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No 頁

1 4 (1) 2）

2 1 Ⅰ 1 エ

3 11 2 (4) (ウ)

4 11 2 (4) (ウ)

5 11 2 (4) (ア)

6 11 2 (4) (ア)

総合評価落札方
式条件
付一般競争入札
公告

入札参加の資格要件につ
いて

一体的な施設等として、連続で年度別に
発注された工事で最初の工事が平成17
年４月１日以前に受注し、最後の工事が
平成17 年４月１日以後に完成してい
る場合は施工実績として認められるで
しょうか。ご教示願います。

入札公告のとおりです。

総合評価落札方
式条件
付一般競争入札
説明書

施工実績について 入札説明書のとおりです。

総合評価落札方
式条件付一般競
争入札公告

総合評価点算定基準

「確実な工程管理」と記載があります
が、「管理棟、受入計量設備、コア・資
材倉庫」の建築工事はいつからの開始
で、いつからの完成を想定されておりま
すか。ご教示願います。

貴社の考える工事工程を示した上で、確
実な工程管理をご提案下さい。

公共関与型産業廃棄物最終処分場土木施設建設工事技術提案に関する質問書

資料名 項目 タイトル等 質問内容 回答

総合評価落札方
式条件付一般競
争入札公告

総合評価点算定基準
「確実な工程管理」と記載があります
が、標準工程表が公表されておりませ
ん。標準工程表をご開示願います。

貴社の考える工事工程を示した上で、確
実な工程管理をご提案下さい。

総合評価落札方
式条件付一般競
争入札公告

総合評価点算定基準

「地元企業・地元資材等の活用への取り
組みについて」と記載がありますが、地
元企業の地元とは盛岡広域振興局管内を
指すのでしょうか。また、地元資材とは
盛岡広域振興局管内で製造されたものを
指すのでしょうか、それとも購入したも
ので宜しいのでしょうか。ご教示願いま
す。

地元企業については岩手県内とし、地元
資材については岩手県内で製造または購
入したものを対象とします。

総合評価落札方
式条件付一般競
争入札公告

総合評価点算定基準

「地元企業・地元資材等の活用への取り
組みについて」と記載がありますが、
「何割以上の活用で何点が加点される」
などの基準はございますでしょうか。ご
教示願います。

入札公告のとおりです。



No 頁資料名 項目 タイトル等 質問内容 回答

7 7 1 1) ⑦

8 3 (2)

9

10

11

12

13

様式第１号 入札参加申請書

様式第１号は特定共同企業体の代表者の
みが提出するのでしょうか。もしくは構
成員ごと１枚ずつの計３枚が必要でしょ
うか。ご教示願います。

様式第1号については、代表構成員、第2
構成員、第3構成員がそれぞれ作成して
下さい。
提出は、特定共同企業体の代表者が取り
まとめのうえ行って下さい。

特定共同企業体
協定書

特定共同企業体協定書
特定共同企業体協定書は両面印刷で宜し
いでしょうか。また、袋とじは必要で
しょうか。ご教示願います。

任意とします。

事務処理の手引
き

複数の技術者

「複数の技術者を配置予定技術者として
申請することができる」と記載がありま
すが、具体的に何名まで申請できます
か。ご教示願います。

具体的な人数の設定はありません。

様式第２号 委任状

「入札（見積）の一切の権限を代表者に
委任する旨の委任状の写し」と記載があ
りますが、配布様式の中に委任状が見当
たりません。様式は任意のものを使用し
ても宜しいでしょうか。また、各構成員
から１部ずつの計２枚で宜しいでしょう
か。ご教示願います。

「03_21 参考様式_特定JV委任状記入
例」を参考として下さい。各構成員から
１部ずつの計２枚としてください。

様式第１号ほか 提出書類について

１月２５日の入札参加申請時に提出する
全書類は、様式第１号、様式第２号、特
定共同企業体協定書の写し、委任状の写
し、様式第11号、様式第3号、様式第3-1
号、様式第3-2号で宜しいでしょうか。
ご教示願います。

入札公告のとおりです。

様式第１号ほか 日付の記入について
全ての提出書類について、日付の記載は
手書きで宜しいでしょうか。ご教示願い
ます。

手書き、又は、パソコンでの作成としま
す。

様式第11号 資本関係・人的関係に関する届出書

様式第11号は、特定共同企業体の代表者
のみの提出で宜しいでしょうか。もしく
は各構成員ごとに必要でしょうか。ご教
示願います。

各構成員がそれぞれ作成し、特定共同企
業体の代表者が取りまとめのうえ、提出
して下さい。



No 頁資料名 項目 タイトル等 質問内容 回答

14 3 (2)

15 1 3 (2)

16

17 11 2 (4)

18 3 4 (3) 2) エ

様式第２号 委任状

「入札（見積）の一切の権限を代表者に
委任する旨の委任状の写し」と記載があ
りますが、弊社の社長から東北支店長へ
の委任状として提出するものは、岩手県
に提出している年間委任状の写しとして
も支障は無いでしょうか。ご教示願いま
す。

「一般財団法人クリーンいわて事業団理
事長宛」の委任状としてください。

総合評価落札方
式条件付一般競
争入札公告

技術提案評価項目B
(ウ)地元企業・地元資材
等の活用への取り組みに
ついて

地元企業・地元資材の「地元」とは、岩
手県内を示すのでしょうか、盛岡広域振
興局管内を示すのでしょうか、八幡平市
内を示すのでしょうか。

岩手県内を対象とします。

総合評価落札方
式条件付一般競
争入札公告

第２構成員の配置予定技
術者

入札公告18－(2)、入札説明書Ⅰ－2－
(3)より、配置予定技術者は現場施工に
着手する日までは、他の工事に専任で従
事していてもいいと考えてよろしいで
しょうか。

入札公告記載のとおりです。

様式集
03_2 様式第2号
_特定共同企業
体参加資格申請
書

入札（見積）の一切の権
限を代表者に委任する旨
の委任状の写し

様式集に委任状が添付されていません
が、任意書式と考えてよろしいでしょう
か。

「03_21 参考様式_特定JV委任状記入
例」を参考として下さい。

様式集 申請書他提出書類の全て

岩手県建設工事の請負契約に関する一切
の権限を代表者より東北支店へ年間委任
しております。
つきましては、代表者について、今回工
事に関わる申請書、誓約書、入札書等の
全ての書類は東北支店長としてよろしい
でしょうか。

「一般財団法人クリーンいわて事業団理
事長宛」の委任状としてください。代表
者については任意です。



No 頁資料名 項目 タイトル等 質問内容 回答

19 27
第
4
章

1 (2) 2)

20 2
第
2
条

(3) 1)

21 2
第
2
条

(3) 1)

22 2
第
2
条

(3) 1)

23 2
第
2
条

(3) 1)

24 3 4 (2) 3)

特記仕様書（土
木施設工事、別
紙）

地盤改良工
地盤改良工の仕様決定の根拠となる設計
計算書の閲覧は可能でしょうか。

追加資料の提供はありません。

特記仕様書（土
木施設工事、別
紙）

地盤改良工
地盤改良工の具体的な工法指定はありま
すでしょうか。

設計図書のとおりです。

総合評価落札方
式条件付一般競
争入札事務処理
の手引き

配置予定技術者の要件
【施工経験】

同種・類似工事を現場代理人として施工
した経験（今回工事の配置技術者として
必要な資格を当該工事施工時に有してい
た場合に限る）により評価するとの記載
があります。
必要な資格とは、入札公告４－(2)－3)
のア、イと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

特記仕様書（土
木施設工事、別
紙）

地盤改良工
地盤改良工の実施目的についてご教示願
います。

地盤強度の増加を目的とします。

特記仕様書（土
木施設工事、別
紙）

地盤改良工

地盤改良工の仕様として、添加量
100kg/m3、目標強度1,600kN/m2とあり、
配合試験により目標強度が得られる配合
仕様を決定するとありますが、配合試験
の結果、添加量に変更が生じた場合は、
別途協議の対象となると考えて宜しいで
しょうか。

協議によります。

入札公告
代表構成員の配置予定技
術者の資格要件

専任補助者を配置する場合、『１級土木
工事施工管理技士又はこれと同等以上の
資格を有してから、土木工事に関する実
務経験を10 年以上有すること』という
基準は、主任技術者又は監理技術者と、
専任補助者の両名がその基準を満たして
いなければならないのでしょうか。

入札公告のとおりです。



No 頁資料名 項目 タイトル等 質問内容 回答

25 6 Ⅱ 3 (1)

26 1 4 (1)

27 5 9

28 4 7 (2)

29 4 7 (3)

30 6 12
（１）
（２）

31 6 12 (4)

入札説明書
配置予定技術者の要件に
おける評価点

専任補助者を配置し、主任技術者又は監
理技術者に若手技術者又は女性技術者を
配置する場合、専任補助者の評価点に、
若手技術者又は女性技術者の評価項目コ
の評価点は加算されるのでしょうか。

総合評価落札方式条件付一般競争入札事
務処理の手引きのとおりです。

入札公告
三者の構成員からなる特
定共同企業体の出資比率

企業体の出資比率は何％以上など制約は
あるのでしょうか。

特定共同企業体の構成員ごとの出資比率
の最小限度は20%以上とします。
なお、代表者の出資比率は構成員中最大
としてください。

入札公告
様式11号資本関係・人的関係に関する届
出書は各構成員それぞれ作成し取りまと
めてご提出するのでしょうか。

各構成員がそれぞれ作成し、特定共同企
業体の代表者が取りまとめのうえ、提出
して下さい。

入札公告
開札後、落札候補者が提出する書類は企
業体代表者のみでよろしいのでしょう
か。

各構成員がそれぞれ作成し、特定共同企
業体の代表者が取りまとめのうえ、提出
して下さい。

特記仕様書
（土木施設工
事、散水設備工
事）

工事着手前の事前調査

埋蔵文化財包蔵地に係る発掘調査の調査
時期が令和3年5月予定となっております
が、同調査の調査範囲及び調査期間につ
いて、ご教示ください。

調査箇所については別図のとおりです。
調査期間については特記仕様書に記載の
とおりです。

入札公告
入札参加申請の際、クリップ止めなど綴
り方に指定がございましたらご指示くだ
さい。

任意とします。

入札公告
入札参加資資格の有無は入札前に各社に
通知ではなく記載の通り落札候補者にの
み通知となるのでしょうか。

入札前に各社に通知します。



No 頁資料名 項目 タイトル等 質問内容 回答

32 03_2

33 34

34

35

36

総合評価落札方
式条件付一般競
争入札
事務処理の手引
き

【留意事項】①

提案者が特定できるような記載は技術評
価点を0点とするとありますが、様式3-2
に、活用する地元企業名を記載した場合
も、この留意事項に該当し、技術評価点
が0点となるのでしょうか、ご教示くだ
さい。

活用する地元企業名は「提案者が特定で
きるような記載やロゴマーク等の使用」
に該当しません。

様式第3-2号
技術提案評価項目B
指定課題(ア)

確実な工程管理・品質管理・出来形管理
方法の提案が求められていますが、工程
管理方法、品質管理方法、出来形管理方
法の全てを1つ以上を提案しなければな
らないでしょうか、ご教示ください。

工程管理方法、品質管理方法、出来形管
理方法の全てを1つ以上を提案して下さ
い。

様式集

様式第２号特定共同企業体入札参加資格
審査申請書の３添付書類で（２） 入札
（見積）の一切の権限を代表者に委任す
る旨の委任状の写しと記載ありますが、
最下段の注意書きには委任状は原本で提
出とあります。原本提出でよろしいで
しょうか、また、書式は任意様式でよろ
しいでしょうか。

委任状は原本を提出して下さい。
「03_21 参考様式_特定JV委任状記入
例」を参考として下さい。

様式第3-2号
技術提案評価項目B
指定課題(ア)

工程管理・品質管理・出来形管理の方法
について提案を求められていますが、管
理方法についての技術提案とは、工程・
品質・出来形を確保するための提案も含
む、と考えてよろしいでしょうか、ご教
示ください。

お見込みのとおりです。

様式第3-2号
技術提案評価項目B
指定課題(ウ)

地元企業・地元資材等での「地元」と
は、具体的にどの地域を指すのでしょう
か、ご教示ください。

岩手県内を対象とします。



No 頁資料名 項目 タイトル等 質問内容 回答

37

38 34
第
4
章

2

留
意
事
項

①

39 34
第
4
章

2

留
意
事
項

①

40 34
第
4
章

2

留
意
事
項

①

41 34
第
4
章

2

42

様式第3-2号 技術提案評価項目B
様式中、所見内容の欄に図表・写真を貼
付することは可能でしょうか、ご教示く
ださい。

図表・写真を貼付することは可能です
が、Ａ4判片面2枚以内にまとめて下さ
い。

事務処理の手引
き

様式３－２号
記入文字の制限について

記入文字について、フォント、文字色、
装飾文字について制限はありますでしょ
うか。

フォント、文字色、装飾文字について制
限はありません。

事務処理の手引
き

技術提案評価項目Bにお
ける提案内容（材料の変
更）について

同等規格以上を確保することを条件に、
設計で決まっている材料を変更する技術
提案は可（審査対象として採用される）
と考えてよろしいでしょうか。

同等規格以上を確保することを条件に、
材料を変更する提案を認めます。
なお、採用については協議によります。

様式集
03_6 様式第3-2
号
（Ｂ項目）.pdf

様式３－２号
欄外（最下部）注記の必
要性について

様式第３－２号　欄外（最下部）の下記
注記、『※１ 提案は当該様式（Ａ４
判）片面２枚以内にまとめること。提案
事項（ア）の提案項目数は５項目、提案
事項（イ）の提案項目数は１項目、提案
事項（ウ）の提案項目数は１項目とす
る。
※２ 当該様式の記載に係る留意事項等
については、「総合評価落札方式条件付
一般競争入札事務処理の手引き」を参
照』は、提出時は記述不要と考えてよろ
しいでしょうか。

削除して構いません。

事務処理の手引
き

様式３－２号
図表、写真等の添付の可
否について

様式第３－２号の中に、技術提案を説明
する図表、写真などを貼り付け、所定枚
数内に収めて提案することは可能でしょ
うか。

図表・写真を貼付することは可能です
が、Ａ4判片面2枚以内にまとめて下さ
い。

事務処理の手引
き

様式３－２号
図表、写真等添付時の文
字ポイントについて

様式第３－２号の中に、技術提案を説明
する図表、写真などを貼り付ける場合、
文字のポイントに制限はありますでしょ
うか。

図表、写真などの文字についてはポイン
トの制限はありませんが、見やすいよう
に作成してください。



No 頁資料名 項目 タイトル等 質問内容 回答

43

44 14 1

45 14 1

46 3

47 7

48 1 2 条

土木図面①
実 施 設 計 図 面
（Ⅰ期）
（土木工事）

Ⅰ期線計画横断図(2)の測点№4の横断図
に簡易な地質区分図がございますがボー
リング調査結果(柱状図、N値等)がござ
いません。中層混合処理工の工法選定す
る上で、ボーリングデータが必要です。
ご教示願います。

設計図書のとおりです。

設計書(金抜)
土木施設工事

地盤改良工

中層混合処理 改良深度:2＜L≦5m,施工
規模:305,384m3,中層混合処理 改良深
度:5＜L≦8m,施工規模:35,728m3、ｽﾗﾘﾌﾟ
ﾗﾝﾄ現場内移設3回と記載され深度毎の処
理量が明記されております。中層混合処
理の改良工法は特定されているでしょう
か？特定されていればご教示願います。

設計図書のとおりです。

様式集（全ファ
イル）

様式集（技術提案、申請
書書類等）のファイル形
式について

様式集（技術提案、申請書書類等）でご
提供いただいているファイルは全てpdf
形式ですが、編集が容易なword型式や
excel型式で様式をご提供いただけない
でしょうか？

一般財団法人クリーンいわて事業団の
ホームページより入手して下さい。
http://www.iwatecln.or.jp/

土木図面①
実 施 設 計 図 面
（Ⅰ期）
（土木工事）

Ⅰ期線計画横断図(2)の測点№4の横断図
の中央に中層混合処理とございますが、
幅や深度方向の延長が明示されておりま
せん。ご教示願います。

公告資料のとおりです。

設計書(金抜)
土木施設工事

自走式土質改良

自走式土質改良改良土質:砂及び砂質土,
固化材1m3当り使用量:50kg/m3　購入砂
10,500m3とありますが、改良工法は特定
されているでしょうか？特定されていれ
ばご教示願います。

設計図書のとおりです。

特記仕様書
（共通編）

第２条 関連工事間調整

【本工事の他に「公共関与型産業廃棄物
最終処分場浸出水処理施設建設工事」等
（以下、「関連工事」という。）と合わ
せて、令和６年10 月完成を目指】とあ
りますが当該関連工事は、本工事のどの
部分をいつまでに引渡す形になるので
しょうか？これは技術提案事項(ア)の確
実な工程管理に関して関係するのでご教
示願います。

貴社の考える工事工程を示した上で、引
き渡し時期をご提案下さい。なお、実際
の引き渡し時期については、協議となる
可能性があります。

http://www.iwatecln.or.jp/


No 頁資料名 項目 タイトル等 質問内容 回答

49 4 8

50 5 9

51 10 16

52 14 ⑤

53 4 (3) 2)

54 1 1

特記仕様書
（共通編）

8関係機関等協議結果に
よる条件

施工手順の制約（防災調整池の先行施工
等）がございますが、防災調整池工の具
体的な工期はございますでしょうか？

貴社の提案によるものとします。

特記仕様書
（共通編）

9工事着手前の事前調査

埋蔵文化財包蔵地に係る発掘調査の調査
時期が令和3年5月と予定になっておりま
すが、調査終了時期はいつごろでしょう
か？、調査が終了するまで全ての工事着
手は不可能と考えてよろしいでしょう
か？

調査箇所については別図のとおりです。
調査期間については特記仕様書に記載の
とおりです。

特記仕様書
（土木施設工
事、別紙）

浸出水集排水管の遮水工
貫通部

【浸出水集排水管が遮水工を貫通する箇
所については、採用する遮水シートの性
状を踏まえて、コンクリート面と遮水
シートの密着性、水密性を確保できるよ
う、構造、施工方法等を提案し、監督員
と協議すること】とありますが、技術提
案事項の(イ)遮水工貫通部の確実な施工
方法の提案と考えてもよろしいでしょう
か？

お見込みのとおりです。

様式第3-2号 技術提案評価項目Ｂ

(ウ)地元企業・地元資材等の活用への取
り組みについて、地元企業の対象範囲
は、八幡平市内に住所がある企業のみと
いう理解でよろしいでしょうか？

岩手県内を対象とします。

特記仕様書
（共通編）

16岩手県県土整備部ＩＣ
Ｔ活用工事

本工事は、ＩＣＴ土工を活用する「ＩＣ
Ｔ活用工事」の対象になっておりません
がＩＣＴ活用の技術提案を行った場合、
評価対象となりますでしょうか？
ttps://www.pref.iwate.jp/kendozukuri
/kensetsu/1020273/1020277/1020285/10
20288.html

評価の対象とします。

特記仕様書
（共通編）

非破壊検査によるコンク
リート構造物中の配筋状
態及びかぶり測定実施の
有無

橋梁上部工・下部工および重要構造物で
ある内空断面積25㎡以上のボックスカル
バートを対象とする。ただし、工場製作
のプレキャスト製品は対象外とするとあ
りますが、三連カルバートの内空断面積
が1ｍ×4ｍの3個で12ｍ2です。測定対象
でしょうか？

特記仕様書（共通編）14ページ⑤に記載
のとおりとします。



No 頁資料名 項目 タイトル等 質問内容 回答

55 1 1

56

26 第4章 1 (2) 1)

57

34 第4章 2

58

34 第4章 2

59

34 第4章 2

60

事務処理の手引
き 技術提案評価項目Bの審

査
【留意事項】　①

提案書の枠内（所見内容欄）に図表を張
り付けることは可能でしょうか。可能な
場合、図表の文字サイズ等に制限はあり
ますか。ご教示願います。

図表、写真などの文字についてはポイン
トの制限はありませんが、見やすいよう
に作成してください。

事務処理の手引
き 技術提案評価項目Bの審

査
【留意事項】　①

提案書の枠内に記載する文字について、
フォントや色の変更、下線などによる強
調を行うことは可能でしょうか。ご教示
願います。

フォント、文字色、装飾文字について制
限はありません。

様式第3-2号 技術提案評価項目Ｂ

(ウ)地元企業・地元資材等の活用への取
り組みについて、地元資材の対象範囲
は、八幡平市内で生産された資材のみ、
すなわち他地域で生産した資材を地元企
業が販売するものは対象外という理解で
よろしいでしょうか？

岩手県内を対象とします。

事務処理の手引き

評価項目［経営品質の取
組］
【留意事項】　⑤

「くるみん・プラチナくるみん」の認定
について、「申請期限の日において有効
なもの」とは、厚生労働省ホームページ
の「くるみん認定及びプラチナくるみん
認定企業名都道府県別一覧」に企業名の
記載があり、認定通知書（写）を提出す
ることで証明できればよろしいですか。
ご教示願います。

お見込みのとおりです。

事務処理の手引き

技術提案評価項目Bの審
査
(イ) 遮水工貫通部の確
実な施工方法について

遮水工貫通部は、図面番号D-49に示され
ているとおりに施工することが前提で、
その他の施工方法は認めないとの理解で
よろしいでしょうか。ご教示願います。

遮水工貫通部の確実な施工方法に繋がる
提案は認めます。なお、採用については
協議によります。

様式第3-2号

枠外
提案書枠外の注釈「※１」及び「※２」
を削除し、余白サイズを変更してもよろ
しいですか。ご教示願います。

削除して構いません。



No 頁資料名 項目 タイトル等 質問内容 回答

61

62

63

64

65

第1編 第2章

66

第1編 第2章

様式第3-2号

提案事項の欄

提案事項(ア)(イ)(ウ)は左側の列に設け
られていますが、この列を削除して、提
案事項(ア)(イ)(ウ)をそれぞれ１行とし
て挿入することは可能でしょうか。ご教
示願います。

提示の提案を認めます。

様式第3-2号

提案事項　（ア）

「確実な工程管理・品質管理・出来形管
理方法について」の提案項目は5項目と
ありますが、工程管理・品質管理・出来
形管理の3つの管理方法について、それ
ぞれ1項目以上の提案を求めているので
しょうか。もしくは、工程管理のみ5項
目、または、品質管理と出来形管理の2
つの管理方法について合わせて5項目と
いう提案でもよろしいですか。ご教示願
います。

工程管理方法、品質管理方法、出来形管
理方法の全てを1つ以上を提案して下さ
い。

共通仕様書
（Ⅰ）（令和2
年4月1日以降適
用） 土工

盛土工の品質管理は、『第3節 河川土
工・海岸土工・砂防土工』を適用するの
でしょうか。あるいは『第4節 道路土
工』を適用するのでしょうか。ご教示願
います。

『第4節 道路土工』を適用します。

共通仕様書
（Ⅱ）（令和2
年4月1日以降適
用）

土工
上記に関連して、施工管理基準及び規格
値についても同様に考えればよろしいで
すか。ご教示願います。

協議によります。

様式第3-2号

提案事項　（ウ）
地元企業・地元資材等の活用への取り組
みにおいて、事業団殿の推奨案的なもの
があれば、ご教示願います。

特に推奨はありません。

様式第3-2号

提案事項　（ウ）

地元企業・地元資材等の活用への取り組
みについて、評価（提案の優劣）は、応
札者が提案した活用度合の大きさの相対
比較で変わるのでしょうか。ご教示願い
ます。

採点方法、採点基準の公表は予定してお
りません。



No 頁資料名 項目 タイトル等 質問内容 回答

67

49 D-49

68 4 7 (2)

69 34 4 2 1

70 34 4 2 1

71 34 4 2 1

事務処理の手引
き

様式３－２号の共同企業
体の名称の記載について

「提案者が特定できるような記載やロゴ
マーク等の使用」は技術評価点を０点と
するとありますが、これは枠内の本文に
係るものであり、枠外上部の共同企業体
の名称については、様式のとおり記載す
ることよいでしょうか。

お見込みのとおりです。

事務処理の手引
き

様式３－２号の記入文字
について

記入文字の大きさが10ポイント以上であ
れば、重要な箇所の文字の色の変更、太
字、またはアンダーライン等で強調し、
提案内容を分かりやすく表示することは
可能でしょうか。

入札公告のとおりです。

実施設計図面
（Ⅰ期）（土木
工事） 浸出水集排水管及びガス

抜き管構造図（3）にお
ける「貯留堰堤貫通部」
及び「区画堰堤貫通部
（二期）」の
内圧用高耐圧ポリエチレ
ン管（板付管・無孔）

図示された「内圧用高耐圧ポリエチレン
管（板付管・無孔）」は、三ツ星ベルト
殿保有の特許（特許第6527477号、発明
名称：連結管ユニット、遮水構造、およ
び遮水工法）の連結管ユニットに該当す
ると考えられますが、これは材料指定で
しょうか。本特許に抵触しないような構
造に変更し、技術提案することは可能で
しょうか。ご教示願います。

前段は、材料指定ではありません。
後段は、遮水工貫通部の確実な施工方法
に繋がる提案は認めます。なお、採用に
ついては協議によります。

入札公告
様式第2号
特定共同企業体入札参加
資格審査申請書

様式第2号　3添付書類　(2)に記載の委
任状とは、入札案内の様式集でお示しの
03_21参考様式_特定JV委任状記入例を指
しているという理解でよろしいでしょう
か。もしくは別書式の場合、様式をご提
示いただけないでしょうか。

「03_21 参考様式_特定JV委任状記入
例」を参考として下さい。

事務処理の手引
き

様式３－２号の写真・図
表・ポンチ絵等の貼付に
ついて

指定の枠内であれば、本文の補足説明の
ための写真・図表・ポンチ絵等を貼付す
ることは可能でしょうか。また、これら
の文字の大きさは10ポイント以上でなく
てもよいでしょうか。

図表、写真などの文字についてはポイン
トの制限はありませんが、見やすいよう
に作成してください。



No 頁資料名 項目 タイトル等 質問内容 回答

72 34 4 2 1

73 34 4 2 1

74 7

75

事務処理の手引
き

様式３－２号の指定課題
（イ）の審査について

指定課題「（イ）遮水工貫通部の確実な
施工方法について」について、図面番号
49浸出水集排水管及びガス抜き管構造図
（３）の貯留堰堤貫通部に示されている
遮水工の構造や仕様を変更する技術提案
は認められるでしょうか。

遮水工貫通部の確実な施工方法に繋がる
提案は認めます。なお、採用については
協議によります。

設計書（金抜
き）土木施設工
事

遮水工の数量について

図面番号43遮水工計画平面図（Ⅰ期整備
時）には、「※面積は平面面積とす
る。」との記載がありますが、設計書の
遮水工数量についても平面面積であり、
法面・斜面部の斜率は考慮されていない
と考えてよいでしょうか。

設計書の遮水工数量は、斜率、枚数を考
慮した数量です。

事務処理の手引
き

様式３－２号の指定課題
（ア）の審査について

指定課題「（ア）確実な工程管理・品質
管理・出来形管理方法について」につい
て、設計図書で示されている構造や仕様
を変更する技術提案は審査の対象外と考
えてよいでしょうか。

指定課題に繋がる構造、材料の変更につ
いては、提案を認めます。なお、採用に
ついては協議によります。

土木図面⑤
浸出水集排水管　貯留堰
堤貫通部について

図面番号49　浸出水集排水管及びガス抜
き管構造図(3)の貯留堰堤貫通部につい
て、浸出水管の管底が割栗石(50～150）
t=300と記載されていますが、A-A断面図
では保護土（セメント改良土）t=300と
記載されています。A-A断面図が正と考
えてよいでしょうか。

内圧用高耐圧ポリエチレン管の下部は割
栗石です。



No 頁資料名 項目 タイトル等 質問内容 回答

76

77 4 3 (3)

78 4 5

79 4 5

80 1 1 (1)

特記仕様書（土
木施設工事、別
紙）

保護土のセメント改良に
ついて

セメント系固化材の添加量は50kg/m3と
指定されていますが、必要強度の指定は
ないと考えてよいでしょうか。母材の選
定と同様に協議事項と考えてよいでしょ
うか。

協議事項とします。

特記仕様書（土
木施設工事、散
水設備工事）

関連する他工事（浸出水
処理施設、処理水放流設
備）の引き渡し期限につ
いて

関連する他工事（浸出水処理施設、処理
水放流設備）の引き渡し期限はあります
か。

協議事項とします。

土木図面⑤
浸出水集排水管　区画堰
堤貫通部（Ⅱ期）につい
て

図面番号45及び49　浸出水集排水管及び
ガス抜き管構造図(3)の区画堰堤貫通部
（Ⅱ期）について、Ⅱ期埋立地側の貫通
箇所を図示しており、板付管の設置まで
が本工事範囲であり、Ⅰ期では遮水工の
敷設はないため遮水シートと板付管の溶
着は範囲外と考えてよいでしょうか。な
お、区画堰堤貫通部（Ⅱ期）は、小段固
定工Ｂ内の浸出水導水管（φ700）と接
続する部分において、Ⅰ期遮水工を貫通
します。この貫通部の処理方法につい
て、想定されている詳細図を提示いただ
けますか。

前段は、お見込みのとおりです。
後段は、貴社の提案によるものとしま
す。

特記仕様書（土
木施設工事、散
水設備工事）

関連する他工事（浸出水
処理施設、処理水放流設
備）の本工事に対する制
約条件について

関連する他工事（浸出水処理施設、処理
水放流設備）の施工中においても、本工
事箇所への進入路が確保できると考えて
よいでしょうか。また、確保できない場
合は協議事項と考えてよいでしょうか。

協議事項とします。

特記仕様書（土
木施設工事、別
紙）

仮設調整池、防災調整池
施工時の切土置場につい
て

仮設調整池や防災調整池、付替水路を施
工する際に発生する掘削土を残土置き場
や本設盛土範囲に盛土することは可能で
すか。

協議事項とします。



No 頁資料名 項目 タイトル等 質問内容 回答

81 25 3.2

82 124 5.2 (2)

83

84 11 2 (4) (ウ)

様式第１号ほか 資料の提出時

入札参加申請の資料を提出する際は、ク
リップ綴じで宜しいでしょうか。もしく
は穴開きファイルに綴じるべきでしょう
か。ご教示願います。

任意とします。

総合評価落札方
式条件付一般競
争入札公告

総合評価点算定基準

「地元企業・地元資材等の活用への取り
組みについて」ですが、提案項目数は１
つまでとなっております。地元企業の活
用と地元資材の活用を提案した場合は２
項目の提案と判断されるのでしょうか。
ご教示願います。

地元企業の活用と地元資材の活用を提案
した場合も１項目と判断します。

整備基本計画書
図3-5に示すボーリング
調査について

図3-5　建設予定地の地質平面図にボー
リング調査位置が示されていますが、こ
れら調査の報告書を開示いただけますで
しょうか。

追加資料の提供はありません。

整備基本計画書
既往の地質調査報告書に
ついて

埋立地外の切土法面勾配は、「平成27
年度八幡平市平舘（椛沢）地区地質調査
業務委託報告書」（平成28 年３月岩手
県。以下「既往地質調査結果」とい
う。）より設定とあります。既往地質調
査結果を開示いただけますでしょうか。

追加資料の提供はありません。


