
高座清掃施設組合告示第 11 号 

 

 

 

入札公告 

 

 

高座清掃施設組合新ごみ処理施設整備・運営事業について、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項の規定に基づき、総合評価一般競争入

札を執行するので、同施行令第 167 条の６及び高座清掃施設組合契約規則（平成 18

年規則第７号）第７条の規定に基づき次のとおり公告する。 

 

 

 平成 26 年８月１日 

 

 

高 座 清 掃 施 設 組 合 

組合長 内 野  優 

 

 

 

１ 入札に付する事項 

(１) 事業名 

    新ごみ処理施設整備・運営事業 

 

(２) 事業実施場所 

神奈川県海老名市本郷１番地の１ 

 

(３) 入札方法等 

   別添「高座清掃施設組合新ごみ処理施設整備・運営事業入札説明書」に記載

のとおりとする。 

 

(４) 入札に係る書類に関する事項 

  ①要求水準書等の配付方法 

高座清掃施設組合（以下「組合」という。）のホームページに掲載することによ

り配付に代える。 



 

②事業の対象となる業務範囲 

本事業の対象となる民間事業者が行う業務範囲を次のとおり示す。 

詳細は、入札説明書等を参照すること。 

１）設計・建設業務 

ア.事業用地の造成、埋設物対策及び本施設の設計・建設業務 

イ.汚染土壌対策 

ウ.工事現場管理業務 

エ.循環型社会形成推進交付金等事務に係る申請・実績報告の手続き支援 

オ.一般廃棄物処理施設整備に係る申請又は届出に係る手続き支援 

カ.地域住民への対応 

キ.その他本事業を実施するうえで必要な業務 

・本施設の設計には、本施設を整備するために必要となる全ての設計業務

を含む。 

・本施設の建設には、本施設を整備するために必要となる全ての建設業務

を含む。 

 

２）運営・維持管理業務 

ア.受入管理業務 

イ.運転管理業務 

ウ.維持管理業務 

エ.環境管理業務 

オ.プラザ棟運営管理業務 

カ.施設見学者の対応及び地域住民への対応支援業務 

キ.情報管理業務 

ク.副生成物、焼却灰等及び有価物の資源化業務 

ケ.乾電池、蛍光灯及び電球の資源化業務 

コ.その他関連業務 

 

③事業期間 

１）設 計 ・ 建 設：建設工事請負契約締結日から平成 31 年３月末までの約

４年間 

 

２）運営・維持管理：平成 31 年４月から平成 51 年３月末までの 20 年間 

 

④事業方式 



本事業は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」

（平成 11 年法律第 117 号）に準じて、ＤＢＯ（Design Build Operate）方式によ

り実施する。 

民間事業者が、組合の所有となる本施設の設計・建設及び運営・維持管理に係

る業務を一括して行うものとする。 

 

⑤予定価格 

本事業の予定価格は、次のとおりとする。 

入札価格は予定価格を超えないものとする。 

また、整備事業金額、運営事業の金額については、組合が想定した参考数値で

ある。 

予定価格 40,462,000,000 円（消費税及び地方消費税を含まない。） 

（参考） 

整備事業 18,120,000,000 円（消費税及び地方消費税を含まない。） 

運営事業 22,342,000,000 円（消費税及び地方消費税を含まない。） 

 

２ 契約条項を示す日時及び場所  

 (１)  日時：平成 26 年８月１日（金）から 

 (２)  場所：高座清掃施設組合総務課財務係で閲覧及び高座清掃施設組合ホーム 

ページにおいて公表 

 

３ 入札参加者に必要な資格に関する事項 

入札参加者は、次の資格要件を全て満たすものとする。また、組合は入札参加者

の資格の確認を行うために資格審査を実施する。  

  

（１） 入札参加者 

① 入札参加者は、単独企業又は企業グループ（一つの企業が複数の業務を兼任す

ることも認める。）とする。  

② 企業グループにあっては、構成する企業の中から代表となる企業（以下「代表

企業」という。）を定めることとし、当該代表企業が応募手続を行うこととする。 

代表企業は、プラント設備の設計・建設業務を担当する企業とする。なお、

本事業の入札に１者で参加する単独企業は、代表企業とみなす。  

③ 設計・建設業務のうちプラントの設計・建設業務を担当する企業は、構成員に

限るものとする。  

④ 入札参加者は、本事業の設計・建設業務又は運営・維持管理業務を行う企業の

うち、運営事業者となる特別目的会社（以下「ＳＰＣ」という。）に出資する企



業（以下「構成員」という。）及びＳＰＣに出資しない企業（以下「協力企業」

という。）から構成されるものとする（構成員のみで企業グループを構成するこ

とも可能）。代表企業及びプラント設備の運転業務を担当する企業は、ＳＰＣに

必ず出資するものとし、代表企業の出資比率は 50％以上とする。 

⑤ 全ての構成員は、特定事業契約が終了するまでＳＰＣの株式を保有するものと

し、組合の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定、

その他一切の処分を行ってはならない。  

⑥ 入札参加者の代表企業、構成員又は協力企業の変更は認めない。ただし、特段

の事情があると組合が認めた場合は、この限りではない。  

⑦ 入札参加者又は構成員のいずれかが、他の入札参加者又は構成員となることは

認めない。ただし、焼却灰等の資源化方式における資源化企業及び副生成物の

取引企業についてはこの限りでない。  

⑧ 同一の入札参加者が、複数の提案を行うことはできない。 

 

(２) 入札参加者共通の参加資格要件 

次のいずれかに該当する者は、入札参加者となることはできない。 

① 地方自治法施行令第（昭和 22 年政令第 16 号）167 条の４の規定に該当す

る者 

② 会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 511 条の規定による特別清算開始の申

立てがなされている者 

③ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条又は第 19 条による破産の申立て

（同法附則第３条の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件

に係る同法による廃止前の破産法（（大正 11年法律第７号）第 132 条又は第

133 条による破産の申立てを含む。）がなされている者 

④ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続開始

の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更

生事件に係る同法による改正前の会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）第

30 条の規定による更生手続開始の申立てを含む。）がなされている者 

⑤ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続き開

始の申立てがなされている者 

⑥ 構成市のいずれかの指名停止措置を現に受けている者 

⑦ 本事業に係るアドバイザリー業務に携わった企業又はこれらの者と資本面

若しくは人事面において関連がある者。なお、「資本面において関連がある

者」とは、当該企業の発行済株式総数の 100 分の 20 以上の株式を有し、又

はその出資の総額の 100 分の 20 以上の出資をしている者をいい、「人事面に

おいて関連がある者」とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者



をいう。なお、本事業に係るアドバイザリー業務に携わった企業は次のとお

りである。 

a．株式会社エックス都市研究所 

b．アンダーソン・毛利・友常法律事務所 

⑧ 本事業に関する、高座清掃施設組合施設整備検討委員会等に関する条例（平

成 24 年条例第 1号）に定める委員会（以下「委員会」という。）の委員が所

属する企業 

⑨ 民間事業者の選定に関する公表までの期間に、本事業について委員会の委

員と接触を試みた者 

⑩ 直近事業年度の法人税、法人住民税、法人事業税、消費税及び地方消費税

を滞納している者 

⑪ 神奈川県暴力団排除条例（平成 22 年条例第 75 号）第２条第２号に規定す

る暴力団又は同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等に該当する者 

 

(３) 本施設の設計・建設業務を担当する企業 

入札参加者のうち、本施設の設計・建設業務を担当する企業は、次の要件を

すべて満たすこととする。同一業務を複数の企業で実施する場合は、少なくと

も主たる業務を担う１者が次の要件をすべて満たすこととする。 

① 建築物の設計に係る業務を実施する企業は、建築士法（昭和 25 年法律第

202 号）に基づく、一級建築士事務所登録の有資格者であること。 

② 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）の清掃施設工事に係る、特定建設業の

許可を受けていること。 

③ 構成市のいずれかの、平成 25・26 年度競争入札参加資格者登録名簿の登載

者であること。 

④ 建設業法に規定する、清掃施設工事に係る経営事項審査結果の直近の総合

評点が 1,000 点以上であること。 

⑤ ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年法律第 105 号）施行後に稼働し

ている焼却施設で、１炉あたり 100t/日以上の処理能力かつ２炉以上で構成

される一般廃棄物処理施設（処理方式は、入札参加者が提案する処理方式に

限る。）の設計・建設実績を有し、かつ、その実績は、平成 25 年度以前の循

環型社会形成推進交付金交付要綱による高効率ごみ発電設備または高効率

ごみ発電設備相当の設備を設置した施設の設計、建設実績であること。 

なお、本事業における高効率ごみ発電施設の処理方式は、ストーカ方式、

流動床式ガス化溶融炉方式、シャフト炉式ガス化溶融方式のいずれかである

こと。 

⑥ ⑤に示す施行後に、処理能力が 14t/日以上の不燃ごみや粗大ごみの破砕選



別設備を設置した一般廃棄物処理施設の設計・建設実績を有すること。 

⑦ ⑤及び⑥の実績において、正式引渡後に設計・施工に起因する「死傷者を

生じた事故」、「３カ月以上の長期停止を要する事故」、「重大な損害を与えた

公衆災害」を有しないこと。 

⑧ 本工事に専任で配置できる清掃施設工事業に係る監理技術者資格証の交付

を受けた者を有すること。なお、当該監理技術者は入札参加資格確認日以前

に雇用者と３か月以上の雇用関係があること。 

 

(４) 本施設の運営・維持管理業務を担当する企業 

入札参加者のうち、本施設の運営・維持管理業務を担当する企業は、次の要

件をすべて満たすこととする。同一業務を構成員又は構成員と協力企業で実施

する場合は、少なくとも主たる業務を担う１者が次の要件をすべて満たすこと

とする。 

① 構成市のいずれかの、平成 25・26 年度競争入札参加資格者登録名簿の登載

者であること。 

② ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年法律第 105 号）施行後に稼働開

始している一般廃棄物の焼却施設で、延べ１年以上の運転実績を有し、かつ、

その実績は、平成 25 年度以前の循環型社会形成推進交付金交付要綱による

１炉あたり 100t/日以上の処理能力かつ２炉以上で構成される高効率ごみ発

電設備または高効率ごみ発電設備相当の設備を設置した一般廃棄物処理施

設（処理方式は、入札参加者が提案する処理方式に限る。）の運転実績であ

ること。 

なお、本事業における高効率ごみ発電施設の処理方式は、ストーカ方式、

流動床式ガス化溶融炉方式、シャフト炉式ガス化溶融方式のいずれかである

こと。 

③ ②に示す施行後に稼働開始している施設で、処理能力が 14t/日以上の不燃

ごみや粗大ごみの破砕選別設備を設置した一般廃棄物処理施設の運転実績

を有すこと。 

④ ②及び③の実績において、運転管理に起因する「死傷者を生じた事故」、「３

カ月以上の長期停止を要する事故」、「重大な損害を与えた公衆災害」を有し

ないこと。 

⑤ 前記②の要件を満たす施設で、１年以上の運転管理実績を有する専門の技

術者を本施設の運転開始から１年以上専任で配置すること。 

 

(５) 焼却灰等の資源化を行う企業 

入札参加者のうち、焼却灰等の資源化を行う企業は、次の要件をすべて満た



すこととする。 

① 運営期間の開始時に、焼却灰等を受け入れる予定の施設が、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律第７条関係にもとづく当該施設の所在する市町村長

の許可及び同第８条の都道府県知事の許可を有している施設であること。ま

たは有する予定であること。 

② 焼却灰等の資源化の運転実績を有すること。 

 

(６) 副生成物引取企業 

    入札参加者のうち、副生成物の引取を行う企業は、次の要件をすべて満たす

こと。 

① 運営期間の開始時に、副生成物を引取り、有効利用が可能であること。 

② 副生成物の引取り実績を有すること。 

 

４ 事業提案書等の受付 

 (１) 事業提案書等の受付 

① 受付期間：平成 26 年 11 月４日（火）から平成 27 年 1月 26 日（月）まで 

（土、日、祝日を除く） 

各日午前９時 00 分から午後４時 00 分まで 

② 受付場所：高座清掃施設組合 総務課 財務係 

 

(２) 入札書の提出 

入札書は、事業提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリング時に提出

を求める。 

① 提出日時：平成 27 年３月上旬（予定） 

② 提出場所：組合指定場所 

      ※提出日時及び提出場所については追って通知する。 

 

５ 開札 

入札書の開札にあたっては、入札参加者又はその代理人の立会いの上で行うもの

とし、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のな

い組合職員を立ち会わせるものとする。 

(１) 開札日時：平成 27 年３月中旬（予定） 

(２) 開札場所：組合指定場所 

※開札日時及び開札場所については追って通知する。 

 

６ 入札保証金に関する事項 



  入札保証金は免除とする。 

 

７ 前金払その他契約金の支払方法及びその条件 

契約金（前払金、部分払金、完成払金）の支払いについては、契約約款又は高座

清掃施設組合契約規則の規定によるものとする。 

なお、前払金（中間前払金）については、高座清掃施設組合契約規則第 85 条の

規定に基づき契約金額の 100 分の 40（中間前払金は 100 分の 20）を超えない範囲

とする。ただし、前払金（中間前払金）の最高限度額は 50,000,000 円とする。 

 

８  最低制限価格に関する事項 

最低制限価格は設けない。 

 

９ 入札の無効に関する事項 

地方自治法施行令第 167 条の４に定める入札参加資格のない者がした入札、高

座清掃施設組合契約規則第 19 条に該当する入札及び同規則に違反した入札若し

くは高座清掃施設組合新ごみ処理施設整備・運営事業に係る総合評価一般競争入札

実施要綱に違反した入札並びに高座清掃施設組合新ごみ処理施設整備・運営事業入

札説明書に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格審査申請に基づき参加資格が確認された者であっても、確認

の後、指名停止等の措置を受ける等、入札時点において第３項に掲げる資格のない

者のした入札は無効とする。 

 

10 落札者決定基準 

別添「高座清掃施設組合新ごみ処理施設整備・運営事業落札者決定基準」に記載

のとおりとする。 

 

11 契約保証金に関する事項 

高座清掃施設組合契約規則の規定によるものとする。 

(１) 建設工事請負契約の契約保証金については、請負代金額の10％とする。ただ

し、設計・建設事業者が、請負代金額の10％以上の履行保証保険の付保、また

はこれと同等の保証契約を締結したときは免除する。 

(２) 運営・維持管理業務委託契約の契約保証金については、年間委託料の 10％と

する。ただし、ＳＰＣが、年間委託料の 10％以上の履行保証保険の付保、また

はこれと同等の保証契約を締結したときは免除する。 

 

12 契約手続 



(１) 組合と落札者は、落札者決定後速やかに基本協定を締結する。 

(２) 組合と落札者は、基本協定締結後、落札者の役割、相互の協力、責任等につ

いて定める基本契約を締結する。 

(３) 基本契約の合意内容に基づき、組合は、設計・建設事業者と建設工事請負仮

契約を締結する。 

(４) 落札者は適切な時期にＳＰＣを設立し、当該ＳＰＣに組合と運営・維持管理

業務委託契約を締結させる。 

(５) 契約の締結にあたっては、契約書を作成する。 

(６) 高座清掃施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第２条に該当する場合には、仮契約を締結し、議会の議決を得た後本

契約として成立するものとする。 

議会の議決が得られない場合には、仮契約を無効とする。この場合において、

落札者は損害の賠償を請求することはできない。 

 

13 その他 

(１) 組合は、建設工事請負契約に当たっては、平成 27 年 6 月（予定）の組合議

会において当該契約に関する議案を提出する予定である。 

(２) 落札者が特定事業契約を締結しない場合は、総合評価一般競争入札の総合評

価の得点の高い者から順に契約交渉を行う場合がある。 

(３)  契約書の作成に係る落札者側の弁護士費用、印紙代など、契約書の作成に

要する費用は、事業者の負担とする。 

(４) 入札参加資格確認後、民間事業者の選定までの期間に入札参加者の構成企業

が上記参加資格要件を欠くこととなる事態が生じた場合には、当該入札参加者

は失格とする。 

また、民間事業者の選定から特定事業契約の締結までの期間に同様の事態が

生じた場合には、組合は特定事業契約の締結をしないことができる。 

(５) 選定事業者を決定しない場合 

組合は、民間事業者の募集、評価及び選定において、入札参加者がいない、

あるいは、いずれの入札参加者も公的財政負担の縮減等の達成が見込めない等

の理由により、本事業を民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に

関する法律に準じたＤＢＯ方式として実施することが適当でないと判断した場

合には、選定事業者を決定せず、特定事業の選定を取り消すこととし、その旨

を速やかに公表する。 

(６) 落札者決定後に関する事項 

落札者決定後において、決定を取り消した場合、このことにより生じる損害

等について、高座清掃施設組合は一切の責めを負わないものとする。 



(７) その他詳細については高座清掃施設組合新ごみ処理施設整備・運営事業入札

説明書等に記載のとおりとする。本公告に記載のない事項については、高座清

掃施設組合契約規則、契約関連規程及び高座清掃施設組合新ごみ処理施設整

備・運営事業に係る総合評価一般競争入札実施要綱の定めるところによるもの

とする。 

 

14 問合せ先 

 高座清掃施設組合総務課 財務係 

 郵便番号    〒２４３‐０４１７ 

住  所    神奈川県海老名市本郷１番地の１ 

 電  話    ０４６‐２３８‐２０９４ 

 e - m a i l    keiyaku@kouzaseisou-kanagawa.jp 

 ホームページアドレス  http://www.kouzaseisou-kanagawa.jp/ 


