
令和3年6月23日

湯梨浜町

湯梨浜町松崎・長江地区町営住宅建替・新築事業
第2回　入札説明書等に関する質問の回答



様式1-2
入札説明書　質問記入欄

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ア （ア） ① a 項目等 質問内容 回答

1 10 第3 3 (6)

第2回入札説
明書等に関
する質問回
答の公表

「令和3年6月下旬頃を目途に公表する」となっていま
すが、入札参加資格審査提出書類の受付期間は7/1
（木）～7/2（金）午後4時までとなっています。
6月末ギリギリの回答公表だと入札参加資格審査提
出書類作成に影響があるので、回答は6/25（金）まで
の公表をお願いします。

ご意見として賜ります。

2 10 第3 3 (6)

第2回入札説
明書等に関
する質問回
答の公表

「令和3年6月下旬頃を目途に公表する」とあります
が、入札参加資格審査提出書類の受付期間7/1（木）
～7/2（金）午後4時までを考慮した場合、6月末の回
答公表ですと入札参加資格審査提出書類作成に影
響がありますので、6/18（金）までの回答公表をお願
いします。

入札説明書に対する質問の回答No.1参照。

3 31 第4 8 (2)

提案審査（第
二次審査）に
関する提出
書類

副本20部とありますが，審査員の数等から勘案して
も多すぎると思います。経費節約の為，副本の提出
部数を減らして頂けないでしょうか。

副本の提出部数は10部に修正します。

4 31 第4 8 (4) ア 一般的事項

第1回の回答で、入札参加資格審査書類の副本にも
事業者を特定する表記は行ってはならないとの理解
でよいとのことですが、入札参加資格審査（第一次審
査）に関する提出書類の副本すべて（様式2-3～2-
11、添付資料）に事業者を特定する表記は行っては
ならないということでしょうか。

第1回入札説明書に対する質問の回答No.6の回答内
容を修正します。入札参加資格審査（第一次審査）に
関する提出書類（様式2-3～2-11、添付書類）の副本
については、会社名、住所等を記載することとしま
す。



様式1-2
入札説明書　質問記入欄

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ア （ア） ① a 項目等 質問内容 回答

5 32 第4 8 (4) ア 一般的事項

第1回の回答で、入札参加資格審査書類の副本にも
事業者を特定する表記は行ってはならないとの理解
でよいとのことですが、提案審査（第二次審査）に関
する提出書類の副本すべて（様式4-1～4-13、様式
5-1～5-12、添付資料）に事業者を特定する表記は
行ってはならないということでしょうか。

提案審査（第二次審査）に関する提出書類では、様
式4-1～4-5については正本のみの提出であり、副本
の提出は必要ありません。
様式4-6～4-13、様式5-1～5-12及び添付資料の副
本は、住所、入札説明書に記載のとおり、会社名、氏
名 、マーク等の提案事業者を特定できる表記は行っ
てはいけません。

6 32 第4 8 (4) ウ
（ア）
（イ）

一般的事項

入札参加資格審査（第一次審査）に関する提出書類
の作成方法について、提案審査提出書類と同様に、
電子媒体（CD-ROM）の提出が必要なのか、正本は
製本するのか、副本はバインダー綴りにするのか具
体的に明示してください。

入札参加資格審査（第一次審査）に関する提出書類
は、入札説明書P33ウ（ア）共通事項、（イ）提案書（様
式4-7～様式4-13）に準じて、以下のとおり提出してく
ださい。
・Ａ 4 縦長左綴じ
・正本：簡易製本 1 部、副本：バインダー綴じ 4部
・電子媒体（CD-ROM）2セット（表に提案受付番号を
記載）

7 33 第4 8 (4) ウ （ア）
提案審査提

出書類

再生紙を使用して作成することとありますが、普通紙
や上質紙を使用しては駄目でしょうか。鳥瞰図・透視
図など提出書類の発色や色再現度を考慮すると普通
紙・上質紙などの方が優れていると考えます。また、
再生紙を使用しなければなら無い場合、古紙パルプ
配合率の基準をご指示ください。

入札説明書に記載のとおり、再生紙を使用することと
します。なお、再生紙の古紙パルプ配合率に基準は
設けていませんので、事業者の判断により、再生紙
を選択してください。

8 33 第4 8 (4) ウ （ウ） 設計図書

紙面の上を北とするとありますが、上町団地など敷地
が南北に長い場合、A3横長で作図すると紙面の短辺
方向に対して敷地の長辺を作図することとなり縮尺
がかなり小さくなります。紙面の方位は適宜記入する
として計画案が有効に記入できる様に紙面を使用し
ては駄目でしょうか。

上町団地については、適宜、紙面と方位の向きを変
更して構いません。



様式1-3
要求水準書　質問記入欄

Ｎｏ 本編
資料
番号

頁 第1 1 (1) ア （ア） 項目等 質問内容 回答

1 本編 5 第2 3 (1) オ
アスベスト含
有材使用状

況調査

外壁仕上塗材はアスベスト含有吹付材に該当し、第1
回質疑回答による町負担での処理と考えて宜しいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

2 本編 21 第3 5 (3) オ
既存住宅等
の解体撤去

等工事

堀の内団地及び桜団地は解体撤去後は整地し駐車
場として整備するとありますが，この駐車場の整備は
｢新･上町団地｣の駐車場，と理解して宜しいでしょう
か。

堀の内団地及び桜団地の解体撤去後に整備する駐
車場は、新・上町団地の駐車場とは別に整備するも
のです。桜団地の解体撤去後の駐車場は、桜団地の
駐車場として活用し、堀の内団地の解体撤去後に整
備する駐車場は町の駐車場として活用します。駐車
場の台数は、事業者の提案によるものとしますが、要
求水準書P.39に示す施設設計要領を満たすものとし
てください。

3 本編 21 第3 5 (3) オ
既存住宅等
の解体撤去

等工事

解体撤去対象の堀の内団地及び桜団地の敷地内に
は町道が存在するのでしょうか。もし敷地内に町道が
存在する場合，駐車場として整備する時の町道の取
り扱いについてご教示ください。

町道はありません。

4 別紙1 30 第1
暮らしやすい
住宅の整備

ダイニングのバルコニー側に面する開口部の日照時
間が求められていますが、ダイニングにはバルコニー
側の開口部を取ることが必須でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

5 別紙1 30 第1 LCCの抑制

将来大規模改修等で足場の設置ができるよう、建物
外周2ｍの範囲には、中高木、フェンス、駐輪場、駐
車区画を設置しないよう配慮するように求められてい
ますが、敷地が狭小で2ｍの確保は困難だと考えま
す。
敷地内で足場の設置に支障がないよう検討した範囲
で計画して宜しいでしょうか。

敷地内で足場の設置に支障がないよう検討し、可能
な限り建物外周2mの範囲には、中高木、フェンス、駐
輪場、駐車区画を設置しないよう配慮してください。



様式1-3
要求水準書　質問記入欄

Ｎｏ 本編
資料
番号

頁 第1 1 (1) ア （ア） 項目等 質問内容 回答

6 別紙1 30 第1 LCCの抑制

将来大規模改修等で足場の設置ができるよう、建物
外周2ｍの範囲には、中高木、フェンス、駐輪場、駐
車区画を設置しないよう配慮するように求められてい
ますが、戸建て3DKにも同様に2ｍの確保は必要で
しょうか。

お見込みのとおりです。

7
別紙1
別紙2

32・
50

第1 浴室

「高齢者配慮等級3」で一戸建ての浴室は短辺を内法
1300ｍｍ以上、面積を内法2㎡以上と求められていま
すが、「別紙1 施設設計要領」では1216型ユニットバ
スが求められています。一戸建ての浴室は「別紙1
施設設計要領」より1216型ユニットバスと考えて宜し
いでしょうか。

一戸建ての浴室は1216型ユニットバスとしてくださ
い。

8 別紙1 33 第1 バルコニー

原則、隣戸と連続させ、とありますが、避難上有効な
バルコニー配置計画や避難器具などを設けた場合は
連続させなくても良いでしょうか。

避難上有効なバルコニーの配置計画や避難器具の
設置等により、避難上支障がない場合には、バルコ
ニーの構造は事業者の提案によるものとします。

9 別紙1 35 第2
住棟出入口
及びエントラ
ンスホール

全体を見通せる住棟出入口や集合郵便受等のある
エントランスホールを設けること、とありますが、この
出入口やエントランスホールは、戸建ても存在する
新・長江団地ではなく、RC造の新・上町団地に適用さ
れる要件である、という理解でよろしいのでしょうか。

お見込みのとおりです。



様式1-4
落札者決定基準　質問記入欄

Ｎｏ 本編 頁 第1 1 (1) ア 項目等 質問内容 回答

1 － －



様式1-5
提案様式集　質問記入欄

Ｎｏ
提出書類一

覧
様式
番号

項目等 質問内容 回答

1

・委任状
・入札参加
資格確認申
請書兼誓約
書
・参加ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟを構成す
る企業連絡
先一覧

2-2
2-4
2-5

提出枚数

原則1枚となっていますが、構成企業欄を追加して1枚に収まらな
い場合は、両面印刷をして1枚にしてよろしいでしょうか。

構いません。

2

・設計企業
に関する資
格
・建設企業
に関する資
格

2-6
2-7

提出枚数

原則２枚となっていますが、両面印刷をして1枚にしてよろしいで
しょうか。

構いません。

3
建設企業に
関する資格

2-7
担当予定の
監理技術者

等

担当予定の監理技術者等は構成企業1社につき何名まで出して
いいでしょうか。

担当予定の監理技術者等は1社につき1名までとします。

4
建設企業に
関する資格

2-7
担当予定の
監理技術者

等

「監理技術者等経歴」欄は参加資格要件工事の実績を有してい
る場合のみ記入すればよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

5
工事実績調
書

2-8 契約金額

第1回の回答で、施工実績の根拠書類「請負工事契約書の写し」
の請負代金額及び請負代金の支払額については、金額は墨消し
で構わないとの回答がありました。
工事実績調書の契約金額欄は未記入でよいとの理解でよろしい
でしょうか。

第1回入札説明書に対する質問の回答No.10を修正します。入札
参加資格審査（第一次審査）に関する提出書類（様式2-3～2-
11、添付書類）については、様式に沿って墨消しせずにすべて記
載してください。添付書類についても契約金額等は墨消ししない
でください。
理由としては、入札参加資格審査（第一次審査）に関する提出書
類は、入札参加者の資格要件として事業者の実績（業務規模・内
容等）等を確認するものであり、落札者決定基準に記載のとお
り、町が確認するため、選定委員会の委員が閲覧することはな
く、入札書類審査における評価にも反映することはありません。



様式1-5
提案様式集　質問記入欄

Ｎｏ
提出書類一

覧
様式
番号

項目等 質問内容 回答

6
工事実績調
書

2-8 添付書類

施工実績の根拠書類として、請負工事契約書の写しを添付する
場合、両面印刷をして1枚としてよろしいでしょうか。

構いません。

7
工事実績調
書

2-8 添付書類

施工実績の根拠書類で設計図書等の概要が分かるものとして図
面（A-3サイズ）を添付する場合はZ折りでよろしいでしょうか。
または、A-3サイズの図面をA-4に縮小して添付してもよろしいで
しょうか。

Z折りとしてください。

8

・設計企業
に関する資
格
・工事監理
企業に関す
る資格

2-6
2-10

添付書類

設計実績及び工事監理実績の根拠書類で設計図書等の概要が
分かるものとして図面（A-3サイズ）を添付する場合はZ折りでよ
ろしいでしょうか。
または、A-3サイズの図面をA-4に縮小して添付してもよろしいで
しょうか。

Z折りとしてください。

9

提案審査
（第二次審

査）に関する
提出書類

4-5
要求水準

チェックリスト

提案内容により要求水準チェックリストに該当する項目がない場
合はどのようにして記入すれば良いでしょうか。（例：階段・階段
室　点検時には屋上への出入りが容易にでき、平常時は屋上へ
の扉を閉鎖管理出来るものとすること。とありますが屋上を設け
ない提案の場合など）

提案内容により要求水準チェックリストに該当する項目がない場
合は、「様式No」欄に「記載なし」と記載し、「確認」欄に「該当な
し」と記載してください。



様式1-6
事業契約書（案）　質問記入欄

契約書、契約約款

Ｎｏ 契約書
別紙
番号

頁 章 条 項 号 項目等 質問内容 回答

1 － －


