
周南緑地整備管理運営事業 （令和４年７月22日公表）

様式集に関する質問書

No. 書類名 頁 章 1 1-1 (1) ア (ア) 資料 項目名 質問の内容 回答

1 様式集 2 2
参加資格審査に
関する提出書類

各様式及び構成企業ごとの仕切りは、様式番
号及び書類名を記載したＡ４用紙にインデック
スシールを貼り付けたものをインデックスカードと
して差し込み提出することでよろしいでしょうか。

各様式及び構成企業ごとに仕切りインデックス
を入れて見やすくしてください。詳細は、事業者
の判断に委ねます。

2 様式集 10 3 2-1 参加表明書

参加表明書及び構成表に記載する各企業の
名称や代表者名は、貴市へ申請している「競
争入札等参加資格審査」の申請者の名前でよ
ろしいでしょうか。実際に建設工事を担当する
のは支店ですが、申請者は本社の社長名で
行っています。

周南市競争入札参加資格者名簿に登録され
ている商号または名称等を記載してください。
なお、入札説明書の規定により同等の要件を
有することを市が認めている場合、周南市競争
入札参加資格者名簿に登録予定の商号又は
名称等を記載してください。

3 様式集 10 3 2-1 参加表明書

各社押印者は貴市への登録者名で押印すれ
ばよろしいでしょうか。若しくは、登録にかかわら
ず代表者（社長）名で問題ありませんでしょう
か。

様式集に関する質問への回答No.2をご参照く
ださい。

4 様式集 11 3 2-2 構成表

各社押印者は貴市への登録者名で押印を行
えばよろしいでしょうか。若しくは、登録にかかわ
らず代表者（社長）名で問題ありませんでしょう
か。

周南市競争入札参加資格者名簿に登録され
ている商号または名称等を記載してください。
なお、入札説明書の規定により同等の要件を
有することを市が認めている場合、周南市競争
入札参加資格者名簿に登録予定の商号又は
名称等を記載してください。

5 様式集 11 3 2-2 構成表

統括管理業務を担う企業は「その他企業」欄に
記載を行えばよろしいでしょうか。
また、代表企業が統括管理業務を担う場合に
も改めて上記記載する必要がありますでしょう
か。

前段について、「統括管理業務」を担当する企
業が入札説明書第３章1(1)の①～⑤のいずれ
かの企業を兼ねない場合は、「その他企業」欄
に記載してください。
後段について、代表企業が入札説明書第３章
1(1)の①～⑤のいずれかの企業を兼ねない場
合は、構成表の「その他企業」欄にも記載してく
ださい。

6 様式集 11 3 2-2 構成表
各社毎に1枚とした場合、袋とじ等は不要との
認識でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。
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様式集に関する質問書

No. 書類名 頁 章 1 1-1 (1) ア (ア) 資料 項目名 質問の内容 回答

7 様式集 11 3 2-2 構成表
構成員で参加表明後に協力企業へ（逆の場合
も）変更することは可能でしょうか。

参加表明後から提案書提出までの期間におい
て、構成員から協力企業、協力企業から構成
員の変更は原則認めません。ただし、やむを得
ない事情により構成員から協力企業、協力企
業から構成員の変更を行う場合は、修正が必
要な参加資格申請書類を再提出してください。
基本協定締結後の構成員から協力企業への
変更は基本協定書(案）第５条第2項・第３項を
ご参照ください。

8 様式集 14 3 2-2 12
民間提案施設企
業※(構成員・協
力企業)

コロナの影響もあり、民間提案施設企業として
参画するのに慎重になっている企業が多い状
況です。独立採算で多額の初期投資もあること
から、参加申請の時点で民間提案施設企業を
選定するのは時間的に難しいと思われます。
より良い提案とするために、民間提案施設企業
については参加申請時には応募者の構成から
除外していただき、別途、入札前までに追加で
申請できるようにご配慮いただけないでしょう
か。

入札説明書に関する質問回答No.4をご参照く
ださい。

9 様式集 15 3 2-3
委任状(構成員・
協力企業→代表
企業)

委任者、受任者（代表企業）は貴市への業者
登録者名になりますでしょうか。若しくは、会社
代表者（社長）名となりますでしょうか。

周南市競争入札参加資格者名簿に登録され
ている商号または名称等を記載してください。
なお、入札説明書の規定により同等の要件を
有することを市が認めている場合、周南市競争
入札参加資格者名簿に登録予定の商号又は
名称等を記載してください。

10 様式集 16 3 2-4
委任状(代表企業
内)

委任者は貴市への業者登録者名になりますで
しょうか。若しくは、会社代表者（社長）名となり
ますでしょうか。

周南市競争入札参加資格者名簿に登録され
ている商号または名称等を記載してください。
なお、入札説明書の規定により同等の要件を
有することを市が認めている場合、周南市競争
入札参加資格者名簿に登録予定の商号又は
名称等を記載してください。

11 様式集 16 3 2-4
委任状(代表企業
内)

受任者（復代理人）の役職等は任意でよろしい
でしょうか。若しくは、社長→貴市への業者登
録者となりますでしょうか。

受任者の役職等は、事業者の判断に委ねま
す。また、入札説明書に関する質問書No.3をご
参照ください。
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様式集に関する質問書

No. 書類名 頁 章 1 1-1 (1) ア (ア) 資料 項目名 質問の内容 回答

12 様式集 17 3 2-5
参加資格審査申
請調書(設計企業
(建築))

添付書類の納税証明書について、国税はその
３の３、地方税及び市・県民税は本社分の提出
でしょうか。
また全て写しで宜しいでしょうか。

周南市競争入札参加資格者名簿に登録して
いる所在地、または入札説明書の規定により同
等の要件を有することを市が認めている場合、
周南市競争入札参加資格者名簿に登録予定
の所在地の令和4年5月1日以降に発行した国
税・都道府県民税・市町村民税を提出してくだ
さい。
後段については、納税証明書の写しを提出す
ることを可とします。

13 様式集 25 3 2-9
参加資格審査申
請書(建設企業
(建築)）

様式下部の注釈に「実績の記載は３件まで」と
ありますが、これは例えば入札説明書18ページ
からの(3)②イの実績を３件、ウの実績を３件、
③イの実績を３件まで記載して提出しても良い
との意味でしょうか。
つまり、様式2-9を３枚、様式2-10を３枚提出
しても良いという意味でしょうか。

ご理解の通りです。

14 様式集 28 3 2-10
参加資格審査申
請書(建設企業
(土木)）

添付書類の納税証明書について「市・県民税
（法人市民税の写し）」と記載がありますが、会
社の代表所在地の納税証明書を提出するとい
う理解で宜しいでしょうか。

周南市競争入札参加資格者名簿に登録して
いる所在地、または入札説明書の規定により同
等の要件を有することを市が認めている場合、
周南市競争入札参加資格者名簿に登録予定
の所在地の令和4年5月1日以降に発行した国
税・都道府県民税・市町村民税を提出してくだ
さい。

15 様式集 28 3 2-10
参加資格審査申
請書(建設企業
(土木)）

建設企業(土木)の様式2-10、２枚目で求めら
れているパンフレット、決算資料、納税証明など
は、様式2-9に同様の物を添付している場合は
省略してかまわないでしょうか。

後段については、納税証明書の写しを提出す
ることを可とします。
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様式集に関する質問書

No. 書類名 頁 章 1 1-1 (1) ア (ア) 資料 項目名 質問の内容 回答

16 様式集 30 3 2-11
参加資格審査申
請書(維持管理企
業)

電子交付による納税証明書の提出も可能との
理解でよろしいでしょうか。

可とします。ただし、令和4年5月1日以降に発
行した電子納税証明書の書面を提出してくださ
い。

17 様式集 30 3 2-11
参加資格審査申
請書(維持管理企
業)

実績を証する書類について、表紙及び押印頁
のみでよろしいでしょうか。

当該業務実績内容を確認できる範囲で可とし
ます。

18 様式集 33 3 2-13
参加資格審査申
請調書(その他企
業)

統括管理業務やＳＰＣの管理運営業務がその
他業務に含まれる場合、当該業務を様式2-5
～2-12のいずれかの企業が実施するときは、
様式2-13の提出は必要でしょうか。

統括管理業務やＳＰＣの管理運営業務を担当
する企業が、入札説明書第３章1(1)の①～⑤
のいずれかの企業を兼ねる場合、様式2-13の
提出は不要です。

19 様式集 33 3 2-13
参加資格審査申
請調書(その他企
業)

統括管理業務やＳＰＣの管理運営業務がその
他業務に含まれる場合で、当該業務を様式2-
5～2-12のいずれかの企業が実施し本様式の
提出が必要となる場合、業務を実施するため
に必要な資格は記載なし、または「－」を記載
することでよろしいでしょうか。

様式集に関する質問への回答No.18をご参照く
ださい。

20 様式集 33 3 2-13
参加資格審査申
請調書(その他企
業)

統括管理業務やＳＰＣの管理運営業務がその
他業務に含まれる場合で、当該業務を様式2-
5～2-12のいずれかの企業が実施し本様式の
提出が必要となる場合、添付書類が重複しま
す。提出は、「参加者確認欄」に「○」を付ける
のみで各書類の添付は割愛してもよろしいで
しょうか。

様式集に関する質問への回答No.18をご参照く
ださい。

21 様式集 34 3 2-14
参加資格審査申
請調書(民間提案
施設企業)

民間提案施設企業の「業務を実施するために
必要となる資格」について、参加申請時には具
体的な事業の内容が定まっていないことが想
定されます。この場合、「業務を実施するため
に必要となる資格」の記載欄は空欄で提出す
ることでよろしいでしょうか。

参加資格申請時において、民間提案施設企業
は、定まっていない場合は、提出は不要としま
すが、提案書提出時までに必要となる資格の
書類を提出してください。ただし、入札参加者の
資格要件（共通）の(3)を満たさない場合、同等
の要件を有することが確認できる書類を事前確
認までに提出してください。

4 / 5 ページ



様式集に関する質問書

No. 書類名 頁 章 1 1-1 (1) ア (ア) 資料 項目名 質問の内容 回答

22 様式集 34 3
2-5～
2-14

参加資格審査申
請調書【添付書
類】

納税証明書について、周南市に事業所がなく、
山口県内に事業者がある場合、当該事業所が
所在する地域の証明書を提出すればよいで
しょうか。本社（本店）所在の地域の証明書を
提出すればよいでしょうか。

様式集に関する質問への回答No.14をご参照く
ださい。

23 様式集 35 3 2-15
指定管理者指定
申請書

申請者欄に記載する（企業）名称や代表者名
は、貴市へ申請している「競争入札等参加資
格審査」の申請者の名前でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。
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