
東御市生ごみ専用袋作成委託業務プロポーザル説明書 

 

１ 業務目的 

  東御市では、上田地域広域連合で進められている「資源循環型施設」、統合

クリーンセンター・統合リサイクルプラザの整備を推進するため、東御市一

般廃棄物処理基本計画等に基づく、減量化目標値の達成のため、生ごみリサ

イクルシステムづくりに向けて、ハード面では、生ごみリサイクル施設の建

設を、ソフト面では、生ごみ分別収集システムづくりを進めてきました。 

  本業務は、生ごみリサイクル施設での優良堆肥の生産と、生ごみ分別収集

が市民の皆様の理解を得て、適切に実施されるために、「生ごみ」の収集運搬

に適し、機能的で経済性及び供給の安定性に優れた専用袋の作成について、

その業務に関わる発注を目的とする。 

 

２ 業務概要 

 

(1)委託業務名 東御市生ごみ専用袋作成委託業務 

 

(2)委託業務内容 

ア 生分解性プラスチックを材料に、家庭系生ごみ用専用袋及び事業系用 

生ごみ専用袋を作成し、市の指定する場所に納入を行う。 

イ 密閉式発酵装置に適した生分解性プラスチックの専用袋とする。 

ウ 継続的に安定供給できる専用袋とする。 

エ 納入回数は、年間複数回とし、在庫数量から、発注者と協議にて発注

数量を決定し作成を行う。 

オ 専用袋の仕様は、別紙１の内容を満たすものとするが、提案が可能な範

囲は審査にて判断する。 

 

(3)予算額 市の予定価格以内とする。なお、見積額が１種類でも予定価格を

超えた場合は、失格とする。（各々の袋１枚当たりの金額）また、参加表明

書及び提案書の作成・提出並びに審査に関するヒアリングに要する費用は、

提出者の負担とする。 

 

(4)履行期間  契約締結日から平成３０年３月３１日まで 

  但し年度毎の予算成立を前提として平成３２年３月３１日まで、自動更新

とする。 

 



(5)発注者  東御市長 花岡 利夫 

 

(6)業務成果品 

 ア 生分解性プラスチック   家庭系生ごみ専用袋 

         平成２９年度  予定数量  １５０,０００枚 

 

 イ 生分解性プラスチック   事業系生ごみ専用袋 

         平成２９年度  予定数量   ６０,０００枚 

 

(7)納入期限 

   初回の納入期限は、平成２９年１０月３１日までとする。発注数量は、

発注者との協議により決定する。 

   

３ 参加要件 

(1) 参加表明書提出の時点において平成２９年度の東御市における物品等の

入札参加資格を有すること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の一

般競争入札に参加させることができない者又は同条第２項の一般競争入

札に参加させないことができるものに該当しないものであること。 

(3) 暴力団員（暴力団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（以下同じ。））又は暴力団関

係事業者（暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第２号に

規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。）に該

当しない者であること。 

(4) 東御市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要綱（平成１６年告示第

１４号。以下「指名停止要綱」という。）第２条第１項の規定による指名

停止を受けていないものであること。 

(5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく再生手

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き開始の申立てがなされている者（会社再生法の規

定に基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、再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ものを除く。）でないこと。 

(6) 次に掲げる税を滞納しているものでないこと。 

① 本店及び事業所が所在する都道府県及び市区町村の税 

② 消費税及び地方消費税 



 

４ 手続き等 

(1) 担当部局 

 〒３８９－０５１６  長野県東御市田中 656番地 2 

  東御市役所市民生活部生活環境課クリーンリサイクル係 

     (東部クリーンセンター内)  

    電話：０２６８－６３－６８１４（FAX兼用） 

    電子メール：clean-center@city.tomi.nagano.jp 

 

(2) プロポーザル参加表明に係る関係資料の交付 

ア 交付資料 

① プロポーザル説明書（本書） 

② プロポーザル作成要領 

 

イ 交付期間 

平成２９年７月１３日（木）から７月２４日（月）まで 

  （土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。） 

  交付時間は、午前９時から午後５時まで（最終日は午後３時まで） 

ウ 交付場所  上記(1)の担当部局 

上記資料は、東御市のホームページからも入手可能 

 （URL：http://www.city.tomi.nagano.jp/） 

 

(3) 参加表明書の提出 

ア 提出期限  平成２９年７月２４日（月） 午後５時まで  

イ 提出場所  上記(1)の担当部局 

ウ 提出方法  持参（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く午前９時から  

午後５時まで。）又は郵送（配達証明付書留郵便に限る。提出期限内必

着のこと） 

エ 様式    別添のプロポーザル作成要領に定めるところによる。 

 

(4) 参加表明及び業務内容に関する質問の受付期間、提出場所、提出方法及び

その回答方法 

ア 質問は、文書（様式は別紙による）の持参（土曜日、日曜日及び祝祭   

日を除く午前９時から午後５時まで）、郵送（配達証明付書留郵便に限

る）又は電子メールにより受け付ける（ただし、電子メールの場合は必

ず電話にて担当部局に着信を確認すること）。 



① 質問の提出先：上記(1)の担当部局 

② 質問受付期間：平成２９年７月１３日（木）から平成２９年７ 

月１８日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く午前９時

から午後５時まで） 

イ 質問に対する回答は、平成２９年７月２０日（木）までに、電子メー  

ルにて回答する。なお、平成２９年７月２４日（月）までに全ての質問

回答を市ホームページに掲載する。（質問者名は不掲載）。 

 

(5) 提案書提出要請者の決定及び通知（第一次選考） 

ア 市は、参加表明書提出者の選定基準に基づき、提出された参加表明書

等の書類審査により提案者を選定する。 

イ 市は前項の選定を受けた者に対し、提案書の提出の要請をするものと

し、提出を要請しないとした者についても、書面によりその旨を通知す

るものとする。 

ウ 第一次選考結果の通知  平成２９年７月２５日（火）発送（予定） 

 

(6) 提案書の提出 

ア 提出期限 平成２９年８月１日（火） 午後３時まで 

イ 提出場所 上記(1)の担当部局 

ウ 提出方法 持参（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く午前 9 時から午  

後５時まで。ただし、８月１日（火）は、午後３時まで）又は郵送（配

達証明付書留郵便に限る。提出期限内必着のこと。） 

エ 様式   別紙のプロポーザル作成要領に定めるところによる。 

 

(7) 最優秀提案者の特定（第二次選考） 

第一次選考を通過し、提案書を提出した者について、第二次選考において

評価委員会が提案書の評価及びヒアリングを実施し、最優秀提案者の特定

基準に基づき、提案者の順位を決定する。なお、ヒアリングの詳細は、別

途通知する。 

 

 

 

 

 

 

 



５ 参加表明書提出者の選定基準及び最優秀提案者の特定基準 

(1) 参加表明書提出者の選定基準（第一次選考） 

 

評価項目 評価事項 

１ 基本的事項  参加要件 適切である 

 

(2) 最優秀提案者の特定基準（第二次選考） 

 

評価項目 評価事項 

１ 価格点（５０点） 

・家庭系（４０点） 

・事業系（１０点） 

見積価格の妥当性 最低見積価格との比較 

比較は、税抜き価格で行い、少

数点第３位以下を切り捨てる 

 

２ 企業実績 

（１２点） 

同種又は類似業務

実績 

企業及び本業務従事者に以下

の実績があるか 

・地方公共団体発注の納品、製

造の業務実績 

３ 提案内容 

   （３８点） 

業務の基本認識 構築するシステムと専用袋の

関連性が適切である 

専用袋の性能 

 

耐久性等の袋の性能について、

理論的且つ具体的な提案がさ

れているか 

指定提案事項 専用袋の改良、色の選定、 

製造月からの強度（使用期限） 

納入回数、適正管理方法等につ

いて具体的な提案がされてい

るか 

安定供給と緊急対

応性 

安定供給と緊急対応策は十分

であるか 

 

 

６ 評価 

(1) 第一次選考：平成２９年７月２５日頃の予定 

(2) 第二次選考：平成２９年８月３日頃の予定 

 

 



７ 評価委員会 

  最優秀提案者の特定までに係る評価は、評価委員会で行う。   

  

８ 失格 

  次の一つに該当する場合には失格となることがある。 

(1) 評価委員に直接、間接を問わず当該業務に関し連絡を求めた場合 

(2) 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合 

(3) 参加申込後、指名停止要綱の規定による指名停止を受けた場合 

 

９ 随意契約 

 

  市長は、最優秀提案者として特定された者を当該業務に係る随意契約の相

手とするものとする。ただし、特定された者に事故等がある場合は、次点者

を随意契約の相手方とするものとする。  

 

１０ その他 

(1) 手続きにおいて使用する言語、通貨：日本語、日本円。なお、数字はアラ

ビア数字を用い、外国語はカタカナで記入すること。 

(2) 現地説明会は行わない。 

(3) 契約書作成の要否：要 

(4) 無効となる参加表明書又は提案書 

参加表明書又は提案書が次の一つに該当する場合には無効となることが

ある。 

ア 提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

イ プロポーザル作成要領に指定する作成様式及び記載上の留意事項に 

示された条件に適合しないもの。 

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

オ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。 

カ 虚偽の内容が記載されているもの。 

(5) 非選定及び非特定理由の説明 

提案書の提出者として選定されなかった者及び提案書を提出した者のう

ち最優秀提案者として特定されなかった者に対して、その旨及びその理由

を書面により通知する。 

(6) その他 

ア 提出期限までに参加表明書が到着しなかった場合及び提案書の提出



者として選定された旨の通知を受けなかった場合は、提案書を提出する

ことはできない。 

イ 提出された参加表明書及び提案書は、提案書の提出者の選定及び最 

優秀提案者の特定以外に提出者に無断で使用しないものとする。 

ウ 参加表明書及び提案書に虚偽の記載をした場合には。参加表明書又 

は提案書を無効とするともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措

置を行うことがある。 

エ 提出された書類は、選定及び特定を行う作業に必要な範囲又は返却 

する場合において、複製を作成することができる。 

オ 提出期限以降において参加表明書及び提案書の差し替え及び再提出

は認めない。また、参加表明書及び提案書に記載した配置予定の者は、

病休、死亡、退職等極めて特別な場合を除き、変更することができない。 

カ 特定されなかった提案書の返却を希望する場合は、その旨提案書に 

記載すること。 

キ 提案書の提出者として選定された者を公表することがある。 

ク 提出された提案書は、公平性、透明性、客観性を期するために公表  

することがある。 

ケ 提案書の作成のために発注者から受領した資料は、発注者の了解な 

く公表・使用することはできない。 

コ 参加表明書及び提案書の提出は、一者につき１案とする。 

サ 審査結果についての異議申し立ては受け付けない。 

シ 質疑応答書は、この説明書の修正又は追加とみなす。 

【スケジュール（再掲）】 

① 関係資料交付 平成 29年 7月 13日（木）AM9～平成 29年７月 24日（月）PM3 

② 参加表明書受付 平成 29年 7月 13日（木）AM9～平成 29年 7月 24日（月）PM5 

③ 質問受付 平成 29年 7月 13日（木）AM9～平成 29年 7月 18日（火）PM5 

④ 回答期限 平成 29年 7月 20日（木） 

⑤ 第一次選考 平成 29年 7月 25日（火）頃 

⑥ 提案書提出期限 平成 29年 8月 1日（火）PM3 

⑦ ヒアリング 平成 29年 8月 3日（木）頃 

⑧ 第二次選考 平成 29年 8月 3日（木）頃 

 


