
青梅市立総合病院新病院建設工事 青梅市立総合病院

入札参加資格に関する質疑回答（令和２年２月５日）
●重複する質問がありますが集約せず、そのまま掲載しています。

No. 質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨 質問の内容 回　答

1 低入札価格調査
低入札価格調査
について

低入札価格調査による調査等実施要領を
お示しいただけますでしょうか。

入札参加資格確認結果通知に併せて、入札参加資格確認申請者の
うち入札参加資格が有りとした者に対してお示しいたします。

2 工事費内訳の詳細
参考内訳明細書
について

図渡し時に参考内訳明細書を提示いただ
けますでしょうか。

令和２年２月１４日（金）に貸出する入札図書に含まれております。

3 現地調査
現地調査につい
て

2月18日現地説明会は、現地調査を兼ね
ますでしょうか。また別日程でも可能でしょ
うか。

「現地説明会」 は 「現地調査」 を兼ねたものです。令和２年２月１８日
（火）の指定された時間内における現地説明会、現地調査とします。

4 入札参加資格確認申請書
入札参加資格確
認申請書の本書
の提出について

入札参加資格確認申請書(様式１)は，入
札説明書【共通事項】により電子メールで
提出することとありますが，本書の取り扱い
についてご教示ください。

本書の提出は不要です。
押印された「入札参加資格確認申請書（様式１）」 の本書をスキャナ等
で読み取り、PDFデータとしたものを指定された期日内に所定の方法
により提出してください。

5 入札参加資格確認申請書 委任状について

入札参加資格確認申請書(様式１)の提出
者名を代表取締役社長とした場合，VE提
案書提出以降に，（技術資料　様式１）の
提出者名を担当支店長にするには，「使
用印鑑届（様式７）」と「委任状(様式24)」を
参考とした弊社書式の委任状をVE提案書
提出時に，添付すればよろしいでしょう
か。

よろしいです。

6
様式２　入札参加資格等確
認資料

「４．同種工事の
施工実績」の実
績記載件数につ
いて

同種工事の施工実績については「４　同種
工事の施工実績」の様式に実績を１件記
載すればよろしいでしょうか。

入札説明書【個別事項】１－５⑴⑤に記載されている㋐㋑㋒に該当す
る実績を各々1件以上記載してください。また記載されている実績が、
㋐㋑㋒のどれに該当する実績であるかを分かりやすく明記してくださ
い。㋐㋑㋒全ての項目に該当する単体の実績であれば、1件のみの
記載で結構ですが、㋐㋑㋒全ての項目に該当する実績であることを
明記してください。

7
様式２　入札参加資格等確
認資料

「４．同種工事の
施工実績」につ
いて

参加申請の「４．同種工事の施工実績」の
様式に記載した実績と技術資料の「企業
の施工能力(施工の実績)」（様式１-10）に
記載する実績とは，異なってもよろしいで
しょうか。

「企業の施工能力(施工の実績)（技術資料 様式１-10）」 に記載する
実績は、「入札参加資格等確認資料（様式２）」 に記載された実績を
全て含み、それに付加する形で、入札説明書【個別事項】１－８－３⑩
の評価項目、判断基準に示された実績を記載してください。また記載
されている実績が、①②③、及び「現地建替施工」のどれに該当する
実績であるかを分かりやすく明記してください。入札説明書【個別事
項】１－８－３⑩に記載されている通り、入札参加資格要件以上の能
力をどの程度有しているかが判断基準の一つとなっております。

8
様式２　入札参加資格等確
認資料

「５．当該工事に
配置予定の技術
者」実績記載件
数

配置予定技術者の同種工事の施工実績
については「５　当該工事に配置予定の技
術者」の様式に実績を１件記載すればよろ
しいでしょうか。

入札説明書【個別事項】１－５⑴⑥に記載されている㋑㋒に該当する
実績を各々1件以上記載してください。また記載されている実績が、㋑
㋒のどれに該当する実績であるかを分かりやすく明記してください。

9
様式２　入札参加資格等確
認資料

「５．当該工事に
配置予定の技術
者」について

参加申請の「５．当該工事に配置予定の
技術者」の様式に記載した実績は,
技術資料の「配置予定技術者の能力」(様
式1-11）に記載する実績と異なってもよろ
しいでしょうか

「配置予定技術者の能力（技術資料 様式１-11）」 に記載する実績
は、「入札参加資格等確認資料（様式２）」 に記載された実績を全て含
み、それに付加する形で、入札説明書【個別事項】１－８－３⑪の評価
項目、判断基準に示された実績を記載してください。また記載されて
いる実績が、①②、及び「現地建替施工」のどれに該当する実績であ
るかを分かりやすく明記してください。入札説明書【個別事項】１－８－
３⑪に記載されている通り、入札参加資格要件以上の能力をどの程度
有しているかが判断基準の一つとなっております。

10

１－８－３　技術資料の審
査に関する事項
入札説明書　個別事項
P16

⑩企業の施工能
力について

①、②、③の評価項目は１棟の建物要素
ではないという理解でよろしいでしょうか。
また、判断基準に「①②③のそれぞれで
評価。最大10件まで評価。」とありますが、
①について10件，②について10件，③に
ついて10件ではなく，①～③を最低1項目
含んだ実積を最大10件まで評価する，と
いう理解でよろしいでしょうか。

入札説明書【個別事項】１－８－３⑩に記載されている評価項目の①
②③は、各々で評価される項目を示し、①②③合わせて最大30件ま
で評価するという趣旨です（例：①の場合 「①の要件を満たした実績
で10件まで評価する」 という判断基準）。故に、①②③全ての評価項
目の要件を満たす単体の実績を記載しなければならないという趣旨で
はありません。
また、単体の実績で複数の評価項目の要件を満たしている実績の取り
扱いとしては、各々の評価項目に各々1件の実績有として評価すること
になります（例：①②の評価項目の要件を満たした単体の実績であれ
ば、①に1件、②に1件の実績有とします）。
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No. 質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨 質問の内容 回　答

11

１－８－３　技術資料の審
査に関する事項
入札説明書　個別事項
P16

⑩配置予定技術
者の能力につい
て

評価項目欄に③番が記載漏れしていると
いう理解でよろしいでしょうか。
また，判断基準欄に「現場代理人の実績
については①②③のそれぞれで評価。最
大5件まで評価」とありますが，一人に付き
5件まで評価という理解でよろしいでしょう
か。

入札説明書【個別事項】１－８－３⑪の評価項目は①②のみとなりま
す。故に①②に該当する実績を各々で評価します。現場代理人の実
績評価として①②の2項目があり、①②合わせて最大10件まで評価す
るという趣旨です。入札説明書【個別事項】１－８－３⑪に記載されて
いる通り、入札参加資格要件以上の能力をどの程度有しているかが判
断基準の一つとなっております。

12 工事請負契約書第４６条 発注者の解除権

本契約書第1条第5項において、請求、通
知、報告、申出、承諾及び解除について
は、原則として書面により行うとの記載があ
ります。
同契約書第46条（１）の無催告契約解除に
ついても第1条第５項のとおり書面による
通知と考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。
なお、工事請負契約書（様式第5号）について、民法改正に伴い、該
当部分について改正する予定がございます。改正後の工事請負契約
書につきましては3月末に入札参加資格確認申請者のうち入札参加
資格が有りとした者に対して改めてお示しさせていただく予定です。

13
入札説明書【個別事項】P.3
１－５－(1)－⑥

配置予定技術者
について

入札参加資格申請における配置予定技
術者は、様式2の5のタイトル部分「配置予
定技術者（現場代理人・監理技術者）」の
いずれかに○印をつけ、それぞれ記載す
ると考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

14
入札説明書【共通事項】P.2
２－２－(2)－⑤

配置予定技術者
について

上記の質問に関連して、現場代理人と監
理技術者それぞれを記載する場合、入札
説明書に記載の「複数の技術者（３名ま
で）を配置予定技術者の候補として記載
することができる。」とありますが、現場代理
人、監理技術者ごとに３名まで（合計６名ま
で）申請可能と考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

15

入札説明書【個別事項】P.3
１－５－(1)－⑥および
入札説明書【共通事項】P.2
２－２－(2)－⑤

配置予定技術者
について

共通事項２－２－(2)－⑤のアには同種の
施工実績を記載することとありますが、個
別事項１－５－(1)－⑥イ、ウには現場代理
人のみ同種の施工実績の指定がありま
す。
監理技術者には病院、免振構造の施工実
績要件はなしと考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

16
入札説明書【個別事項】P.3
１－５－(1)－⑦

配置予定技術者
について

令和２年７月１日から専任で配置を求めら
れる「専任技術者」とは、監理技術者と考
えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

17
入札説明書【共通事項】P.2
２－２－(2)－⑤

配置予定技術者
について

配置予定技術者が営業所の専任技術者
でないことを証する書類として「建設業の
許可申請書の様式第八号⑴又は⑵の写
し」と記載されていますが、この様式は（1）
（２）の区別がなく、専任技術者の新規登
録または変更の書類となっています。
代わりに、建設業許可申請書類の別紙四
「専任技術者一覧表」を提出することで確
認が可能と考えますが、よろしいでしょう
か。

よろしいです。
配置予定技術者が営業所の専任技術者でないことを確認できる書類
であれば、その種別は問いません。ただし、提出された書類から、配
置予定技術者が営業所の専任技術者でないことを発注者側で確認で
きなければ、入札参加資格がないものと判断しますのでご留意くださ
い。

18 各様式
商号、代表者に
ついて

青梅市様には「東京電子自治体共同運営
サービス」を通じて支店名、代理人を申
請・承認いただいています。（代表者であ
る社長から支店長等へ見積、入札、契約
事項を委任）
各様式に記名、捺印する代表者は、支店
長等の上記代理人でよろしいでしょうか。

よろしいです。

19 様式６
工事経歴書につ
いて

記載要領に「この表は、許可を受けた建設
業の種類ごとに作成すること」とあります
が、許可業種が非常に多岐にわたるた
め、「建築工事業」のみを記載してよろしい
でしょうか。

よろしいです。

20

入札説明書【個別事項】
P.25
１－１１

入札図書につい
て

入札図書には構造計算書は含まれており
ますでしょうか。配布を希望させていただき
ます。

令和２年２月１４日（金）に貸出する入札図書に含まれております。
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No. 質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨 質問の内容 回　答

21

入札説明書【個別事項】
P.25
１－１１

入札図書につい
て

入札図書には図面のCADデータは含まれ
ておりますでしょうか。配布を希望させてい
ただきます。

令和２年２月１４日（金）に貸出する入札図書に一般図等のCADデー
タは含まれております。
CADデータは、本入札におけるVE提案書、技術提案書の作成にのみ
利用し、最低限の利用に止めるものとします。

22
青梅市病院告示第１号　20
契約保証金

契約保証の要否
判断

当該保証金について、工事請負契約書第
4条にて「発注者から契約の履行保証の措
置を要しない旨の指示」とありますが、この
指示は落札後に示されるのでしょうか。ま
たその要否判断の基準（青梅市競争入札
参加資格心得第29条（3）の対象となる基
準）をご教示ください。

契約保証の要否については、入札参加資格確認結果通知において
お示しいたします。入札参加資格確認申請者のうち入札参加資格が
有りとした者に対しては「要」として通知する予定です。

23
青梅市病院告示第１号　23
部分払

部分払請求回数
部分払請求の回数に限度はないという理
解でよろしいでしょうか。

よろしいです。

24
青梅市病院告示第１号　24
その他　(5)

公告および入札
説明書の内容の
追加・変更時の
疑義解消

公告および入札説明書の内容の追加・変
更に対し疑義が生じた場合は、今回とは
別途で質疑が受け付けられる等、必要に
応じた疑義解消の機会が設けられるものと
いう認識でよろしいでしょうか。

原則、質疑の受付は、入札説明書【個別事項】、入札説明書【共通事
項】で予定されている 「入札図書に関する質疑（入札参加資格以外に
関する質疑）」 のみとなります。
ただし、入札公告、入札説明書の内容に追加、または変更が生じた場
合の通知に関して、発注者側で質疑が発生すると想定された場合に
限り、質疑受付、及び回答についても併せて通知致します。

25

入札説明書
【制限付一般競争入札・個
別事項】　3頁
１－５ 入札参加資格要件
に関する事項
（１）入札参加資格に係るそ
の他の要件
⑤ 同種工事の実績

同種工事の実績

㋐㋑㋒3つの要件が示されていますが、こ
れらすべてを同時に満たしている実績で
ある必要はなく、それぞれ別々の工事で1
件以上の実績があればよいとの解釈でよ
ろしいでしょうか。

よろしいです。

26

入札説明書
【制限付一般競争入札・個
別事項】　3頁
１－５ 入札参加資格要件
に関する事項
（１）入札参加資格に係るそ
の他の要件
⑤ 同種工事の実績

同種工事実績の
範囲

病床種別（一般、療養、精神科等）は問わ
ないとの趣旨であると理解してよろしいで
しょうか。

よろしいです。

27

入札説明書
【制限付一般競争入札・個
別事項】　3頁
１－５ 入札参加資格要件
に関する事項
（１）入札参加資格に係るそ
の他の要件
⑤ 同種工事の実績　㋒

官庁系病院の定
義

満たすべき実績として「官庁系病院（国、
自治体、それらに準じた法人が事業者で
ある病院）」とありますが、国立大学法人、
国立病院機構、済生会、厚生連、日本赤
十字社の病院は該当するでしょうか。具体
的にご教示ください。

国立大学法人、国立病院機構等の他、済生会、厚生連、日本赤十字
社といった公的医療機関も官庁系病院として取り扱います。

28

入札説明書
【制限付一般競争入札・個
別事項】　3頁
１－５ 入札参加資格要件
に関する事項
（１）入札参加資格に係るそ
の他の要件
⑦ 専任技術者の配置基準

専任技術者の定
義

本館開院日まで専任が求められる技術者
として、監理技術者の他に該当する技術
者はありますでしょうか。

監理技術者のみです。

29

入札説明書
【制限付一般競争入札・個
別事項】　5頁
１－７ ＶＥ提案に関する事
項
１－７－１ ＶＥ提案書の提
出に関する事項
③ ＶＥ提案の内容　㋖
および⑤ ＶＥ提案の取り扱
い　㋒

設計補助業務の
取り扱い

設計補助業務について、採用されたＶＥ
提案をもとに入札図書を変更した契約図
書を「落札者が作成する」こととされていま
すが、工事請負契約とは別に業務契約を
締結するのでしょうか。それとも請負契約
の一部と解されるのでしょうか。

採用されたＶＥ提案をもとに入札図書を変更した 「契約図書の作成」
については、工事請負契約の一部とします。
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No. 質問項目
（図面番号、書類の名称、ページ番号）

質問の要旨 質問の内容 回　答

30

入札説明書
【制限付一般競争入札・個
別事項】　10頁
１－８ 技術提案書に関する
事項
１－８－１ 技術提案書の記
載内容、提出書類に関する
事項
③ 提出書類について
10）企業の施工能力　(ア)

同種工事の実績
評価

「①②③のそれぞれで評価。最大10件ま
で評価。」とありますが、①②③のそれぞれ
の要件を満たす実績を合計して、上限とさ
れる10件示すことができれば「極めて優れ
ている」との評価になるのでしょうか。

入札説明書【個別事項】１－８－３⑩に記載されている評価項目の①
②③は、各々で評価される項目を示し、①②③合わせて最大30件ま
で評価するという趣旨です（例：①の場合 「①の要件を満たした実績
で10件まで評価する」 という判断基準）。
また、単体の実績で複数の評価項目の要件を満たしている実績の取り
扱いとしては、各々の評価項目に各々1件の実績有として評価すること
になります（例：①②の評価項目の要件を満たした単体の実績であれ
ば、①に1件、②に1件の実績有とします）。
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入札説明書
【制限付一般競争入札・個
別事項】　26頁
１－13 留意事項（3）

提出書類の公開
範囲に関する事
前協議について

提出書類には、提出した者のノウハウなど
が含まれている場合があり、それらを公開
されると以降の営業活動に支障を来す場
合がありますので、公開前に公開範囲を
提出者と協議願います。

情報開示請求があった場合については、入札参加者の正当な利益を
害することがないよう十分に配慮した上で対応いたします。
また、必要に応じ提出者との協議の上で公開範囲を決定します。
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入札説明書
【制限付一般競争入札・個
別事項】　26頁
１－13 留意事項（5）

提供資料の使用
目的の範囲につ
いて

下見積のために提供資料の必要部分を
下請業者に提供することは、「参加に係る
検討」に該当し、「発注者の許可」は必要
ないとの理解でよろしいでしょうか。

よろしいです。
ただし、提供した資料から得られた情報の漏洩には十分注意してくだ
さい。
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工事請負契約書　第29条
2項

天災その他不可
抗力時の発注者
様の負担につい
て

「発注者は（中略）損害額を認定し、その
一部を負担することができる」とあります
が、同損害額には当該損害の取片付けに
要する費用の額が含まれるという解釈でよ
ろしいでしょうか。
また、受注者が善良な管理者の注意義務
を怠らない場合の、発注者様の負担の範
囲については、公共工事標準請負契約約
款に準ずるという解釈でよろしいでしょう
か。

協議事項となります。
なお、工事請負契約書（様式第5号）について、民法改正に伴い、該
当部分について改正する予定がございます。改正後の工事請負契約
書につきましては3月末に入札参加資格確認申請者のうち入札参加
資格が有りとした者に対して改めてお示しさせていただく予定です。
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