
京都市伏見区総合庁舎整備等事業
入札説明書等に関する正誤表

Ｎｏ 資料名 頁 章 節 細節 項 目　 項目名 誤 正
1 入札説明書 5 第3 2 入札参加者が備え

るべき参加資格要
件等

入札参加企業，入札参加グルー
プの構成員及び協力企業（以下
「入札参加者等」という。）は以下
の資格要件を全て満たすことが
必要である。

入札参加企業，入札参加グルー
プの構成員及び協力会社（以下
「入札参加者等」という。）は以下
の資格要件を全て満たすことが
必要である。

2 入札説明書 5 第3 2 (1) ア ア　入札参加企業，
入札参加グループ
の構成員の資格要
件

ア　入札参加企業，入札参加グ
ループの構成員の資格要件

ア　入札参加者等の資格要件

3 入札説明書 15 第5 1 特別目的会社の設
立

この場合において，ＳＰＣへ出資
者は構成企業でなければならな
い。(ただし，すべての構成企業
の出資は要しない。なお，構成
企業以外の者がＳＰＣに出資す
ることは原則として認めないが，
あらかじめ市の書面による承諾を
得たときはこの限りでない。)

この場合において，ＳＰＣへ出資
者は落札した入札参加企業又
は入札参加グループの構成員
でなければならない。(ただし，入
札参加グループの場合， すべて
の構成員の出資は要しない。な
お，当該入札参加企業又は入
札参加グループの構成員 以外
の者がＳＰＣに出資することは原
則として認めないが，あらかじめ
市の書面による承諾を得たとき

ＳＰＣは，本事業以外の事業を兼
業することはできない。このこと
は，落札者又は落札者のグルー
プ構成企業が・・・

ＳＰＣは，本事業以外の事業を兼
業することはできない。このこと
は，落札者又は落札者のグルー
プ落札した入札参加企業又は
入札参加グループの構成員
が・・・

4 入札説明書
様式集

1 資格審査（第１次審
査）に関する提出書
類

5-1 入札参加者の代表企業，構
成員及び協力企業一覧表

5-1 入札参加者の代表企業，構
成員及び協力会社一覧表

5 入札説明書
様式集

1 資格審査（第１次審
査）に関する提出書
類

17-1 構成員，協力企業の変更
申請書

17-1 構成員，協力会社の変更
申請書

6 入札説明書
様式集

1 資格審査（第１次審
査）に関する提出書
類

17-2 構成員，協力企業の変更
申請書に係る内訳書

17-2 構成員，協力会社の変更
申請書に係る内訳書

7 入札説明書
様式集

4 1 一般事項 （追加項目） ・ 本様式集に限り，代表企業以
外の入札参加グループの構成
員を「構成員」とし，入札参加企
業は「代表企業」に読み替える。

8 入札説明書
様式集

5 2 （2） Ⅰ □入札参加者の代
表企業，構成員及
び協力企業一覧表

□入札参加者の代表企業，構成
員及び協力企業一覧表

□入札参加者の代表企業，構成
員及び協力会社一覧表

9 入札説明書
様式集

5 2 （2） Ⅰ □入札参加者の代
表企業，構成員及
び協力企業一覧表

様式5-1に従い，必要事項を記
入すること。入札参加者の代表
企業，構成員及び協力企業につ
いて，必要な項目を記載するこ
と。

様式5-1に従い，必要事項を記
入すること。入札参加者の代表
企業，構成員及び協力会社につ
いて，必要な項目を記載するこ
と。

10 入札説明書
様式集

5 2 （2） Ⅰ □実績に関する総
括表

構成員及び協力企業のうち，設
計・建設・工事監理・維持管理の
業務を担当するそれぞれの企業
は，

構成員及び協力会社のうち，設
計・建設・工事監理・維持管理の
業務を担当するそれぞれの企業
は，

11 入札説明書
様式集

6 2 （2） Ⅱ □構成員，協力企
業の変更申請書及
び構成員，協力企
業の変更申請書に
係る内訳書

□構成員，協力企業の変更申請
書及び構成員，協力企業の変更
申請書に係る内訳書

□構成員，協力会社の変更申請
書及び構成員，協力会社の変更
申請書に係る内訳書

12 入札説明書
様式集

6 2 （2） Ⅱ □構成員，協力企
業の変更申請書及
び構成員，協力企
業の変更申請書に
係る内訳書

構成員又は協力企業の変更を
要するやむを得ない事情が生じ
た場合には，

構成員又は協力会社の変更を
要するやむを得ない事情が生じ
た場合には，

13 入札説明書
様式集　様式3

参加表明書 協力企業 協力会社

14 入札説明書
様式集　様式3

参加表明書 ※３　添付資料として，代表企業
及び構成員，協力企業について
会社概要或いは類する書類（正
本１部，副本１部）を提出するこ
と。

※３　添付資料として，代表企業
及び構成員，協力会社について
会社概要或いは類する書類（正
本１部，副本１部）を提出するこ
と。
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京都市伏見区総合庁舎整備等事業
入札説明書等に関する正誤表

Ｎｏ 資料名 頁 章 節 細節 項 目　 項目名 誤 正
15 入札説明書

様式集　様式4別
添書類

添付書類一覧 入札参加者の代表企業，構成企
業及び協力企業一覧表（様式5-
1）

入札参加者の代表企業，構成員
及び協力会社一覧表（様式5-1）

16 入札説明書
様式集　様式5-1

入札参加者の代表企業，構成員
及び協力企業一覧表

入札参加者の代表企業，構成員
及び協力会社一覧表

17 入札説明書
様式集　様式5-1

協力企業 協力会社

18 入札説明書
様式集　様式5-1

※構成員及び協力企業の記入
欄が足りない場合は，本様式に
準じて追加・作成すること。

※構成員及び協力会社の記入
欄が足りない場合は，本様式に
準じて追加・作成すること。

19 入札説明書
様式集　様式6

委任状 私は，次の者を平成18年2月27
日付けで入札公告のありました
「京都市伏見区総合庁舎整備等
事業」に係る入札参加者の構成
企業の代表企業とし，参加表明
書提出の日から特別目的会社設
立の日までの間，「京都市伏見
区総合庁舎整備等事業」に係る
入札等に関し，次に記載する権
限を委任しました。

私は，次の者を平成18年2月27
日付けで入札公告のありました
「京都市伏見区総合庁舎整備等
事業」に係る入札参加者の構成
員の代表企業とし，参加表明書
提出の日から特別目的会社設立
の日までの間，「京都市伏見区
総合庁舎整備等事業」に係る入
札等に関し，次に記載する権限
を委任しました。

20 入札説明書
様式集　様式7

１．設計実績 代表企業，構成員又は協力企
業の別

代表企業，構成員又は協力会
社の別

21 入札説明書
様式集　様式7

２．建設実績 代表企業，構成員又は協力企
業の別

代表企業，構成員又は協力会
社の別

22 入札説明書
様式集　様式7

３．工事監理実績 代表企業，構成員又は協力企
業の別

代表企業，構成員又は協力会
社の別

23 入札説明書
様式集　様式7

４．維持管理実績 代表企業，構成員又は協力企
業の別

代表企業，構成員又は協力会
社の別

24 入札説明書
様式集　様式7

※　「代表企業，構成員又は協
力企業の別」欄には「代表企業」
「構成員」「協力企業」のいずれ
かを記載すること。

※　「代表企業，構成員又は協
力会社の別」欄には「代表企業」
「構成員」「協力会社」のいずれ
かを記載すること。

25 入札説明書
様式集　様式8

設計実績調書 上記企業の代表企業，構成員又
は協力企業の別

上記企業の代表企業，構成員又
は協力会社の別

26 入札説明書
様式集　様式8

設計実績調書 協力企業 協力会社

27 入札説明書
様式集　様式9

建設実績調書 上記企業の代表企業，構成員又
は協力企業の別

上記企業の代表企業，構成員又
は協力会社の別

28 入札説明書
様式集　様式9

建設実績調書 協力企業 協力会社

29 入札説明書
様式集　様式10

工事監理実績調書 上記企業の代表企業，構成員又
は協力企業の別

上記企業の代表企業，構成員又
は協力会社の別

30 入札説明書
様式集　様式10

工事監理実績調書 協力企業 協力会社

31 入札説明書
様式集　様式11

維持管理実績調書 上記企業の代表企業，構成企業
又は協力企業の別

上記企業の代表企業，構成員又
は協力会社の別

32 入札説明書
様式集　様式11

維持管理実績調書 構成企業 構成員

33 入札説明書
様式集　様式11

維持管理実績調書 協力企業 協力会社

34 入札説明書
様式集　様式12

設計資格者配置予
定調書

上記企業の代表企業，構成員又
は協力企業の別

上記企業の代表企業，構成員又
は協力会社の別

35 入札説明書
様式集　様式12

設計資格者配置予
定調書

協力企業 協力会社

36 入札説明書
様式集　様式13

建設監督技術者配
置予定調書

上記企業の代表企業，構成員又
は協力企業の別

上記企業の代表企業，構成員又
は協力会社の別
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京都市伏見区総合庁舎整備等事業
入札説明書等に関する正誤表

Ｎｏ 資料名 頁 章 節 細節 項 目　 項目名 誤 正
37 入札説明書

様式集　様式13
建設監督技術者配
置予定調書

協力企業 協力会社

38 入札説明書
様式集　様式14

工事監理技術者配
置予定調書

上記企業の代表企業，構成員又
は協力企業の別

上記企業の代表企業，構成員又
は協力会社の別

39 入札説明書
様式集　様式14

工事監理技術者配
置予定調書

協力企業 協力会社

40 入札説明書
様式集　様式15

維持管理技術者配
置予定調書

上記企業について，代表企業，
構成企業又は協力企業の別

上記企業について，代表企業，
構成員又は協力会社の別

41 入札説明書
様式集　様式15

維持管理技術者配
置予定調書

構成企業 構成員

42 入札説明書
様式集　様式15

維持管理技術者配
置予定調書

協力企業 協力会社

43 入札説明書
様式集　様式17-1

構成員，協力企業
の変更申請書

構成員，協力企業の変更申請書 構成員，協力会社の変更申請書

44 入札説明書
様式集　様式17-1

構成員，協力企業
の変更申請書

※注　【　　　　】には，構成員又
は協力企業のいずれかを記載
すること。

※注　【　　　　】には，構成員又
は協力会社のいずれかを記載
すること。

45 入札説明書
様式集　様式17-2

構成員，協力企業
の変更申請書に係
る内訳書

構成員，協力企業の変更申請書
に係る内訳書

構成員，協力会社の変更申請書
に係る内訳書

46 入札説明書
様式集　様式17-2

構成員，協力企業
の変更申請書に係
る内訳書

※【　　　　】には，構成員又は協
力企業のいずれかを記載するこ
と。

※　【　　　　】には，構成員又は
協力会社のいずれかを記載する
こと。

47 入札説明書
様式集　様式17-2

構成員，協力企業
の変更申請書に係
る内訳書

※変更する構成員及び協力企
業が複数の場合は，本様式に準
じて追加・作成すること。

※変更する構成員及び協力会
社が複数の場合は，本様式に準
じて追加・作成すること。

48 入札説明書
様式集　様式17-2

構成員，協力企業
の変更申請書に係
る内訳書

※構成員及び協力企業を変更
することにより，他の構成員及び
協力企業の本事業における役割
を変更する場合は，

※構成員及び協力会社を変更
することにより，他の構成員及び
協力会社の本事業における役割
を変更する場合は，

49 入札説明書
様式集　様式60

○PFI事業者（特別目的会社）と
構成員，及び出資予定構成員，
協力企業，融資機関（銀行等）
等との関係を図示すること。

○PFI事業者（特別目的会社）と
構成員，及び出資予定構成員，
協力会社，融資機関（銀行等）
等との関係を図示すること。

50 落札者決定基準 3 第3 1 １ 応募企業，応募グループの構
成員又は協力企業に共通な参
加資格要件審査

１ 応募企業，応募グループの構
成員又は協力会社に共通な参
加資格要件審査

51 仮契約書（案） 3 第2条 （35） 落札者 甲が本件事業の入札説
明書に従い入札を実施して落札
者として決定した民間事業者グ
ループ(●を代表企業とし，●，
●及び●を構成企業とするもの)
をいう。

落札者 甲が本件事業の入札説
明書に従い入札を実施して落札
者として決定した民間事業者グ
ループ(●を代表企業とし，●，
●及び●を構成員とするもの)を
いう。

52 仮契約書（案） 25 第69条 2 甲は，この契約に関して落札者
の代表企業又は構成企業に基
本協定書第6条第6項各号のい
ずれかに掲げる事由が生じたと
きには，この契約を解除すること
ができる。

甲は，この契約に関して落札者
の代表企業又は構成員に基本
協定書第6条第6項各号のいず
れかに掲げる事由が生じたとき
には，この契約を解除することが
できる。
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