
上下水道局公告第３２号   

平成２９年 ９ 月１３日   

 

次のとおり条件付一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和  

２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び熊本市上下水道局契約事

務取扱規程（平成２４年上下水道局規定第８号）第２条において準用する

熊本市契約事務取扱規則（昭和３９年規則第７号）第３条の規定により公

告する。 

 

熊本市上下水道事業管理者 永 目 工 嗣   

   

 

第１ 入札全般に関する事項 

１ 工事概要 

(1) 工事名 都市計画事業 中部浄化センターＡ消化槽建設

工事（７００１工区）【総合評価方式】 

(2) 工事場所 熊本市西区蓮台寺５丁目地内 

(3) 工事概要 新Ａ消化槽及びその加温にかかる消化槽施設の

（実施）詳細設計及び施工 １式 

(4) 工期 平成３１年３月１８日限り 

 

２ 担当部局 

(1) 契約担当部局 〒８６２－８６２０ 

熊本市中央区水前寺６丁目２番４５号 

熊本市上下水道局総務部総務課 

電話 ０９６－３８１－４０６１（直通） 

(2) 工事担当部局 〒８６２－８６２０ 

熊本市中央区水前寺６丁目２番４５号 

熊本市上下水道局計画整備部下水道整備課 

電話 ０９６－３８１－６１０４（直通） 

 

３ 入札手続の種類及び入札方法等 

(1) この案件は、技術提案の審査において、提案についての改善を求め、

又は提案を改善する機会を与える。また、提案を実施するために必要

な見積書の提出を求め、予定価格を定める高度技術提案型総合評価方

式対象案件である。 

(2) この案件は、入札手続において技術資料及び技術提案書（添付書類

を含む。以下同じ。）の提出を求め、技術評価（入札参加者の企業及び

配置予定技術者の施工実績等並びに技術提案）、入札価格及び入札価格



以外のコスト（以下「その他コスト」という。）の提案額を総合的に評

価して落札者として決定する方法（入札前審査方式）により入札手続

を行う。 

(3) この案件は、総価契約・単価合意方式の対象案件である。 

(4) この案件は、実施設計及び施工を一括して行う設計・施工一括発注

方式とし、単独企業を対象とする。 
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  次に掲げる条件をすべて満たしていること。 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。 

(2) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による

更生手続の開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）第２１条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合

は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされて

いること。 

(3) 熊本市上下水道局が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要

綱（平成 １８年告示第１０５号）第３条第１号の規定に該当しない

こと。 

(4) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当す

る関係がないこと。 

ア 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

(ｱ) 子会社等（会社法（会社法（平成１７年法律第８６号）第２

条第３号の２に規定する子会社等をいう。以下同じ。）と親会社

等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。以下同じ。）の

関係にある場合 

(ｲ) 親会社等を同じくする子会社同士の関係にある場合 

イ 人的関係 

次のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、(ｱ)に

ついては、会社等（会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）

第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方

が、再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合を除く。 

(ｱ) 一方の会社等の役員（株式会社の取締役（指名委員会等設置

会社にあっては執行役）、持分会社（合名会社、合資会社若しく

は合同会社をいう。）の業務を執行する役員、組合の理事又はこ

れらに準ずる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を

現に兼ねている場合 

(ｲ) 一方の会社の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている



場合 

(ｳ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねて

いる場合 

ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

組合（共同企業体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加し

ている場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関

係があると認められる場合。 

(5) 本案件の申請書提出期限日時点において、 熊本市から熊本市工事

請負及び委託契約に係る指名停止等の措置要綱（平成７年告示第１０

８号。以下「市指名停止要綱」という。）、熊本市上下水道局工事請負

及び委託契約に係る指名停止等の措置要綱（以下「上下水道局指名停

止要綱」という。）、熊本市交通局工事請負及び委託契約に係る指名停

止等の措置要綱又は熊本市病院局工事請負及び委託契約に係る指名

停止等の措置要綱に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

(6) 熊本市税の滞納がないこと。 

(7) 熊本市水道料金及び下水道使用料等（給配水管等の破損修繕料及

び移設等工事代金を含む）の滞納がないこと。 

(8) 熊本市内に本店又は営業所等を有する者であること。 
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(9) 熊本市に対して熊本市工事競争入札参加者の資格審査及

び指名基準に関する規則（昭和４１年規則第１５号。以下「資

格審査規則」という。）第３条に規定する競争入札参加資格審

査申請書を提出し、資格審査規則第１０条に規定する有資格

業者名簿に登載されている者であること。 

(10) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に

規定する建設業の許可を有すること。 

(11) 平成３０年２月２８日（契約締結予定日）の１年７月前

の日の直後の事業年度終了の日以降に建設業法第２７条の２

３に規定する経営事項審査を受け、経営規模等評価結果通知

書兼総合評定値通知書の交付を受けていること。 

(12) 経営事項審査（審査基準日が直近のものに限る。）におけ

る機械器具設置工事の総合評定値が１，０００点以上である

こと。 

(13) 工事実績について  

元請として、平成１９年度以降に日本国内において完成した、下水

道法に規定する終末処理場(全体計画の日最大汚水量が２０，０００

m3/日以上のものに限る。オキシデーションディッチ法及びプレハブ

式オキシデーションディッチ法を除く。)において、汚泥処理設備の

主要機器である汚泥脱水機、機械濃縮機、消化槽、ガスホルダ、汚泥

乾燥機及び汚泥焼却炉のいずれかを含む機械器具設置工事（補修工事



は除く。）の施工実績を有すること。（共同企業体としての実績は代表

者としてのものに限る。） 

(14) 配置予定技術者について  

当該工事に関し、次に掲げる条件をすべて満たす者を監理技術者又

は主任技術者として専任で配置できること。 

なお、建設業法第２６条第３項及び建設業法施行令第２７条第１項

に該当する場合は、当該技術者は専任であること。更に、当該技術者

は営業所における専任の技術者でないこと。 

ア 機械器具設置工事について建設業法に規定する技術者 

イ 直接かつ連続して３ヶ月以上の雇用関係を有する者 

ウ 監理技術者については、機械器具設置工事に係る監理技術者資格

者証及び過去５年以内に受講した監理技術者講習修了証を有する

こと。 

※ 申請書提出期限日において、本市（上下水道局、交通局及び病院局

を含む。）が発注する他の案件（開札が執行されていないもの。）に配

置することを予定している技術者を本件の配置予定技術者とするこ

とはできないとしているので留意すること。ただし、申請書を提出す

る案件数以上の技術者数を記載している場合は、この限りでない。 

 

５ 総合評価に関する事項 

(1) 総合評価の方法 

熊本市上下水道事業管理者は、当該契約の内容に適合した履行の確実

性が低下する数値的判断基準として、(2)に規定する履行確実性評価価

格を設定するものとし、総合評価は、技術資料及び技術提案書を提出し

た者のうち、都市計画事業 中部浄化センターＡ消化槽建設工事（７０

０１工区）要求水準書（以下「要求水準書」という。）をすべて満たす

技術提案をした者に標準点１００点を与え、それに技術評価における評

価項目ごとの得点の合計点である加算点（６０点満点）を加えたもの（以

下「技術評価点」という。）、入札価格及びその他コストの提案額により、

以下の規定に基づき算出した評価値をもって行うものとする。なお、発

注者が示す要求水準をすべて満たしていることが確認できない場合は

失格とする。 

   技術評価点 ＝ 標準点 ＋ 加算点 

ア 入札価格が消費税及び地方消費税相当額を除いた履行確実性評価

価格以上の場合 

   評 価 値 ＝ 技術評価点 ／（入札価格＋その他コストの提

案額） 

イ 入札価格が消費税及び地方消費税相当額を除いた履行確実性評価

価格未満の場合 



   評 価 値 ＝ 技術評価点 ／（消費税相当額を除いた履行確

実性評価価格＋（消費税相当額を除いた履行確

実性評価価格－入札価格）＋その他コストの提

案額） 

※ 評価値を表示する際は、上記算式により得られた数値に対し、  

１００，０００，０００（１億）を乗じ、小数第４位まで（５位を四

捨五入）とする。 

(2) 履行確実性評価価格は、(3)の規定により算出した履行確実性評価

基準額を基礎として、当該額を下回らないように熊本市上下水道事業

管理者が定めるものとする。 

(3) 履行確実性評価基準額は、入札参加者ごとに設定するものとし、そ

れぞれの入札参加者の見積に基づいた次の各号に掲げる費用に当該各

号に定める率を乗じて得た額の合計額に消費税相当額を加えて得た額

とする。ただし、その額がそれぞれの入札参加者の技術提案に係る工

事価格の見積額（以下「工事価格見積額」という。）に１０分の９を乗

じて得た額を超える場合にあっては工事価格見積額に１０分の９を乗

じた額とし、工事価格見積額に１０分の７を乗じて得た額に満たない

場合にあっては工事価格見積額に１０分の７を乗じて得た額とする。 

 ア 直接工事費に１０分の９．７を乗じて得た額 

 イ 共通仮設費に１０分の９を乗じて得た額 

 ウ 現場管理費に１０分の９を乗じて得た額 

 エ 一般管理費等に１０分の５．５を乗じて得た額 

(4) (3)に定める履行確実性評価基準額の算定は、直接工事費、共通仮

設費、現場管理費及び一般管理費等については、千円に満たない額を

切り捨てた額をもって行うものとする。 

(5) 評価に関する基準 

  (1)の加算点の評価項目、評価基準及び得点配分は、（別添１）評価

に関する基準のとおりとする。 

 

６ 入札日程（※詳細については７以降を参照のこと） 

入札説明書の

交付期間 

平成２９年９月１３日（水）から平成２９年９月２５

日（月）まで（契約担当部局での配布については熊本

市の休日及び期限の特例を定める条例（平成元年条例

第３２号）第１条に規定する市の休日（以下「休日」

という。）を除く。） 

・契約担当部局での配布・・午前９時から午後４時ま

で 

・熊本市上下水道局ホームページにおいては、その運

用時間内 



設計図書の閲

覧期間 

平成２９年９月１３日（水）から平成３０年１月２６

日（金）まで 

場所：熊本市上下水道局ホームページ 

入札説明書等

に対する質問

の受付期間 

平成２９年９月１４日（木）から平成３０年１月１２

日（金）まで（休日を除く。）の午前９時から午後４時

まで 

質問書に対す

る回答書の閲

覧期間 

平成３０年１月１９日（金）までに開始し、平成３０

年１月２６日（金）までとする。 

場所：熊本市上下水道局ホームページ 

申請書等の提

出期限 

平成２９年９月２５日（月）の午後４時まで 

・郵送する場合は、同日までに必着（不慮の事故によ

る紛失又は遅配については考慮しない。） 

入札参加資格

確認結果の通

知（技術提案に

関する要件を

除く） 

平成２９年１０月２日（月） 

技術資料及び

技術提案書提

出期限 

平成２９年１１月２８日（火）の午後４時まで 

技術対話の期

間 

平成２９年１２月６日（水）から平成２９年１２月８

日（金）まで 

技術提案書の

改善通知 

平成２９年１２月１３日（水） 

見積書及び工

事費内訳書の

提出期限 

平成２９年１２月２２日（金）の午後４時まで 

入札参加資格

確認結果の通

知（技術提案に

関する要件） 

平成３０年１月５日（金） 

 

予定価格の通

知 

平成３０年１月１２日（金） 

技術資料及び

技術提案書の

再提出期限、入

札書及び工事

費内訳書の提

出期限     

平成３０年１月２６日（金）の午後４時まで 



開札 平成３０年２月２１日（水）１３時１０分 

場所：熊本市上下水道局 別館 1 階 入札室 

落札決定（予

定） 

平成３０年２月２２日（木）頃 

 

７ 入札手続等 

(1) 入札説明書の交付方法等 

ア 交付方法及び場所 

入札説明書は、熊本市上下水道局ホームページへの掲載又は２(1)

の契約担当部局での配布の方法により交付するものとする。郵送又は

電送（ファックス、電子メール）による交付は行わない。 

イ 交付期間・交付時間  

６で示したとおり 

  ウ 費用 

    無償とする。 

 (2) 申請書等の提出方法等 

  本件入札の参加希望者は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資

格審査調書その他の必要書類（以下「申請書等」と総称する。）を提

出し、競争入札参加資格（技術提案に関する要件を除く）の有無につ

いて熊本市上下水道事業管理者の確認を受けなければならない。提出

方法等については、次によるものとする。 

ア 提出方法 

    持参又は郵送により提出すること。電送（ファックス、電子メー

ル）により提出されたものは受け付けない。なお、申請書等の全部

又は一部を郵送する場合における郵送方法については一般書留又は

簡易書留によることとしているので、それ以外の方法により郵送さ

れたものは受け付けない。 

イ 提出期限・受付時間  

６で示したとおり     

ウ 送付先（郵送する場合） 

    〒８６２－８６２０ 熊本市中央区水前寺６丁目２番４５号 

熊本市上下水道局総務部総務課 

    なお、専用郵便番号のため、住所は省略して差し支えない。また、

封筒の表面に申請する工事名及び申請書等在中の旨を明記すること。 

  エ 提出部数 

    １部とする。 

(3) 競争入札参加資格（技術提案に関する要件を除く）の確認について

は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果（競争入札参

加資格がないと認めた場合はその理由も含む。）については、書面によ



り郵送にて通知する。 

 

８ 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌

日から起算して５日（休日を含まない。）以内に、熊本市上下水道事業

管理者に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面

（様式は自由）により説明を求めることができる。 

(2) 熊本市上下水道事業管理者は、説明を求められたときは、説明を 

求めることができる最終日の翌日から起算して３日（休日を含まな

い。）以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 

 

９ 入札参加資格者（技術提案に関する要件を除く）が１者である場合の

措置 

  入札参加資格者（技術提案に関する要件を除く）が１者である場合は、

再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。この場合にお

いては、必要に応じて当該案件に係る競争入札参加資格の変更又は工期

の変更を行うことがある。 

 

１０ 入札説明会 

入札説明会は実施しない。 

 

１１ 設計図書の閲覧 

要求水準書等の設計図書は、６で示すところにより閲覧に供する。 

 

１２ 入札説明書等に対する質問 

(1) 入札説明書又は設計図書に対する質問がある場合においては、次に

従い提出すること。 

ア 受付期間・受付時間   

６で示したとおり 

イ 提出先 

    ２(1)の契約担当部局 

ウ 提出様式 

    質問書様式（様式第８号）によること。 

エ 提出方法 

電子メール 

（宛先メールアドレス suidousoumu@city.kumamoto.lg.jp） 

件名は「質疑（企業名）」とすること。 

 (2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 

  ア 閲覧期間   

６で示したとおり 
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  イ 閲覧場所 

熊本市上下水道局ホームページ 

ウ 閲覧時間 

熊本市上下水道局ホームページ運用時間内 

 

１３ 現地調査 

現地調査を希望する者は、事前予約を行うこと。 

ア 現地調査実施期間 

平成２９年１０月３日（火）～ 平成２９年１２月２２日（金） 

イ 提出先 

    ２(1)の契約担当部局 

ウ 提出方法 

電子メール 

（宛先メールアドレス suidousoumu@city.kumamoto.lg.jp） 

   件名は「現地調査（企業名）」とすること。 

エ 現場調査日時 

申込者に電子メールで通知する。 

 

１４ 技術資料及び技術提案書の提出 

(1) ７(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次

に定める方法に従い、技術資料及び技術提案書を提出するものとする。 

ア 提出方法 

    技術資料及び技術提案書は持参により提出すること。郵送又は電

送（ファックス、電子メール）により提出されたものは受け付けな

い。 

イ 技術資料及び技術提案書の提出期限・受付時間 

６で示したとおり 

  ウ 提出部数 

    技術資料は、１部とする。 

    技術提案書については、 

正本    １部、 

副本    １部、 

電子データ １部（ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ１枚程度）とする。 

なお、白黒、カラーは問わないが、白黒複写しても分かるように工

夫すること。 

(2) 入札説明書「第４ 技術提案書作成要領」に基づかない技術提案書

については、評価の対象とせずに無効とする場合がある。 

 

１５ 技術対話の実施 

(1) 提出された技術提案書について、以下の流れで技術対話を実施する。 
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ア 技術対話の実施方法 

対面による質疑応答形式 

イ 実施場所 

    〒８６２－８６２０ 熊本市中央区水前寺６丁目２番４５号 

熊本市上下水道局内において別途指示する。 

ウ 実施期間 

６で示したとおり 

実施日時及び場所については別途通知する。 

(2) 技術対話を欠席した者は、当該入札参加資格は無効とする。 

 

１６ 技術提案書の改善 

(1) 技術提案書の改善 

ア １５の技術対話において、技術提案書の記載内容につき、次のいず

れかの場合が生じたときは、申請者は既に提出した技術提案書を改善

することができる。 

① 熊本市上下水道事業管理者が申請者に改善を求め、申請者がこ 

れに応じた場合。 

② 申請者が改善の提案を行い、熊本市上下水道事業管理者が採用し

た場合。 

イ ア①において、熊本市上下水道事業管理者が申請者に改善を要請し、

技術提案の再提出を求めるのは、以下の場合に限る。 

① 技術提案の内容に、要求水準書（別添１）を満たさない事項があ

る場合。 

② 技術提案の実現性や安全性を確認するための資料が不足してい

る場合。 

ウ イ①により、熊本市上下水道事業管理者が申請者に改善を要請した

にも関わらず、その改善がなされない場合、若しくは資料が提出され

ない場合は、当初提出した技術提案書を評価の対象とせず無効とする

場合がある。なお、改善に係る資料については、１７に従い、技術提

案書（再）として提出すること。 

(2) 技術提案書の改善通知 

熊本市上下水道事業管理者は、技術対話の結果等を踏まえ、熊本市上

下水道事業管理者が申請者に改善を要請した事項または申請者自らに

よる改善提案があった場合は、その採用の可否については、書面により

郵送にて申請者に通知する。 

 

１７ 技術資料及び技術提案書の再提出 

１６において技術資料及び技術提案書の再提出を求められた申請者は

次に定める方法に従い、技術資料及び技術提案書を再提出しなければな

らない。 



ア 提出方法 

    技術資料及び技術提案書（再）は持参により提出すること。郵送

又は電送（ファックス、電子メール）により提出されたものは受け

付けない。 

イ 技術資料及び技術提案書（再）の提出期限・受付時間 

６で示したとおり 

  ウ 提出部数 

    技術資料（再）は、１部とする。 

    技術提案書（再）については、 

正本    １部、 

     副本    １部、 

          電子データ １部（ＣＤ－Ｒ１枚程度）とする。 

なお、白黒、カラーは問わないが、白黒複写しても分かるように工

夫すること。 

 

１８ 見積書の提出 

(1) ７(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次

に定める方法に従い、技術資料及び技術提案書に基づく見積書及び見

積書に記載される見積金額に対応した工事費内訳書を提出するものと

する。 

  ただし、技術提案書の改善通知を受けた者は、それに基づく見積書

及び見積書に記載される見積金額に対応した工事費内訳書を提出する

こと。 

ア 提出方法 

見積書については、持参により提出すること。郵送又は電送（ファ

ックス、電子メール）により提出されたものは受け付けない。 

イ 見積書の提出期限・受付時間   

６で示したとおり 

  ウ 提出部数 

    １部とする。 

 

１９ 競争入札参加資格（技術提案に関する要件） 

(1) 資格条件 

入札に参加する申請者は、次に掲げる条件をすべて満たしていること。 

ア ７(2)に定める方法に従って必要書類を提出しかつ７(3)の通知に

より競争入札参加資格（技術提案に関する要件を除く）があると確認

された者であること。 

イ １４に定める方法に従って、技術提案書を提出していること。 

ウ １５(2)により、入札参加資格が失われていないこと。 

エ １８に定める方法に従って、見積書を提出していること。 



(2) 競争入札参加資格（技術提案に関する要件）の確認 

競争入札参加資格（技術提案に関する要件）の確認については、見積

書の提出期限日をもって行うものとし、結果（競争入札参加資格がない

と認めた場合はその理由も含む。）については、書面により通知する。 

 

２０ 競争入札参加資格（技術提案に関する要件）がないと認めた者に対

する理由の説明 

 (1) 競争入札参加資格（技術提案に関する要件を除く）がない旨の通知

を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（休日を含まな

い。）以内に、熊本市上下水道事業管理者に対して競争入札参加資格

がないと認めた理由について、書面（様式は自由）により説明を求め

ることができる。 

 (2) 熊本市上下水道事業管理者は、説明を求められたときは、説明を求

めることができる最終日の翌日から起算して３日（休日を含まない。）

以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 

 

２１ 予定価格の公表 

予定価格については、１９(2)の通知により競争入札参加資格があると

確認された者に対し、別途通知する。 

 

２２ 入札書の提出 

(1) １９(1)の要件を全て満たし、かつ、入札に参加する申請者は、次

に定める方法に従い、入札書及び入札書に記載される入札金額に対応

した工事費内訳書を提出するものとする。 

ア 提出方法 

入札書については、持参により提出すること。郵送又は電送（ファ

ックス、電子メール）により提出されたものは受け付けない。 

イ 入札書及び工事費内訳書の提出期限・受付時間   

６で示したとおり 

  ウ 提出部数 

    １部とする。 

(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に１００分の８に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札

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、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。 

(3) 入札執行回数は、１回とする。 

(4) 工事費内訳書は、参考図書として提示を求めるものであり、契約上

の権利義務を生じるものではない。 



 

２３ 開札等 

(1) 入札書は６で示した日時において開札し、工事費内訳書、技術資料

及び技術提案書は入札書の開札後に全ての入札参加者について確認を

行うものとする。入札参加者又はその代理人は開札に立ち会うものと

し、入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、

入札事務に関係ない職員を立ち会わせて開札を行う。 

 (2) 到達した入札書、工事費内訳書、技術資料及び技術提案書は、差し

替えをすることができない。 

(3)  一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いった

ん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。 

 (4) １４、１７及び２２の方法によらないで提出された入札書、工事費

内訳書、技術資料及び技術提案書、又は入札書提出締切日時までに到

達しなかった入札書、工事費内訳書、技術資料及び技術提案書並びに

工事費内訳書、技術資料及び技術提案書が添付されていない入札書は、

無効とする。 

 (5) 工事費内訳書、技術資料及び技術提案書を確認し、記載すべき重要

事項が欠けている、記載金額が入札金額と著しく異なる等工事費内訳

書や技術資料及び技術提案書に不備がある場合、当該入札書は無効と

する。 

(6) 予定価格を上回る価格を提示した入札は、無効とする。 

(7) 無効とした入札書、工事費内訳書、技術資料及び技術提案書は、返

却しないものとする。 

(8) 要求水準書に示す技術提案に関する要件を満たしていることが確

認できない場合は、無効とする。 

 

２４ 落札者の決定方法 

(1) 評価値は、入札参加者の提出した技術資料、技術提案書、入札価格

及びその他コストの提案額に基づき算出するものとし、企業の評価に関

する書類、配置予定技術者の評価に関する書類及び技術提案書に基づき、

技術提案等の評価を行う。 

(2) (1)の規定により算出された評価値が最も高い者（評価値の最も高い

者が２者以上ある場合にあっては技術評価点の最も高い者とする。）を

落札者として決定する。 

(3) (2)の規定により落札者となるべき者が２者以上ある場合は、くじ

により落札者を決定する。また、落札者を決定するくじを行う日時及

び場所については、該当する申請者に別途通知するものとする。 

 

２５ 入札結果の公表に関する事項 

    契約の相手方を決定した場合は、入札結果（各入札参加者の技術評価



点、評価値、入札金額、その他コストの提案額、履行確実性評価価格及

び技術提案の改善過程）について熊本市上下水道局総務部総務課での閲

覧及び熊本市上下水道局ホームページにより公表を行うものとする。 

 

２６ 落札者として選定されなかった者に対する理由の説明 

 (1) 入札参加者で落札者とならなかった者は、落札者の公表を行った日

の翌日から起算して５日（休日を含まない。）以内に、熊本市上下水道

事業管理者に対して、落札者として選定されなかった理由について、

書面（様式は自由）により説明を求めることができる。 

(2) 熊本市上下水道事業管理者は、説明を求められたときは、説明を求

めることができる最終日の翌日から起算して７日（休日を含まない。）

以内に説明を求めた者に対し書面により回答する。 

 

２７ 評価内容の確保 

(1) 落札者の技術提案書に記載された内容については、落札者と協議後、

全て契約に係る設計図書に記載することとし、落札者はこれを満たす

履行をしなければならない。また、このことによる契約金額の変更は

行わない。 

(2) 技術提案の内容に係る部分の債務については、その履行の完了が確

認できるまで存続するものとし、受注者の責めにより当該債務が履行

されない場合については、受注者の責任において再履行又は瑕疵の補

修を行うものとする。 

(3) 熊本市上下水道事業管理者は、受注者が技術提案書に記載された内

容のとおりに履行できなかった場合は、技術提案書の達成度合いに応

じた技術評価点の再計算を行い、また、受注者が提案したその他コス

トの提案額が実運用におけるコストと著しくかけ離れた場合は、２０

年間分のその他コスト額の算定を行い、次式により算出した落札時の

評価値との差に応じた金額を違約金として請求する。ただし、違約金

の額は、契約金額を上限とする。なお、違約金の算定は、引き渡し後

１年後を目途に行うものとし、次の式により算出した違約金に消費税

等相当額を加えて得た額を請求するものとする。 

違約金（税抜）＝入札価格×（１－施工後の再評価値／当初契約時  

点の評価値） 

(4) 設計図書において履行方法を指定しない部分についても、熊本市上

下水道事業管理者が提案内容等を適正と認めた場合においては、受注

者は、その部分の履行に関する責任を負うものとする。 

(5) 熊本市上下水道事業管理者は、技術提案書（技術提案書(再)を含む。

以下同じ。）に関する事項が提案者以外の者に知られることのないよう

に取り扱うものとする。 

 



２８ その他 

(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限

る。 

(2) 入札保証金 

   免除とする。 

(3) 契約保証金 

   熊本市上下水道局契約事務取扱規程において準用する熊本市契約事

務取扱規則第２２条に定めるところにより、納付を要するものとする。

ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行

保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場

合は、契約保証金を免除する。 

 (4) 入札の無効 

ア 熊本市工事競争入札心得（平成２年告示第１０７号）第５条に掲げ

るもののほか、申請書等、技術資料及び再技術提案書に虚偽の記載を

した者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者として

いた場合には落札決定を取り消すものとする。なお、開札日をもって

競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時に

おいて指名停止を受けている者その他の落札決定の時において競争

入札参加資格のない者は、競争入札参加資格のない者に該当するもの

とする。 

イ アにかかわらず４(4)に掲げる条件において示した基準に該当する

１者を除くすべてが６に示した申請書等の提出期限の翌日から起算

して３日（休日を含まない。）までに申請書等を取り下げた場合は、

残る１者の入札は有効として取り扱うものとする。 

 (5) 申請書等、技術資料及び技術提案書に関する事項 

ア 提出期限までに申請書等が到達しなかった場合は入札参加者とし

て認められないものとする。 

イ 提出期限までに技術資料及び技術提案書の全部又は一部が到達し

なかった場合、技術評価点のうち加算点が０点に満たない場合は入札

参加者として認められず、その者の行った入札は無効とする。 

ウ 申請書等、技術資料及び技術提案書の作成及び提出に係る費用は、

提出者の負担とする。 

エ 提出された申請書等、技術資料及び技術提案書は、返却しない。 

オ 提出された申請書等、技術資料及び技術提案書は、競争入札参加資

格の確認及び技術評価以外に提出者に無断で使用しない。 

カ 提出期限後における申請書等、技術資料及び技術提案書の追加、差

し替え及び再提出は、認めない。 

キ 申請書等、技術資料及び技術提案書に虚偽の記載をしたことが判 

明した場合は、当該申請書等、技術資料及び技術提案書を無効とし、



競争入札参加資格がないものとし、又は落札決定の取消し、契約締結

の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、熊本市上下水道局指

名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 

ク 技術資料及び技術提案書に虚偽記載等明らかに悪質な行為がある

と認められる場合には、当該入札を無効とし、落札決定の取消し、契

約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、熊本市上下水

道局指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 

(6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間の期

間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格がない

ものと判明した場合には、当該者に対する入札参加資格確認の通知を

理由を付して取り消すものとする。 

この旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日

（休日を含まない。）以内に、熊本市上下水道事業管理者に対して競争

入札参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めるこ

とができる。 

(7) 落札者の決定後契約締結までの間に、財団法人日本建設情報総合セ

ンターの「工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）」等により配置予定

技術者の専任制違反の事実が確認された場合等、落札者が４に規定す

る競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しない

ことができるものとする。 

(8) 配置予定技術者の確認等 

ア 申請書等、技術資料及び技術提案書に記載した配置予定の技術者 

は、開札日以降は原則として変更できないものとする。ただし、病休、

死亡、退職等のやむを得ない事由がある場合において当初の配置予定

技術者と同等以上の資格及び経験を有する者を配置するものとして

熊本市上下水道事業管理者の承認を得た場合に限り、変更することが

できるものとする。この場合において、熊本市上下水道事業管理者の

承認を得るためには診断書その他熊本市上下水道事業管理者が必要

と認める書類を提出しなければならない。 

イ 申請書提出期限日において、本市（上下水道局、交通局及び病院局

を含む。）が発注する他の案件（開札が執行されていないもの。）に配

置することを予定している技術者を本件の配置予定技術者とするこ

とはできないものとする。ただし、申請書を提出する案件数以上の技

術者数を申請書等に記載している場合は、この限りでない。この場合

において、うち１人でも要件を満たさないと評価したときは競争入札

参加資格がないと認める。また、複数の候補者を記載する場合、技術

評価点については、現場施工（据付）期間に従事する技術者の中で、

得点が最も低い者をもって評価する。 

(9) 申請書等、技術資料及び技術提案書の提出及び入札にあたっては、

熊本市工事競争入札心得及び運用基準を熟読のうえで行うこと。 



(10) 以上のほか、詳細は入札説明書による。



別添１ 評価に関する基準 工事名：都市計画事業 中部浄化センターＡ消化槽建設工事（７００１工区）【総合評価方式】 

 

評価項目 評価内容 評価基準 配点 得点 

企

業

の

評

価 

同種工事の施工実績 

国（独立行政法人、国立大学法人及び特殊法人（※１）を含

む。）、都道府県又は市町村(特別地方公共団体（※２）を含

む。）発注の工事で過去１０か年度（※３）に完成した機械

器具設置工事（※４）の施工実績（※５） 

３件 6.0点 

／6.0点 

２件 4.0点 

１件 2.0点 

０件 0.0点 

ＩＳＯ、エコアクション２１

の認証取得状況 

ＩＳＯ9001、ＩＳＯ14001又はエコアクション２１の認証を

取得している。 

いずれかに該当する 1.0点 

／1.0点 いずれにも該当しない 0.0点 

指名停止の状況 

熊本市から受けた指名停止措置（※６）で、その指名停止期

間に「指名停止期間と同期間」を加えた期間が公告日を含ん

でいるものの回数 

なし 0.0点 

／0.0点 

１回 -1.0点 

２回以上 -2.0点 

配

置

予

定

技

術

者

の

評

価 

配置予定技術者の資格 

 

※指導的技術者（※９）の 

資格（配置する場合） 

配置予定技術者の保有する資格について 

① 一級土木施工管理技士又は技術士（※７）で開札日時

点において資格取得後５年以上で、かつ申請事業者に

おける継続雇用５年以上 

② 一級土木施工管理技士又は技術士（※７）で開札日時

点において資格取得後３年以上５年未満で、かつ申請

事業者における継続雇用５年以上 

③ 一級土木施工管理技士又は技術士（※７）で開札日時点

において資格取得後 5年以上で、かつ申請事業者におけ

る継続雇用５年未満 

※指導的技術者を配置する場合には、配点の５０％を上限と

して評価する。 

配置予定技術者の評価点＋指導的技術者の評価点が点数と

なるが、満点（２．０点）を超えては評価しない。 

①に該当する。 2.0点 

／2.0点 

②又は③に該当する。 1.0点 

いずれにも該当しない。 0.0点 

主任（監理）技術者又は現場

代理人としての同種工事の施

工経験 

 

※指導的技術者（※９）の主

任（監理）技術者又は現場代

理人としての同種工事の施工

経験（配置する場合） 

国（独立行政法人、国立大学法人及び特殊法人（※１）を含

む。）、都道府県又は市町村(特別地方公共団体（※２）を含

む。）発注の工事で過去１０か年度（※３）に完成した機械

器具設置工事（※４）での主任（監理）技術者又は現場代理

人としての施工経験（※８） 

※指導的技術者を配置する場合には、配置予定技術者の評価

点＋指導的技術者の評価点が点数となるが、満点（６．０点）

を超えては評価しない。 

３件 6.0点 

／6.0点 

２件 4.0点 

１件 2.0点 

０件 0.0点 

小 計 15.0点 



 

評価項目 評価内容 評価基準 配点 得点 

施

工

計

画 

施工計画 
施工計画が現地の条件を踏まえた計画となっているかを評

価する。 

現地条件（地形、地質、環境、

地域特性等）を踏まえた詳細な

施工・工程計画、品質施工管理、

周辺環境・安全・災害対策等に

優位な工夫や品質向上への取

り組みについて評価する。 8.0点 

／8.0点 

消

化

設

備

の

性

能

・

機

能

評

価 

技術評価 

鋼板製消化槽に関する公的機関の技術評価について評価す

る。 

公的機関の技術評価とは以下に示すものを指す。 

①本下水道新技術機構 技術マニュアルまたは審査証明 

②日本下水道事業団の新技術登録制度Ⅰ類又はⅡ類 

③下水道革新的技術実証事業（B-DASH）ガイドライン 

３項目について、公的機関の技

術評価を受けている。 
3.0点 

／3.0点 

２項目について、公的機関の技

術評価を受けている。 
2.0点 

１項目について、公的機関の技

術評価を受けている。 
1.0点 

公的機関の技術評価を受けて

いない。 
0.0点 

消化設備の性能と安定性 
消化性能及び汚泥性状変化、緊急時における安定性について

評価する。 

６項目以上について、有効的か

つ具体的な提案の記述がある。 
6.0点 

／6.0点 

５項目について、有効的かつ具

体的な提案の記述がある。 
5.0点 

４項目について、有効的かつ具

体的な提案の記述がある。 
4.0点 

３項目について、有効的かつ具

体的な提案の記述がある。 
3.0点 

２項目について、有効的かつ具

体的な提案の記述がある。 
2.0点 

１項目について、有効的かつ具

体的な提案の記述がある。 
1.0点 

有効的かつ具体的な提案の記

述がない。 
0.0点 



 

評価項目 評価内容 評価基準 配点 得点 

 

消化ガス発電機 

発電電力量（計画） 

kwh／年 

消化ガス有効利用の観点に基づき、消化槽から発生する消化

ガスを燃料として、既設消化ガス発電機を運転することによ

る発電電力量について評価する。 

熱収支計算より算出された、計

画する年間の既設消化ガス発

電機発電電力量を次式により

評価する。 

評価点＝配点×（提案値-基準

値）／（各提案の最大値-基準

値） 

基準値＝87万 kwh/年 

（評価点は、小数点以下第５位

を四捨五入し算定する。） 

8.0点 

／8.0点 

消化槽配置計画 

ｍ２ 

将来的な再構築スペース確保のため、機械棟及び基礎を含ん

だ消化設備全体の占用面積について評価する。 

消化設備配置計画に基づく占

用面積を次式により評価する。 

評価点＝配点×（各提案の最小

値）／（提案値） 

（評価点は、小数点以下第５位

を四捨五入し算定する。） 

3.0点 

／3.0点 

維

持

管

理

性

の

評

価 

異常発生の抑止、解消技術 
本市における維持管理業務に大きな負担となる異常発生の

抑止、解消技術について評価する。 

６項目以上について、有効的か

つ具体的な提案の記述がある。 
6.0点 

 

／6.0点 

５項目について、有効的かつ具

体的な提案の記述がある。 
5.0点 

４項目について、有効的かつ具

体的な提案の記述がある。 
4.0点 

３項目について、有効的かつ具

体的な提案の記述がある。 
3.0点 

２項目について、有効的かつ具

体的な提案の記述がある。 
2.0点 

１項目について、有効的かつ具

体的な提案の記述がある。 
1.0点 

有効的かつ具体的な提案の記

述がない。 
0.0点 

維持管理性 
日常点検、運転管理、サポート体制など本市における維持管

理性を考慮した設計及び維持管理計画について評価する。 

３項目以上について、有効的か

つ具体的な提案の記述がある。 
3.0点 

／3.0点 

２項目について、有効的かつ具

体的な提案の記述がある。 
2.0点 

１項目について、有効的かつ具

体的な提案の記述がある。 
1.0点 

有効的かつ具体的な提案の記

述がない。 
0.0点 



 

評価項目 評価内容 評価基準 配点 得点 

環

境

へ

の

配

慮 

温室効果ガス量 

t-co2／年 

地球温暖化対策として、消化設備全体の温室効果ガス排出量

を評価する。 

計画する一年当たりの温室効

果ガス排出量を評価する。 

評価点＝配点×（各提案の最小

値）／（提案値） 

（評価点は、小数点以下第５位

を四捨五入し算定する。） 

4.0点 

／4.0点 

社

会

的

要

請 

地域への貢献 

地域社会を活性化するための対応について評価する。 

以下の３つの項目について、有効かつ具体的な提案の記述が

ある。 

1.地元企業の積極的な参画 

2.地域住民への対応 

3.その他、特別な配慮 

(但し、地元とは熊本市内の地域をいう。） 

３項目以上について、有効的か

つ具体的な提案の記述がある。 3.0点 

／3.0点 

２項目について、有効的かつ具

体的な提案の記述がある。 
2.0点 

１項目について、有効的かつ具

体的な提案の記述がある。 
1.0点 

有効的かつ具体的な提案の記

述がない。 
0.0点 

そ

の

他 

下水道資源有効利用 
将来的な見地において、既下水道資源または他バイオマス有

効利用における提案について評価する。 

有効的かつ具体的な提案の記

述がある。 
1.0点 

／1.0点 

有効的かつ具体的な提案の記

述がない。 
0.0点 

小 計 45.0点 

合 計 60.0点 



（※１）独立行政法人、国立大学法人及び特殊法人：独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に規定する独立行政法人、

国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第１項に規定する国立大学法人及び法律により直接に設立された法人又は特別の

法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法（平成１１年法律第９１号）第４条第１５号の規定の適用

を受ける特殊法人をいう。 

（※２）特別地方公共団体：地方自治法第１条の３に規定される、特別区、地方公共団体の組合及び財産区をいう。 

（※３）過去１０か年度：平成１９年４月１日から平成２９年３月３１日までの期間。 

（※４）機械器具設置工事：元請として、平成１９年度以降に日本国内において完成した、消化槽にかかる機械器具設置工事（消化槽本体に限

る。補修工事は除く。）。（共同企業体としての実績は代表者としてのものに限る。） 

（※５）施工実績：熊本市発注工事（契約担当課として工事契約課又は総務局契約検査（総）室が発注した工事並びに旧鹿本郡植木町及び旧下

益城郡城南町発注工事で合併後に熊本市で完成検査を行った工事）については、工事成績評定点が６０点以下の工事は施工実績として

認めないものとする。 

（※６）指名停止措置：熊本市工事請負及び委託契約に係る指名停止等の措置要綱（平成７年告示第１０８号）、熊本市上下水道局工事請負及

び委託契約に係る指名停止等の措置要綱、熊本市交通局工事請負及び委託契約に係る指名停止等の措置要綱又は熊本市病院局工事請負

及び委託契約に係る指名停止等の措置要綱に基づく指名停止措置をいう。 

（※７）技術士：技術士法（昭和５８年法律第２５号）による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門（選択科目を機械部

門に係るものとするものに限る。）とするものに合格し、技術士としての登録を受けていること。 

（※８）施工経験：工期の全工程期間又は現場施工（据付）期間の全期間に従事していた技術者又は現場代理人（工期途中で技術者又は現場代

理人の変更が行われている場合は、施工経験として認めないものとする。）のみを評価するものとする。 

ただし、技術者については、工場製作期間と現場施工（据付）期間において異なる技術者を配置していた場合で、現場施工（据付）

期間であることが不明な場合は、施工経験として認めないものとする。 

（※９）指導的技術者：主任（監理）技術者より、配置予定技術者の評価（「配置予定技術者の資格」及び「主任（監理）技術者又は現場代理

人としての同種工事の施工経験」の合計得点（「配置予定技術者の資格」については５０％を乗じる以前））が上位のもの。 

注）  評価項目別得点を表示する際は、小数点以下第５位を四捨五入し小数点第４位まで算定する。 

 

 

 


