
平成24年5月31日　12:00現在

番号 日付 関連事項及び図面番号 質問 回答

1 5/28
入札説明書
８　入札参加条件

JVでの申請を行う予定ですが、JV
構成員からJV代表者（九州支店長）
へ委任する委任状の要否と提出時期
をご教示願いたい。

　JV構成員からJV代表者への委任状、JV協定書の提出は必要ありません。

2 5/28
入札説明書
８　入札参加条件

JV代表者である当社は、申請及び
入札行為を支店長が受任しているた
め、当社社長から支店長へ委任する
委任状の要否と提出時期をご教示願
いたい。

入札参加資格において、福岡県建設工事競争入札参加者名簿（以下、
「資格者名簿」という。）に登載されていることとなっており、入札参加
申込みは資格者名簿登載者が行うこととなり、資格者名簿登載が代表者
（本店）となっている場合、支店長等への委任がなされても入札参加申込
みを支店長等で行うことは出来ません（入札書の提出は委任可能）。

3 5/28
入札説明書
８　入札参加条件

JVの場合の、入札参加申し込み等
の名義の書き方についてご教示願い
たい。

　JVの場合、以下の例示の通りとしてください。

Ⅰ　代表構成員の名義（社印）で提出するもの。
　・入札参加申込書　　　　　　　（別添様式１）
　・共同企業体（ＪＶ）結成届　　（別添様式２）
　・入札参加条件に関する誓約書　（別添様式３）
　・施工実績調書　　　　　　　　（別添様式５）
　・入札保証金について　　　　　（別添様式６）
　・暴力団排除条項に基づく誓約書（別添様式７）
　・委任状　　　　　　　　　　　（別添様式９）
　・入札書　　　　　　　　　　　（別添様式１０）
　・入札辞退届　　　　　　　　　（別添様式１１）

　「住　所　　　○○県○○市○○（代表名成員の住所）
　　会社名
　　又はJV名　　○○・△△特定建設共同企業体
　　　　　　　　株式会社○○建設（代表構成員の会社名）
　　代表者名　　代表取締役社長　○○　○○（代表構成員の代表者名）

Ⅱ　各構成員ごとの名義（社印）でそれぞれ
提出するもの。
　・配置技術者調書　　　　　　　（別添様式４）

Ⅲ 代表構成員、その他の構成員のいずれの名義（社印）で提出しても構
わないもの。
　・質問書　　　　　　　　　　　（別添様式８）
　※質問書の提出回数に制約はありません。

4 5/28
入札説明書
８　入札参加条件

配置技術者調書（別添様式４）に
ついては、「共同企業体の場合は，
構成員毎に提出」とありますが、そ
の場合の「会社名又はJV名、代表者
名」はどのように記載すればよい
か。

JV」の場合の配置技術者調書（別添様式４）については、代表構成員お
よびその他の構成員の名義でそれぞれ１部提出ください。

なお、当該各社については、入札参加申込書（別添様式１）、共同企業
体結成届（別添様式２）に記載する会社名と一致させてください。

5 5/28
入札説明書
１９　入札保証金

入札保証金の付保期間はいつまで
とすればよいか。

契約については、落札後速やかに締結手続き予定ですが、遅くとも６月
２２日までに契約締結する必要がありますので、付保期間については、以
下のとおりとします。

　・入札保証保険及び入札保証の保証期間
　　平成２４年６月１５日（金）から
　　平成２４年６月２２日（金）までを含んだ日

6 5/28
入札説明書
１９　入札保証金

入札保証保険証券に工期の記載を
要するが、着工日は平成２４年６月
２３日、竣工日は平成２５年１月３
１日との記載でよいか。

　よろしいです。

７ 5/28
入札説明書
１９　入札保証金

JVで参加申請、入札する場合に
も、代表企業が入札保証金を付保・
提出していればJVでの入札は有効に
成立するとの理解でよろしいか。

JVで参加される場合の、入札保証保険は、JV代表者で契約を行い、入札
日にその証書を提出していただくこととなります（保険契約名義は、JV代
表者もしくは共同企業体名としてください。）。

８ 5/28
入札説明書
８　入札参加条件

８入札参加条件のコに記載の施工
実績「１００㎡以上のクリーンルー
ム」とあるが、一つの建物における
クリーンルームの総面積が１００㎡
以上あれば施工実績として認められ
るのか。それとも、１部屋で１００
㎡以上のクリーンルームの施工実績
が必要なのか。

一つの建物内に存在するクリーンルーム（クラス１００００以上のもの
に限る）の総面積が１００㎡以上あればよろしいです。

なお、当該施工実績については、JVによる参加申込みの場合、代表構成
員またはその他の構成員のいずれかが有していれば差し支えありませんの
で、施工実績調書（別添様式５）については、代表構成員の名義（社印）
で提出してください。

9 5/29
入札説明書
８　入札参加条件

施工実績として求められている、
100㎡以上のクリーンルームまたはイ
ンダストリアルクリーンルームで清
浄度クラス１００００以上の施工実
績について、同要件に合う建物の改
修工事の施工実績でもよろしいか。

　よろしいです。

質問書回答一覧
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10 5/29
入札説明書
８　入札参加条件

県の名簿登録で、支店と本店とど
ちらで登録しているかどうか確認方
法をご教示いただきたい（参加資格
のあるのは支店か本店かどうか確認
したい）。

福岡県の福岡県電子調達（工事、委託系）入札情報サービスシステムに
より確認してください。

○掲載場所
福岡県トップページ > 県政情報 > 入札情報 > 福岡県電子調達(電子入

札) > 工事・委託系 システム > 入札情報サービスシステム （システム
を利用する）
https://www.choutatsu-ppi.pref.fukuoka.lg.jp/DENTYO/P1005_05

○確認方法
　①　資格者名簿（工事）を選択

② 「工事業者名」を入力、「工種（建築一式）を選択し、「検索」を
クリック

③ （本店の住所が福岡県外の所在する場合）「営業所」の欄に支店が
搭載されている場合（支店で名簿登載）、支店の代表者の名義で参加申し
込み等が可能です。

11 5/29
入札説明書
８　入札参加条件

配置技術者調書（別添様式４）に
ついては、「法令による免許」欄に
はどのような記載をすべきか。ま
た、免許の証明書等は必要か。

　以下の例示を参考にして記載してください。

　・「○級建築士（登録番号：○○○○○○○○）」

なお、当該「法令による免許」に係る証明書等の提出は不要ですが、監
理技術者については、監理技術者資格者証の写し（両面）を添付してくだ
さい（別添様式４ 脚注３参考）。

12 5/29
入札説明書
８　入札参加条件

配置技術者調書（別添様式４）に
ついては、の法令による免許等の記
入の仕方は、例えば一級建築施工管
理士の取得番号および監理技術者資
格者証の交付番号を記入すればよい
か。

建設業法第7条第2号ハ、もしくは同法第15条第2号イに該当する資格（建
築施工管理士、建築士等）に係る「登録番号」等について記入してくださ
い。

また、監理技術者資格者証の写し（両面）を添付していただくことに
なっているため（別添様式４ 脚注３参考）、監理技術者資格者証の交付番
号の記入は不要です。

13 5/29
入札説明書
８　入札参加条件

配置技術者調書（別添様式４）に
ついては、工事監理者について記載
する場合、「法令による免許」欄
に、「建設業法第15条第2号イに掲げ
る者と同等以上の能力を有すること
の認定」と記載することとで資格要
件を充足すると考えてもよいか。

　資格条件を充足します。
（建設業法第26条第2項および同法第15条第2号ハに該当）

　なお、記載にあたっては以下の例を参考にしてください。

・「建設業法第15条第2号ハの規定により、同号イに掲げる者と同等以上
の能力を有することについての国土交通大臣の認定」

また、主任技術者については、「建設業法第7条第2号イ、ロ又はハ」に
該当していること、監理技術者については「建設業法第15条第2号イに該当
する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以
上の能力を有するものと認定した者」であることが必要です。

※当該認定書についての提出は不要ですが、監理技術者証の写し（両
面）を添付してください（別添様式４ 脚注３参考）。

14 5/29
入札説明書
８　入札参加条件

施工実績として求められている、
100㎡以上のクリーンルームまたはイ
ンダストリアルクリーンルームにつ
いて、施工を証明する書類（契約
書、仕様書、図面等）の提出が必要
か。

　必要ありません。
　ただし、内容についてお問い合わせをさせていただく場合があります。

15 5/31
入札説明書
１９　入札保証金

Q10にて、福岡県の名簿に支店で登
載されていれば、支店長名での申請
も可能との回答であったが、入札保
証保険に記載される保険契約者を含
めて、その他の誓約書等について
も、支店長名での契約、提出が可能
という理解でよいか。

　よろしいです。

16 5/31
入札説明書
１９　入札保証金

入札説明書１９（１）アにおい
て、入札保証保険証券の被保険者
は、財団法人福岡県産業科学技術振
興財団とすることとなっているが、
理事長名としなくてもよいか。

被保険者名は「財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 理事長 小川
洋」としてください。

ただし、財団名までで保険が成立するのであれば、どちらでも構いませ
ん。

17 5/31
入札説明書
８　入札参加条件

配置予定技術者のうち、JV代表会
社から選出予定の監理技術者につい
て、現状1名に絞れない場合、JV代表
者から複数名選出してもいいか。

法令上の免許等条件を満たした技術者であれば、予定技術者を複数選出
しても構いません。

この場合、配置技術者調書（別添様式４）については、技術者１名につ
き１部提出してください。

18 5/31
入札説明書
２２　支払い条件

前金払いについては、契約条項第
３２条第１項により、請負金額の１
０分の４を請求することは可能か。

　可能です。

2 / 3 ページ



平成24年5月31日　12:00現在

番号 日付 関連事項及び図面番号 質問 回答

質問書回答一覧

19 5/31
入札説明書
８　入札参加条件

配置技術者調書（別添様式４）の
配置予定技術者の区分欄の記載につ
いて、JV代表企業の配置技術者は監
理技術者と記入し、構成員の配置技
術者欄は担当技術者との記入でよい
か。

代表構成員の配置技術者については、監理技術者との記入でよろしいで
す。

その他の構成員の配置技術者については、監理技術者もしくは主任技術
者としてください。

この場合、配置技術者調書（別添様式４）については、技術者１名につ
き１部、所属する構成員の名義で提出してください。

20 6/1
図面番号Ｐ－０１、
金抜設計書Ｎｏ．１
９８（Ｃ）

冷却設備工事において、冷却水ポ
ンプ（PCD-1）及び膨張タンク（TE-
1）は金抜設計書では、別途工事と記
載されていますが、図面には別途工
事の記載がないが、金抜設計書を正
としてよいか。

　金抜設計書を正とします（別途工事）。

　なお、以下については別途工事対象とします。

21 6/1
図面番号Ｐ－０１、
金抜設計書Ｎｏ．１
９２（Ｃ）

屋内排水設備工事において、排水
ポンプ（PD-1）の台数が、金抜設計
書では5台だが、図面では6台になっ
ているが、設計図を正としてよろし
いか。

　設計図（P-01、03）を正とします（6台）。

22 6/1
図面番号Ａ－０１、
金抜設計書Ｎｏ．７
６（Ａ）

２Ｆ化学処理室 中央実験台、２
Ｆ薄膜試作室 実験台については、
図面番号A-01 工事区分その他の19で
は、別途となっているが、別途工事
でよろしいか。

本工事であれば、メーカ名、仕
様、サイズ等指示ください。

　以下の実験台は本工事とします。

　参考メーカ：株式会社ダルトンとし、仕様は下記同等品以上とする。

23 6/1
図面番号Ａ－４６、
金抜設計書Ｎｏ．２
４（Ａ）

レンガ透し積みの参考メーカ名等
指示ください。

　レンガ透し積み参考メーカ：都窯業株式会社
　連絡先（TEL）：　06-(6367)-0389

24 6/1
入札説明書
１７　入札の方法

　落札者は工事費内訳書を提出する
こととあるが、提出は後日と解して
よいか。

　契約日までに提出してください。

25 6/1
入札説明書
１７　入札の方法

　金抜設計図書は、参考数量と解し
てよいか。

　よろしいです。

26 6/1
入札説明書
別添様式８

（事務局よりお知らせ） 　質問に対する円滑な回答を期すため、図面、金抜設計書（数量表）に係
る質問については、下記に示す記入例により質問項目を明示してくださ
い。

　○質問書様式（記入例追加版）
　http://www.ist.or.jp/ippan_kyosou/yuukiel/EL_tsuika/yoshiki8.doc

27 6/1
図面番号Ａ－５０

（事務局よりお知らせ） 　図面番号Ａ－５０に差し替えがありますので、以下の場所に掲載しま
す。
　
　○図面番号Ａ－５０（雑詳細図）
　http://www.ist.or.jp/ippan_kyosou/yuukiel/EL_tsuika/A-
50sashikae.pdf

図面番号 金抜設計書 工事項目 項目 備考

P-01 No.198(C) 冷却水設備工事 膨張タンク（TE-1）

P-01 No.198(C) 冷却水設備工事 冷却水ポンプ（PCD-1）

P-08 No.201(C) 特殊ガス（窒素）設備工事 液化窒素貯槽設備（CE）

P-08 No.201(C) 特殊ガス（窒素）設備工事 室温式蒸発器（VR）

P-08 No.201(C) 特殊ガス（窒素）設備工事 減圧装置（RVU）

金抜設計書 項目
No.76(Ａ) 中央実験台
No.76(Ａ) 実験台

備考
化学処理室：w3,600×d1,500×h1,810 (GA-22JC-3600T型）
薄膜試作室：w3,600×d1,500×h　800　(MG-62AC-3600I型)
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