秩父広域市町村圏組合一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務の
総合評価方式による制限付き一般競争入札説明書
１

入札概要
（１）業務委託名
①秩父広域市町村圏組合一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託
《秩父市吉田地区・大滝地区・荒川地区、横瀬町、皆野町、長瀞町、
小鹿野町区域》
②秩父広域市町村圏組合一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託
《秩父市（吉田地区・大滝地区・荒川地区を除く。）区域 》
※入札参加については、一者につき一業務委託にしか参加できない。
（２）入札書提出期限
平成 30 年 3 月 5 日～3 月 8 日正午まで
（３）入札書提出場所
〒368-0002

埼玉県秩父市栃谷 1477 番地

秩父広域市町村圏組合管理課（秩父クリーンセンター３階）
※入札の場所は変更する場合がある。変更した場合は、入札参加予定
者に通知する。
（４）業務内容
①秩父広域市町村圏組合一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託 仕様書
《秩父市吉田地区・大滝地区・荒川地区、横瀬町、皆野町、長瀞町、
小鹿野町区域》のとおり
②秩父広域市町村圏組合一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託 仕様書
《秩父市（吉田地区・大滝地区・荒川地区を除く。）区域》のとおり
（５）契約期間
平成３０年度の業務委託期間は、平成３０年１０月 1 日から平成３１
年３月３１日までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、平成
３１年度から１年度ごとに更新することができる。更新は、最長４年と
する。
２

参加資格
本事業の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第
１６７条の４の規定に該当しない者であること。
（２）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。以下
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「法」という。）第６条の２第２項、同法施行令（昭和４６年政令第３００
号）第４条及び同法施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号）第２条の２に
規定する基準に適合していること。
（３）法第７条の３、第７条の４、第１９条の３及び第１９条の４の規定によ
る処分を受けていないこと。
（４）秩父広域市町村圏組合（以下「組合」という。）構成市町税等を完納して
いる者であること。
（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生
手続き開始の申立てがなされていない者又は民事再生法（平成 １１年法律
第２２５号）第２１条に基づく再生手続き開始がなされていない者である
こと。ただし、会社更生法に基づく再生手続き開始の決定を受けた者又は
民事再生法に基づく再生手続き開始の決定を受けた者については、更生手
続き開始の申立てをされなかった者と見なす。
（６）貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第３条に規定する一般
貨物自動車運送事業の許可を有すること。
（７）組合構成市町内に本社事業所を有し、業務委託を遂行するに足りる財政
的基礎として、資本金１千万円以上の法人とする。
（８）秩父広域市町村圏組合廃棄物の処理等に関する条例施行規則（平成 ８年
規則第２号。以下「規則」という。）第１４条に規定する一般廃棄物処理
業の許可を受け、当組合処理施設への搬入業務実績が３年以上であること。
（９）業務委託の開始２ヶ月前までに受託業務に必要な知識を有する人員を確
保できる者であること。
（10）業務委託の開始１ヶ月前までに受託業務に必要な収集車両、車両の保管
施設、洗車場及びその他予備人員、予備車両等を確保することができる者
であること。
（11）業務委託の開始１ヶ月前までに受託業務区域の収集計画書、収集ルート
図を作成し、組合に提出できる者であること。
３

総合評価方法
総合評価方法は、総合評価型制限付き一般競争入札とし、政令第 １６７条
の１０の２第４項の規定に基づき、学識経験を有する者の意見を聞くため
に秩父広域市町村圏組合一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務の総合評価方式に
よる制限付き一般競争入札実施委員会（以下「実施委員会」という。）を設置
する。
実施委員会では、第一次審査（参加資格の確認）後、第二次審査において

2

提案書の評価及び入札価格を得点化し、落札者決定基準に基づき総合的かつ
相対的に評価をし、落札候補者の特定を行い、その後、準備期間内において
業務の履行ができると判断された場合、落札者とする。
４

審査方法
実施委員会による審査は、原則として非公開とする。
総合評価の方法は、下記評価項目の提案書及び入札価格を得点化した総合
評価方式とする。なお、提出された提案書の内容について不明な点がある場
合は聞き取り調査を実施する場合がある。
《評価基準》
評

５

価

項

目

点

① 会社概要等適格性について

10％

② 収集運搬に係る事業計画について

15％

③ 収集員の確保計画や教育方針等について

15％

④ 車両・施設整備計画について

15％

⑤ 収集・運搬・搬入等実績について（過去３年間）

45％

計

100％

実施委員会
選出区分

人数

学識経験者（埼玉県）

１人

学識経験者（組合構成市町）
秩父市、横瀬町、皆野町、

各１人

長瀞町、小鹿野町
秩父広域市町村圏組合
合
６

配

３人

計

９人

スケジュール
①公告
平成３０年１月２２日（月）
②質問締切
平成３０年１月２６日（金）
③質問回答
平成３０年２月１日（木）予定
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④参加資格申請書提出締切
平成３０年２月６日（火）
⑤提案書提出要請
平成３０年２月１４日（水）予定
⑥提案書提出締切
平成３０年２月２７日（火）
⑦入札書提出期限
平成３０年３月５日～８日正午まで
⑧落札候補者公表
平成３０年３月中旬予定
⑨落札者決定の公表
平成３０年９月下旬予定
７

最低制限価格
設定する。（予定価格の８５％）

８

予定価格
入札執行後に公表する。

９

入札参加の方法
入札に参加を希望する者は、秩父広域市町村圏組合一般廃棄物（ごみ）収
集運搬業務の総合評価方式による制限付き一般競争入札参加資格審査申請書
（様式第１号－１、様式第１号－２）（以下「審査申請書」という。）及び添
付書類、その他必要と認める資料を持参する。また、提出された審査申請書
及び資料は返却しない。
な お、入 札参加 に ついて は、一 者につ き 一業務 委託に しか参 加できな い
ものとする。
（１）審査申請書の提出方法
①提出場所
〒368-0002

埼玉県秩父市栃谷 1477 番地

秩父広域市町村圏組合

業務課

②受付期間
平成３０年１月２２日（月）から平成３０年２月６日（火）
午前８時３０分から午後５時１５分（土曜日、日曜日を除く）
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③提出部数
１部（Ａ４サイズ）
（２）添付書類
①定款及び登記簿謄本の写し
②納税証明書
③決算書（直近決算期の写し）
④貨物運送事業許可証写し
（３）審査申請書の不受理
明らかに入札参加資格がないと認められるときは、審査申請書は受理
しないものとする。
（４）入札参加資格の審査結果通知
審査結果は、平成３０年２月１４日（水）までに通知（様式第２号）
を予定している。
なお、入札参加資格がない旨の審査結果を受けた者は、平成 ３０年２
月２１日（水）午後５時１５分までに、業務課に入札参加資格の有無の
再確認を求めることができる。
（５）質問等
①質問は、質問書(様式第３号)による。
②受付日時
平成３０年１月２６日（金）までに、質問書を電子メール、ＦＡ
Ｘ及び持参にて業務課に提出すること。
③質問に対する回答日時
平成３０年２月１日（木）
（ 予定）に組合ホームページに掲載する。
（６）提案書等の提出
提案書の提出依頼を受けた者は、以下のとおり提出するものとする。
なお、提出期限までに提案書等の提出が無い場合は、入札に参加する
ことができないものとする。
①提案書類
会社概要(様式第４号)及び提案書（様式第５号－１から７）による。
提案書は、基本方針ごとにＡ４サイズ２枚程度とする。
②書類の姿
1) 文字は横書きとし、文字サイズは１０．５～１２ｐｔとする。
2) 左側をホチキスで２点留めとする。
③提出場所
秩父広域市町村圏組合

業務課
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④提出期限
平成３０年２月２７日（火）午後５時１５分
⑤提出部数
１３部（Ａ４サイズ）
10

入札保証金
免除する。

11

契約保証金
免除する。
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13

入札に係る書類
・様式第６号－１

入札書

・様式第６号－２

入札書

・様式第７号

入札内訳書

・様式第８号

入札辞退届

入札に関する注意事項
（１）入札書は、定められた日時及び場所に持参又は郵送にて提出すること。
（２）入札参加する者の数が 1 人であっても、入札は執行する。
（３）入札に当たっては指定の入札書に入札事項を記入の上、記名、押印した
後、割り印をした封筒にて提出すること。
（４）再度入札は１回までとする。この場合、初度入札に参加しない者は、再
度入札に参加することはできない。
（５）最低制限価格を下回った入札をした者は、再度入札には参加できない。
（６）入札金額は平成３０年１０月１日から平成３１年３月３１日までの６ヶ
月間の合計金額とする。
（７）落札金額に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分
の８に相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、
その端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落
札金額とするので入札者は、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、見積もった契約希望金額の１０ ８分の１００に相当す
る金額を入札書に記載すること。
（８）入札書とともに積算内容のわかる内訳書を提出すること。
（９）入札参加者は、入札後、この公告、仕様書、現場等についての不明を理
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由として、異議を申し立てることはできない。
14

契約の締結及び落札失効
（１）組合契約規則（平成２４年規則第８号）第１７条に該当するとき。
（２）落札の決定があった後に、落札者の入札が条件に違反して無効となった
ときは、落札者の決定は失効することとする。
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その他事項
（１）入札に際し談合情報があった場合、次のとおり扱うことがある。
①談合情報があった場合、事情聴取、宣誓書の徴収並びに公正取引委員会
への通報を行うことができる。
②入札談合の疑いがあると認められたときは、入札の執行を取りやめるこ
とができる。
③契約締結後に、入札談合の事実があったと認められる証拠を得たときは、
契約を解除することができる。
（２） 落札 候補者 決定 後 、前 記２ （参加 資格 ）の（ ９） から（ 11） の項目 を
履行できない時は、落札候補者を取り消すことがある。
（３）１０月１日の契約締結後、受託者が起因する収集運搬業務が 履行できな
い状 態が 発 生し た 場 合 、契 約を 解 除す る とと もに 規則 第 １５ 条 の規 定に
より一般廃棄物処理業の許可を取り消すこと がある。
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問い合わせ先
〒368-0002

埼玉県秩父市栃谷 1477 番地

秩父広域市町村圏組合

業務課

担当者

ＴＥＬ：０４９４－２３－２４８９
ＦＡＸ：０４９４－２３－１２３６
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千嶋、新舩

