
■様式集に対する質問への回答
№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
334 6 様式6 委任状

（副代理人）
受任者の欄に、所在地を記載する必要がありま
すが、受任者が所属する会社の所在地で良いと
の理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

335 6 様式6 委任状
（副代理人）

委任状（復代理人）提出後、正当な理由（病気
等）があった場合は、受任者を変更させても良い
との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。変更後の委任状を提出して
ください。

336 7 様式7 ［1/10］ 全ての入札参
加者について
必要な書類

添付書類において、「入札参加資格を申請して
いるものは、どの市町で申請しているかの書面
（任意）」とありますが、提出しなくても良いとの理
解でよろしいでしょうか。

入札参加資格を申請しているものは、どの市町で
申請しているかを任意の書面に記した上で、すべ
ての書類を提出してください。

337 8 様式7 ［1/10］ 全ての入札参
加者について
必要な書類

「会社概要」はパンフレットでよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。

338 8 様式7 ［1/10］ 全ての入札参
加者について
必要な書類

添付書類において、各種証明書（納税証明書、
登記事項証明書、印鑑証明書、使用印鑑届、身
分証明）がありますが、写しで可との理解でしよ
ろしいでしょうか。

使用印鑑届及び委任状（支店等で参加を希望す
る場合）は原本を提出してください。それ以外につ
いては、写しでも可とします。提出書類について
は，すべて直近3ヶ月以内のものとします。

339 10 様式7 ［3/10］ 設計実績調書
（熱回収施設）

設計期間を記載する必要がありますが、設計期
間を証明するために、必要とする書類はありま
すでしょうか。

設計期間についての証明書類は不要です。

340 10 様式7 ［3/10］ 設計実績調書
（熱回収施設）

「20年以上の全連続稼炉の稼動の実績」を示す
必要がありますが、契約書の写しのみでは稼動
実績は不明かと考えます。
想定されている必要とする書類はありますでしょ
うか。

20年以上の全連続稼動を示す施設の年報や総括
表のほか、当該書類に対する自治体の証明等を
想定しております。

341 11 様式7 ［4/10］ 設計実績調書
（熱回収施設）

「1炉1系列あたり90日連続安定稼動の実績」を
示す必要がありますが、契約書の写しのみでは
稼動実績は不明かと考えます。
想定されている必要とする書類はありますでしょ
うか。

稼動実績を示す施設の日報又は月報のほか、当
該書類に対する自治体の証明等を想定しており
ます。

342 13 様式7 ［6/10］ 建設実績調書
（熱回収施設）

建設期間を記載する必要がありますが、建設期
間は契約書等に記載のある工期と理解してよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、契約工期と実施工
期が異なる場合は、実施工期を記載してくださ
い。

343 13 様式7 ［6/10］ 建設実績調書
（熱回収施設）

「20年以上の全連続稼炉の稼動の実績」を示す
必要がありますが、契約書の写しのみでは稼動
実績は不明かと考えます。
想定されている必要とする書類はありますでしょ
うか。

No.340に示すとおりです。

344 14 様式7 ［7/10］ 建設実績調書
（熱回収施設）

「1炉1系列あたり90日連続安定稼動の実績」を
示す必要がありますが、契約書の写しのみでは
稼動実績は不明かと考えます。
想定されている必要とする書類はありますでしょ
うか。

No.341に示すとおりです。

345 16 様式7 ［9/10］ 運転実績調書
（熱回収施設）

運転実績は、地方公共団体の一般廃棄物処理
施設において、過去に請け負っていた実績でも
可と理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

346 16
17

様式7 ［9/10］
［10/10
］

運転実績調書
（熱回収施設）
運転実績調書
（リサイクル施
設）

実績を証明する書類として契約書を提出する場
合、必要部分の抜粋（契約当事者の捺印箇所
等）でよろしいでしょうか。
また、契約上の守秘義務に当たる事項はブラン
クにして提出してもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、守秘義務事項も含
め、証明する書類として不足する場合は、実績と
しては認められません。

347 17 様式7 ［10/10
］

運転実績調書
（リサイクル施
設）

運転実績は、地方公共団体の一般廃棄物処理
施設において、過去に請け負っていた実績でも
可と理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

348 23 参考（様
式11、様
式12関
連）

届出印を押印することありますが、届出印とは、
委任状（復代理人）で提出した受任者使用印鑑
と理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

349 25
～
44

様式14～
様式16

様式14～16の各提案書において、文字サイズは
原則として、10.5ptを使用とし、表や図中の文字
については読取れるサイズを各社にて決定する
ことでよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。
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№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 質問への回答
350 25

～
49

様式14～
様式17

様式14～17の各提案書において、別途説明資
料を添付するご指示が無い様式で、添付資料の
添付は可能でしょうか。
可能な場合、添付資料の書式（用紙サイズ等）
については、各社にて設定することでよろしいで
しょうか。

特に指示のない限り、添付資料は認めません。

351 25
～
49

様式14～
様式17

提案書が2ページ以上になる場合、各ページに
表題は必要でしょうか。例えば、様式15-1の場
合、2ページ目以降に「(1)施工計画」と示す必要
があるでしょうか。

２ページ目以降も表題は示してください。なお、記
入枠の大きさの変更は認めません。

352 25
31
40
～
43

様式14
様式15
様式16-1
～様式
16-4

添付資料を付することはお認め頂けるのでしょう
か。（その場合、添付資料も評価対象とされるの
でしょうか。）
様式の枠を広げて作成することはお認め頂ける
のでしょうか。

NO.350、351を参照ください。

353 27 様式14-2 （２） 本事業の実施
体制

①、②、③でそれぞれ実績を問われています
が、最大5件を満たすことで本項目（①～③）は
「Ａ」評価となるとの理解でよろしいでしょうか。

当該様式に関連する評価項目「本事業の実施に
関する事項（２）本事業の実施体制」は、業務実績
のみで評価が決定するものではありません。

354 28 様式14-2 （２） ④ 熱回収施設・リ
サイクル施設
の運転人員、
担当者の資格
について

「※別途示す表は、指定枚数に含めない。」とあ
りますが、「別途示す表」とは、運転人員、担当
者の資格を別表にて添付する、という理解でよろ
しいでしょうか。

別紙２に示します。

355 32 様式15-1 （１） ① 確実な工期履
行のための施
工計画につい
て

「※設計図書に工程表（建築確認等主な許認可
を含む）を添付すること。」とありますが、入札説
明書P.15に記載のある、「⑨設計図書d)工事工
程表」を、様式15-１に添付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。

356 33 様式15-2 （２） ① 安定稼働 ①で連続稼働実績を問われていますが、プラン
トの連続運転日数（連続運転時間）と理解してよ
ろしいでしょうか。それとも、記載する施設が竣
工後、休廃炉までの期間なのでしょうか。
また、リサイクル施設における連続稼働実績は
竣工から休廃止までの期間と理解してよろしい
でしょうか。

プラントの連続運転日数（連続運転時間）です。
また、リサイクル施設における連続稼働実績は、
ご理解のとおりです。

357 33 様式15-2 （２） ①
②

安定稼働 「※連続稼動実績については、運転実績を添付
すること」とありますが、添付する運転実績とは
具体的にどのようなものを意図されていますで
しょうか。

連続稼動を証明する期間中の日報又は月報を意
図しております。

358 36 様式15-5 （５） ①～
⑤

施設配置・動
線計画

「※設計図書に全体配置図を添付すること。」等
とありますが、入札説明書P.15に記載のある、
「⑨設計図書b)図面　・全体配置図」等を、様式
15-5に添付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。

359 38 様式15-7 （７） リサイクルプラ
ザ機能を含む
管理棟の提案

組合殿で想定されている管理棟の予算はどの程
度でしょうか。(提案内容はコストと一体として評
価されるべきものと考えます。組合殿で想定され
ている管理棟の予算内で応募各社が提案内容
を競い合う形でないと公平な評価に繋がらない
ものと考えます。)

金額についてはお示しすることはできません。
本様式では、様式15-7に示すとおり、管理棟の設
計に関する基本方針や配置技術者、実績等を提
案していただくものです。なお、管理棟の建設工
事は、事業者の所掌ではありません。

360 44 様式16-
5-1

委託料内訳(固
定費)

電力等の基本料金につきましては、熱回収施設
での一回線受電となります。よって基本料金に
おきましては熱回収施設に取り纏めて記載する
ものとして宜しいでしょうか。

ご質問の記載方法でも構いません。内容・算定根
拠欄に補足説明をお願いします。

361 44 様式16-
5-3

参考内訳（事
業期間終了後
の補修費）

本様式は参考との理解でよろしいでしょうか。記
載金額が審査対象となるのかご教示ください。

No.332に示すとおりです。

362 47 様式17-1
（別紙）

ＳＰＣの出資構
成

「※出資金額の合計は、1億円以上とすること」と
ありますが、出資者各々の出資金額の制約はな
いものと理解してよろしいでしょうか。

代表企業については、議決権割合が出資間で最
大となるよう制約を設けています。

363 49 様式17-3 ＳＰＣの長期収
支計画

「法人税等」の実効税率をご教示ください。 事業者にて設定してください。
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