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１ 提出書類及び記述要領 

（１） 入札参加者資格確認時の提出書類 

入札説明書第２章３(２)に記載された参加表明書については、次の様式により

提出すること。提出部数は１部とする。 

ア 参加表明書 (様式１－１) 

書式に従い、グループ名称等必要事項を記述し押印の上、提出すること。 

イ グループ構成員一覧 (様式１－２) 

入札説明書「入札に参加する者に必要な資格」に基づき入札参加グループ

の構成員の名称等必要事項を記述し各社押印の上、提出すること。なお、入

札参加企業で応募する場合は不要です。 

ウ グループ構成員連絡先一覧 (様式１－３) 

様式１－２記述の各構成員の連絡先(担当者)を記述し提出すること。 

エ 委任状(構成員→代表企業) (様式１－４) 

様式に従い、必要事項を記述し各社押印の上、提出すること。 

オ 参加資格確認申請書    (様式１－５) 

書式に従い、必要事項を記述し押印の上、提出すること。 

〈添付書類〉 

(ア) 千葉県建設工事入札参加業者資格者名簿又は千葉県物品等入札参加業

者適格者名簿(委託)に登載されていることを証する書類 

カ 設計業務を行う企業の参加資格要件一覧 (様式１－６－１) 

一級建築士事務所の登録状況、設計業務実績を記述し、提出すること。 

〈添付書類〉 

(ア) 千葉県建設工事入札参加業者資格者名簿に登載されていることを証す

る書類 

(イ) 建設士法第２３条の規定に基づく一級建築士事務所登録を行っている

者であることを証する書類 

(ウ) 設計実績で基準施設規模を上回っていることを証する書類 

キ 施設整備業務(土木工事、建築工事、機械器具設置工事、電気工事)を行う

企業の参加資格要件一覧(様式１－６－２ ①②③④⑤) 

特定建設業の許可状況、経営事項審査状況、工事実績、配属予定技術者の

内容等を記述し、提出すること。 

〈添付書類〉 

(ア) 千葉県建設工事入札参加業者資格者名簿に登載されていることを証す

る書類 
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(イ) 建設業法第３条第１項の規定に基づく、土木工事一式工事、建築一式

工事、機械器具設置工事及び電気工事に係る特定建設業の許可を受け

ていることを証する書類 

(ウ) 入札日の１年７月前の日の直後の営業年度終了の日以降に、建設業法

第２７条の２３第１項の規定に基づく経営事項審査を受け、各業種毎

に示す総合評定値又は総合評点の基準点を上回っていることを証する

書類 

(エ) 各業務を行う企業が、工事実績で基準施設規模を上回っていることを

証する書類 

(オ) 主任技術者又は監理技術者として配属する予定者の氏名、資格及び工

事実績を証する書類 

ク 維持管理・運営業務のうち保守管理業務、排水処理業務及び上澄水の返送

業務を行う企業の参加資格要件一覧(様式１－６－３) 

業務実績を記述し、提出すること。 

〈添付書類〉 

(ア) 千葉県物品等入札参加業者適格者名簿(委託)に登載されていることを

証する書類 

(イ) 保守管理業務、排水処理業務及び上澄水の返送業務を行う企業が、業

務実績を証する資料 

（２） 入札辞退時の提出書類 

参加表明以後、入札参加者が入札を辞退する場合は、入札辞退届を１部提出

すること。 

ア 入札辞退届(様式２) 

（３） 入札時の提出書類 

提出書類一覧 

入札提出書類は次の７種類である。書類を提出するときには、所定の表紙を

付け、それぞれの区分を１冊とし《 》内に掲げる部数を提出すること。 

ア 提案提出書《１部》 

提案提出書            (様式３－１) 

提出必要書類一覧         (様式３－２) 

イ 入札書《１部》 

委任状(必要な場合)        (様式４－１) 

入札書              (様式４－２) 

誓約書              (様式４－３) 
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ウ 組織・運営体制提案書《２０部》 

組織・運営体制提案書       (様式５) 

参加企業一覧           (様式５－１) 

事業スキーム           (様式５－２) 

組織運営体制           (様式５－３) 

エ 事業計画提案書《２０部》 

事業計画提案書          (様式６) 

(１)リスク分担の考え方 

リスク分担の基本的考え方     (様式６－１－１) 

リスク分担一覧          (様式６－１－２) 

(２)保険の付保 

保険の付保(第三者賠償保険)    (様式６－１－３) 

保険の付保(その他の保険)     (様式６－１－４) 

(３)資金計画 

長期安定性            (様式６－２－１) 

運転資金の不足に対する対応策   (様式６－２－２) 

事業破綻時            (様式６－２－３) 

事業費の調達に関する考え方    (様式６－２－４) 

自己資本内訳           (様式６－２－５) 

株主企業による劣後融資      (様式６－２－６) 

匿名組合出資           (様式６－２－７) 

外部借入等            (様式６－２－８) 

その他資金調達手法        (様式６－２－９) 

資金調達の確実性         (様式６－２－10) 

金利変動に伴うサービス購入料の改定(様式６－２－11) 

排水処理施設整備等費用 積算表  (様式６－２－12) 

(４)事業収支 

収支計画の前提(収入)       (様式６－３－１－ａ，ｂ，ｃ，ｄ) 

収支計画の前提(支出)       (様式６－３－２－ａ，ｂ，ｃ，ｄ) 

サービス購入料の内訳：発生土再生利用業務費 

(様式６－３－３－ａ，ｂ，ｃ) 

サービス購入料の内訳：電気・燃料・水道料金積算表 

(様式６－３－４－ａ，ｂ) 

収支計画の考え方         (様式６－３－５) 
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長期収支計画表          (様式６－３－６) 

２０年間償還表          (様式６－３－７) 

キャッシュフロー計算       (様式６－３－８) 

契約保証金に関する考え方     (様式６－３－９) 

有価証券報告書等         (様式６－３－10) 

入札参加者の構成員のうち、代表企業、ＰＦＩ事業者に出資する構成員

及びＰＦＩ事業者に劣後融資を拠出する構成員については、有価証券報告

書中次の事項の当該箇所(報告書を作成していない場合は、税務申告書の

該当箇所)の写しを提出すること。また、基礎審査における事業遂行能力

の確認(別紙資料「落札者決定基準」を参照)で、代替信用補完措置を必要

とする出資者がいる場合は、代替信用補完措置への対応について記載し、

その根拠を示す書類を提出すること。(様式自由) 

・企業単体の賃借対照表及び損益計算書(最近３期分) 

・企業単体の減価償却明細票(最近３期分) 

・連結決算の貸借対照表及び損益計算書(最近１期分) 

・代替信用補完措置への対応(＊必要な場合のみ) 

オ 技術提案書《２０部》 

(１)全体的事項                   (様式７－１) 

全体概要書                   (様式７－１－１) 

排水処理施設の設計及び建設に関する安定性・信頼性の確保 

(様式7－１－２) 

排水処理施設の設計及び建設に関する設備更新への配慮 

(様式７－１－３) 

維持管理・運営業務に関する安定性の確保     (様式７－１－４) 

維持管理・運営業務に関する実施体制       (様式７－１－５) 

維持管理・運営業務に関する非常時の対応計画   (様式７－１－６) 

維持管理・運営業務に関する保安体制       (様式７－１－７) 

発生土再生利用に関する安定性の確保       (様式７－１－８) 

発生土再生利用の拡大              (様式７－１－９) 

周辺環境への配慮                (様式７－１－10) 

地球環境への配慮                (様式７－１－11) 

施設配置計画                  (様式７－１－12) 

排水処理フロー図                (様式７－１－13) 

工事工程表                   (様式７－１－14) 
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(２)施設整備計画                  (様式７－２) 

機械設備計画(高濃度汚泥の受入れから濃縮工程)  (様式７－２－１) 

機械設備計画(     〃   ：主要設備リスト)(様式７－２－２) 

機械設備計画(低濃度汚泥の受入れから濃縮工程)  (様式７－２－３) 

機械設備計画(     〃   ：主要設備リスト)(様式７－２－４) 

機械設備計画(濃縮汚泥引抜きから脱水工程)    (様式７－２－５) 

機械設備計画(     〃   ：主要設備リスト)(様式７－２－６) 

機械設備計画(上澄水集水から返送工程)      (様式７－２－７) 

機械設備計画(     〃   ：主要設備リスト)(様式７－２－８) 

機械設備計画(場内発生土貯留工程)        (様式７－２－９) 

機械設備計画(     〃   ：主要設備リスト)(様式７－２－10) 

機械設備計画(乾燥工程(提案する場合))      (様式７－２－11) 

機械設備計画(     〃   ：主要設備リスト)(様式７－２－12) 

機械設備計画(その他必要な工程)         (様式７－２－13) 

機械設備計画(     〃  ：主要設備リスト) (様式７－２－14) 

機械設備計画(耐震性)              (様式７－２－15) 

電気計装設備計画(受変電設備)          (様式７－３－１) 

電気計装設備計画(  〃   ：主要設備リスト) (様式７－３－２) 

電気計装設備計画(動力設備)           (様式７－３－３) 

電気計装設備計画(  〃    ：主要設備リスト) (様式７－３－４) 

電気計装設備計画(計装設備)           (様式７－３－５) 

電気計装設備計画(  〃    ：主要設備リスト) (様式７－３－６) 

電気計装設備計画(計装フロー図)         (様式７－３－７) 

電気計装設備計画(監視制御設備)         (様式７－３－８) 

電気計装設備計画(  〃  ：主要設備リスト)  (様式７－３－９) 

電気計装設備計画(  〃  ：入出力項目リスト) (様式７－３－10) 

電気計装設備計画(耐震性)            (様式７－３－11) 

土木施設計画(新設濃縮施設等)          (様式７－４－１) 

土木施設計画(連絡管)              (様式７－４－２) 

土木施設計画(外構施設)             (様式７－４－３) 

脱水機棟計画(概要)               (様式７－５－１) 

脱水機棟計画(必要諸室リスト)          (様式７－５－２) 

脱水機棟計画(構造・耐震計画)          (様式７－５－３) 

脱水機棟計画(施設計画)             (様式７－５－４) 
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脱水機棟計画(ゾーニング・動線計画)      (様式７－５－５) 

脱水機棟計画(機器搬出入計画)         (様式７－５－６) 

脱水機棟計画(主要設備機器の次期更新計画)   (様式７－５－７) 

脱水機棟計画(仕上げ)             (様式７－５－８) 

脱水機棟計画(建築付帯機械設備)        (様式７－５－９) 

脱水機棟計画(建築付帯電気設備)        (様式７－５－10) 

脱水機棟計画(修繕計画)            (様式７－５－11) 

既存脱水機棟利用計画             (様式７－６－１) 

既存脱水設備等の撤去計画           (様式７－７－１) 

(３)維持管理・運営計画              (様式８) 

排水処理月別運転計画書(前期)         (様式８－１－１) 

排水処理月別運転計画書(後期)         (様式８－１－２) 

水収支フロー図(前期)             (様式８－２－１) 

水収支フロー図(後期)             (様式８－２－２) 

水収支計算書(前期)              (様式８－３－１) 

水収支計算書(後期)              (様式８－３－２) 

維持管理の考え方(濃縮設備)          (様式８－４－１) 

維持管理の考え方(   〃   ：点検リスト)  (様式８－４－２) 

維持管理の考え方(   〃   ：修繕リスト)  (様式８－４－３) 

維持管理の考え方(脱水設備)          (様式８－４－４) 

維持管理の考え方(   〃   ：点検リスト)  (様式８－４－５) 

維持管理の考え方(   〃   ：修繕リスト)  (様式８－４－６) 

維持管理の考え方(上澄水返送設備)       (様式８－４－７) 

維持管理の考え方(   〃   ：点検リスト)  (様式８－４－８) 

維持管理の考え方(   〃   ：修繕リスト)  (様式８－４－９) 

維持管理の考え方(場内発生土貯留設備)     (様式８－４－10) 

維持管理の考え方(   〃   ：点検リスト)  (様式８－４－11) 

維持管理の考え方(   〃   ：修繕リスト)  (様式８－４－12) 

維持管理の考え方(乾燥設備(提案する場合))   (様式８－４－13) 

維持管理の考え方(   〃   ：点検リスト)  (様式８－４－14) 

維持管理の考え方(   〃   ：修繕リスト)  (様式８－４－15) 

維持管理の考え方(その他必要な設備)      (様式８－４－16) 

維持管理の考え方(   〃   ：点検リスト)  (様式８－４－17) 

維持管理の考え方(   〃   ：修繕リスト)  (様式８－４－18) 
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維持管理の考え方(電気計装設備)        (様式８－４－19) 

維持管理の考え方(   〃   ：点検リスト)  (様式８－４－20) 

維持管理の考え方(   〃   ：修繕リスト)  (様式８－４－21) 

維持管理の考え方(建築物及びコンクリート構造物)(様式８－４－22) 

維持管理の考え方(   〃   ：点検リスト)  (様式８－４－23) 

維持管理の考え方(   〃   ：修繕リスト)  (様式８－４－24) 

維持管理の考え方(外構)            (様式８－４－25) 

維持管理の考え方(   〃   ：点検リスト)  (様式８－４－26) 

維持管理の考え方(   〃   ：修繕リスト)  (様式８－４－27) 

年度別維持管理計画表             (様式８－４－28) 

上澄水質管理計画               (様式８－５－１) 

上澄水質管理計画(水質測定項目リスト)     (様式８－５－２) 

上澄水質管理計画(監視制御項目、制御方法)   (様式８－５－３) 

汚泥量の確認方法               (様式８－６－１) 

排水処理施設清掃計画             (様式８－７－１) 

実施体制                   (様式８－８－１) 

実施体制(非常時バックアップ体制)       (様式８－８－２) 

非常時の対応計画(１)故障時          (様式８－９－１) 

非常時の対応計画(２)災害時及び事故時     (様式８－９－２) 

保安に対する考え方              (様式８－10－１) 

(４)発生土再生利用計画              (様式９) 

発生土再生利用計画書             (様式９－１－１) 

受入表明書                  (様式９－１－２) 

再生利用用途とその計測方法          (様式９－２) 

発生土搬出計画書（前期）           (様式９－３－１) 

発生土搬出計画書（後期）           (様式９－３－２) 

発生土保管計画書（前期）           (様式９－４－１) 

発生土保管計画書（後期）           (様式９－４－２) 

高々濁度時の再生利用計画及び発生土再生利用の用途拡大等 

(様式９－５) 

(５)環境計画                   (様式 10) 

緑地計画                   (様式 10－１－１) 

周辺環境への配慮               (様式 10－１－２) 

エネルギー使用量計算書(前期)         (様式 10－２－１) 
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月別電力使用量算出表(前期)          (様式 10－２－２) 

排水処理施設月別燃料使用量算出表(前期)    (様式 10－２－３) 

発生土運搬に伴う燃料使用量(前期)       (様式 10－２－４) 

エネルギー使用量計算書(後期)         (様式 10－３－１) 

月別電力使用量算出表(後期)          (様式 10－３－２) 

排水処理施設月別燃料使用量算出表(後期)    (様式 10－３－３) 

発生土運搬に伴う燃料使用量(後期)       (様式 10－３－４) 

二酸化炭素排出量計算書(前期)         (様式 10－４－１) 

二酸化炭素排出量計算書(後期)         (様式 10－４－２) 

窒素酸化物排出量計算書(前期)         (様式 10－５－１) 

窒素酸化物排出量計算書(後期)         (様式 10－５－２) 

(６)その他                    (様式 11) 

関連法令リスト                (様式 11－１) 

業務引継に対する考え方            (様式 11－２) 

(７)設備容量計算書                (様式 12) 

設備容量計算(高濃度汚泥の受入れから濃縮工程) (様式 12－１) 

設備容量計算(低濃度汚泥の受入れから濃縮工程) (様式 12－２) 

設備容量計算(濃縮汚泥引抜きから脱水工程)   (様式 12－３) 

設備容量計算(上澄水集水から返送工程)     (様式 12－４) 

設備容量計算(場内発生土貯留設備)       (様式 12－５) 

設備容量計算(乾燥工程(提案する場合))     (様式 12－６) 

設備容量計算(その他必要な工程)        (様式 12－７) 

カ 設計図面提案書《Ａ１版 ５部》《Ａ３版（縮小版） ２０部》 

(８)設計図面提案書                (様式 13)  

全体平面図 

Ａ１版：Ａ４版の図面袋に入れ、図面袋に様式 13 を添付して提出 

Ａ３版：（縮小版）は指定様式に添付 

脱水機棟計画 

Ａ１版：Ａ４版の図面袋に入れ、図面袋に様式 13 を添付して提出 

Ａ３版：（縮小版）は指定様式に添付 

キ 提案書資料集《２０部》 

提案書資料集                 (様式 14) 

資料集リスト(カタログ含む)          (様式 14－１) 
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２ 作成上の留意点 

提案書類は、本件事業の目的を理解し、業務要求水準書及び落札者決定基準等を

精読の上、作成すること。 

（１） 企業名の記述 

県水道局が指定した部分を除き、入札参加者(協力企業を含む。)の会社名及び

会社を類推できる記述(ロゴマークの使用等)は行わないこと。 

（２） 記述内容 

各様式中の記述は、明確、具体的かつ、簡潔にすること。 

造語及び略語等は、専門用語及び一般用語を用いて初出の箇所に定義を記述す

ること。 

他の様式や補足資料に関連する事項が記述されているなど、参照が必要な場合

は、該当するページ等を記述すること。 

（３） 書式等 

・ 各提出書類に用いる言語は日本語、通貨は円、単位は様式中に指示した単

位とすること。 

・ 使用する用紙は、表紙を含め、Ａ４縦長又はＡ３横長、横書きとすること。 

・ また、様式内に複数の記述指示項目があるものは、記述指示項目(太字で記

述されているもののみ)を記述し、次の行から提案内容を記述すること。 

注)太字の記述指示項目ごとに、必ず記述すること。何も記述が無い場合

は、失格になる場合がある。 

例：提案することが無い場合でも「提案事項無し」あるいは「該当事項無

し」と記述すること。 

・ ページ数に制限がある場合は、それに従うこと。 

・ 図表、写真等は適宜使用して構わないが、この場合も規定のページ数に含

めること。 

・ 様式で使用する文字のポイント数は指定しないが、読みやすい大きさで記

述すること。 

・ なお、色の使用については、特に指定していない限り自由とする。 

・ 図面はＪＩＳの建築製図通則に従うこと。図面については、右下に「(仮称)

江戸川浄水場排水処理施設整備等事業提案」、図面名称及び県水道局から

送付された参加資格審査結果通知に記述されている番号(以下「提案受付番

号」という)を記述すること。 

・ カタログ等の添付資料は別冊とし、資料表紙左上に添付資料番号及び資料

右上に提案受付番号を記述すること。 
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（４） 編集方法 

・ 書類は、様式 No の順序どおりに編集すること。様式ごとに原則として両

面印刷すること。 

・ 提出書類の分冊ごとに、各ページの下中央に通し番号を付すとともに、右

上の欄に提案受付番号を記述すること。なお、インデックスは付さないこ

と。 

・ Ａ１の図面は、原寸で５部提出し、Ａ３に縮小したものを指示された様式

の次ページにＡ４版片とじで折り込み挿入すること。なお、Ａ１の図面に

ついては、まとめて、Ａ４サイズの布製図面袋等に入れて提出すること。 

・ 提案書類は、図面等別に指示があるものを除き、Ａ４縦型左綴じとするこ

と。 

（５） 提出方法 

・ 入札書は封かんの上、提出すること。 

・ 入札書類の提出に当たっては、すべての提案内容を記録した CD－ROM１組

を添付すること。ただし、設計図面提案書は除くこととする。なお、提案

書作成に用いるアプリケーションソフトは、Microsoft 社の Word、Excel の

いずれかとし、特に指定の無い場合は Word を使用して以下に示す県水道

局の作業環境に対応するファイル形式とすること。 

OS:Windos 2000 

使用アプリケーションソフト：Word2002、Excel2002 

 


