質問および回答一覧
案件名称
発注機関

質問

No.

1

2

令和３年度 国補大規模特定河川工事 （一）岡田川 長野市 篠ノ井２工区
長野建設事務所
回答

参加表明書

「参加表明書」に記載した配置予定技術者を、「技術
HP掲載の「長野県公募型プロポーザル方式に関する質問・
提案書」提出時に変更することはできます。
回答（委託・工事）」の番に記載あるとおり、
ただし、「技術提案書」提出時に記載した配置技術
『参加表明書』に記載した配置予定技術者について、技術提
予定者を契約時に変更することは、真にやむを得な
案書提出時の際に変更可能と考えてよろしいでしょうか？
い場合（配置予定技術者の死亡、傷病、または退職
等）を除きできません。

配置予定技術者

工事の途中で配置技術者を変更する場合には、技
配置技術者を製作期間（非専任）と現場期間（専任）に分け
術提案書提出時に予定する全ての技術者の資格・
て配置する場合、『技術提案書』に記載するのは「製作期間
経歴・実績を評価できるよう資料を提出してくださ
の従事者」「現場期間の従事者」のどちらを記載すればよろし
い。
いでしょうか？
その場合はＮｏ.3①の回答内容に留意してください。

①工場製作期間の監理技術者と、現場施工期間の監理技
術者は、別のものとする配置は可能でしょうか？
（例：工場製作期間の監理技術者を「佐藤」、現場施工期間
の監理技術者を「田中」とすること）

3

4

配置予定技術者

掲示文の修正

①工場から現地へ工事の現場が移行する時点であ
れば主任（監理）技術者の変更は可能です。ただ
し、交代前後における監理技術者等の技術力が同
等以上に確保されるとともに工事の継続性、品質確
保等に支障がないことが必要です。

②工場製作期間と現場施工期間の監理技術者の配置が、
②令和５年４月１日以降と考えていただいてかまい
別々とすることがご了承頂けました場合、現場施工期間の監
ません。ただし、それ以前の期間のうち、吸水層～
理技術者の配置開始時期は、令和５年４月１日以降と考えて
吐出水槽の配管とコンクリート工の施工について
宜しいでしょうか？
は、別途発注する土木工事との調整が必要となるこ
とを承知願います。
③工場製作期間と現場施工期間の監理技術者の配置が、
別々とすることがご了承頂けました場合、それぞれの期間に
③現場代理人との兼務は可能です。
おいて、現場代理人との兼務は可能でしょうか？
ただし「様式１号 公募型プロポーザル（建設工事）
（例：工場製作期間の監理技術者 兼 現場代理人を「佐
に係る手続開始の掲示について」（以下、「掲示
藤」、現場施工期間の監理技術者 兼 現場代理人を「田中」
文」）の４（７）表下※１に記載のとおり、現場代理人
とすること）
が、主任（監理）技術者と同一人物の場合は、現場
代理人の評価を対象外（０点）とします。

－

「様式１号 公募型プロポーザル（建設工事）に係る
手続開始の掲示について」の４（６）ア
技術提案書のヒアリング予定日について、
１１月１２日（金）頃 から １１月１０日（水）に変更しま
す。

参加表明書及び技術提案書に記載する配置予定技術者の
資格等について、
下記、ご教示いただきたくお願いいたします。
5

配置予定技術者

6

参加表明書、
技術提案書

7

8

参加表明書、
技術提案書

参加要件資料

工場製作期間と工事施工期間と分けて配置する場合、参加
No.2と同様です。
表明書及び技術提案書に記載する配置予定技術者は、工
事施工期間に配置する予定の者のみの記載で、よろしいで
しょうか。
または、どちらも記載が必要でしょうか。
様式２号の参加表明書、様式７号の技術提案書の作成にお
きまして、代表者印の捺印は必要となりますでしょうか？
捺印は不要です。
（住所 商号又は名称 代表者氏名 の記載欄への捺印）
様式３号の参加要件資料、様式８号の技術資料の作成にお
きまして、提出者名の欄に記載するものは、次のうち、どちら
になりますでしょうか？
１）会社名
・会社名、提出内容を把握されている担当者名を記
２）会社名ならびに代表者氏名
載願います。
３）担当者所属ならびに氏名
・捺印は不要です。
４）上記以外
また、捺印は必要となりますでしょうか？
様式３号の参加要件資料に記載致します、同種または類似
工事の実績、配置予定技術者の資格、経歴等の状況につき
ましては、
これを証する契約書、コリンズ、資格証等の写しを添付する
必要はございますか？

様式３号（参加要件資料）提出時には、
「同種または類似工事の実績」を証する、工事契約
書の
写し、工事内容が分かる工事内訳書の写し等を提
出してください。
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10

その他

配置予定技術者

出来高の有無について
様式１号『公募型プロポーザル方式（建設工事）に係る手続
開始の掲示について』では、各会計年度における支払限度
額の記載がございますが、各年度毎に、出来高の設定はご
ざいますでしょうか？

特記仕様書第５条５－１の１に記載のとおり、令和４
年度中にポンプを含めた設備の製作を完了してくだ
さい。
その他の各年度毎の出来高設定はありません。

配置予定技術者については、機器の工場製作期間について
・No.3①と同様です。
も、監理技術者は、専任を求められますでしょうか？また、工
・また、工場製作期間については監理技術者の専
場製作期間、現地工事期間で分けて配置は可能でしょう
任を求めません。
か？
製作期間から現場据付期間に移行する時点で、主
任（監理）技術者、現場代理人が各１回交代する
ケース（※）を除いては複数登録は不可です。
※のケースではＮｏ.3①の回答内容に留意してくださ
い。
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配置予定技術者

技術提案書提出時の配置予定技術者は複数登録可能で
しょうか？また、登録人数に制限はありますでしょうか？

12

その他

・評価結果の公表時期は、11月20日頃
評価結果の公表時期及び契約となった場合の契約日はおよ
・仮契約日は12月10日頃（本契約は3月末頃）
そ、いつ頃を予定していますでしょうか？
を予定しています。（変更となる場合があります）

参加要件

実施要領、２ 技術提案書の提出者に必要とされる要件（２） ・「同種又は類似工事」が実施要領３（６）２の記載内
同種または類似の工事に実績を有すること。との記載があり 容という意味です。
ます。記載されているのは、同種工事の定義ということでよろ ・「同種工事」と「類似工事」を分けていません。
しいでしょうか。また、類似の工事の定義を御教示願います。

参加要件

参加要件資料、１ 業種及びその他許可状況について御教
示願います。証明書類として、経営規模等評価結果通知書 経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書の
(総合評定値通知書）を添付すればよろしいでしょうか。それ 写しを添付してください。
とも証明書類は不要でしょうか。

参加要件

参加要件資料、１ 業種及びその他許可状況について御教
示願います。本店または営業所の所在地を記載する欄がご
当工事の契約相手となり得る部署であれば、本店、
ざいます。今回の参加要件に地域要件はございません。記
営業所、どちらでも構いません。
入は不要でしょうか。記入が必要な場合、本店または営業
所、どちらを記入すればよろしいでしょうか。

参加要件

参加要件資料、２ 同種または類似工事の実績について御
教示願います。ＪＶとして施工した実績は、今回の実績で認 特定ＪＶとして施工した、新設又は更新（増設含む）
められるのでしょうか。認められる場合、出資比率(40％以上 工事であれば実績となります。
等）の条件を御提示願います。

参加要件

参加要件資料、２ 同種または類似工事の実績について御
教示願います。実績は、揚排水ポンプ設備の製作据付工事
と記載されております。製作据付工事とは新設、更新、増設
等のポンプ製作を含んだ据付工事を指し、整備、点検等の
みの工事は、実績として認められないと解釈してよろしいで
しょうか。

参加要件

参加要件資料、３ 当該工事の実施体制について御教示願
います。様式には主任(監理)技術者を1名分、記入する形に
なっております。工場製作期間、現場施工期間において技術
者変更を行う場合等、配置する技術者が複数名いる場合
・No.1及びNo.2と同様です。
は、全て記載する必要がありますか。それとも、参加表明書 ・参加表明書の提出時点で、製作、据付で交代する
提出時は1名だけ記入し、技術提案書を提出時に追加で複 前提であれば、両方を記載してください。
数名、記載してもよろしいでしょうか。参加表明書提出時に1
名だけでの記載で問題ない場合、現場施工期間の技術者
等、御指定があれば、御教示願います。
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参加要件

参加要件資料、３ 当該工事の実施体制について御教示願
います。様式には1名分、記入する形なっております。工場製 No.18と同様です。
作期間、現場施工期間において技術者変更を行う場合、監 様式を加工のうえ、製作、据付の技術者を記載して
理技術者として配置予定の技術者を全て記載する必要があ ください。
りますか。
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技術提案書

評価項目に配置予定技術者の資格等があります。主任（監
ご質問のとおりです。
理）技術者と現場代理人をそれぞれ、工場製作期間、現場施
No.11の回答と同様です。
工期間に分けて配置（4名体制）してもよろしいでしょうか。
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16
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公共機関から発注された揚排水ポンプ設備の製作
を含んだ、新設又は更新（増設含む）の元請工事で
す。
整備、点検等のみの工事は認められません。

技術提案書

評価項目に配置予定技術者の資格等があります。主任(監
理)技術者の「審査の視点」に主任（監理）技術者となり得る 主任（監理）技術者の評価における国家資格は技
国家資格を有しているか。との記載がありますが、具体的に 術士（機械部門）です。１級ポンプ施設管理者も評
どのような資格が審査対象になるのでしょうか。（例：技術士： 価の対象です。
機械部門、1級土木施工管理技士等）

技術提案書

実施要領、（７）技術提案書を特定するための評価基準の評
価項目に配置予定技術者の資格等があります。現場代理人
現場代理人の評価における資格は、１級ポンプ施
の「審査の視点」と専門分野の資格を有しているか。との記
設管理者、２級ポンプ施設管理者です。
載がありますが、具体的にどのような資格が審査対象になる
のでしょうか。（例：1級、2級ポンプ施設管理技術者等）

参加表明書、
技術提案書

参加表明書及び技術提案書記載方法について
配置予定技術者並びに現場代理人について、経歴等を記載
となっておりますが、工期期間内において、工場制作期間
No.19と同様です。
（非専任）と現場期間（専任）に分割されます。今回記載する
配置予定技術者並びに現場代理人については、現場期間従
事予定者でよろしいでしょうか。
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技術提案書

配置予定技術者の評価について
配置予定技術者において、主任（監理）技術者と現場代理人
が同一の場合、評価対象外（0点）と記載があります。主任
評価の内容についてはお答えできません。
（監理）技術者と現場代理人の配分はどの程度でしょうか。
御教示願います。
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技術提案書

技術提案書の作成・提出に係る事項
技術提案書（様式7号）、技術資料（様式8号）の提出時に補
足説明資料も合わせてご提出しても宜しいでしょうか。

技術提案書

技術資料の作成・提出に係る事項
技術資料（様式8号）に記載する主任（監理）技術者及び現場 ご質問のとおりで構いません。
代理人の経歴等が書式に記載しきれなかった場合、別紙自 ただし、記載項目は同じとしてください。
由書式に記載し添付として宜しいでしょうか。

技術提案書

技術資料の作成・提出に係る事項
技術資料（様式8号）に記載する技術提案は、様式1号 1 工
枚数制限は設けていません。
事概要 （4） 技術提案を求める具体的内容に記載されてい
ただし、技術提案は簡潔明瞭にまとめることとし、ヒ
る内容についてだと思われますが、様式に記載しきれない場
アリングの時間内に説明できる内容としてください。
合は、別紙自由書式に記載し添付として宜しいでしょうか。ま
た、枚数の制限はありますか。

技術提案書

配置予定技術者の資格について
様式1号 4 技術提案書の作成・提出に係る事項 （7）技術提
案書を特定するための評価基準で、配置予定技術者の資格 No.21及びNo.22と同様です。
等で資格の内容で評価されるとありますが、具体的にどのよ
うな資格でしょうか。御教示願います。
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22

23

26

27

28

29

その他

数量計算書を提示願います。

ご質問のとおりで構いません。

容量が大きいため、様式１号「掲示文」３（８）ウに記
載のとおり、参加表明書を提出された方にはＣＤ－
Ｒ等にて貸与します。（同①設計業務委託成果品
（抜粋）等と同じ扱いです）

