費用なので、営業費用の欄に記入

してよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

25 様式集 68 様式 9-16 別紙⑥ SPCの長期収

支計画表 

法人税の算出について、実効税率は兵庫県及び貴市の税率に基づいて

弊社にて設定してよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

 


