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1. 総合評価入札説明書等の定義 

長生郡市広域市町村圏組合（以下「本組合」という。）は、本組合の計画する新最

終処分場浸出水処理施設建設工事（以下「本工事」という。）について、建設業者を

公募により選定し、実施する。 

この入札説明書は、本組合が本工事を実施する建設業者を総合評価落札方式一般

競争入札により募集及び選定するに当たり、入札に参加しようとする者に配付する

ものである。 

入札参加者は、入札説明書の内容を踏まえ、入札に必要な見積設計図書を提出す

ること。 

なお、入札説明書に併せて配付する落札者決定基準、要求水準書、様式集も一体

の資料とし、これらの全資料を含めて「入札説明書等」と定義する。 

 

2. 対象工事の概要 

(1) 工事名称 

新最終処分場浸出水処理施設建設工事 

 

(2) 対象となる計画施設の種類 

一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設 

 

(3) 施設等の管理者の名称 

長生郡市広域市町村圏組合 管理者 田中豊彦 

 

(4) 事業の目的 

本組合が整備する新最終処分場における浸出水処理施設（以下、「本施設」と

いう。）の設計及び建設を行うものである。 

本施設は、最終処分場から発生する浸出水を生物化学的処理及び物理化学的

処理を行って計画的かつ衛生的に処理し、また、周辺の環境や景観に配慮した

施設を建設することを目的とするものである。 

建設にあたっては、生活環境の保全を第一目標とし、外部への二次公害や悪

影響を起こさぬよう関係諸法規の基準を十分遵守し、万全を期して施工するも

のとする。 

 

(5) 工事実施場所 

千葉県長生郡長柄町船木地先 
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(6) 施設等の概要 

工事の対象となる本施設の概要を次に示す。 

 

項目 計画概要 

都 市 計 画 都市計画区域外 

防 火 地 域 なし 

高 度 地 区 なし 

施設の種類 一般廃棄物最終処分場（被覆型最終処分場） 

埋立面積：約  7,905㎡ 

埋立容量：約 87,000㎥ 

埋立廃棄物 

 

 

 

焼 却 残 渣 環境衛生センターごみ処理場からの主灰等 

不 燃 残 渣 環境衛生センター粗大ごみ処理施設からの不燃残渣等 

火 災 廃 材 一般家庭で起きた火災等による廃材 

埋 立 重 量 比 率 焼却残渣 約 90％、不燃残渣 約 8％、火災廃材 約 2％ 

埋 立 期 間 15年間 

浸 出 水 

処 理 規 模 

20㎥/日 

 

(7) 工事期間 

契約日の翌日（令和５年８月下旬頃予定）から令和８年３月 19 日までとす

る。 

計画施設の発注から竣工までのスケジュールとして、令和４年度から総合評

価落札方式一般競争入札による入札資料作成を行い、翌年度８月に建設業者を

決定する予定である。その後、実施設計を開始し、令和８年３月 19 日に竣工

を計画している。 

 

年度 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

事業者選定 

                

                

                

建設工事 

                

                

                

 

(8) 業務の範囲 

本工事で、建設業が行う業務の範囲は次のとおりである。 

 

本施設の設計等に関する業務 

 

本施設の設計 

本組合が提示する調査結果以外に必要となる事前調査 

本組合の循環型社会形成推進交付金申請支援 

本組合が行うその他許認可申請支援 

その他これらを実施する上で必要な業務 

本施設の工事等に関する業務 

 

本施設の建設 

施設施工に係る許認可申請等 

その他これらを実施する上で必要な業務 
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3. 建設業者募集等のスケジュール（予定） 

建設業者の募集及び選定は、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第

167 条の 10 の２第１項及び２項の規定に基づく総合評価落札方式一般競争入札

によるものとする。また、建設業者募集等のスケジュールは、次のとおり予定し

ている。 

日 付 内容 

令和 ５年 ２月 １日 (水)  入札公告 

令和 ５年 ２月 ２日 (木) から 
入札説明書等配布 

令和 ５年 ２月 ８日 (水) まで 

令和 ５年 ２月 ２日 (木) から 入札説明書等に関する質問受付 

（ただし、要求水準書に関する内容は除く） 令和 ５年 ２月 14日 (火) まで 

令和 ５年 ２月 ２日 (木) から 
入札参加表明書及び参加資格確認申請書の受付 

令和 ５年 ３月 ３日 (金) まで 

令和 ５年 ２月 27 日 (月)  入札説明書等に関する質問に対する回答 

令和 ５年 ３月 16 日 (木)  入札参加者資格審査会（参加資格審査） 

令和 ５年 ３月 22 日 (水)  入札参加者資格確認の結果通知 

令和 ５年 ３月 23 日 (木) から 
要求水準書等に関する質問受付 

令和 ５年 ３月 31日 (金) まで 

令和 ５年 ３月 28 日 (火)  
現地見学会の実施 

令和 ５年 ３月 29 日 (水)  

令和 ５年 ３月 28日 (火) から 
参考資料の閲覧 

落札者決定 まで 

令和 ５年 ４月 ３日 (月) から 
要求水準書等に関する質問に対する回答 

令和 ５年 ４月 ７日 (金) まで 

令和 ５年 ４月 24 日 (月) から 
技術提案書の受付 

令和 ５年 ４月 28日 (金) まで 

令和 ５年 ５月 下旬頃 基礎審査 

令和 ５年 ６月 ５日 (月) から 
入札書の受付 

令和 ５年 ６月 ９日 (金) まで 

令和 ５年 ６月 中旬頃 技術審査（提案内容の審査） 

令和 ５年 ７月 中旬頃 
技術審査 

（技術点の算出、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ・ﾋｱﾘﾝｸﾞの実施含む） 

令和 ５年 ７月 20日 (木)  開札（価格点の算出） 

令和 ５年 ７月 下旬頃 落札者決定（仮契約） 

令和 ５年 ８月 下旬頃 議会議決 

令和 ５年 ８月 下旬頃 工事請負契約の締結（本契約） 

※ スケジュールは、書類提出状況、審査の進捗状況等により日程変更となる場合

がある。  
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4. 入札参加者に関する条件 

(1) 入札参加者参加資格要件 

ア 入札参加者の構成等 

入札参加者の構成等は、次のとおり定める。 

 

① 入札参加者は、一企業又は複数の企業で構成すること。 

② 入札参加者が複数の企業から構成される場合は、代表企業を定めること。

また、入札参加表明書及び入札参加資格確認申請書の提出時に、入札参加

者の構成員について明らかにすること。 

③ 入札参加者の構成員の変更は、原則認めない。 

④ 入札参加者の構成員は、他の入札参加者の構成員になることはできない。 

 

イ 入札参加者の参加資格要件 

入札参加者は、次に掲げる要件を全て備えていること。 

ただし、入札参加者が複数の企業から構成される場合には、すべて構成員が、

次の①から⑥の要件を備え、いずれかの構成員が⑦から⑧の要件を備えること。 

 

① 令和 3・4・5年度長生郡市広域市町村圏組合入札参加資格者名簿に登録さ

れている者で、本組合又は千葉県及び本組合構成市町村から指名停止措置

を、当該公告日から当該工事等の入札日までの間、受けていない者でなけ

ればならない。 

② 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規定に

該当する者のほか、手形交換所において取引停止処分を受け２年間を経過

しない者、当該工事の入札日前６箇月以内に手形、小切手を不渡りした者、

及び会社更生 法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は

民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（会社更生法

にあっては更正手続開始決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定

を受けている者は除く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全でない

こと。 

③ 直近営業年度の法人税、消費税及び地方消費税並びに千葉県の県税及び本

組合構成市町村の法人住民税納税義務者にあっては当該税を滞納してい

ない者であること。 

④ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面

において関連がある者でないこと。 

ア 設計業務等の受託者 

  商 号 株式会社 日産技術コンサルタント 

  所在地 千葉県千葉市中央区椿森 2丁目 14番 16 号 

イ 当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者 

（ア）当該受託者の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、

又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている者。 

（イ）代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねてい

る廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 100 号）

に基づく 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行

を受けることが無くなった日から５年を経過していない者でないこ

と。 

⑤ 次の届出をしていない者（届出の義務がない者を除く）でないこと 

・健康保険法（大正 11年法律第 70号）第 48条の規定による届出の義務 

・厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115号）第 27条の規定による届出の

義務 
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・雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）第７条の規定による届出の義務 

⑥ 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条第１項の規定による「清掃施

設工事業」及び「機械器具設置工事業」に係る特定建設業の許可を受けて

いること。 

⑦ 建設業法における「清掃施設工事業」又は「機械器具設置工事業」に係る

監理技術者を本工事に専任で配置できること。なお、本工事現場への専任

については、「主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間の明確化

について」（国土交通省課長通知）及び監理技術者制度運用マニュアルに

示されているとおり、請負契約の締結後、現場施工（現場事務所の設置、

資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間）に着手するまでの

期間は、工事現場への専任は要しない。 

⑧ 建設業法に規定する経営事項審査総合評定値通知書の総合評定値が入札

公告日現在において「清掃施設」1,200点以上または「機械器具設置」1,200

点以上であること。 

⑨ 建設業法に規定する経営事項審査総合評定値通知書の経営状況（評点Ｙ）

が入札公告日現在において 800点以上であること。 

⑩ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第８条第

１項に規定する一般廃棄物最終処分場の浸出水処理施設（処理能力 10m3/

日以上かつ脱塩処理機能を有するもの）の建設実績（下請けも可とする。

実績証明は、請負契約書、要求水準書、当該施設のカタログ等でも可）を

有すること。 
 

(2) 応募に関する留意事項 

ア 入札説明書等の承諾 

入札参加者は、入札書類の提出をもって、入札説明書等及び追加資料の記載

内容を承諾したものとみなす。 

 

イ 費用負担 

応募に関し必要な費用は、全て入札参加者の負担とする。 

 

ウ 入札保証金 

免除 

 

エ 契約保証金 

請負代金の 10分の 1以下 

 

オ 部分払 

有 

 

カ 前払金 

無 

 

キ 使用する言語、計量単位、通貨単位及び時刻 

入札に関して使用する言語は、日本語、計量単位は計量法に定めるもの、通

貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

 

ク 著作権 

入札参加者から入札説明書等に基づき提出される書類の著作権は、入札参加

者に帰属する。 
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ただし、本組合は、本工事の範囲において公表する場合、その他本組合が必

要と認める場合には、入札説明書等に基づき提出される書類の内容を無償で使

用できる。 

 

ケ 入札書類の取扱い 

提出された入札書類については、変更することができない。また、理由のい

かんに係らず、返却しない。 

 

コ 本組合が提示する参考資料の取扱い 

本組合が提示する参考資料は、入札に係る検討以外の目的で使用してはなら

ない。また、この検討の範囲内であっても、本組合の了承を得ることなく、第

三者に対してこれを使用させたり、又は内容を提示したりしてはならない。 

 

サ 入札無効に関する事項 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

① 提出書類に虚偽の記載がある場合 

② 著しく信義に反する行為をした場合 

③ 関係者に対する工作等不当な活動を行ったと認められる場合 

④ ①から③に掲げるものの他、本組合が指定した事項に違反した場合 

 

シ 入札延期等 

本組合が必要と認めたときは入札を延期し、中止し、又は、取り消すことが

ある。 

 

ス 予定価格の公表 

予定価格は３，２３４，０００，０００円とする。 

（消費税及び地方消費税相当額を含む額とする） 

 

セ 評価対象下限価格の設定 

本組合が設定する評価対象下限価格以下の価格提示者は、提示金額にかかわ

らず、価格点を満点とする。 

なお、評価対象下限価格は事後公表とする。 

 

ソ その他 

入札説明書等に定めるもののほか、入札に当たって必要な事項が生じた場合

には、入札参加者に通知する。 

 

(3) 入札に関する手続 

ア 入札説明書等の配付 

入札説明書等の配付を次のとおり行う。 

 

① 配付期間 

令和５年２月２日(木)から令和５年２月８日(水)まで 

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までは除く） 

（ただし、土曜日、日曜日を除く。） 
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② 所管課 

長生郡市広域市町村圏組合 環境衛生課 

茂原市下永吉 2101番地 

電   話：0475-23-4944 

ファックス：0475-26-1113 

電子メール：k_shisetsu@choseikouiki.jp 

 

③ 配付資料 

入札説明書 

落札者決定基準 

要求水準書 

様式集 

 

④ 配布の方法 

入札説明書、落札者決定基準、様式集については本組合のホームページか

らダウンロードが可能であるが、要求水準書については、所管課へ設計図書

等配布申請書（長生郡市広域市町村圏組合制限付き一般競争入札実施要領

(令和３年３月 15日告示第 13号)別記第１号様式）を郵送するものとする。

申請後、所管課から電子メール等により配布する。 

なお、配布を受けない者は入札に参加できない。 

 

イ 入札説明書等に関する質問の受付 

入札説明書等の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。ただし、第１

回については、要求水準書に関する内容は除く。 

 

① 受付期間 

第１回：令和５年２月２日(木)から令和５年２月 14 日(火)午後５時まで 

第２回：令和５年３月 23日(木)から令和５年３月 31 日(金)午後５時まで 

（第２回は、後記の参加資格を認められた者のみが提出することができ

る。） 

 

② 質問方法 

様式 1-4 に質問内容を簡潔にまとめて記載し、電子メールにより提出す

ること。それ以外の方法（電話、ＦＡＸ、口頭、郵便等）による質問は受け

付けない。提出に当たって使用するソフトは、「Microsoft Excel」（Windows 

版）とする。 

 

③ 提出先 

長生郡市広域市町村圏組合 環境衛生課：４ (３) ② 参照 

(電子メール送付に当たっては、表題を「質問提出 環境衛生課施設整備係

宛」とすること。) 

 

ウ 入札説明書等に関する質問に対する回答 

回答については、次のとおり行う。なお、電話、ＦＡＸ、口頭、郵便での回

答など個別には対応しない。不当に混乱を招くことが危惧されると判断された

質問については、回答しない旨を回答書に記載する。 

 

① 第１回：令和５年２月 27 日(月)から落札者決定までの間、本組合のホー

ムページに回答を掲載する。 

  

mailto:k_shisetsu@choseikouiki.jp
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② 第２回：令和５年４月７日(金)までに本組合から参加資格審査を経て適格

業者と認められた者（以下、「適格業者」という。）全員に対して、回答書

を電子メールにて送信する。 

 

エ 入札参加表明書及び参加資格確認申請書の提出日 

次により入札参加表明書及び参加資格確認申請書を受け付ける 

 

① 提出日時 

令和５年２月２日(木)から令和５年３月３日（金）までの間、 

午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで 

 

② 提出先 

長生郡市広域市町村圏組合 環境衛生課施設整備係 

茂原市下永吉 2101 番地 

 

③ 提出方法 

郵送（簡易書留に限る）とし、その他の方法は認めない。 

 

④ 提出書類 

a 入札参加表明書 （単独企業：様式 2-1-1 複数企業：様式 2-1-2） 

b 構成員表  （複数企業のみ提出：様式 2-2） 

c 事業実施体制 （様式 2-3） 

d 印鑑証明書及び印鑑届（単独企業：様式 2-4-1 複数企業：様式 2-4-2） 

実印を押印の上、本工事の入札手続等に使用する印鑑及びその使用者 

を届けること 

e 参加資格確認申請書（単独企業：様式 2-5-1 複数企業：様式 2-5-2）

及び添付書類 

・会社概要・業務経歴書  

・登記簿謄本 

・代表企業及び全構成企業の納税証明書（直前営業年度の法人税、 

消費税及び地方消費税に関する納税証明書並びに千葉県の県税及び 

組合構成市町村の法人住民税納税義務者にあっては当該納税証明書） 

・企業と配置する監理技術者との雇用関係を証明するもの 

・配置する監理技術者の資格証、監理技術者修了証等の写し 

・建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条第１項の規定に基づ

く、「清掃施設工事業」及び「機械器具設置工事業」に係る特定建設業

の許可を受けている者であることを証明する書類 

・公告日時点で CIIC（一財 建設業情報管理センター）経営事項審査

結果に公表されている最新の経営規模等評価結果通知書 総合評定値

通知書 

・当該実績を有していることを証明する書類（様式 2-6） 

f 参加資格確認結果返信用封筒（切手貼付済） 

 

オ 参加資格の確認（資格審査） 

本組合は、提出された入札参加表明書及び参加資格確認申請書等により本工

事の参加資格要件を満たしているかどうかの確認を行う。 

参加資格確認の結果については、令和５年３月 22日（水）までに応募者（複

数の企業からなる場合は代表企業）に対し、書面にて通知する。 
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ただし、参加資格確認から契約締結までの期間に、入札参加者又は入札参加

者を構成する企業が上記参加資格要件を欠くような事態が生じた場合には、失

格とする。 

 

カ 参加資格が無いと認められた者に対する理由の説明 

① 入札参加資格が無いと認められた者は、本組合に対してその理由の説明を

求めることができる。 

② ①の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を令和５年３月 27日

(月)（ただし、土曜日、日曜日を除く）正午までに、環境衛生課施設整

備係に提出する。提出方法は郵送によるものとし、ファックス・電子メ

ールによるものは受け付けない。説明を求めた者に対する回答は、令和

５年３月 31日（金）付で書面により行う。 

※提出時に返信用封筒（切手貼付済）を同封すること。 

       

キ 現地見学会 

現地見学会を次のとおり開催する。 

現地見学会は適格業者のみを対象とし、参加を希望する企業は入札参加適格

通知書を受理後、様式 1-1 により令和５年３月 27日（金）正午までに、ファ

ックスまたは電子メールにて申し込むこと。参加者は、１者当たり４名までと

する。ただし、参加希望の企業数によっては、人数を調整する場合がある。 

 

① 見学会の時間及び場所 

日 時：令和５年３月 28日（火）13時 30分から 

    令和５年３月 29日（水）13時 30分から 

場 所：建設予定地 

 

② その他 

参加申込先：問い合せ先：４ (３) ② 参照 

 

ク 参考資料の閲覧 

① 参考資料の閲覧 

下記の参考資料の閲覧を希望する者は、上記キ現地見学会への申込時に、

様式１-2 により閲覧の申込をした上で、現地見学会への参加の際に、様式

１-3を提出すること。 

（閲覧に供する参考資料一覧） 

 

・生活環境影響調査報告書 

 

参考資料の閲覧は、下記の期間及び場所にて行う。 

 

a 閲覧期間 

令和５年３月 28 日（火）から落札者決定までの午前（午前９時～正

午）又は午後（午後１時 30 分～午後４時 30 分）。ただし土曜日、日曜

日、祝日を除く。 

 

b 閲覧場所 

長生郡市広域市町村圏組合 環境衛生課 

茂原市下永吉 2101 番地 
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c 閲覧にあたっての留意事項 

・閲覧は、午前又は午後の３時間を１単位とし、２単位までとする。申

込の状況によっては、本組合が閲覧スケジュールの調整を行うことがあ

るので留意のこと。 

・閲覧に供する資料の貸出しは行わない。 

・閲覧にあっては、資料のコピー及びカメラ・ビデオなどの記録媒体の

使用は、行ってはならない。 

複数企業によるグループで入札に参加する等の理由により、複数の企

業により閲覧を希望する場合は、代表企業が、様式 1-2 により申し込む

こと。ただしその場合でも、様式 1-3 は、閲覧に参加する全ての企業が

提出すること。  

・参考資料の閲覧への参加者は４名以内とする。閲覧にあたっては、参

加者の所属企業が確認できる身分証明書を、参加者各自が持参すること。 

 

ケ 技術提案書の提出 

入札参加者は、次により技術提案書を提出すること。 

 

① 提出期間 

令和５年４月 24日（月）から令和５年４月 28日（金）までの間、 

午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで 

 

② 提出先 

長生郡市広域市町村圏組合 環境衛生課施設整備係 

茂原市下永吉 2101 番地 

 

③ 提出方法 

発送とし、その他の方法は認めない。 

 

④ 提出書類 

提出書類は紙媒体と併せて、電子データを CD－ROM により１部提出する

こと。 

a 技術提案書 （様式 5-1～11-3） １部（紙媒体） 

b 技術提案書 （様式 5-1～11-3） ７部（紙媒体） 

 

⑤ 技術提案書作成要領 

技術提案書は、特に指定がある場合を除き日本工業規格「Ａ４版及びＡ３

版」縦置き横書き左綴じとする。また、技術提案書の本文の文字サイズは 11

ポイント以上を用いること。ただし、図表に用いる文字はその限りではない。 

技術提案書（正本）表紙には企業名等を記載すること。 

技術提案書（副本）には会社名やロゴマークは一切使用しないこととし、

参加資格確認結果の通知に記載されている入札参加者番号を記入すること。 

 

コ 入札書の提出 

入札参加者は、次により入札書を提出すること。 

 

① 提出期間 

令和５年６月５日（月）から令和５年６月９日（金）までの間、 

午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで 

 



11 

② 提出先 

長生郡市広域市町村圏組合 総務課管財係 

茂原市下永吉 2101 番地 

入札書の提出については、総務課管財係宛に郵送（簡易書留に限る）する

こと。 

※別紙入札書郵送用封筒の記載例 参照 

 

③ 提出方法 

郵送とし、その他の方法は認めない。 

 

④ 入札価格記載要領 

入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含まない金額を記入する

こと。 

入札書は、封筒に入れ封かんし、工事名称・宛先・入札参加者の代表企業

名及び参加資格確認結果の通知に記載されている入札参加者番号を記入す

ること。※別紙入札書郵送用封筒の記載例 参照 

 

⑤ 入札（開札）の手順 

開札は、技術審査終了後、次により行う。 

 

a 開札日時 

令和５年７月 20日（木） 

（詳細については、入札参加者へ別途通知する。） 

 

b 開札場所 

長生郡市広域市町村圏組合  

茂原市下永吉 2101 番地 

 

c その他 

・入札価格が、本組合の設定した予定価格を超えている場合は失格とし、

その場で当該入札参加者に通知する。なお、全入札参加者の入札価格が

予定価格を超えている場合でも、再度入札（２回目）は行わない。 

 

サ その他 

① 本組合が提示する資料及び回答書は、入札説明書等と一体のものとして、

同等の効力を有するものとする。 

② 次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

a 提出日時までに入札書類が提出されない場合 

b 入札書類に虚偽の記載があった場合 

c 入札説明書等の規定に違反すると認められた場合 

 

シ 問い合わせ先 

長生郡市広域市町村圏組合 環境衛生課施設整備係 

茂原市下永吉 2101 番地 

電   話：0475-23-4944 

ファックス：0475-26-1113 

電子メール：k_shisetsu@choseikouiki.jp  

mailto:kankyok_shisetsu@choseikouiki.jp
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5. 工事条件 

本工事の実施に係る条件は、次のとおりである。入札参加者は、これらの条件を

踏まえて、入札書類を作成すること。 

 

(1) 事業計画の提案に関する条件 

ア 本組合が支払う工事費 

① 工事費の考え方 

本組合は、契約に基づき建設業者が行う設計、建設に関する費用として落

札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額を支払う。 

 

② 提案にあたっての留意事項 

工事費について、循環型社会形成推進交付金対象事業及び地方単独事業

に相当する費用を合わせたものとして項目ごと、年度ごとの内訳書を提出

すること。 

 

イ 設計・建設に係る提案条件 

以下の提案条件に基づき提案を行うものとする。 

① 処理対象物は、最終処分場浸出水とする。 

② 当該予定地にかかる各規制基準を満足できる施設とする。 

③ 処理方式については、処理性能・環境性能・経済効果、資源化について最

良の方式となるものを提案すること。 

④ 事業提案事項について、施設供用開始後も責任あるものとする。 

 

ウ リスク管理の方針 

① 基本的考え方 

本工事における設計・建設に係る責任は、原則として建設業者が負う。た

だし、本組合が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、別途建

設業者と協議の上、本組合が責任を負う。 

 

② リスク分担 

予想されるリスク及び本組合と建設業者との責任分担は原則として別紙

「リスク分担表」に定めるとおりとし、責任分担の程度や具体的な内容につ

いては、工事契約書で定める。 

 

エ 保険 

本施設の建設にあたるものは、建設工事保険又は組立保険（又は類似の機能

を有する共済等を含む）及び請負者賠償責任保険（又は類似の機能を有する共

済等を含む）に加入すること。 

 

オ 業務の委託 

建設業者は、本業務の全部若しくは一部を外部に委託し、又は請け負わせて

はならない。ただし、建設業者が予め書面により、本業務の一部について、外

部に委託し、又は請け負わせることについて、本組合の承諾を得た場合はこの

限りではない。 

 

(2) 本組合による本工事の実施状況の管理 

本組合は、契約に基づき提供される設計及び建設等業務に係る要求水準書に

定める仕様（性能）を確認するため、本工事の実施状況の管理を次のとおり行

う。  
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ア 実施設計状況 

本組合は、実施設計図書が提出された時点で、その設計が事業提案に基づい

たものである工事契約書及び要求水準書に定める仕様（性能）に適合するもの

であるか否かについて確認を行う。 

 

イ 工事施工状況 

① 工事着工前 

建設業者は、建築基準法に規定される工事監理者及び建設業法に定める

主任技術者又は監理技術者をもって工事監理を行わせるが、本組合は工事

着工前にその体制などについて確認を行う。 

 

② 定期 

本組合は、定期的に工事施工の進捗状況及び工事監理の状況について確

認を行う。 

 

③ 随時 

本組合は、必要と認める場合には、工事施工及び工事監理について確認を

行う。 

 

④ 中間確認 

本組合は、本施設は設計図書に従い建設されていることを確認するため

に、工期中、必要な事項に関する中間確認を実施する。中間確認の結果、工

事の内容 が設計図書に適合しない場合には、本組合は補修又は改造を求め

ることができる。 

 

(3) 工事完成 

本組合は、施設の状態が工事契約書及び要求水準書に定める仕様（性能）に適

合するものであるか否かについて確認を行う。確認の結果、本施設が工事契約

書及び要求水準書に定めのある仕様（性能）に適合しない場合には、本組合は補

修又は改造を求めることができる。また、本組合は、施設の引渡し前に建設業者

が作成・提出する維持管理マニュアル等必要書類を確認する。 

 

6. 入札書類の審査 

(1) 技術審査会の設置 

本工事の建設業者選定にあたり、公正性及び透明性を確保することを目的に、

本工事に係る総合評価技術審査会（以下「技術審査会」という。）を設置する。

なお、技術審査会は非公開とする。 

 

(2) 審査の方法 

ア 入札書類審査 

あらかじめ設定した落札者決定基準に従って、技術審査会において入札書類

の審査を総合評価の方法により行い、優秀提案を選定する。 

総合評価は、入札参加者から提出された見積設計図書及びその概要版及び入

札書について、審査項目及び入札価格の評価に応じて点数を付与し、それらの

合計した総合点数の最も高い者（失格要件に該当する者を除く。）を優秀提案

（落札候補者）として選定する。 

なお、入札書類の審査に先立ち、提案者から提案の内容について説明を受け

る場を設けることができる。  
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イ 落札者の決定 

① 本組合は、技術審査会の審査を踏まえ、落札者を決定する。 

② 入札結果は、令和５年７月に入札参加者（代表企業）に文書で通知する。

電話等による問合せには応じない。 

 

(3) 審査事項 

審査事項は、落札者決定基準に示す。 

 

(4) 事務局 

技術審査会に係る事務局は、次のとおりである。 

長生郡市広域市町村圏組合 環境衛生課 

 

7. 契約の概要 

(1) 工事契約書 

工事期間中の本組合と落札者の役割、責任分担について別紙のリスク分担表

（案）を参考とし明確化する。 

 

(2) その他 

ア 落札者が契約を締結しない場合は、総合評価得点の高い者から順に契約交渉

を行い、合意に達した場合、契約を締結する。 

イ 本契約は、地方自治法第 96 条第１項第５号の規定による議会の議決に付さ

なければならない契約であるため、本組合議会の議決を得るまでの間は仮契

約とし、議会で可決された日から効力を生じる。このため、議会で可決され

ない場合は、契約は無効となり、本組合は損害賠償の責は負わないものとす

る。 

 

 



 

 

別紙 

リスク分担表（案) 

段
階 

リスク リスクの内容 

リスクに対する 
責任負担者 
○：主 負 担 
△：一部負担 

本組合 建設業者 

共 
通 

法令変更リスク 
（税制度含む） 

１ 
本工事に影響を及ぼす法制度の新
設・変更に関するもの 

○  

２ 
上記以外の法制度の新設・変更に関
するもの 

 ○ 

住民対応リスク ３ 
建設に対する住民反対運動等に関す
るもの等 

○ ○ 

事業の中止・遅延
に関するリスク 

４ 本組合の指示等によるもの ○  

５ 本組合の債務不履行によるもの ○  

６ 
建設業者が行う設計・建設に必要な
許認可などの遅延によるもの 

 ○ 

７ 
建設業者の責による工事の中止及び
建設業者の放棄、破綻によるもの 

 ○ 

不可抗力リスク ８ 
天災・暴動等による本工事に変更・
中止等が生じるリスク 

○ △ 

入札説明書等 
変更リスク 

９ 
入札説明書、要求水準書、その他本
組合が提示した図書等必要データの
変更・不備など 

○  

設
計
・
建
設 

設計・施工に 
関するリスク 

10 
本組合の責による事業内容の変更に
起因する要求性能の変更 

○  

11 建設業者の責による要求性能の未達  ○ 

第三者賠償リスク 12 
設計・建設において第三者に損害を
与えるリスク 

 ○ 

事故の発生リスク 13 建設時の事故発生  ○ 

環境保全リスク 

14 
建設に起因し、周辺環境に影響を及
ぼした場合等 

 ○ 

15 
稼動に起因し、周辺環境に影響を及
ぼした場合等 

○ △ 

施
設
の
引
渡
し 

運転指導リスク 16 
運転指導の不備により本組合が適正
な運転を行えない 

 ○ 

施設の性能確保 
リスク 

17 
施設の引渡し時における要求性能確
保に関するもの 

 ○ 

 



 

 

 

別紙     

 


