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入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成１６年１月２１日

環境事業団 契約担当役

理事 比護 正史

◎調達機関番号 210 ◎所在地番号 13

１ 調達内容

(1) 品目分類番号 78

(2) 件 名 北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設（第１期）運転業務（平成１６年度）

(3) 調達案件の仕様等

北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設（第１期）を運転して行うＰＣＢ廃棄物の

処分作業及び当該作業に必要な人員の訓練等の附帯業務一式

(4) 履行期間 平成16年4月2日から平成17年3月31日

(5) 履行場所 福岡県北九州市若松区響町１丁目62番24

(6) 入札方法 入札金額については、業務に要する一切の費用を含めた額とする。

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の5％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るものとする ）をもって落札価格とするので、。

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、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載す

ること。

(7) そ の 他 本業務は、技術提案を受け付けた上で、入札の参加者を選定し、発注す

るものである。当該技術提案には、北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設（第１

期）を運転して行うＰＣＢ廃棄物の処分作業及びその附帯業務の実施方

法の提案のほか、業務費の提示を含むものとする。

２ 競争参加資格

（ 「 」 。）競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料 以下 競争参加申請書 という

の提出期限に於いて、次に掲げる条件を全て満たしている者であること。

(1) 予算決算及び会計令 昭和22年勅令第165号 第70条及び第71条の規定に該当しない（ ）

者であること。

(2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。

(3) 会社更生法 昭和27年法律第172号 に基づき更正手続開始の申立がなされている者（ ）

又は民事再生法 平成11年法律第225号 に基づき再生手続開始の申立がなされてい（ ）

る者でないこと。

(4) 競争参加申請書の提出期限の日から入札執行の時までに、環境事業団から、環境事

業団指名停止措置要領 平成６年環境事業団達第6号 に基づく指名停止を受けてい（ ）

ないこと。

(5) 平成５年度以降に、次の①から③までのいずれかの要件を満たす施設の運転管理の

実績を有すること その実績を持つ会社と資本及び人事面において関連があり 当。（ 、
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該会社の技術上のノウハウを使用することができる技術協力関係を確保していると

認められる者を含む ）。

①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）に基づく施設設置許

可を受けたＰＣＢ廃棄物処理施設

②日当たり処理量100t以上のごみ処理施設又はそれと同等以上のダイオキシン対策を

講じた廃棄物処理施設

③ＰＣＢ廃棄物処理施設に類似した化学プラント

(6) 次に掲げる技術者を配置できること。

①統括作業管理者

（ ） 、北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設 第１期 が高圧トランス等の大型電気機器を受入れ

ＰＣＢを抜油し、切断し、切断した部材を溶剤で洗浄し、洗浄した油を抜油したＰ

ＣＢとともに脱塩素化分解するなどの複数の工程を有するプラントであることを踏

まえ、それらの各工程において行われる運転作業を統括し、②の運転指揮者を通じ

て各作業員に対して、環境事業団が定める作業標準書に即した作業を行わせること

ができる知識及び経験を有する者であることを証する職務実績を有する者。

②運転指揮者

統括作業管理者の命を受けて、次の③及び④に掲げる者がそれぞれの責務を果たす

ことができるように的確に指揮することができる知識及び技能を有する者であるこ

とを証する職務実績を有し、かつ、次のいずれかの実務経験を有する者。

ア．化学反応、蒸留、抽出その他の化学的処理に係る装置若しくは設備又は化学反

応を伴う製造装置（以下「化学反応装置等」という ）を有する事業場におい。

て、化学反応装置等を５年以上運転した経験。

． （ 、 。 。）イ 解体工程 鉄製の高圧トランス等の切断 解体等を行う工程をいう 以下同じ

に類似した作業（以下「解体等作業」という ）を行う設備を有する事業場に。

おいて当該設備を５年以上運転した経験。

③運転作業長

、 、 、運転指揮者の命を受けて 解体工程で切断 解体された部材を溶剤で洗浄する装置

真空加熱分離装置及び脱塩素化分解装置を運転操作する作業員並びに分析担当者に

より構成される化学処理作業班員並びに解体等作業班長に作業を行わせる者であっ

て、化学反応装置等の運転操作に５年以上従事した経験を有する者。

④解体等作業班長

運転作業長の命を受けて、解体工程で作業する者により構成される作業班の長とし

て作業を行う者であって、解体等作業に５年以上従事した経験を有する者。

３ 発注手続等

(1) 担当部課

環境事業団経理部契約課

〒100-0013 東京都千代田区霞が関１-４-１ 日土地ビル

電話03-5251-1027

(2) 発注説明書の交付期間、場所及び方法

交付期間 平成16年1月21日(水)から平成16年2月2日(月)まで。
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土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から12時及び午後1時から4時ま

で（以下(3)において同じ ）。

交付場所 上記(1)に同じ。

交付方法 交付に当たっては、実費を徴収する。

(3) 競争参加申請書の提出期間、場所及び方法

提出期間 平成16年1月22日(木)から平成16年2月2日(月)午後4時まで。

提出場所 上記(1)に同じ。

提出方法 持参すること。

(4) 競争参加資格確認結果の通知及び技術提案書提出要請予定日

平成16年2月12日(木)

(5) 技術提案書の提出期限、場所及び方法

提出期限 平成16年3月3日(水)午後4時まで。

提出場所 上記(1)に同じ。

提出方法 持参すること。

(6) 技術提案書の選定結果の通知予定日

平成16年3月16日(火)

(7) 入札の日時、場所及び方法

日時 平成16年3月22日(月)午後2時

場所 環境事業団

〒100-0013 東京都千代田区霞が関１-４-１ 日土地ビル

提出方法 持参すること。

４ その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金 免除。

(3) 契約保証金 免除。

(4) 技術提案書の選定 競争参加資格が確認された者の提出した技術提案書についてヒ

アリング及び審査を実施し、評価基準を満足するものを選定する。

(5) 入札の実施 技術提案書選定者により入札を行う。

(6) 契約者の決定方法 環境事業団契約事務取扱準則（昭和57年公害防止事業団細則第

6号）第9条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効

な入札を行った者のうち最低の価格をもって入札した者を契約者とする。ただし、契

約者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履

行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが

公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる

ときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格を

もって入札した者を契約者とすることがある。

(7) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、競争参加申請書

等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効と

する。

(8) 統括作業管理者及び運転指揮者 種々の状況からやむを得ないものとして承認され
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た場合の外は、競争参加申請書に記載した者の変更は認められない。

(9) 競争参加申請書及び技術提案書作成説明会 無。

(10) 技術提案書の評価項目

①2(5)の運転管理の実績を踏まえた本業務の実施方針

（本業務がＰＣＢ廃棄物の処分作業であるという特性の理解と対処方針）

②本業務を遂行する体制（人員配置計画、教育訓練計画）の的確性

（試運転前（４・５月 、試運転期間中（６月～１１月 、営業運転（１２月～ ）） ） ）

③本業務に必要な人員の確保方策及びその確実性

（特に、作業に必要となる資格者の確保）

④作業者の安全及び衛生の確保方策の的確性、確実性

⑤日常の運転作業の品質を向上、改善させる方策の的確性、確実性

⑥運転作業を効率的に行うための工夫とコスト削減についての考え方

⑦経済性

(11) 手続における交渉の有無 無。

(12) 契約書作成の要否 要。

(13) 本業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随

意契約により締結する予定の有無 有り （次年度以降の継続業務）。

(14) 関連情報を入手するための照会窓口

上記３(1)に同じ。

(15) 平成16年4月1日以降の手続においては環境事業団からＰＣＢ廃棄物処理事業を承

継する日本環境安全事業株式会社が行う。

(16) 詳細は発注説明書による。

５ Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity : Seishi Higo,

Executive Director(in charge of the Accounting Department),Japan Environment

Corporation

(2) Classification of the services to be procured：78

(3) Subject matter of the contract：Operation of Kitakyushu (The 1st Phase)

PCB - Waste Treatment Facilities (Fiscal Year 2004)

(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents

for the qualification：4:00 P.M. 2 February (Monday) 2004

(5) Time-limit for the submission of proposals：4:00 P.M. 3 March

(Wednesday)2004

(6) Time for the submission of tenders：2:00 P.M. 22 March (Monday)

2004

(7) Contact point for tender documentation : Contract Division, Japan

Environment Corporation,1-4-1 Kasumigaseki,Chiyoda-ku,Tokyo 100-0013,

TEL03-5251-1027


