酒田市総合評価落札方式に関する 質疑応答
平成２８年７月６日 現在
分類
大分類
小分類
１
1-1 修正
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
・
様
式

２
技
術
資
料

1-2 提出書類

1-20 その他
2-1 施工実績
2-2 工事成績
評定

質問内容
1-1-1
P.41
P.45
1-1-2
P.32

ガイドライン誤字訂正
１行目「様式－４」
１行目「様式－５」
訂正
摘要欄「資格確認
提出時」→「入札時」
P.34「様式-２」別紙修正箇所
のとおり
P.38～P40 「総合-3」別紙
修正箇所のとおり
1-2-1 様式はいつホームペー
ジに掲載されるか。
1-2-2 ボランティア活動証明
書はコピーでよいか。

回答

回答日

ガイドライン中の文字を訂正し H28.2.1
ました
ガイドライン及び様式の訂正を H28.4.20
行いました。

H28.２月第1週中（2/5まで）に H28.2.1
掲載予定。
コピーでよい。
H28.6.30

2-2-1 水道部発注工事の工事 評価の対象とはならない。
成績評定は、評価の対象となる
のか。
2-2-2 工事成績評定は、同
過去５年度全部の平均点。
種・類似工事についての平均点
になるのか、過去５年度全部の
平均点か。

H28.1.13

H28.2.29

2-3 工事表彰歴
2-4 配置技術者 2-4-1 同じ技術者を、重複し
て複数の入札に対し配置予定技
術者としている場合、落札が決
定したことにより他の工事にそ
の技術者を配置できなくなった
ときの対応はどうすればよいの
か。

①配置予定技術者については、 H28.1.13
１件の入札に複数の候補者を申
請できること。
②落札者には、決定後速やかに
電話連絡を行うこと。
③落札決定の前であれば、事前
の電話連絡（後日書面で）によ
り、入札辞退、または、他の工
事と重複する配置予定技術者を
無効にすることが出来ること。
以上により対応が可能である。
2-4-2 1つの現場に監理技術者 複数の配置は認めない。
H28.6.17
を2名配置したい。

2-5 技術者
の保有資格
2-6 継続教育
2-7 災害協定
2-8 地域貢献
2-8-1 産業フェアについて、 組合等の団体で参加したものに H28.1.21
活動
組合等の団体で参加した場合も ついては、参加した企業が、名
評価対象となるのか。
簿、写真等で証明できるものに
ついては評価対象とする。基本
的な考え方は、ボランティア活
動に団体で参加した場合の対応
に準じる。

2-9 ボラン
ティア
活動

2-8-2 中学生の職場体験は教 該当しない。また、建設業担い
育活動の継続的な支援に該当す 手確保・育成企業にも該当しな
るか？
い。
継続的支援とは、自らが主体と
なって活動を行っていくもので
規模の大きなものを対象として
いる。
建設業担い手確保・育成企業は
中学生の職場体験は直接的な技
術者、技能者確保には直接的に
繋がらないと認められるため。
2-8-3 青年会議所の山車行列 会社単位での参加と認められな
に従業員が参加することで酒田 いため、該当しない。
まつりへの参加に該当するか。
2-8-4 ライオンズクラブに従 会社が加入していると認められ
業員が加入し、さまざまな団体 ないため、該当しない。
に毎年寄付を行っており、文化
スポーツ等の継続的な支援に該
当するか。
2-8-5 どんしゃんまつりの下 酒田まつり、港まつりではない
水道展に管工事協同組合で参加 ため該当しない。
しているが「まつりへの参加」
に該当するか。
2-8-6 酒田商工会議所青年部 会社単位での参加と認められな
で祭りに 社員が参加した場
いため、該当しない。
合、評価対象なるのか（酒田商
工会議所青年部ら証明・活動写
真を添付）。
2-8-7 港まつりの甚句流しに 自社名で祭りに参加していない
グループ企業の一員として参加 ため評価対象とならない。
しするが、祭りへの参加での評
価対象となるか。
2-9-1 清掃週間（町をきれい 会社周辺の、公共施設周囲の側
にする週間）は、どのような内 溝の清掃などが該当する。
容のものが評価対象となるの
か。
2-9-2 高齢者等の家の前で、 酒田市やさしいまちづくり除雪
道路除雪より寄せられた雪の除 等援助事業による高齢者・障害
雪を行っているが、それは対象 者世帯の玄関から道路までの除
となるのか。
雪などが対象となる。有料で
行っている除雪は対象にならな
い。
【補足】美化サポーター制度に
よる道路の除雪については対象
となる。
2-9-3 NPOが主体となるボラン NPOの証明では評価の対象とし
ティア活動について、NPOによ ない。公共機関による証明に限
る証明で評価の対象となるか。 る。
【補足】市の関係課には、証明
等について依頼をしている。各
課で証明の際、確認に期間が必
要な場合もあるのでご了承願い
いたい。

H28.5.30

H28.5.30

H28.5.30

H28.6.7

H28.6.17

H28.6.28

H28.1.13

H28.1.13

H28.1.13

2-9-4 青色防犯パトロールの 県警本部発行の証明書でよい。 H28.2.1
証明書は、県警本部で発行して
いるものでよいか。

2-9-5 「さくらまつり」「酒
田まつり」「港まつり」等への
毎年の協賛金寄付行為は「継続
的な支援」として評価対象とな
るか。

３
入
札
公
告

評価対象とならない。酒田まつ H28.2.1
り等については、会社単位での
人的な参加を評価対象としてい
る。寄付行為は対象としていな
い。
芸術・文化等のへの「継続的な
支援」という意味では、主体的
に支援しているものを評価対象
としているため、この場合も対
象とならない。
2-9-6 松山地域振興課主催の 人的な参加を加点対象としてい H28.6.7
産業フェアへパネル出展してい るため対象とならない。
るが、「各種産業フェアへの参
加」に該当するか。
2-9-7 悠々の森推進協議会（市 酒田市、山形県が主催するボラ H28.6.22
もメンバー）が主催する悠々の ンティア活動ではないため、該
森の草刈ボランティアは総合評 当しない。
価の対象となるか。
2-9-8 「美しいやまがたの海」 評価対象のボランティアとして H28.6.27
クリーンアップ運動に参加すれ 認められる。項目は海岸等の美
ば、総合評価のボランティア活 化活動に該当する。
動のその他の評価対象となる
か。
2-9-9 庄内地区不法投棄防止 山形県、酒田市が実施する活動 H28.6.28
対策協議会及び松山支所が実施 であり、廃棄物の運搬を無償で
する不法投棄現場の確認及び撤 実施しているため、評価対象の
去の検討の参加、小規模な廃棄 ボランティアでその他の項目と
物投棄に対する処理施設までの して認める。
運搬を実施しているが、ボラン
ティア活動のその他に該当する
2-9-10 酒田港まつり酒田花火 ボランティア活動として認め H28.7.6
ショーのボランティアスタッフ る。項目はその他とする。
として参加したい。評価対象と
して認められるか。
2-10 結婚・出 2-10-1 山形いきいき子育て応 評価の対象とならない。実践 H28.1.21
産・子育て 援企業について、「宣言企業」 （ゴールド）企業及び優秀（ダ
に関する
も評価の対象となるのか。
イヤモンド）企業に対し、加点
協力
措置する。
2-10-2 UIJターンの雇用につ 酒田市に既に転居をしている場 H28.2.29
いて、実態としては酒田市に転 合であっても、最初の就職であ
居してから仕事を探す場合が多 れば評価対象とする。
い。この場合評価対象となる
か。
2-11 雇用に
2-11-1 職業安定所への求人 評価の対象とはならない。ＵＩ H28.1.13
関する協力 は、評価の対象となるのか。 Ｊターンの雇用が主目的である
ため、酒田市の人材バンク、一
般の求人サイトへの登録、就職
ガイダンスへの参加などを対象
とする。
2-20 その他
3-1 予定価格
3-1-1 予定価格は事後公表に 現在、事前公表しており、変更 H28.1.13
なるのか。
は予定していない。
3-20 その他
3-20-1 評価の対象期間につい 入札公告に記載する。
H28.1.13
て、「年間」と「年度」など、
わかりにくい部分があるので、
入札公告に具体的に期間を記載
してもらいたい。

１
０
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他

