
 

 

質疑書（質疑回答書） 

（１／４） 

業務委託名： R2 霧島市ごみ処理施設整備事業者選定支援（アドバイザリー）業務委託 

資料名 該当頁 質 疑 事 項 回 答 事 項 

プロポー

ザル実施

要領 

2頁 

※表紙含

まず（以

下同様） 

6．参加資格(7)①～③ 

「技術士【総合技術監理部門

（衛生工学－廃棄物管理）、又

は、衛生工学部門（廃棄物管理）

のいずれか】」とありますが、

制度・名称変更に伴うもの〔衛

生工学部門（廃棄物管理計画）、

衛生工学（廃棄物処理）、衛生

工学（廃棄物・資源循環）〕を

含むものと理解してよろしい

でしょうか。 

よって、様式 4技術士一覧表、

様式 9 配置予定技術者調書の

（注３）等の表記も同様と理解

してよろしいでしょうか。 

 

可とします。 

プロポー

ザル実施

要領 

4頁 11．技術提案書の提出 

(1)提出書類 

技術提案書は任意様式とのこ

とですが、枚数制限を教示くだ

さい。また、A4判とのことです

が、A3 判を用いて折込みも許

容されると理解してよろしい

でしょうか。 

 

制限は設けません。 

A3判折り込みも可とします。 

プロポー

ザル実施

要領 

4頁 11．技術提案書の提出 

(1)提出書類 

会社名は記載可との理解でよ

ろしいでしょうか。 

 

記名しないこととし、一次審査結果通

知時の案内により標記するものとしま

す。 

プロポー

ザル実施

要領 

4頁 11．技術提案書の提出 

(1)提出書類 

「※1上記Ⅰ～Ⅳ」とあります

が、「Ⅰ～Ⅲ」の誤記と理解し

てよろしいでしょうか。 

また、技術提案書に記載するテ

ーマは、（別表１）審査項目及

び審査基準に沿ったものと理

解してよろしいでしょうか。 

 

前段、後段ともにお見込みどおりです。 

  



 

 

 

質疑書（質疑回答書） 

（２／４） 

業務委託名：R2 霧島市ごみ処理施設整備事業者選定支援（アドバイザリー）業務委託 

資料名 該当頁 質 疑 事 項 回 答 事 項 

プロポー

ザル実施

要領 

5頁 12．審査方法 

(3)プレゼンテーション・ヒア

リング②イ 

「参加者が提出した技術提案

書等（拡大したもの、又は、プ

ロジェクター等を使用した拡

大映像の使用も可）」とありま

すが、提案書のみでパワーポイ

ント等の使用は不可のご主旨

と理解してよろしいでしょう

か。 

可と解してください。 

ただし、新たな資料は不可とします。 

プロポー

ザル実施

要領 

8頁 別紙 1 審査項目及び審査基準 

様式 11 の照査技術者業務実績

は事業者選定（アドバイザリ

ー）業務を提示することになっ

ておりますが、技術者評価にお

いて設計・施工監理業務又は管

理運営モニタリング業務とな

っております。事業者選定（ア

ドバイザリー）業務の誤記と理

解してよろしいでしょうか。 

お見込みどおりです。 

プロポー

ザル実施

要領 

8頁 別紙 1 審査項目及び審査基準 

様式 12 にて主任技術者業務実

績調書を提示することになっ

ておりますが、主任技術者は技

術者評価の対象ではないもの

と理解してよろしいでしょう

か。 

お見込みどおりです。 

様式集 様式１ 

 
添付書類８．見積書（様式１３）

は、プロポーザル実施要領書記

載の通り、技術提案書提出時で

よろしいでしょうか。 

お見込どおりです。 

様式集 様式 5 

様式 6 

様式 7 

様式 8 

各業務実績調書 

注釈の実績の確認できる書類

として、契約書、委託仕様書の

写しをテクリス登録の写しに

代えて提出することは可能で

しょうか。 

 

可とします。 

ただし、いずれの場合も業務内容が不

明な場合は、評価対象外とします。 

 



 

 

質疑書（質疑回答書） 

（３／４） 

業務委託名： R2 霧島市ごみ処理施設整備事業者選定支援（アドバイザリー）業務委託 

資料名 該当頁 質 疑 事 項 回 答 事 項 

様式集 様式 6 

様式 7 

様式 8 

各業務実績調書 

（注１）に「・平成 22年 4 月

1 日から令和 2 年 3 月 31 日ま

でに完了した業務」とあります

が、「完了又は受注した業務」

の誤記と理解してよろしいで

しょうか。 

 

お見込みどおりです。 

様式集 様式 10-

1 

～ 様 式

12 

各技術者業務実績調書 

業務内容を鑑み、し尿処理施設

の事業者選定支援（アドバイザ

リー）業務の実績を認めていた

だけないでしょうか。 

 

不可とします。 

発注仕様

書 

1頁 4．業務期間 

業務期間が令和 3年 12月 28日

までとなっておりますが、現時

点での主な公表等に係るスケ

ジュールの想定があればご教

示いただけますでしょうか。 

・債務負担行為の議会時期 

・入札公告時期 

・契約締結時期 

 

入札公告：令和 2年秋季 

契約締結：令和 3 年夏季と想定して、

業務を行うものとします。 

発注仕様

書 

２頁 

7.資料の

貸与等 

７．関連業務の実施状況 

既業務報告書の資料・データ等

を閲覧する事は可能でしょう

か。 

 

可とします。 

ただし、一次審査結果受理後、令和 2年

6月 5日までとします。 

 

発注仕様

書 

4頁 特記仕様書 2.業務内容(1)①

(ｱ) 

過年度に貴市が策定した基本

構想・基本設計に係る概要書等

の閲覧・入手は可能でしょう

か。 

 

閲覧を可とします。 

ただし、一次審査結果受理後、令和 2年

6月 5日までとします。 

発注仕様

書 

6頁 特記仕様書 2.業務内容(5) 

選定委員会について、実施回数

の想定はありますでしょうか。 

 

技術提案とします。 

 



 

 

質疑書（質疑回答書） 

（４／４） 

業務委託名：R2 霧島市ごみ処理施設整備事業者選定支援（アドバイザリー）業務委託 

資料名 該当頁 質 疑 事 項 回 答 事 項 

発注仕様

書 

7頁 特記仕様書 3．関連業務の実

施状況(2) 

敷地造成工事の範囲及び想定

工期を教示いただけないでし

ょうか。 

 

工期を、令和 2 年度から令和 3 年度と

想定してください。 

 


