
様式集（入札参加資格審査）に関する質問への回答

No 頁
様式

番号
1 項目等 質問内容 回答

1 1 1

入札参加資

格審査に関

する提出書

類

「納税証明書（代表企業及び構成員の全企業、直近3箇年）・その

1、その3の3」とありますが、納税証明書その３の３は「法人

税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証明

になるため、その３の３を用意すればその１（直近3箇年）は不要

と考えてよろしいですか。また、貴市に在籍する企業であっても

国税の納税証明書のみの用意で可とし、市税及び県税の納税証明

は不要と考えてよろしいですか。

前段について、その1、その3の3ともに必要です。

後段について、市税の納税証明は不要ですが、県税の納税証明は必要です。

2 1 1 会社概要書
提出書類に会社概要書とありますが、どの程度のものかお示しい

ただけますでしょうか。
会社のパンフレット等が該当します。

3 1 1 定款 原本証明は不要と考えてよろしいでしょうか。 必要です。

4 1 1 納税証明書

直近3か年とありますが、納税証明書(その３の３「法人税」及び

「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)が直近の

もの1枚あれば足りますでしょうか。

No.1の回答のとおりです。

5 6 2-2 1 担当内容

表中に「本事業における担当内容」を記載する欄がありますが、

こちらは「設計業務」などの表現で記入すれば宜しいでしょう

か。

お見込みのとおりです。

6 6 2-2 1

設計業務を

行う者の

参加資格等

要件に関す

る書類

「本事業における担当内容」の欄は設計企業、建設企業、工事監

理企業のいずれかを記入すればよろしいですか。
No.5の回答のとおりです。

7 6 2-2 2
設計業務

実績

着工年月を記載する欄がありますが、工事の着手日を記載するの

でしょうか。
お見込みのとおりです。



様式集（入札参加資格審査）に関する質問への回答

No 頁
様式

番号
1 項目等 質問内容 回答

8 6 2-2 2,3
当該実績を

証する書類

屋外体育施設の実施設計が学校校舎の実施設計に含まれた契約の

場合、同じ契約書、仕様書、図面を添付すればよろしいでしょう

か。

お見込みのとおりです。

9 6 2-2 2,3
当該実績を

証する書類

設計業務を行う者の当該実績を証明する書類に施工証明書が含ま

れていますが、契約書、仕様書、図面があれば不要と考えてよろ

しいでしょうか。

当該実績を証する書類であれば、お見込みのとおりです。

10 6 2-2 2,3 添付資料

当該業務を証する書類として、設計業務に係る契約書及び設計図

書中の設計概要（規模が分かる箇所）を提出しようと思っており

ますが、その資料だけで宜しかったでしょうか。施工証明書は、

施工会社の関連書類となるので、不要と考えて宜しいでしょう

か。

No.9の回答のとおりです。

11 8 2-3 1

建設業務を

行う者の

参加資格等

要件に関す

る書類

「本事業における担当内容」の欄は設計企業、建設企業、工事監

理企業のいずれかを記入すればよろしいですか。
No.5の回答のとおりです。

12 8 2-3 2

建設業務を

行う者の

参加資格等

要件に関す

る書類

建設業務を行う者の参加資格要件を証する書類として、「入札参

加者資格者名簿の登録」、「本市内に建設業法に基づく主たる営

業所を有すること」、「令和３年度において、建築一式工事、土

木一式工事、電気工事又は管工事がＡ等級に格付けされているこ

と」のこれらを証する書類は、必要ないと考えてよろしいでしょ

うか。

お見込みのとおりです。

13 8 2-3 2
実績を証す

る書類

施工証明、契約書及び仕様書並びに図面等規模の分かる書類の写

しとありますが、コリンズの写しでも可能でしょうか。
No.9の回答のとおりです。

14 8 2-3 2

建設業務を

行う者の

参加資格等

要件に関す

る書類

当該実績を

証する書類

「２．を証する書類として、施工実績証明書又は契約書並びに仕

様書、図面等規模の分かる書類の写しを添付してください。」と

ありますが、建設業務の当該実績を証明する書類として、発注

者、用途、延床、新築・増築の分かるコリンズ（一般財団法人日

本建設情報総合センターに登録されてある登録内容確認書（工事

実績)）のみの添付でよろしいでしょうか。

No.9の回答のとおりです。



様式集（入札参加資格審査）に関する質問への回答

No 頁
様式

番号
1 項目等 質問内容 回答

15 9 2-4 1

工事監理業

務を行う者

の参加資格

等要件に関

する書類

「本事業における担当内容」の欄は設計企業、建設企業、工事監

理企業のいずれかを記入すればよろしいですか。
No.5の回答のとおりです。

16 9 2-4 2
工事監理

業務実績

着工年月を記載する欄がありますが、工事の着手日を記載するの

でしょうか。
No.7の回答のとおりです。

17 9 2-4 3
当該実績を

証する書類

工事監理業務を行う者の参加資格において、“屋外体育施設”の実

施設計を完了した実績とありますが、実施設計業務ではなく、監

理業務の実績を添付するものと考えてよろしいでしょうか。入札

説明書p6では工事監理業務を行う者について、“学校校舎”と“屋外

体育施設”共に実施設計業務を完了した実績と記されています。

実施設計業務の実績を記載してください。

18 9 2-4 2,3
当該実績を

証する書類

監理業務を行う者の当該実績を証明する書類に施工証明書が含ま

れていますが、契約書、仕様書、図面があれば不要と考えてよろ

しいでしょうか。

No.9の回答のとおりです。

19 9 2-4 2,3 添付資料

当該業務を証する書類として、設計業務に係る契約書及び設計図

書中の設計概要（規模が分かる箇所）を提出しようと思っており

ますが、その資料だけで宜しかったでしょうか。施工証明書は、

施工会社の関連書類となるので、不要と考えて宜しいでしょう

か。

No.9の回答のとおりです。

20 12 2-7
委任状（代

表企業用）

様式2-7（委任状（代表企業用））は、「◆備考：本様式は、代表

企業の代表取締役から⽀店⻑等への委任状です。」とありますの

で、この様式は、入札・契約等を行う際の権限を企業の代表取締

役から⽀店⻑等へ委任する際に使⽤する書類と考えてよろしいで

しょうか。

入札書の開札等に立ち会う代表企業の担当社員に対しての、会社

から担当者への委任状は不要と考えてよろしいでしょうか。

前段について、お見込みのとおりです。

後段について、様式1-1に記載した代表者又は当該代表者から様式2-7で委任した担当者以外の者が開札に立ち会う場合は、開札立会

いの委任状が必要です。

21 13 2-8
事業実施体

制

本様式は評価（加点）の対象ではないという理解で宜しいでしょ

うか。
お見込みのとおりです。



様式集（入札参加資格審査）に関する質問への回答

No 頁
様式

番号
1 項目等 質問内容 回答

22
共同企業体

協定書

入札参加資格審査の提出書類の中に「共同企業体協定書の写し

（様式第２号（その１）（第６条関係））」とありますが、この

協定書は、入札参加資格審査を受けるために設計・建設・工事監

理業務を行う各企業が共同企業体を結成することを証する書類で

あり、設計建設工事請負仮契約書を締結する際には、協定書の内

容を変更できると考えてよろしいでしょうか。

本設計建設工事請負契約の業務内容を考えると、設計業務、建設

業務、工事監理業務があり、異業種で構成される企業体となって

おり、各業務を行うための必要許可（建設業の許可等）も異なり

ます。本事業を遂行するために結成される特定建設工事共同企業

体としては、共同企業体協定書は、異業種ＪＶを想定した乙型Ｊ

Ｖの協定書を締結したいと考えています。ゆえに、正式な共同企

業体協定書としては、落札者が決定された後に、設計建設工事請

負仮契約書の締結に向けた協議を行うなかで、並行して協定書の

内容についても協議させて頂けないでしょうか。

前段について、入札参加資格を満たさなくなるような変更は認めません。それ以外の変更については認めますが、変更内容を証する

書面を本市に提出してください。

後段については、入札説明書に対する質問への回答No.3の回答のとおりです。

23
共同企業体

協定書

現在、施工についての内容のみ記載されていますので、施工以外

の設計業務、監理業務に関する内容も追記願えますでしょうか。
参加する形態に応じて、入札参加者にて作成してください。

24
共同企業体

協定書

入札説明書 第3・１・（２）において、入札参加者は特定建設工

事共同企業体（甲型）を 結成するとありますが、設計・工事監

理業務を行う企業も構成員に含める事という解釈でよろしいで

しょうか？

お見込みのとおりです。


