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説明書の位置付け 

本説明書は、竹富町（以下「本町」という。）が発注する｢西表島汚泥再生処理センタ

ー建設工事｣（以下「本工事」という。）を行う事業者を公募型プロポーザル方式により

募集及び選定するにあたり、適用するものとする。 

プロポーザルに係る事業者の選定については、関係法令に定めるもののほか、本説明

書、要求水準書、評価基準書、様式集、参考資料及び貸与資料（以下「募集書類」とい

う。）によるものとする。 

プロポーザル参加者は、本説明書の内容を踏まえ、必要な書類を提出することとする。 

なお、本説明書の内容は要求水準書に優先するものとする。 

 

工事の概要 

本町は、東西約 42km、南北約 40km の広大な海域に大小 16 の島々によって構成される

島嶼の町である。 

町土の 8 割が森林で構成されており、希少な天然記念物・野生動植物が数多く生息・

生育するなど、貴重で豊かな自然環境に恵まれている。平成 24年 3月の公園区域及び公

園計画の変更に伴い、海域公園地区の追加・拡張、鳩間島・波照間島の編入等が行われ、

町全体の島々が西表石垣国立公園に指定されているほか、近年では安定した自然環境が

保たれていることから、エコツーリズムの拠点として発展している。 

また現在、西表島を含む 4つの区域の世界自然遺産登録を、国連教育科学文化機関（ユ

ネスコ）に申請中である。 

このような状況に鑑み、公衆衛生の確保や観光資源の保全の観点から、生活排水を衛

生的に処理するのみならず、生活排水に起因する汚濁負荷量を削減し、自然環境に配慮

した処理体制の整備が急務となっている。 

このため本工事では、し尿、浄化槽汚泥および生ごみを処理する西表島汚泥再生処理

センター（以下「本施設」という。）を整備し、生活環境の向上や自然環境の保全を図る

ものである。 

計画にあたっては、周辺地域の環境との調和を十分に図り、美観に十分配慮するとと

もに、公害防止基準を遵守し、経済的、合理的な計画を基本とし、住民に親しまれ、作業

環境も十分満足できる処理施設として整備する。 

また、計画処理区域内のし尿等を適正かつ安定的に処理ができるのみならず、維持管

理費の低減、エネルギーの有効利用および廃棄物の低減に努め、処理性能に優れた施設

を目指すものとする。 

 

１  工事名 

西表島汚泥再生処理センター建設工事 
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２  施設規模 

計画処理量 し尿： 0.7kℓ/日 

 浄化槽汚泥 8.5kℓ/日 

 計 9.2kℓ/日 

 生ごみ 20kg/日 

 

３  処理方式 

水処理：生物学的脱窒素処理方式＋高度処理 

資源化：堆肥化（汚泥再生処理センター性能指針の「資源化設備の性能に関する事項」

に適合している設備・技術によって、汚泥及び生ごみを堆肥化すること） 

 

４  建設場所 

沖縄県八重山郡竹富町高那 443番地 1 

（竹富町リサイクルセンター敷地内） 

 

５  敷地面積 

1,900㎡程度 

 

６  計画地盤高 

竹富町リサイクルセンター内地盤高（G.L.+26ｍ程度） 

 

７  放流先 

竹富町リサイクルセンター内の雨水排水沈砂池を介して、最寄りの公共用水域に放流 

 

８  工期 

着工予定 2021（令和 3）年契約日より 

竣工予定 2023（令和 5）年 3月末日 

 

９  本施設の整備に係る留意事項 

①本町は本事業の実施に関して、環境省の循環型社会形成推進交付金の適用を予定して

いる。交付金の申請等の手続きは本町において行うが、事業者は申請手続きに必要な

書類の作成等について本町を支援するとともに、期日までに交付対象に係る所定の出

来高を達成すること。 

なお、令和 3年度の交付金内示額のうち、本工事に係る金額は 448,258千円である。 

②各年度の出来高の割合について、別途協議により定めるものとするが、年度途中にお

いて次年度への一部繰延べ、または次年度分の繰上げの必要が生じることがあるため、

適切に対応すること。 

なお、このことによる請負金額の変更は行わない。 
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プロポーザル参加資格要件等 

１  参加形態 

単体による参加とする。 

 

２  参加資格要件 

プロポーザルに参加する者は、次に掲げる条件を全て満たしている者とし、期日まで

に参加資格審査書類を提出する。 

①本町の令和 3・4年度の入札参加資格業者名簿の清掃施設工事に登録されている者で、

指名停止措置（竹富町建設工事等暴力団排除措置要綱によるものを含む）を受けてい

ないもの。 

②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及び同条第 2 項の規定

に基づく本町の入札制限を受けていないこと。 

③建設業法（昭和 24年法律第 100号）に基づく清掃施設工事について、特定建設業の

許可を受けている者であること。 

④建設業法第 27 条の 23 の規定により、直前の決算に基づく経営事項審査を受け、当

該経営事項審査に係る総合評定値通知書の清掃施設工事の総合評定値（Ｐ）が、900

点以上である者。 

⑤プロポーザルに参加する者は、本事業の発注支援業務受託者※と資本若しくは人事面

において関連があるものでないこと。 

⑥プロポーザルに参加する者は、他の参加者と資本若しくは人事面において関連があ

るものでないこと。 

⑦会社更生法又は民事再生法に基づき手続開始の申立てがなされている者（手続開始

決定後、資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑧平成 22 年度以降に、元請（単体又は出資比率 20 パーセント以上の共同企業体の構

成員に限る。）として、離島における同種の新築工事（循環型社会形成推進交付金事

業による汚泥再生処理センターの新設又は更新工事）の完工実績があること。 

 

※発注支援業務受託者（以下、「窓口」という。） 

 ・沖縄県土地改良事業団体連合会 
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事業者募集及び選定に関するスケジュール等 

１  事業者募集及び選定に関するスケジュール 

本工事の事業者募集及び選定に関するスケジュール（予定）は、次のとおりとする。 

なお、スケジュールは本説明書第６章に示す選定委員会の審査の進捗状況等により変

更する場合がある。 

 

令和 3年 4月 28日（水） プロポーザル実施公告 

令和 3年 5月 10日（月）～5月 14日（金） 参加資格審査書類受付 

令和 3年 5月 18日（火） 参加資格審査結果通知 

令和 3年 5月 24日（月）～7月 30日（金） 現地視察（随時受付） 

令和 3年 5月 24日（月）～5月 31日（月） 募集書類に対する質問受付 

令和 3年 6月 7日（月） 募集書類に対する質問回答 

令和 3年 7月 30日（金） 応募書類の提出 

令和 3年 8月 13日（金） 基礎審査の結果通知、改善指示 

令和 3年 8月 20日（金） 応募書類の改善 

令和 3年 8月下旬※ ヒアリングの実施 

令和 3年 8月下旬 優先交渉権者の選定及び通知 

令和 3年 9月上旬 
契約交渉（必要により実施） 

仮契約締結 

令和 3年 9月中旬 議会承認後、本契約締結 

※日程については決定後追って通知する。 
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事業者募集及び選定に関する手順 

本工事の事業者募集及び選定に関する手順は、次のとおりとする。 

 

 

 

改善指示

本審査

優先交渉権者の選定

参加資格審査

参加資格要件を満たしていない場合

基礎審査

失格
改善が見込まれない場合

ヒアリング
見積書の提出

見積限度額を超過している場合
失格

プロポーザル実施公告

参加資格審査申請書類受付

募集書類に対する質問受付・回答

応募書類の提出

失格

現地視察
（随時受付）
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提案に関する条件 

１  応募に関する留意事項 

１-１  募集書類等の承諾 

プロポーザル参加者は、応募書類の提出をもって、募集書類及び追加資料の記載内容

を承諾したものとみなす。 

 

１-２  費用の負担 

応募に関し必要な費用は、プロポーザル参加者の負担とする。 

 

１-３  使用言語及び単位 

応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成 4年 5月 20日法律第 51号）

に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時を使用することとする。  

 

１-４  著作権 

プロポーザル参加者から提出される応募書類の著作権は、プロポーザル参加者に帰属

する。ただし、本町は、本事業の範囲において公表する場合、その他本町が必要と認める

場合には、応募書類の内容を無償で使用できるものとする。 

 

１-５  提出書類の取扱い 

提出された書類については、本町による改善指示があった事項以外、原則として変更

できないものとする。また、提出された書類は返却しない。 

 

１-６  資料の取扱い 

本町が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じる。また、こ

の検討の範囲内であっても、本町の了承を得ることなく、第三者に対してこれを使用さ

せたり、または内容を提示することを禁じる。 

募集書類に定めるもののほか、プロポーザル作成に当たって必要な事項が生じた場合

には、プロポーザル参加者に通知することとする。 

 

１-７  見積限度額 

本工事における見積限度額は 1,678,181千円（税抜）とする。 
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２  選定に関する手続き等 

２-１  事務局 

事業者の募集及び選定に係る事務局及び窓口は次のとおりとする。 

【事務局】 

沖縄県竹富町役場 町民課 

住所 ：〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町 11番地 1 

電話 ：0980-83-2574 

担当 ：課長補佐 黒島 和孝 

E-mail：kurosima-k@town.taketomi.okinawa.jp 

【窓 口】 

沖縄県土地改良事業団体連合会 

窓口 ：八重山支所 農村整備課 

住所 ：沖縄県石垣市字登野城 1263番地 1 

電話 ：0980-82-6070 

FAX  ：0980-84-1089 

担当 ：桑江 淳 

E-mail：kuwae@dokairen-okinawa.jp 

 

２-２  募集書類の配布 

本工事の募集書類は、プロポーザル公告日から参加資格審査書類受付締切りまで、  

本町のホームページよりダウンロードできる。 

 

２-３  参加資格審査申請書類の提出 

参加資格審査申請書類の提出は、次のとおりとする。 

 

１）対象  ：プロポーザル参加希望者 

２）提出書類：①プロポーザル参加資格審査申請書（第１号様式） 

       ②プロポーザル参加資格確認書（第２号様式、添付書類含む） 

３）受付期間：令和 3年 5月 10日（月）から 

       令和 3年 5月 14日（金）まで 

４）提出先 ：事務局 

５）提出方法：持参または配達記録郵便により提出すること。（受付期間内必着） 

 ※持参の場合は、9時 00分～17時 00分とする。 

 ※郵送の場合は、受付日時及び配達の記録が残る方法とすること。 

 ※提出書類は、ファイリングする等の整理をして 1部を提出すること。 

 

２-４  参加資格審査結果の通知 

参加資格審査の結果は、令和 3年 5月 18日（火）を目途に、参加資格申請書類を提出

したものに対し、書面等で通知する。 
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参加資格審査を通過した者（以下、「プロポーザル参加者」という。）には、応募書類

提出用の整理記号を合せて通知する。 

 

２-５  現場説明会 

建設予定地等に関する現場説明会は実施しない。 

なお、現地視察は提案書提出期限までの期間に随時受付を行うので、現地視察を行う 1

週間前までに第３号様式により、事務局に申し出ること。 

現地視察時は、原則として質問は受け付けないため、所定の様式により期日までに質

問書を窓口宛に、電子メールで提出すること。 

 

２-６  募集書類に対する質問受付 

募集書類の内容等に対する質問を次のとおり受付ける。 

１）受付期間：令和 3年 5月 24日（月）9時 00分から 

令和 3年 5月 31日（月）17時 00分まで 

２）提出先 ：窓口 

３）提出方法：電子メールによるものとする。 

※質問を「質問書（第４号様式）」に記入の上、電子メールに添付し窓口に送付する

こと。 

※質問受付時に事務局から受付完了メールを送付する。受付期間中に受付完了メー

ルが届かない場合は、窓口まで問い合せること。 

※ただし、募集書類の内容等でない質問、その他事務局が必要ないと判断する質問

は受付けない。 

 

２-７  募集書類に対する質問回答 

募集書類の内容等に対する質問への回答書は、令和 3 年 6 月 7 日（月）を目処に、   

プロポーザル参加者全員に対し電子メールで通知する。ただし、提出企業名は公表しな

い。 
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２-８  応募書類の提出 

応募書類の提出は次のとおりとする。 

 

ア 対  象：プロポーザル参加者 

イ 提出書類： 

①応募書類提出書（第５号様式） 

②提案図書（第６号(1)～(17)様式） 

③設計図書（第７号様式及び要求水準書に示す図書） 

ウ 受付日時：令和 3年 7月 30日（金）まで 

9時 00分～17時 00分 

エ 提 出 先：事務局 

オ 提出方法：持参によるものとする。 

※応募書類の提出にあたっては、事前に事務局に連絡の上、提出時間の指定を受ける

こと。 

※提出書類を確認後、本町は受領書を発行する。 

（１）提案図書 

提案図書は、第６号様式を表紙とし、第６号(1)～(17)の様式の順に各ページの下

に通し番号を振り、Ａ４縦長左ホッチキス綴じにより、正 1 部副 2 部及び内容を記

録したデータ（ＣＤ等）1式（ＰＤＦ形式）を提出すること。なお、提案図書は、各

様式に定める提案記入枠内に、特に指定のない限り文字サイズ 10.5ポイントにて作

成すること。 

５号(1)～(17)号の様式については、各様式２ページ以内とし、内容も企業名の特

定が出来ないよう名称を伏せたものとし、参加資格審査結果通知書に示した応募書

類提出用の整理記号を記載すること。 

（２）設計書 

設計図書は、第７様式を表紙とし、「要求水準書 第１章 第８節 １ 見積設計

図書」に示す順に A4判ファイルで綴じ、正 1部副 2部を提出すること。 

ファイルの表紙については、企業名の特定が出来ないよう名称を伏せたものとし、

参加資格審査結果通知書に示した応募書類提出用の整理記号を表紙及び背表紙に記

載すること。 
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２-９  基礎審査の結果通知 

基礎審査の結果は、令和 3年 8月 13日（金）を目処に、応募書類を提出した者に対し

電子メールで通知する。 

基礎審査を通過した者（以下、｢基礎審査通過者｣という。）には、ヒアリングの詳細を

合わせて通知する。 

基礎審査要件に適合しない場合は、改善指示を行い、応募書類の改善を求めることが

ある。 

 

２-１０  ヒアリングの実施 

基礎審査通過者を対象に、提案内容の確認のためのヒアリングを実施する。 

プロポーザル参加者は、ヒアリング時に見積書を 1 部提出すること。なお、見積書は

封筒に入れ密封し、工事名、宛先、参加者名を表記する。 

ア 対象：基礎審査通過者 

イ 実施予定：令和 3年 8月下旬 

 

２-１１  その他 

ア 優先順位 

本町が配布する資料及び回答書は、本説明書等と一体のものとし、以後、配布する

ものが本説明書等を補完・修正するものである場合には、本説明書等の内容に優先す

るものとする。 

 

イ 応募の辞退 

プロポーザル参加者は、応募書類の受付日時まで随時プロポーザルを辞退するこ

とができる。辞退する場合は、｢辞退届（第９号様式）｣を直接事務局へ持参又は配達

記録郵便で郵送すること。 

 

ウ 応募の無効 

次のいずれかに該当する場合には、無効とする。 

①受付日（令和 3年 7月 30日）を過ぎて提出書類が提出された提案 

②同一事項につき 2以上出された提案 

③見積書の氏名、金額、その他の要件が不明な提案又は記名押印を欠く提案 

④金額を欠いた、又は訂正した提案 

⑤その他提案に関し、不正の行為があった者の提案 
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応募者の審査及び候補者の選定 

１  選定委員会の設置 

応募者の審査は、透明性及び公平性を確保することを目的として設置した、「西表島汚

泥再生処理センター建設工事 事業者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）にお

いて行う。 

 

２  審査の手順及び方法 

２-１  基礎審査 

事務局において応募書類の確認を行い、設計図書の内容が募集書類に示す要件を満た

すことの確認を行う。 

 

２-２  本審査 

選定委員会において提案図書及び見積書の審査を行い、あらかじめ設定した評価基準

書に従って、優先交渉権者を選定する。 

 

３  審査結果 

審査結果は本審査の対象となったプロポーザル参加者に通知する。 
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契約等に関する事項 

１  契約等 

本工事の工事請負契約は、令和 3 年 9 月定例議会での議決後、本契約締結を予定

している。 

 

２  その他 

①優先交渉権者との契約交渉が不調に終わり、優先交渉権者が契約を締結しない場合に

は、プロポーザルの得点の高い者から順に契約交渉を行う場合がある。 

②今後の社会情勢や財政事情の変化、総合計画等の政策変更、その他不可抗力等により、

本町は事業計画及びスケジュールを変更又は中止する場合がある。 

③前項の事態に至った場合、プロポーザル参加者に対して本町は一切の責任を負わない。 

 


