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岡山県西部衛生施設組合新ごみ焼却施設整備に係る

環境影響評価業務に係るプロポーザル実施要領 

 
◇事業概要 

１ 業務の目的 

岡山県西部衛生施設組合新ごみ焼却施設整備に係る環境影響評価その２業務

（以下，「本業務」という。） は，岡山県西部衛生施設組合（以下，「本組合」

という。）が計画している新ごみ焼却施設を整備するにあたり，事業の実施が

環境に及ぼす影響について，調査，予測及び評価を行うとともに，岡山県環境

影響評価条例に基づき環境影響評価の手続きを実施することを目的とする。 

本業務の遂行にあたっては，柔軟な発想や広範かつ高度な分析力及び企画力

が求められることから，指名型プロポーザル方式により契約候補者を選定す

る。 

 
２ 業務の概要 

（１）委託業務名 岡山県西部衛生施設組合新ごみ焼却施設整備に係る 

環境影響評価その２業務 

 
（２）業務内容 本業務の内容は次のとおりとする。 

１）環境影響評価実施計画書手続き 

２）現地調査 

３）環境影響評価準備書手続き 

４）環境影響評価書手続き 

５）打合せ・協議 

※ 別紙「岡山県西部衛生施設組合新ごみ焼却施設整備に係 

る環境影響評価その２業務仕様書」の第２章 業務内容に

よる。 

 
（３）委託場所   岡山県浅口郡里庄町新庄 地内 

 

（４）委託期間 契約締結日 ～ 令和５年３月３１日 

 
（５）事 務 局 〒714-0054 岡山県笠岡市平成町１００番地 

岡山西部衛生施設組合 ごみ処理広域化施設建設室

電 話 ：0865-66-2620 

ＦＡＸ ：0865-66-2686 

Ｅメール：seibueisei@city.kasaoka.lg.jp 
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（６）事業費 委託料は，１５８，０１５，０００円 

（消費税及び地方消費税の額を含む）を上限とする。 

※ ただし，この金額は，契約時の予定価格を示すもので

はなく，提案内容の規模を示すためのものであることに留

意すること。 

 
３ 実施形式 指名型プロポーザル方式 

 
４ 選定方式及び審査 

本業務は，価格のみによる競争では目的を達成できないため，専門的な知

識，経験及び同種業務実績を有する業者を指名し，実績及び技術提案等に関する

最終選考の上，契約候補者を選定するものである。 

参加申込書を提出した者のうち，技術提案書の提案内容を評価するプロポーザル

方式によって，契約候補者を特定するものである。また，契約候補者と仕様等につ

いて協議を行い，協議が整った時点で当該業者と随意契約を締結する。 

ただし，地元協議の状況によっては委託契約書の締結が遅れる場合がある。 

 
５ 参加資格 

（１）「平成３１年度笠岡市測量，建設コンサルタント業務等契約指名競争

入札参加資格者名簿」に登載されており，「廃棄物」部門に登録があ

ること。 

 

（２）中国地方整備局管内に本社，本店，契約権限を有する支店，または営

業所を有する者で，所在地の県税を完納している者であること。 

 

（３）参加申込書の提出日から契約締結の日までの期間において，組合市町 

（笠岡市，井原市，浅口市，里庄町，矢掛町）において入札参加指名停

止を受けていない者であること。 

 

（４）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項及び同

条第２項の規定に基づく組合市町の入札参加制限を受けていないこ

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条の規定に基

づく再生手続開始の申立てがなされている者（会社更生法の規定に基
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づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開

始の申立てがなされた者であって，更生計画の認可が決定し，又は再

生計画の認可の決定が確定した者を除く。）でないこと。 

 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77 

号）第２条第６号に規定する暴力団員がその役員となっている法人そ

の他暴力団員が経営に関与していないと認められる者で，適正な競争

を妨げる恐れがないと認められる者。 

 

（７）建設コンサルタント登録規程（昭和52年建設省告示第717号）の規定

による廃棄物部門に登録があること。 

 

（８）一般社団法人持続可能社会推進コンサルタント協会の会員であるこ

と。 

 

（９）平成17年度以降に，地方公共団体（昭和22年法律第67号「地方自治

法」による地方公共団体の一部事務組合を含む。）が発注した焼却施

設又はガス化溶融施設の建設事業において，方法書，調査，予測，準

備書等に関して一連の手続きとした都道府県及び政令市条例に基づい

た環境影響評価業務（以下，「同種業務」という。）について，元請

けとして受注し，令和２年３月末までに完了した実績を有する者であ

ること。 

 

（10）管理技術者は，技術士法（昭和58年4月27日法律第25号）に基づく技術士登

録の建設部門（建設環境），環境部門（環境影響評価）又は総合技術監理

部門（建設-建設環境又は廃棄物管理計画）の資格を取得後５年以上の実務

経験を有し，かつ，同種業務における管理技術者の実績を１件以上有する

こと。 

 

（11）照査技術者は，技術士法（昭和58年4月27日法律第25号）に基づく技術士登

録の建設部門（建設環境），環境部門（環境影響評価），総合技術監理部

門（建設-建設環境又は廃棄物管理計画）又はRCCM（建設環境又は廃棄物）

の資格を取得後５年以上の実務経験を有し，かつ，同種業務者の実績を１

件以上有すること。 

 

（12）主担当技術者は，平成17年度以降に受注し令和２年３月末までに完了した
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同種業務の実績を有すること。 

 

（13）管理技術者と照査技術者は兼任できない。 

 

６ 参加申込の手続等 

（１）担当部署 「２ 業務の概要」の（４）事務局（以下，「２，（４）事務

局」という。）に同じ 

 
（２）選考スケジュール 

項    目 日      程 

指名及び実施要領の配布 令和 ２年 ４月 ６日(月) 

質問書の受付期間 
令和 ２年 ４月 ６日(月)から 

令和 ２年 ４月１０日(金)午後５時１５分まで 

質問書の回答 令和 ２年 ４月１５日(水) 

参加申込書の受付期間 
令和 ２年 ４月 ６日(月)から 

令和 ２年 ４月１７日(金)午後５時１５分まで 

会社概要書・実績及び 

技術提案書等提出期限 
令和 ２年 ４月２４日(金)午後５時１５分 

ヒアリングの実施 令和 ２年 ４月３０日（木） 

審査結果発表（通知） 令和 ２年 ５月 １日（金）（予定） 

 

７ 参加申込書の作成及び受付期間 

（１）提出書類及び部数 

次のアの書類を作成し，１部を提出すること。 

ア 参加申込書（様式２） 

 

（２）受付期間  令和２年４月６日（月）から４月１７日（金）までの  

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（土，日，祝日を除く。） 

（郵送の場合は４月１７日（金）午後５時１５分必着） 
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（３）提出場所 「２，（４）事務局」に同じ 

 
（４）提出方法   持参又は郵送（持参の場合は，受付期間のうち土・日・

祝日等を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

※提出書類の作成及び提出に要する費用は提出者負担と 

する。 

 
８ 質問書の受付及び回答 

（１）受付期間  令和２年４月６日(月)から令和２年４月１０日(金)までの 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（土，日，祝日を除く。） 

 

（２）提出方法  「２，（４）事務局」宛てに質問書（様式１）を電子メール

に添付し，提出すること。 

 

（３）回答期限及び回答方法 

          質問書に対する回答は，受付から令和２年４月１５日（水）

までの間に随時回答し，競争上の地位その他正当な利害を害

するおそれのあるものを除き，令和２年４月１７日（金）ま

で，岡山県西部衛生施設組合ホームページ及び笠岡市総務部

財政課ホームページに掲載する。 

 
９ 会社概要書・実績等の作成 

（１）提出書類及び部数 

次のイ～コの書類を作成し，各１部を提出すること。 

（オ，キ，クについては，提出日の３か月前の日以降に発

行されたものとする） 

イ 会社概要書（様式３） 

・本社所在地，本業務を所管する事業所名と所在地，資本金を記入する

こと 

・建設コンサルタント登録状況，登録部門を記入すること 

・保有する技術者数を記入すること（一人が複数の資格を有する場合は

複数でカウントする） 

・年間完成高を，会社売上高とそのうちの廃棄物部門について記入する

こと 

・過去５年間の法令違反等による指名停止について記入すること 

ウ 実績報告書（様式４） 

・「岡山県西部衛生施設組合新ごみ焼却施設整備に係る環境影響評価そ

の２業務」の過去１５年間の類似業務の経験を記入すること 

 ただし，様式５に記入する実績は除くこと 
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エ 技術者等状況表（様式５） 

・管理技術者，照査技術者，担当技術者の名前，勤務先住所を記入する

こと 

・学歴と技術士資格の衛生工学部門，建設部門，環境部門または総合技

術管理部門，環境影響評価業務の従事期間を記入すること 

・同種業務の実績及び現に従事している管理監督業務等について記入す

ること 

・技術士資格登録証又は合格証の写しを添付すること 

・６か月以上雇用しているもので，受注者の社員であることの確認でき

る書類（健康保険証等）の写しを添付すること 

オ 商業登記簿謄本（写しでも可） 

カ 提出期限の属する事業年度の直前の事業年度の財務諸表（法人の場合

は，直前１事業年度の「貸借対照表」，「損益計算書」，「株主資本等変

動計算書」及び「注記表」の写し） 

キ 県民税の完納証明書（写しでも可） 

ク 印鑑証明書（原本） 

ケ 委任状（様式６）（契約締結等に関する権限を支店長，営業所長等に

委任する場合に提出すること。） 

コ 誓約書（様式７） 

 
１０ 企画提案書の作成 

「２ 業務概要」に掲げた全ての業務について， 次のア～エまでの項目を踏ま

えて一冊にまとめた企画提案書（日本工業規格Ａ４縦型，両面カラー印刷可）を作

成すること。 

ただし，説明資料には，商号等事業者を特定し得る内容を一切記載しないこと

する。 

※ 企画提案提出書（様式８） 

 

（企画提案書の項目） 

ア 業務の実施方針（Ａ４ 片面１頁以内） 

イ 組織体制（Ａ４ 片面１頁以内） 

ウ 環境影響評価実施にあたっての留意事項と対応（Ａ４ 片面2頁以内） 

エ スケジュール（Ａ３ 片面１頁以内） 

 
１１ 会社概要書・実績・企画提案書の提出 

（１）受付期間  令和２年４月１６日（木）から４月２４日（金）までの  

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（土，日，祝日を除く。） 
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（郵送の場合は４月２４日（金）午後５時１５分必着） 

 
（２）提出場所 「２，（４）事務局」に同じ 

 
（３）提出方法   持参又は郵送（持参の場合は，受付期間のうち土・日・

祝日等を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

※提出書類の作成及び提出に要する費用は提出者負担と 

する。 

 
（４）提出書類及び部数 

   ・会社概要書及び実績等（様式３～様式７）   １部 

・企画提案提出書（様式８） １部 

・企画提案書 １５部 

・参考見積書（様式任意,内訳書含む） １部 

・上記電子データ（ＣＤ－Ｒ） １部 

※見積書には，積算根拠を明記した全体業務の見積額を記載すること。 

 
１２ プレゼンテーションの実施について 

（１）日 時 令和２年４月３０日（木） 

（※時間については，別途通知します） 

 
（２）場 所 「２，（４）事務局」の第１会議室 

 
（３）説明者・参加人数 

説明者は，本業務の取組体制に記載した者のうち担当技術

者となる者が行うこと。なお，プレゼンテーションに参加

する人数は３人以内とする。 

 
（４）説明時間   実施日時とともに通知時に案内する。 なお，質疑応答

を含め30分（説明20分，質疑10分以内） のヒアリング

を実施する。 

 

（５）説明資料   ア 一太郎，Word，Excel，又はPowerPointで作成した電子

データを予め用意すること。 

イ パソコン，プロジェクター，スクリーンは，当方で準

備する。 

ウ 企画提案書は，文章及び概念図等で表現すること。 

エ 模型及び追加資料等の持ち込みは禁止する。 
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オ プレゼンテーションの説明資料は，企画提案書に沿っ

て作成すること。 

カ 説明資料には，商号等事業者を特定し得る内容を一切

記載しないこと。 

 
１３ 審査方法 

企画提案書及びプロポーザル参加者（以下，「参加者」という。）によるプ

レゼンテーション内容を「岡山県西部衛生施設組合新ごみ処理施設整備に伴う業

務のプロポーザル選定委員会（以下，「選定委員会」という。）」で審査を行

う。 

 （１）審査区分及び審査項目 

別表のとおり 

 

（２）契約候補者の特定 

   選定委員会における審査区分及び審査項目の採点が最も高い者を契約候補

者として特定する。 

 

（３）審査結果の通知及び公表 

選定委員会での審査内容は非公開とし，審査結果は契約候補者が決定した

時点で，速やかに採点結果の合計点のみを参加者に通知するとともに， 

岡山県西部衛生施設組合ホームページ及び笠岡市総務部財政課ホームペー

ジに公表する。 

 

（４）参加申込書及び企画提案書の提出者が１者のみ又はいない場合 

ア 参加申込書及び企画提案書の提出者が１者のみの場合は，当該１者に

ついて，選定委員会において契約候補者としての適否の評価を行う。 

イ  辞退等により参加申込書及び企画提案書の提出者がいない場合は，本

件プロポーザルを取りやめる。 

 
１４ 契約の締結 

本業務の契約は，選定委員会で特定した契約候補者と業務内容について協議等を

行ない，仕様書の内容を確定した後，見積合わせの上，契約を締結するものとする。 

 
１５ 失格条件 

次に掲げるいずれかに該当した場合は，失格とする。 

（１）提出書類が提出期限を過ぎて提出された場合。 
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（２）提出書類に虚偽の記載があった場合。 

 

（３）「２業務概要（５）事業費」の予算額を超えた参考見積書を提出した場合。 

 

（４）審査及び審査の公平性を害する行為があったと選定委員会が認めた場合。 

 

（５）実施要領の内容に違反すると選定委員会が認めた場合。 

 

（６）その他本組合の指示に違反する場合。 

 

１６ その他の留意事項 

（１）業務の実績等については，日本国内の業務の実績等をもって判断するもの

とする。 

 

（２）参加申込書が提出されなかった場合は，企画提案書を提出できないものと

する。 

 

（３）参加申込書を提出した者が，提出期限までに企画提案書を提出しない場合

は，辞退したものとみなす。 

 

（４）参加申込書及び企画提案書の作成及び提出並びにプレゼンテーション等に

要する費用等は，全て参加者の負担とする。 

 

（５）提出された参加申込書及び企画提案書は返却しない。 

 

（６）提出された企画提案書類の著作権は，その参加者に帰属することとする。 

 

（７）提出書類の内容に含まれる著作権，特許権，実用新案権，意匠権，商標権その

他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手

法又は維持管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は，全て参加者が負

うものとする。 

 

（８）提出された参加申込書及び企画提案書は，契約候補者の選定以外で提出者

に無断で使用しない。なお，選定に必要な範囲において複製をすることが

ある。 

 

（９）参加者は，複数の参加申込書及び企画提案提出書を提出することはできな

い。 

 

（10）提出期限以降における参加申込書及び企画提案書の差替及び再提出は認めな

い。 
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（11）提出された企画提案書等は，笠岡市情報公開条例（平成10年条例第13 号）

に基づく情報公開請求の対象となる。 

 

（12）参加申込書又は企画提案書の提出後に辞退をする場合は，辞退届（様式自

由）を「２，（４）事務局」に持参又は郵送により提出すること。 

 

（13）参加者（参加を予定している者を含む。）又はその関係者は，選定委員会

の委員に接触することを禁止し，接触の事実が認められた場合には，失格

とすることがある。 

 

（14）本業務は，プロポーザル方式により契約候補者を選定するものであるため，

具体的な業務内容は企画提案書に記載された内容を反映しつつ選定委員会

との協議に基づいて決定するものとする。 

 

（15）本業務の契約後，受注者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難と

なった場合には，本組合は契約を解除できるものとする。この場合，本組

合に生じた損害は受注者が賠償するものとする。 

 

（16）今後の社会情勢や財政事情の変化，その他の不可抗力等により，事業計画

を変更又は中止する場合がある。この場合，参加者に対して本組合は一切

の責任を負わないものとする。 

 

（17）参加者は，参加申込書の提出をもって，実施要領の記載内容に同意したも

のとする。 


