
競争参加者の資格に関する公示及び公募型プロポーザル方式に係る手続開始の

公示の訂正について 

 

 

競争参加者の資格に関する公示及び公募型プロポーザル方式に係る手続開始

の公示を次のとおり訂正します。 

 

 令和４年８月９日 

   支出負担行為担当官 

   熊本防衛支局長 小森 達也 

 

 

１ 公示日 令和４年７月 29 日 

 

２ 業務の名称 馬毛島（Ｒ４）防衛施設整備統括監理業務 

 

３ 訂正内容 

  本件の記載を、以下のとおり訂正する。 

 (1) 競争参加者の資格に関する公示   

訂正後 訂正前 

１～３ （略） 

 

４ 共同体としての資格及び審査 

次に掲げる条件を満たさない共同体に

ついては、共同体としての資格がないと決

定する。 

(1) 組合せ 

構成員の組合せは、次の条件に該当す

る者の組合せとするものとする。 

  ア～ウ （略） 

  エ 防衛省競争参加資格において、共同

体の代表者は、「 土木業務 」に係る級

別「 Ａ 」の格付を受けていること。 

ただし、共同体の代表者以外の構成

員は、「 土木業務 」、「 電気業務 」、

１～３ （略） 

 

４ 共同体としての資格及び審査 

次に掲げる条件を満たさない共同体に

ついては、共同体としての資格がないと決

定する。 

(1) 組合せ 

構成員の組合せは、次の条件に該当す

る者の組合せとするものとする。 

  ア～ウ （略） 

  エ 防衛省競争参加資格において、共同

体の代表者は、「 土木業務 」に係る級

別「 Ａ 」の格付を受けていること。 

ただし、共同体の代表者以外の構成

員は、「 電気業務 」、「 機械業務 」、



「 機械業務 」、「 通信業務 」又は

「 建築業務 」のいずれかにおいて

「 Ａ 」の格付を受けていることと

し、共同体全体で「 土木業務 」、「 電

気業務 」、「 機械業務 」、「 通信業

務 」及び「 建築業務 」のすべてにお

いて「 Ａ 」の格付を受けていること

とする。また、共同体は、複数の同業種

の構成員による構成も可とする。 

なお、一つの業務を複数の構成員が

共同して実施することは、認めない。 

  オ （略） 

 (2)～(5)  （略） 

 

５～８ （略） 

「 通信業務 」又は「 建築業務 」の

いずれかにおいて「 Ａ 」の格付を

受けていることとし、共同体全体で

「 土木業務 」、「 電気業務 」、「 機

械業務 」、「 通信業務 」及び「 建築

業務 」のすべてにおいて「 Ａ 」の

格付を受けていることとする。 

なお、一つの業務を複数の構成員が

共同して実施することは、認めない。 

 

 

  オ （略） 

 (2)～(5)  （略） 

 

５～８ （略） 

 

 (2) 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示    

訂正後 訂正前 

１ （略） 

 

２  参加資格、選定基準及び評価基準 

 (1) 技術提案書の提出者に要求される資格 

アに掲げる資格を満たしている単体企

業又はイに掲げる資格を満たしている

共同体であること。 

ア （略） 

イ 共同体 

(ｱ) ア(ｱ)及び(ｳ)から(ｽ)に掲げる条

件を満たしている代表者により構

成されている共同体であって、「競

争参加者の資格に関する公示」（令

和４年７月 29 日付支出負担行為担

当官熊本防衛支局）に示すところに

より防衛省競争参加資格において

馬毛島（Ｒ４）防衛施設整備統括監

１ （略） 

 

２  参加資格、選定基準及び評価基準 

 (1) 技術提案書の提出者に要求される資格 

アに掲げる資格を満たしている単体企

業又はイに掲げる資格を満たしている

共同体であること。 

ア （略） 

イ 共同体 

(ｱ) ア(ｱ)及び(ｳ)から(ｽ)に掲げる条

件を満たしている代表者により構

成されている共同体であって、「競

争参加者の資格に関する公示」（令

和４年７月 29 日付支出負担行為担

当官熊本防衛支局）に示すところに

より防衛省競争参加資格において

馬毛島（Ｒ４）防衛施設整備統括監



理業務に係る共同体としての競争

参加の資格（以下「共同体としての

資格」という。）の通知を受けてい

る者であること。共同体の代表者

は、「 土木業務 」に係る級別

「 Ａ 」の格付を受けているこ

と。ただし、共同体の代表者以外の

構成員は、「 土木業務 」、「 電

気業務 」、「 機械業務 」、「 通

信業務 」又は「 建築業務 」の

いずれかにおいて「 Ａ 」の格付

を受けていることとし、共同体全体

で「 土木業務 」、「 電気業

務 」、「 機械業務 」、「 通

信業務 」及び「 建築業務 」の

すべてにおいて「 Ａ 」の格付を

受けていることとする。 

  (ｲ) （略） 

 (2) （略） 

 (3) （略） 

 

３ （略） 

 

４ （略） 

理業務に係る共同体としての競争

参加の資格（以下「共同体としての

資格」という。）の通知を受けてい

る者であること。共同体の代表者

は、「 土木業務 」に係る級別

「 Ａ 」の格付を受けているこ

と。ただし、共同体の代表者以外の

構成員は、「 電気業務 」、「 機

械業務 」、「 通信業務 」又は

「 建築業務 」のいずれかにおい

て「 Ａ 」の格付を受けているこ

ととし、共同体全体で「 土木業

務 」、「 電気業務 」、「 機

械業務 」、「 通信業務 」及び

「 建築業務 」のすべてにおいて

「 Ａ 」の格付を受けていること

とする。 

  (ｲ) （略） 

 (2) （略） 

 (3) （略） 

 

３ （略） 

 

４ （略） 

 


