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制限付き一般競争入札（総合評価方式）の公告 

 

 瑞穂環境保全センター第三期保全計画埋立地工事に伴う工事請負契約について制限付き一般競争

入札（総合評価方式）を行うので、次のとおり公告する。 

 

 令和 3年 7月 14 日 

                 株式会社京都環境保全公社 代表取締役社長  鍋谷 剛 

 

１  入札に付する事項 

(1) 工 事 名  瑞穂環境保全センター第三期保全計画埋立地工事 

(2) 工事場所  京都府船井郡京丹波町猪鼻冠石 2-1 

(3) 工事概要  最終処分場埋立地工事 

(4) 工  期    契約締結日より 5日以内の日から令和 9年 9月 31 日までとする。 

        ただし、1 次埋立範囲の工事完了は令和 7年 12 月 31 日までとする。 

(5) 本工事は、競争参加資格の確認申請時に技術提案等に関する資料を受け付け、価格以外の評価

項目と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の入札である。詳細は、入札説明

書による。 

 

２  競争参加資格 

   競争参加希望者は、次に掲げる要件をすべて満たす企業あるいは特定建設工事共同企業体（以下

「共同企業体」という。）であること。共同企業体か否かによる評価の優劣はない。 

(1) 共同企業体として参加する場合の要件 

ア  自主的に結成された共同企業体であること。 

イ  構成員は、２者であること。 

ウ  経営の形態は、共同施工方式であること。 

(2) 企業が満たすべき要件（共同企業体の場合は、すべての構成員が要件を満たすこと） 

ア  京都府建設工事等入札参加有資格者名簿（以下「名簿」という。）の登録業種が土木一式工

事で、かつ、対応許可業種が土木一式工事に登録されている者であること。（この公告の日（以

下「公告日」という。）において有効であり、かつ、最新のものに限る。） 

イ  特定建設業（土木一式工事に限る）の許可を有する者であること。 

ウ 客観的に明らかに経営不振に陥ったと認められる次の(ｱ)から(ｵ)の要件に該当する者でな

いこと。 

   (ｱ) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者 

     (ｲ) 民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者 

    (ｳ) 破産法に基づく破産手続開始の申立てがなされている者 

    (ｴ) 会社法に基づく特別清算開始の申立てがなされている者 
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    (ｵ) 銀行取引停止処分がなされている者 

エ 次の(ｱ)から(ｵ)の要件に該当する者でないこと。 

    (ｱ) 役員等（競争入札に参加しようとする者が個人である場合にはその者を、法人である場合

にはその役員をいい、当該競争入札に参加しようとする者から株式会社京都環境保全公社と

の取引上の一切の権限を委任された代理人を含む。以下「役員等」という。）が暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」

という。）であると認められる者 

    (ｲ) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団

をいう。以下「暴力団」という。）または暴力団員が経営に実質的に関与していると認めら

れる者 

   (ｳ) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

    (ｴ) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直

接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認められる者 

     (ｵ) 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

る者 

オ この競争入札に関し、他の共同企業体の構成員でないこと。 

カ  この工事に係る設計業務の受託者と資本または人事面において関連がある者でないこと。 

    設計業務受託者：株式会社建設技術研究所 

(3) 企業が満たすべき要件（共同企業体の場合は、代表構成員が要件を満たすこと） 

 ア 府内に主たる営業所を有する者にあっては、名簿における土木一式工事に係る総合点数が

1,180 点以上であること。その他の者にあっては、経営規模等評価結果通知書・総合評価値通

知書（公告日において有効であり、かつ、最新のものに限る。）における土木一式工事に係る

総合評定値が 1,200 点以上であること。 

イ  公告日の前日から起算して前 15 年以内の期間に次の(ｱ)及び(ｲ)の要件を満たす工事（公告

日の前日までに引渡しが完了したものに限る。）を単体で、または共同企業体の構成員（出資

比率が 20％以上の者に限る。）として元請契約し、施工し完成させた実績を有すること。 

   ただし、(ｱ)及び(ｲ)の施工実績は別工事でも良い。 

(ｱ)一般廃棄物最終処分場または産業廃棄物最終処分場整備工事で、遮水シートの施工面積が

10,000ｍ2以上あるいは遮水改良土の施工量が 3,000ｍ3以上の施工実績を有すること。 

(ｲ)山間部における岩盤掘削工及び盛土工を含む造成工事で、造成土工量（掘削あるいは盛土）

が 100,000ｍ3以上の施工実績を有すること。 

ウ  次に掲げる要件を満たす監理技術者を当該工事現場に専任で配置できること。 

  (ｱ) 一級土木施工管理技士またはこれと同等以上の資格を有すること。 

    (ｲ) 前項の(ｱ)、あるいは(ｲ)に掲げる要件を満たす工事に監理技術者、主任技術者または担当

技術者として従事した経験を有すること。なお、全体工期の 50％以上の従事期間を有する
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こと。 

(ｳ) 監理技術者資格者証を有するとともに「監理技術者講習修了証」の交付を受けていること。 

(4) 本工事に係る技術提案書を提出し、その内容が適正であること。なお、技術提案書の資料作成

にあたっては、入札説明書、特記仕様書および図面等を参考とすること。 

 

３ 競争参加資格の確認 

(1) 競争参加希望者は、１(5)の総合評価を受け、２に掲げる競争参加資格を有することを証する

ため、提出資料等を提出し、株式会社京都環境保全公社から競争参加資格の有無についての確認

と総合評価を受けなければならない。 

(2) 提出資料等の提出 

  ア 期間  令和 3年 7月 15 日（木）から令和 3年 8月 2 日（月）まで（土曜日、日曜日、祝日

を除く。）の午前 9 時から午後 5 時までとする（ただし、正午から午後 1 時までの時間帯を除

く。）。 

   イ 方法  提出資料等の提出は持参によるものとし、郵送その他の方法は受け付けない。詳細

は入札説明書による。 

(3) 競争参加資格の確認通知 

競争参加資格の確認通知は、令和 3年 8月 6日（金）に郵便により発送する。 

なお、期日までに提出資料等を提出しない者、または競争参加資格がないと認められた者は、

この入札に参加することができない。 

 

４ 総合評価に関する事項 

(1) 落札者の決定方法 

    競争参加者は、価格および施工計画等の技術提案をもって入札に参加し、次のアからイの要件

に該当する者のうち、下記(2)の方法によって得られた数値（以下「評価値」という。）の最も高

い者を落札者とする。 

  ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 

  イ 入札価格が最低制限価格を下回らないこと。 

       なお、評価値が最も高い者が２者以上あるときは、技術評価点が上位であるものを落札者と

する。技術評価点が同値の場合は、くじ引きにより落札者を決定する。 

(2) 総合評価の方法 

ア 技術評価点と価格評価点の合計値を評価値とする。 

イ 技術評価点の最高点は 50点とする。 

ウ 技術評価点は（ｱ）、(ｲ)の評価項目ごとの内容に応じ採点する。 

(ｱ）技術提案  「施工管理」、「工事目的物の品質」、「工事施工において配慮すべき事項」 

(ｲ）企業・技術者の施工能力   「工事実績」 

  エ 価格評価点は、「100×（1－入札価格/予定価格）」とする（小数第 2 位以下を切り捨て、小
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数第 1位までの値を採用する）。 

(3) (2)ウ(ｱ)および(ｲ)の評価項目の詳細は、入札説明書による。 

(4) (2)ウ(ｱ)で求めた技術提案について、履行状況から受注者の責により入札時の評価内容が実施

されていないと判断された場合は契約違反として取り扱う場合がある。 

 

５  入札手続 

(1)  担当部局 株式会社京都環境保全公社  

    〒612-8244  京都府京都市伏見区横大路千両松町 126   電話：075-622-8080 

(2)  入札説明書等の閲覧および配布 

 ア 紙による閲覧 

  入札説明書等は、次の期間および場所にて閲覧する。 

(ｱ) 閲覧期間 令和 3年 7月 14 日（水）から令和 3年 8月 2 日（月）まで（土曜日、日曜日、

祝日を除く。）の午前 9時から午後 5時まで（正午から午後 1時までの間を除く。） 

(ｲ) 閲覧場所 (1)に同じ 

 イ 閲覧および配布 

    入札説明書等は閲覧場所での配布のみとする。 

(3)  入札の日時、場所 

    ア  日時  令和 3年 9月 3 日（金） 午前 10 時から午前 12 時  

イ  方法 (1)に入札書を持参するものとし、郵送その他の方法は受け付けない。 

 

６  その他  

(1) 入札保証金  免除 

(2) 入札の無効 

次に該当する場合は、入札を無効とする。 

 ア 提出資料等に虚偽の記載をした者のした入札 

(3) 契約の締結 

 ア 本工事の契約については、株式会社京都環境保全公社の取締役会の議決を要するため、議

決までの間は仮契約とし、議決を得たときに契約が成立するものとする。また、落札者の決

定後、この工事の契約が成立するまでの間において、当該落札者（あるいは構成する共同企

業体の構成員）が、次に該当することとなった場合には、この契約を締結しない。 

(ｱ) ２(2)、(3)の要件を満たさなくなった場合 

    イ  契約書作成の要否  要 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

以上 

 


