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天神浄化センター運転、保守点検等業務委託総合評価競争⼊札実施要領

（趣旨）

第１条 この要領は、公益財団法⼈⿃取県天神川流域下⽔道公社（以下「下⽔道公社」という ）が発注す。

る「天神川流域下⽔道天神浄化センター運転、保守点検等業務委託（平成３１年度〜３５年度 」の落札）

者を総合評価⼀般競争⼊札により決定する場合について、⿃取県建設⼯事等の⼊札制度に関する規則（平

成１９年⿃取県規則第７６号。以下「⼊札規則」という 、⿃取県会計規則（昭和３９年⿃取県規則第。）

１１号 、⿃取県建設⼯事等紙⼊札執⾏要領（平成１１年７⽉９⽇付管第２２３号⿃取県⼟⽊部⻑通知））

及び当該入札に係る調達公告（以下「調達公告」という ）で規定するもののほか、必要な事項を定める。

ことを目的とする。

（定義）

第２条 この要領において使⽤する定義は、⼊札規則で使⽤する⽤語の例による。

（対象業務委託）

第３条 総合評価競争⼊札に付する業務委託（以下単に「対象業務委託」という ）は、天神川流域下⽔道。

天神浄化センター運転、保守点検等業務委託とする。

（落札者の決定基準）

第４条 総合評価競争⼊札の落札者は、対象業務委託の予定価格の範囲内の価格をもって有効な⼊札をした

者で、当該者の提⽰した⼊札書及び提出資料に基づき、次の評価⽅法及び別表第１の評価基準により採点

評価し、総合評価点が最も高い者とする。

（１）総合評価点の算定

価格評価点と技術評価点を加算して得られる合計点を総合評価点とする。

総合評価点＝入札価格評価点＋技術評価点

（２）入札価格評価点（７０点）

入札価格評価点＝７０点×最低入札額／入札参加者提示額

（３）技術評価点及び評価項目等（３３点）

地域性、業務実績、雇⽤⽅針、業務体制、危機管理、環境配慮等の評価項⽬により業務の履⾏能⼒を確

認したうえで、技術評価点による審査を⾏う。

また、教育方針、災害時対応については、技術提案を求め審査するものとする。

表ー１ 技術評価点の評価項目、評価方法及び配点

評価項目 評価方法 配 点

地域性 産業振興及び県内事業者への配慮の観点で、入札参加者 ７

の本店所在地について評価する。

業務実績 単独企業及び共同企業体の代表者について、１日最大処 ３

， 。理能⼒(２５ ０００ｍ 以上)の実績について評価する３

雇用方針 現在の業務従事者で、当該業務を受託後も引き続き従事 ７

（ 「 」 。）することを希望する職員 以下 継続希望職員 という

の雇用状況について評価する。

業務体制 教育⽅針 業務従事者に対する教育⽅針、⼈材育成、健康管理等に ３

係る技術提案について評価する。

低⼊札評価 調査基準価格以下の著しい低⼊札に対して、適切な業務 ４ ７

体制等が確保され、適正な履⾏が⾏われるのかその是⾮

を下水道公社で厳格に審査し、審査結果を評価する。

危機管理 ＢＣＰ 全ての⼊札参加者について、事業継続計画(ＢＣＰ)の策 ３

定状況について評価する。



- 2 -

災害時対応 水害、地震・津波時での緊急時勤務体制、緊急連絡網、 ３ ６

緊急点検等対応手順、応援態勢等の技術提案について評

価する。

環境配慮 全ての入札参加者について、 又は シ ３ISO14001 ISO9000

リーズ及び⿃取県版環境管理システム( )の認証登TEAS

録状況について評価する。

合 計 ３３

（総合評価入札審査委員会の設置）

第５条 総合評価競争⼊札について、第三者の意⾒を聴き公平かつ公正に実施するため、天神川流域下⽔道

総合評価入札審査委員会（以下「委員会」という ）を設置する。。

２ 委員会は、次の事項について審査及び決定を⾏うものとする。

（１）落札者決定基準に関すること。

（２）技術提案書の評価に関すること。

（３）技術評価点の決定及び落札者の決定に関すること。

（４）前各号に掲げるもののほか、総合評価競争入札の運用に関すること。

３ 委員会は、下⽔道公社理事⻑及び２名以上の学識経験者の委員をもって組織する。

（低⼊札価格調査制度と調査基準価格の設定）

第６条 対象業務委託は、低⼊札価格調査制度の対象とし、調査基準価格を設定する。

２ 低価格⼊札者（調査基準価格を下回る価格で⼊札を⾏った者をいう。以下同じ ）は、最低価格の⼊札。

者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。

３ 低価格⼊札者となった場合は、公益財団法⼈天神川流域下⽔道公社低⼊札価格調査制度実施要領（以下

「低入札調査」という ）の規定に基づき、低入札価格調査意向確認書を入札書と同時に提出すること。。

４ 低価格⼊札者で、低⼊札価格調査意向確認書を提出しない者は、再度⼊札（再々度⼊札を含む ）に参。

加することはできない。

（調査基準価格の算出方法）

第７条 調査基準価格は、予定価格の３分の２から１０分の８までの範囲において定めるものとし、入札書

比較価格（予定価格から消費税及び及び地方消費税相当額を除いたものをいう。以下同じ ）に予定価格。

決定権者が定める割合を乗じて得られた額により算出する。

２ 前項の額から１万円未満は切捨てる。

（失格基準）

第８条 総合評価競争入札に付する対象業務委託において、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入

札を⾏った者を失格とする。

（１）加点となる評価項目が、第 条第１項及び第２項に規定する応募書類等又は第 条第１項の審査に10 12

より確認できないとき。

（２）予定価格決定権者が定める算定⽅法で得られた額（１万円未満は切捨てる ）を失格基準とし、この。

額を下回る価格で入札したとき。なお、対象業務委託の失格基準は、鳥取県建設工事の総合評価競争入

札における調査基準価格と失格基準の間の幅が概ね２％であることを準用し、算定方法を定めるものと

する。

（３）低入札調査に基づく審査の結果、当該低価格入札者を失格としたとき。

（調達公告）

第９条 対象業務委託に係る調達公告を⾏う場合は、総合評価競争⼊札によることを当該調達公告に明記す

るものとする。

（応募書類等の提出）

第 条 入札参加者は、調達公告に定める入札に参加するために必要とされる書類等を下水道公社に提出す10

るものとする。

２ 応募書類等の作成等に要する費用は入札参加者の負担とし、提出された応募書類等は返却しない。
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（開札）

第 条 ⼊札を執⾏する職員（以下「⼊札執⾏者」という ）は、総合評価競争⼊札において⼊札書を開札11 。

したときは、その状況（応札者、入札価格、第４条第１項に規定する技術提案及び低入札評価を除く評価

項⽬毎の評価点数をいう ）を⼊札参加者全員に通告した上で落札の決定を保留する。。

（落札予定者）

第 条 下水道公社は、第４条に規定する評価方法に基づき算定した者の中から総合評価点が最も高い者が12

確定したときは、当該者を落札予定者とするものとする。

２ ⼊札執⾏者は、⼊札参加者の評価点数及び落札予定者を記載した⼀覧表を作成するものとする。

（入札状況等の公表）

第 条 ⼊札執⾏者は、第 条の規定により落札決定を保留したときの⼊札状況及び前条第１項の規定に13 11

よる落札予定者を確定したときの⼊札状況を下⽔道公社ホームページに掲載し、公表するものとする。

（⼊札結果に係る異議申出）

第 条 当該⼊札の⼊札参加者は、⼊札結果（評価点数）に疑義があるときは、原則として開札⽇（落札予14

定者の確定に係る公表）の翌日（休日を除く ）の午後４時までに下水道公社に対して書面により当該入。

札結果に対する説明を求めることができる。

２ 下⽔道公社は、前項の規定による説明（以下「異議申出」という ）を求められたときは、速やかに回。

答するものとする。この場合において、下水道公社は必要があると認めた場合は、委員会に報告し、その

後の対応を協議するものとする。

（落札決定）

第 条 ⼊札執⾏者は、前条第１項に定める⽇までに⼊札参加者から異議申出がないとき、⼜は異議申出の15

内容に理由がないと認められる場合は、落札予定者に対して落札決定を⾏うものとする。

２ ⼊札執⾏者は、異議申出の内容に落札決定を否とする理由があると認めたときは、委員会に報告し、そ

の後の対応を協議するものとする。

（技術提案等の履⾏の確認等）

第 条 下⽔道公社は、落札者の技術提案等に関する履⾏状況を確認するものとし、不履⾏が確認された場16

合は、県との協議を⾏い、履⾏の督促、契約⾦額の減額⼜は違約⾦の課⾦等、技術提案等の内容に応じた

合理的な措置を⾏うものとする。

２ 前項の措置については、あらかじめ対象業務委託の調達公告の⼊札説明書、技術提案書提出要領、契約

書、仕様書等において明記するものとする。

附則

（施⾏期⽇）

この要領は、平成３０年１２⽉１４⽇以降の調達公告から適⽤する。
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別表第１（第４条関係）

落札者決定評価基準

評価項目 評価方法 配 点

入札価格評価点 ７０点×最低入札額／入札参加者提示額 ７０点

(１)最低入札額は、当該入札で提示された有効な入札のう

ち、最低の入札額をいう。

(２)入札参加者提示額は、当該入札で入札参加者が提示し

た入札額をいう。

(３)入札価格評価点は７０点を上限とし、小数点以下３位

未満の端数は切り捨てる。

技術評価点 (１)技術評価点は３３点を上限とする。 ３３点

(２)技術提案（教育方針、災害時対応）の評価点数は、第

５条の規定に基づく３名の審査結果の平均値（小数点以

下３位未満の端数は切り捨てる ）とする。。

地域性 入札参加者の本店所在地について、次のとおり評価する。 ７点

評価基準 配点

単独企業又は共同企業体代表者が県内に本店を ７点

置く場合

共同企業体代表者が県外に本店を置く場合 ３点

上記以外 ０点

業務実績 単独企業⼜は共同企業体代表者について、過去１５年間の ３点

１⽇最⼤処理能⼒別の実績により、次のとおり評価する。

評価基準 配点

１⽇最⼤処理能⼒が２５，０００ｍ 以上の実 ３点３

績がある場合（ただし、共同企業体の構成員で

の実績は代表者に限る ）。

１５点１⽇最⼤処理能⼒が１，０００ｍ 以上２５，３
.

０００ｍ 未満の実績がある場合（ただし、共３

同企業体の構成員での実績は代表者に限る 、。）

又は２５，０００ｍ 以上の実績が共同企業体３

の代表者以外の構成員である場合。

上記以外 ０点

(１)共同企業体の構成員での実績は、出資⽐率が３０％

以上の場合に限る。

雇用方針 現在の業務従事者で、当該業務の受託後での継続希望職員 ７点

の雇⽤率について、次のとおり評価する。

評価基準 配点

受託後の業務従事者は、全て継続希望職員を雇 ７点

用する場合

受託後の業務従事者は、継続希望職員を８０％ ３点

以上雇用する場合

上記以外 ０点

業務体制 教育方針 【技術提案】 ３点

業務従事者に対する教育⽅針、⼈材育成、健康管理等に係

る技術提案について、次のとおり評価する。

評価基準 配点

全ての項目について上位の評価である ３点

１５点概ね評価できるが中位の評価である .

一部の提案であり下位の評価である ０点
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低⼊札評価 低⼊札価格調査の実施により、低価格⼊札の理由及び⼊札 ４点 ７点

価格内訳が合理的かつ適切なものであるか、適切な業務体

制確保の実効性、適切な給与⽔準・法定福利費の確保の実

効性、安全確保・バックアップ体制等の適正な履⾏の確保

の実効性及び経営状況・信⽤状況と履⾏能⼒の実効性等の

業務遂⾏体制審査を実施する。審査の結果、適切な業務遂

⾏体制が確保されると認められる場合に、その程度に応じ

て次のとおり評価する。なお、低入札価格調査の結果、適

切な業務遂⾏体制の確保が認められない場合は無効となり

失格となる。

評価基準 配点

調査基準価格以上 ４点

低入札価 全ての審査項目の実効性・確実性等 ４点

格調査の が高い場合

審査結果 上記以外 ０点

危機管理 ＢＣＰ 単独企業 共同企業体の構成員について 事業継続計画(Ｂ ３点、 、

ＣＰ)の策定状況について、次のとおり評価する。

評価基準 配点

単独企業又は共同企業体の全ての構成員が事業 ３点

継続計画を作成している場合

１５点共同企業体代表者が事業継続計画を作成してい .

る場合

上記以外 ０点

(１) 共同企業体の場合は、代表者及び構成員のそれぞれ

を評価して点数を付与する。

災害時対応 【技術提案】 ３点 ６点

水害、地震・津波時での緊急時勤務体制、緊急連絡網、緊

急点検等対応手順、応援態勢等の技術提案について、次の

とおり評価する。

評価基準 配点

全ての項目について上位の評価である ３点

１５点概ね評価できるが中位の評価である .

一部の提案であり下位の評価である ０点

環境配慮 単独企業、共同企業体の構成員について、 又は ３点ISO14001

シリーズ及び⿃取県版環境管理システム( )ISO9000 TEAS

の認証登録状況について、次のとおり評価する。

評価基準 配点

単独企業又は共同企業体の全ての構成員が ３点

又は ｼﾘｰｽﾞを認証登録の場合ISO14001 ISO9000

１５点上記以外の場合で、単独企業又は共同企業体の .

全ての構成員が 又は ｼﾘｰｽﾞISO14001 ISO9000

⼜は⿃取県版環境管理システム（ ）のいTEAS

ずれかを認証登録の場合

上記以外 ０点

(１) 共同企業体の場合は、代表者及び構成員のそれぞれ

を評価して点数を付与する。

合計点 １０３点


