
北九州市公告第４９４号 

一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する

北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」とい

う。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

令和元年１１月２０日 

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 調達内容 

（１） 特定役務の名称 

新日明工場整備運営事業（以下「本事業」という。） 

（２） 履行場所  

   北九州市小倉北区西港町９６番地の２ 

（３） 履行期間 

  ア 設計・建設業務 契約締結の日から令和７年３月３１日まで 

  イ 解体撤去業務 契約締結の日から令和４年３月３１日まで 

  ウ 運営・維持管理業務 令和７年４月１日から令和２７年３月３１日ま

で 

（４） 事業概要 

   新日明工場整備運営事業入札説明書第３章 事業の概要のとおり。 

（５） 入札方法 

  落札者の決定は、総合評価一般競争入札方式をもって行うので、提案に 

係る性能、機能、技術等に関する書類（以下「事業提案書」という。）及

び入札書を提出すること。 

   なお、総合評価に関する詳細については、新日明工場整備運営事業落札

者決定基準書のとおり。 

２ 競争入札参加資格 

新日明工場整備運営事業入札説明書第４章 民間事業者の募集及び選定に 

関する事項 ３．応募者の参加資格要件 （２）応募者等の参加資格要件の 

とおり。 

３ 入札書等の提出場所等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市環境局循環社会推進部施設課 



  イ 日時 この公告の日から令和２年３月１６日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「日曜日等」という。）並びに令和元年１２月３０日から令和

２年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで 

（２） 入札説明書等の交付方法 

ア 入札説明書及び各種書類（要求水準書、落札者決定基準書、基本協定

書（案）、事業契約書（案）、様式集等）は、北九州市環境局循環社会

推進部施設課のホームページからダウンロードする方法により交付する

。 

北九州市環境局循環社会推進部施設課のホームページアドレス 

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/kan-shisetsulist.html  

  イ アのダウンロードをすることができない場合は、前号イの期間中に北

九州市環境局循環社会推進部施設課（電話０９３－５８２－２１８４）

へ連絡し、その指示に従うこと。 

（３） 入札参加資格審査申請書の提出場所、日時及び方法 

  ア 場所 第１号アの場所と同じ。 

  イ 日時 この公告の日から令和元年１２月２５日まで（日曜日等を除く 

。）の毎日午前９時から午後５時まで 

  ウ 方法 第１号アの場所に持参、郵送（書留郵便に限る。）又は宅配便 

（手渡したことが証明されるものに限る。）による。 

 （４） 事業提案書及び入札書の提出場所、日時及び方法 

  ア 場所 第１号アの場所と同じ。 

  イ 日時 応募者記号の交付された日から令和２年３月１６日まで（日曜

日等を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで 

  ウ 方法 前号ウの方法と同じ。 

４ 予定価格 

  ４６８億７，８４９万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）とする 

。ただし、入札金額の内訳が下記各々の額を超えないこと。 

 （入札金額の内訳） 

  （１） 設計・建設業務 ２９１億８，１８１万８，１８１円（消費税及 

び地方消費税相当額を除く。） 

  （２） 解体撤去業務 ９億９０９万９０９円（消費税及び地方消費税相

当額を除く。） 

  （３） 運営・維持管理業務（２０年間） １７４億７２７万２，７２７ 

円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 



５ 最低制限価格及び調査基準価格 

 （１） 最低制限価格 設けない。 

 （２） 調査基準価格 設けない。 

６ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金 

   入札保証金については次に掲げる額の合算額とし、その他詳細について

は入札説明書による。ただし、契約規則第５条第７項各号のいずれかに該

当する場合は、免除する。 

  ア 入札金額のうち設計・建設業務に係る額の１００分の１０以上の額 

  イ 入札金額のうち解体撤去業務に係る額の１００分の１０以上の額 

  ウ 入札金額のうち運営・維持管理業務に係る額の１００分の５以上の額 

 （３） 契約保証金 

   契約保証金については次に掲げる額の合算額とし、その他詳細について

は入札説明書による。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号

のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  ア 契約金額のうち設計・建設業務に係る額の１００分の１０以上の額 

  イ 契約金額のうち解体撤去業務に係る額の１００分の１０以上の額 

  ウ 契約金額のうち運営・維持管理業務に係る額の１００分の５以上の額 

（４） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア 入札説明書に規定する競争入札参加資格のない者が行った入札 

イ 入札参加資格審査申請書に記載された応募者以外の者が行った入札 

ウ 談合その他不正行為があったと認められる入札 

エ 応募者の記名及び押印を欠く入札又は入札事項を明示しない入札 

オ 事業提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札 

カ 同一事項に対し２通以上の書類提出がなされた入札 

キ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

ク その他入札説明書等において示した条件に違反した入札 

（５） 落札者の決定方法 

   落札者の決定は、総合評価一般競争入札方式をもって行う。詳細は、新

日明工場整備運営事業落札者決定基準書のとおり。 

 （６） 契約書作成の要否 要 



 （７） 議会の議決に付すべき契約の締結 

   本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する 

法律（平成１１年法律第１１７号）第１２条及び北九州市議会の議決に付 

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年北九州市条 

例第８１号）第２条の規定により議会の議決に付さなければならない契約 

であるため、北九州市議会の議決が得られることによって確定するものと 

する。この場合、仮契約書をそのまま契約書とみなすものとする。 

 （８） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。 

 （９） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

   北九州市環境局循環社会推進部施設課 

〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 

電話 ０９３－５８２－２１８４  

ＦＡＸ ０９３－５８２－２１９６ 

電子メールアドレス kan-shisetsu@city.kitakyushu.lg.jp 

７ Summary  

 （１） Subject matter of contract: PFI-based contract for  

design, construction, maintenance etc. of Hiagari Incineration Facility  by  

Kitakyushu city  

 （２） Deadline for the Submission of the Bid Application for the First  

Stage of Screening(in person or By mail)  is 5:00P.M., December 25, 2019. 

 （３） Deadline for the Submission of the Proposal Documents and 

Bidding Document(s) for the Second Stage of Screening (in person or By  

mail) is 5:00P.M., March 16, 2020. 

 （４） For further information, please contact:  

Facilities Management Division, Environment Bureau，City of Kitakyushu 

1-1 Jonai, Kokurakita-ku, Kitakyushu 803-8501 JAPAN  

TEL ： 093-582-2184 (Japanese only)  


