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原山公園再整備運営事業様式集 新旧対照表（平成２９年２月１０日修正版） 

頁番号・ 

該当箇所 
旧 新 

１頁 

第１・１入札説明書等

に関する提出書類の表 

 

書 類 
提出 

部数 

書式 

サイズ 

ファイル  

形式 
枚数 

（様式１－１） 
入札説明書等に関する質問・意見書 

（参加資格関係） 
1部 A4 Excel 適宜 

（様式１－２） 
入札説明書等に関する質問・意見書 

（参加資格関係以外） 
1部 A4 Excel 適宜 

 

 

書 類 
書式 

サイズ 

ファイル  

形式 
枚数 

（様式１－１） 
入札説明書等に関する質問・意見書 

（参加資格関係） 
A4 Excel 適宜 

（様式１－２） 
入札説明書等に関する質問・意見書 

（参加資格関係以外） 
A4 Excel 適宜 

 

１頁 

第１・２入札参加資格

審査に関する提出書類

の表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 書 類 
提出 

部数 

書式 

サイズ 

ファイル 

形式 
枚数 

（様式２） 入札参加表明書  1部 A4 Word 1 枚 

（様式３） 委任状   1部 A4 Word 原則 1 枚 

（様式４） 
入札参加資格に関する提出書類 

（表紙） 
1部 A4 Word 1 枚 

（様式５） 
総合評価一般競争入札参加資格確認申

請書 兼 誓約書  
1部 A4 Word 原則 1 枚 

（様式６） 参加グループ企業連絡先一覧 1部 A4 Word 適宜 

（様式７-１） 設計企業（建築設計）に関する資格 1部 A4 Word 適宜 

（様式７-２） 設計企業（公園設計）に関する資格 1部 A4 Word 適宜 

（様式８-１） 建設企業（建築工事）に関する資格 1部 A4 Word 適宜 

（様式８-２） 建設企業（公園工事）に関する資格  1部 A4 Word 適宜 

（様式９-１） 
工事監理企業（建築工事監理）に関す

る資格 
1部 A4 Word 適宜 

（様式９-２） 
工事監理企業（公園工事監理）に関す

る資格 
1部 A4 Word 適宜 

（様式１０） 維持管理企業に関する資格 1部 A4 Word 適宜 

（様式１１） 運営企業に関する資格 1部 A4 Word 適宜 

 
納税証明書（法人税又は所得税、消費

税(地方消費税含む)、堺市税）の写し 
1部 － － － 

 

書 類 
書式 

サイズ 

ファイル 

形式 
枚数 

（様式２） 入札参加表明書  A4 Word 1 枚 

（様式３） 委任状   A4 Word 原則 1 枚 

（様式４） 
入札参加資格に関する提出書類 

（表紙） 
A4 Word 1 枚 

（様式５） 
総合評価一般競争入札参加資格確認申

請書 兼 誓約書  
A4 Word 原則 1 枚 

（様式６） 参加グループ企業連絡先一覧 A4 Word 適宜 

（様式７-１） 設計企業（建築設計）に関する資格 A4 Word 適宜 

（様式７-２） 設計企業（公園設計）に関する資格 A4 Word 適宜 

（様式８-１） 建設企業（建築工事）に関する資格 A4 Word 適宜 

（様式８-２） 建設企業（公園工事）に関する資格  A4 Word 適宜 

（様式９-１） 
工事監理企業（建築工事監理）に関す

る資格 
A4 Word 適宜 

（様式９-２） 
工事監理企業（公園工事監理）に関す

る資格 
A4 Word 適宜 

（様式１０） 維持管理企業に関する資格 A4 Word 適宜 

（様式１１） 運営企業に関する資格 A4 Word 適宜 
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２頁及び３頁 

第１・３入札に関する

提出書類の表 

 

 

 

書 類 
提出 

部数 

書式 

サイズ 

ファイル 

形式 
枚数 

（様式１２） 入札書類提出書 1部 A4 Word 1枚 

（様式１３） 
入札書（原山公園再整備運営事業に係

る対価） 
1部 A4 Word 1枚 

（様式１４） 要求水準に関する誓約書 1部 A4 Word 1枚 

（様式１５-１） 入札価格内訳書 1部 A4 Excel 1枚 

（様式１５-２） 入札価格内訳書（年度別） 1部 A4 Excel 1枚 

（様式１５-３） 入札価格内訳書（年度別区分別詳細） 1部 A3 Excel 適宜 

（様式１６） 要求水準書チェックリスト 1部 A3 Excel 適宜 

（様式１７-１） 事業に関する基本的な考え方 1部 A4 Word 2枚以内 

（様式１７-２） 事業の実施体制 1部 A4 Word 2枚以内 

（様式１７-３） 事業の実施計画・経営 1部 A4 Word 2枚以内 

（様式１７-４） 利用料金提案 1部 A4 Excel 適宜 

（様式１７-５） 利用人数及び利用料金収入の想定 1部 A3 Excel 適宜 

（様式１７-６） 施設の開館日及び開館時間 1部 A4 Excel 適宜 

（様式１７-７） 長期収支計画 1部 A3 Excel 適宜 

（様式１８-１） 施設計画の基本的な考え方 1部 A4 Word 2枚以内 

（様式１８-２） 施設の全体計画 1部 A4 Word 2枚以内 

（様式１８-３） 各施設の計画（屋外プール等施設） 1部 A4 Word 2枚以内 

（様式１８-４） 各施設の計画（屋内施設） 1部 A4 Word 2枚以内 

（様式１９-１） 設計業務、建設業務及び工事監理業務

等の 

基本的な考え方及び実施体制 

1部 A4 Word 2枚以内 

（様式１９-２） 施工計画・工程計画 1部 A4 Word 2枚以内 

（様式１９-３） 施設の設計、工事監理及び建設業務見

積書 

1部 
A3 Excel 適宜 

（様式１９-４） 備品リスト 1部 A3 Excel 適宜 

（様式２０-１） 維持管理業務の基本的な考え方及び

実施体制 
1部 A4 Word 2枚以内 

（様式２０-２） 建築物及び設備に係る維持管理業務 1部 A4 Word 2枚以内 

（様式２０-３） 警備・修繕業務 1部 A4 Word 2枚以内 

（様式２０-４） 園地に係る維持管理業務 1部 A4 Word 2枚以内 

（様式２０-５） 維持管理業務見積書 1部 A3 Excel 適宜 

（様式２０-６） 維持管理業務見積書（修繕費） 1部 A3 Excel 適宜 

（様式２１-１） 運営業務に関する基本的な考え方及

び実施体制 
1部 A4 Word 2枚以内 

（様式２１-２） 公園全体に係る運営業務 1部 A4 Word 3枚以内 

（様式２１-３） 屋外プール等施設に係る運営業務 1部 A4 Word 3枚以内 

（様式２１-４） 屋内施設に係る運営業務 1部 A4 Word 3枚以内 

（様式２１-５） 需要に対する考え方 1部 A4 Word 2枚以内 

（様式２１-６） 自主事業の提案 1部 A4 Word 3枚以内 

（様式２１-７） 運営業務見積書 1部 A3 Excel 適宜 

（様式２１-８） 自主事業見積書 1部 A3 Excel 適宜 

（様式２２-１） 便益施設事業の基本的な考え方及び

整備・運営内容 
1部 A4 Word 3枚以内 

 

書 類 
書式 

サイズ 

ファイル 

形式 
枚数 

（様式１２） 入札書類提出書 A4 Word 1枚 

（様式１３） 
入札書（原山公園再整備運営事業に係

る対価） 
A4 Word 1枚 

（様式１４） 要求水準に関する誓約書 A4 Word 1枚 

（様式１５-１） 入札価格内訳書 A4 Excel 1枚 

（様式１５-２） 入札価格内訳書（年度別） A4 Excel 1枚 

（様式１５-３） 入札価格内訳書（年度別区分別詳細） A3 Excel 適宜 

（様式１６） 要求水準書チェックリスト A3 Excel 適宜 

（様式１７-１） 事業に関する基本的な考え方 A4 Word 2枚以内 

（様式１７-２） 事業の実施体制 A4 Word 2枚以内 

（様式１７-３） 事業の実施計画・経営 A4 Word 2枚以内 

（様式１７-４） 利用料金提案 A4 Excel 適宜 

（様式１７-５） 利用人数及び利用料金収入の想定 A3 Excel 適宜 

（様式１７-６） 施設の開館日及び開館時間 A4 Excel 適宜 

（様式１７-７） 長期収支計画 A3 Excel 適宜 

（様式１８-１） 施設計画の基本的な考え方 A4 Word 2枚以内 

（様式１８-２） 施設の全体計画 A4 Word 2枚以内 

（様式１８-３） 各施設の計画（屋外プール等施設） A4 Word 2枚以内 

（様式１８-４） 各施設の計画（屋内施設） A4 Word 2枚以内 

（様式１９-１） 設計業務、建設業務及び工事監理業務

等の 

基本的な考え方及び実施体制 

A4 Word 2枚以内 

（様式１９-２） 施工計画・工程計画 A4 Word 2枚以内 

（様式１９-３） 施設の設計、工事監理及び建設業務見

積書 
A3 Excel 適宜 

（様式１９-４） 備品リスト A3 Excel 適宜 

（様式２０-１） 維持管理業務の基本的な考え方及び

実施体制 
A4 Word 2枚以内 

（様式２０-２） 建築物及び設備に係る維持管理業務 A4 Word 2枚以内 

（様式２０-３） 警備・修繕業務 A4 Word 2枚以内 

（様式２０-４） 園地に係る維持管理業務 A4 Word 2枚以内 

（様式２０-５） 維持管理業務見積書 A3 Excel 適宜 

（様式２０-６） 維持管理業務見積書（修繕費） A3 Excel 適宜 

（様式２１-１） 運営業務に関する基本的な考え方及

び実施体制 
A4 Word 2枚以内 

（様式２１-２） 公園全体に係る運営業務 A4 Word 3枚以内 

（様式２１-３） 屋外プール等施設に係る運営業務 A4 Word 3枚以内 

（様式２１-４） 屋内施設に係る運営業務 A4 Word 3枚以内 

（様式２１-５） 需要に対する考え方 A4 Word 2枚以内 

（様式２１-６） 自主事業の提案 A4 Word 3枚以内 

（様式２１-７） 運営業務見積書 A3 Excel 適宜 

（様式２１-８） 自主事業見積書 A3 Excel 適宜 

（様式２２-１） 便益施設事業の基本的な考え方及び

整備・運営内容 
A4 Word 3枚以内 
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（様式２２-２） 事業期間（便益施設業務） 1部 A4 Word 1枚 

（様式２２-３） 便益施設事業見積書 1部 A3 Excel 適宜 

（様式２３-１） 工程計画 1部 A3 Excel 1枚 

（様式２３-２） 建物概要表 1部 A3 Excel 適宜 

（様式２３-３） 図面集（設計図書） 1部 ※ 任意 ※ 
 

（様式２２-２） 事業期間（便益施設業務） A4 Word 1枚 

（様式２２-３） 便益施設事業見積書 A3 Excel 適宜 

（様式２３-１） 工程計画 A3 Excel 1枚 

（様式２３-２） 建物概要表 A3 Excel 適宜 

（様式２３-３） 図面集（設計図書） ※ 任意 ※ 
 

４頁 

第２・１・イ）作成方

法等 

・事業提案書に関する提出書類の提出時には、各提出書類の指定部数に加え、すべてのデータ（文

章、計算式及び関数を含む）を電子媒体（CD-ROM）に保存のうえ 2部提出すること。 

・事業提案書に関する提出書類の提出時には、21 部（正本１部、副本 20 部）に加え、すべての

データ（文章、計算式及び関数を含む）を電子媒体（CD-ROM）に保存のうえ 2部提出すること。 

４頁 

第２・２設計図書作成

の留意事項 

・設計図書は、事業提案書とは別冊とし、様式 23-3を表紙として 21部（正本１部、副本 20部）

提出すること。 

・設計図書は、事業提案書とは別冊とし、様式 23-3を表紙として 21部（正本１部、副本 20部）

に加え、すべてのデータ（文章、計算式及び関数を含む）を電子媒体（CD-ROM）に保存のうえ

2部提出すること。 

様式８－１の表及び注

釈 

 

企業名  

特別目的会社からの受注 単独 ・ 共同企業体 （いずれかを囲むこと） 

構成企業又は協力企業の別 構成企業 ・ 協力企業 （いずれかを囲むこと） 

現場代理人名  

技術者名  

 

企業名 

特定建設業許可番号 
総合評定値 

入札参加資格 

登録番号 
備考 

    

    

    

    

注）「資格要件」を記載した表は削除のうえ提出すること。 

注）行が不足する場合は、適宜追加すること。 

注）総合評定値は、平成 27 年 7 月 22 日以降の決算に基づく、最新の建築一式工事の総合評点と

する。 

注）建設企業間で建設工事共同企業体（ＪＶ）を組成する場合には、備考欄に出資比率を記載す

ること。 

注）次の必要な書類を添付すること。 

□ 特定建設業又は一般建設業の許可証の写し 

□ 入札参加資格の認定書の写し 

□ 経営事項審査結果通知書・総合評定値通知書の写し 

□ 代表構成員又は他の構成員と、専任する現場代理人及び技術者の雇用関係（入札参加表明書

の受付日から起算して過去３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係）、専任する者が必要

とする資格を証明するもの 

 

企業名  

構成企業又は協力企業の別 構成企業 ・ 協力企業 （いずれかを囲むこと） 

特別目的会社からの受注 単独 ・ 共同企業体 （いずれかを囲むこと） 

共同企業体の場合の 

代表構成員・他の構成員の別 
代表構成員 ・ 他の構成員 （いずれかを囲むこと） 

共同企業体の場合の出資比率  

入札参加資格登録番号  

建設業許可番号 （ 特定 ・ 一般 ） 

総合評定値  

現場代理人名 

（単独企業及び共同企業体に

おける代表構成員のみ） 

 

技術者名  

 

 

注）「資格要件」を記載した表は削除のうえ提出すること。 

注）共同企業体の場合は、企業毎に上記の表を複製すること。 

注）総合評定値は、平成 27 年 7 月 22 日以降の決算に基づく、最新の建築一式工事の総合評点と

する。 

 

 

注）次の必要な書類を添付すること。 

□ 特定建設業又は一般建設業の許可証の写し 

□ 入札参加資格の認定書の写し 

□ 経営事項審査結果通知書・総合評定値通知書の写し 

□ 代表構成員又は他の構成員と、専任する現場代理人及び技術者の雇用関係（入札参加表明書

の受付日から起算して過去３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係）、専任する者が必要

とする資格を証明するもの 
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様式８－２の表及び注

釈 

 

特別目的会社からの受注 単独 ・ 共同企業体 （いずれかを囲むこと） 

構成企業又は協力企業の別 構成企業 ・ 協力企業 （いずれかを囲むこと） 

現場代理人名  

技術者名  

 

企業名 

特定建設業許可番号 
総合評定値 

入札参加資格 

登録番号 
備考 

    

    

    

    

 

注）「資格要件」を記載した表は削除のうえ提出すること。 

注）行が不足する場合は、適宜追加すること。 

注）総合評定値は、平成 27 年 2 月 22 日以降の決算に基づく、最新の土木一式工事の総合評点と

する。 

注）建設企業間で建設工事共同企業体（ＪＶ）を組成する場合には、備考欄に出資比率を記載す

ること。 

注）次の必要な書類を添付すること。 

□ 特定建設業又は一般建設業の許可証の写し 

□ 入札参加資格の認定書の写し 

□ 経営事項審査結果通知書・総合評定値通知書の写し 

□ 代表構成員又は他の構成員と、専任する現場代理人及び技術者の雇用関係（入札参加表明書

の受付日から起算して過去 3 カ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係）、専任する者が必要

とする資格を証明するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業名  

構成企業又は協力企業の別 構成企業 ・ 協力企業 （いずれかを囲むこと） 

特別目的会社からの受注 単独 ・ 共同企業体 （いずれかを囲むこと） 

共同企業体の場合の 

代表構成員・他の構成員の別 
代表構成員 ・ 他の構成員 （いずれかを囲むこと） 

共同企業体の場合の出資比率  

入札参加資格登録番号  

建設業許可番号 （ 特定 ・ 一般 ） 

総合評定値  

現場代理人名 

（単独企業及び共同企業体に

おける代表構成員のみ） 

 

技術者名  

注）「資格要件」を記載した表は削除のうえ提出すること。 

注）共同企業体の場合は、企業毎に上記の表を複製すること。 

注）総合評定値は、平成 27 年 2 月 22 日以降の決算に基づく、最新の土木一式工事の総合評点と

する。 

 

 

注）次の必要な書類を添付すること。 

□ 特定建設業又は一般建設業の許可証の写し 

□ 入札参加資格の認定書の写し 

□ 経営事項審査結果通知書・総合評定値通知書の写し 

□ 代表構成員又は他の構成員と、専任する現場代理人及び技術者の雇用関係（入札参加表明書

の受付日から起算して過去 3 カ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係）、専任する者が必要

とする資格を証明するもの 

 


