
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び奈良市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規

程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３号）第２条の規

定により公告します。 

 

令和３年８月２３日 

                                              

奈良市公営企業管理者 池 田 修 

 

第１ 入札に付する事項 

１ 委託名称 下水道施設等包括的維持管理業務委託 

２ 委託場所 奈良市内全域 

３ 委託期間 

委託期間は、令和３年１１月１日から令和８年１０月３１日まで 

ただし、契約を締結した日から令和３年１０月３１日までの期間を準備期間とし

て設ける。 

準備期間においては、現在の施設の維持管理業務の受注者から引き継ぎを受け、

業務の遂行に支障を来すことのないように準備しなければならない。 

４ 委託内容 

受注者が実施する本委託の業務内容は、以下のとおりとする。なお、具体的な内

容については、「業務要求水準書」に示すものとする。 

・監理業務 

・ストックマネジメント実施計画策定業務 

・西部地域終末処理場等運転管理業務 

・東部地域終末処理場等運転管理業務 

・計画的維持管理業務 

・日常的維持管理業務 

・民間提案実績に基づく業務 

・業務提案に基づく任意業務 

 

第２ 入札の方法及び入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

１ 入札方法 一般競争入札・価格競争による。 

 
２ 入札参加者の形態等 

入札に参加できる者の形態は、２者以上による共同企業体（以下「企業体」とい

う。）とし、その運営形態及び代表者の選定は次のとおりとする。ただし、企業体の



構成員は、本件入札に係る他の企業体の構成員となれない。 

(ア)企業体の運営形態は、各構成員が対等な立場で一体となって業務を遂行する共同管

理方式とする。 

(イ)入札に参加する企業体は、代表構成員を選定するものとする。 

(ウ)企業体の入札参加者は、各構成員が他の入札参加者の各構成員と次の各号のいず

れかの関係にないこと。ただし、①又は②の場合、子会社（会社法第２条第３号の

子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が会社更生法の更生会社又は民事再

生法の再生手続が存続中の会社等（会社法施行規則第２条第３項第２号の規定に

よる会社等をいう。以下同じ。）である場合を除く。また、③の場合、一方の会社

等が会社更生法の更生会社又は民事再生法の再生手続が存続中の会社である場合

を除く。 

 親会社（会社法第２条第４号の親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係に

ある者同士が同一入札に参加すること。 

 親会社を同じくする子会社同士の関係にある者同士が同一入札に参加するこ

と。一方の会社等の役員（「A.代表権を有する取締役」、「B.取締役（社外取締

役を含み、委員会等設置会社の取締役を除く。）」、「C.委員会等設置会社の執行

役又は代表執行役」及び「D.名称が異なっても A から C のいずれかの職務権限

等に該当する者」をいう。以下同じ。）が他方の会社等の役員を兼務している

関係にある場合で、その関係にある者同士が同一入札に参加すること。 

 一方の会社等の役員が他方の会社等の会社更生法又は民事再生法の規定によ

り選任された管財人を兼ねている関係にある場合で、その関係にある者同士

が同一入札に参加すること。 

 

３ 参加者の構成等 

参加者の構成等は次のとおりとする。なお、一部業務の再委託については、本市の

承諾を得た上で認める。 

(ア)参加者は、２者以上の複数の企業により構成される共同企業体とする。なお、一部

の業務において再委託を行う場合は、業務種別の再委託先企業を明確にすること。 

(イ)共同企業体については、構成する企業（以下「構成員」という。）の数の上限は５

者とする。 

(ウ)共同企業体は、構成員の中から代表企業 1 者を定め、代表企業が一般競争入札参加

資格等確認申請書類を提出し、代表企業及びその他の構成員の企業名並びに業務

種別を明確にすること。 

(エ)参加者である単独企業及び構成員は、他の共同企業体の構成員と重複することは

できない。なお、再委託先企業についても他と重複して参加することはできない。 

 



４ 入札に参加する企業体の資格 

入札に参加する企業体に必要な資格は、次のとおりである。 

参加者は、次に掲げる要件をすべて満たすこと。なお、再委託を予定している場合

は、再委託先企業についても次の①～⑥に掲げる要件をすべて満たすこと。 

(ア)本業務の公告の日において、令和３年度奈良市企業局建設工事等入札参加資格者、

又は令和３年度奈良市・奈良市企業局物品購入等入札参加資格者として登載されて

いること。 

(イ)地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者

であること。 

(ウ)奈良市企業局の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。                                      

(エ)次に掲げる条件を満たす者であること。 

 参加者の中に、公共機関が発注する下水道施設に関する維持管理業務と同種

業務又は類似業務の実績を有し、包括的な管路の日常的維持管理業務（浚渫等）

の実績を有する者が含まれていること。なお、令和２年度末で完了済み、又は、

令和３年度中に履行中のものも対象とする。 

 「西部地域終末処理場等運転管理業務」、「東部地域終末処理場等運転管理業

務」及び「日常的維持管理業務」を担う参加者は、奈良県の産業廃棄物収集運

搬業（汚泥）の許可を有する者であること。 

 「西部地域終末処理場等運転管理業務」を担う参加者は、１日最大処理能力が

１１，０００ｍ３以上の標準活性汚泥法又はそれと同等以上の処理方式を用い

た下水道の終末処理場における水処理施設及び汚泥処理施設の運転管理業務

を地方公共団体又は地方公共団体が出資している団体から直接受託し、平成

１８年４月１日から令和３年３月３１日の１５年間において３年以上実施し

た実績を有する者とであること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比

率２０パーセント以上のものに限る。）。また、参加者の中に、下水道処理施設

維持管理業者登録規程 （昭和６２年建設省告示第１３４８号）の定めるとこ

ろにより、国土交通省に備える下水道処理施設維持管理業者登録簿に登録さ

れていること。なお、下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第１５条

の３各号に規定する資格を有する者を、青山清水園、平城浄化センター及び佐

保台浄化センターに１名ずつ、専任で配置できること。そのうち 1名は総括責

任者（業務責任者）として平城浄化センターに配置すること。 

 「東部地域終末処理場等運転管理業務」を担う参加者は、１日最大処理能力が

３００ｍ３以上のオキシデーションディッチ法又はそれと同等以上の処理方

式を用いた下水道の終末処理場における水処理施設及び汚泥処理施設の運転

管理業務を地方公共団体又は地方公共団体が出資している団体から直接受託

し、平成１８年４月１日から令和３年３月３１日の１５年間において３年以



上実施した実績を有する者とであること（共同企業体の構成員としての実績

を含む。）。また、参加者の中に、下水道処理施設維持管理業者登録規程 （昭

和６２年建設省告示第１３４８号）の定めるところにより、国土交通省に備え

る下水道処理施設維持管理業者登録簿に登録されていること。 

 参加者の中に、土木関係建設コンサルタント業務において、「下水道部門」の

登録があること。 

 「監理計画業務」を担う参加者は、ISO55001 の認証を取得している者である

こと。 

 本業務には、次に掲げる監理業務責任者、業務責任者及び業務従事者を配置す

ること。 

A) 配置者の中に下水道法第22条の有資格者又は、公益社団法人 日本管路

管理業協会認定の「下水道管路管理総合技士」若しくは、「下水道管路管

理主任技士」の資格を有するものが含まれていること。 

B) 監理業務責任者は、参加者に在籍している者で、下水道施設等の維持管

理に関する高度な技術及び相当の経験を有する者でなければならない。ま

た、本業務に関しての運営、取締り等、本業務全体の監理を専任して担う

ものとし、技術士法による技術士（総合技術監理部門－上下水道）及び認

定ファシリティマネジャーの資格を有する者でなければならない。 

C) 各業務の業務責任者（監理業務責任者を除く）は、参加者（共同企業体

の場合は構成員）に在籍している者で、各業務に関する技術及び経験を有

する者でなければならない。また、本業務に従事する者の技術上の指導監

督を担うものとする。 

D) 本実施要領「西部地域終末処理場等運転管理業務」の業務責任者は、下

水道法第22条第2項の有資格者で総括の職務にあたり管理能力がある者で

なければならない。  

E) 本実施要領「東部地域終末処理場等運転管理業務」の業務責任者は「浄

化槽管理者」の資格を有する者でなければならない。 

F) 本実施要領「計画的維持管理業務」及び「日常的維持管理業務」の業務

責任者は、下水道及び下水道管路施設の維持管理に関しての専門的知識及

び経験を有し、専門技士や作業員に適切な指示を与え、本業務を適切に実

行できるものでなければならない。また本業務に従事する者の技術上の指

導監督を担うものとする。 

G) 本実施要領「計画的維持管理業務」の履行にあたっては、管理技術者及

び照査技術者を配置しなければならず、配置予定者は下水道管路管理技士

の資格を要する。 

H) 本実施要領「西部地域終末処理場等運転管理業務」及び「東部地域終末



処理場等運転管理業務」の業務従事者は、下水道施設に関しての基礎的な

知識と専門的な経験を有し、指示された作業に応じた適切な機械器具の操

作・使用ができ、業務責任者を補佐できる者でなければならない。また、

「西部地域終末処理場等運転管理業務」については第３種下水道技術検

定、「東部地域終末処理場等運転管理業務」については浄化槽管理士の資

格を有する業務従事者を配置しなければならない。 

I) 「計画的維持管理業務」及び「日常的維持管理業務」の業務従事者は、

下水道管路施設に関しての基礎的な知識と専門的な経験を有し、指示され

た作業に応じた適切な機械器具の操作・使用ができ、業務責任者を補佐で

きる者でなければならない。また、「日常的維持管理業務」の業務従事者

は、土木施工管理技士の資格を有する業務従事者を配置しなければならな

い。 

J) 「日常的維持管理業務」の業務従事者の配置は点検、調査及び清掃等を

履行するため、概ね市内の履行場所へ1時間以内に到着できるようにしな

ければならない。 

 参加者は、本市に本店、支店又は営業所を有する事業者を１者以上含まなけれ

ばならない。 

 

５ 参加資格要件確認基準日 

参加資格要件の確認基準日は、令和３年８月２３日（月）とする。 

なお、基準日以降契約締結までの間に、上記２から４に定める入札参加者の資格を 

欠くこととなった場合、当該企業体は、失格となる。 

 

第３ 入札説明書等を示す日時及び場所 

入札説明書等を次のとおり無償で配布する。なお、奈良市企業局ホームページから

も入手できる。ただし、業務要求水準書の別表、別紙は企業局で配布する。 

１ 配布期間 

公告日から開札日前日まで（奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例

第３号）に規定する市の休日（以下「市の休日」という。）を除く午前９時から

午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）） 

２ 入札説明書等の配布 

・入札説明書 

・契約書（案） 

・業務要求水準書 

・モニタリング基本計画（案） 

・モニタリング手順書 



３ 配布場所 

担当窓口：奈良市企業局 経営部 企業総務課 

住所：〒６３０－８００１奈良市法華寺町２６４番地１ 

電話：０７４２－３４－５２００（内線２７２） 

 

第４ 入札参加資格の確認 

本入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格等確認申請書、資格確認書類

及び技術評価書を持参により提出し、参加資格の有無の確認を受けなければならな

い。 

１ 提出場所 

担当窓口：奈良市企業局 企業総務課 総務係 

住所：〒６３０－８００１奈良市法華寺町２６４番地１ 

電話：０７４２－３４－５２００（内線２７２） 

２ 提出期間 

公告日から令和３年９月１５日（水）まで 

午前９時から午後５時まで(市の休日及び正午から午後１時までを除く) 

３ 提出方法 

日時を予約し、直接持参すること。 

４ 結果の通知 

ア 提出期間に申請書等を提出しない者は、この入札に参加することができませ 

ん。 

   イ 入札参加を申請する者の参加資格は、奈良市企業局入札参加者等審査会が審査

します。入札参加決定通知後において、入札参加不適格要件が判明した場合は、

入札参加できません。 

   ウ 入札参加資格に関する審査を行った後、一般競争入札参加資格審査結果通知書

等を令和３年９月２１日（火）に発送します。また、通知日以降において、入札

参加資格者が入札を辞退される場合は、入札辞退届を提出してください。 

 

第５ 開札の日時及び場所 

１ 日時 

令和３年９月２９日（水）午前９時３０分 

２ 場所 

〒６３０－８００１奈良市法華寺町２６４番地１ 

奈良市企業局 1階 入札室 

 



第６ 入札に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、入札書、入札金額見積内訳書及び入札・見積委任状

を持参により提出しなければならない。 

１ 入札方法  持 参 入 札                           

２ 入札の執行                               

入札に参加する者の数が１者であっても入札を執行する。 

３ 再度入札                               

予定価格の範囲内の入札書を提出した者がないときは、再度入札を行う。再度

入札は１回までとする。再度の入札をしても落札者がないときは、地方公営企業

法施行令第２１条の１４第１項第８号の規定に基づき随意契約に移行する場合が

あります。 

４ 入札の無効                               

   次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

ア 入札に参加する資格のない者がした入札                   

   イ 入札保証金を必要とする場合において、入札保証金を納付したことを確認でき   

    る書類の同封がされていない入札 

ウ 同一の入札参加者が２通以上の入札書を提出した入札 

エ 入札書に記名押印のない入札 

オ 入札金額を訂正した入札 

カ 入札書に業務名等の記入漏れ、又は間違いのある入札 

キ 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札 

ク 入札書の日付が開札日でない入札 

ケ その他奈良市公営企業管理者の定める入札条件に違反した入札  

  

第７ 質疑に関する事項 

   本入札に関して質疑のある場合は、質疑書（様式はホームページに掲載）を電子メー

ルにより提出してください。 

 １ 提 出 先 奈良市企業局 事業部 下水道事業課（０７４２－３４－５２７６） 

メールアドレス gesuidoujigyou@city.nara.lg.jp 

２ 受付期間 令和３年８月３０日 から 令和３年９月３日 午後５時まで 

３ 回 答 日 令和３年９月１０日（電子メールで回答します。） 

４ 回答方法 すべての質問と回答を取りまとめ、質問者すべてに担当課から電子メ 

ールにて送信します。届かない場合は必ず連絡してください。 

 



第８ 入札保証金に関する事項 

１ 入札に際しては、奈良市企業局契約に関する規程において準用する奈良市契約規則 

   第４条によるものとします。 

  ２ 入札保証金については、入札者心得通知書にて通知します。 

 

第９ 落札者の決定方法に関する事項 

落札者は、奈良市企業局契約に関する規程において準用する奈良市契約規則第１０

条の規定により設定された予定価格の範囲内で入札した者のうち、最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。 

 

第１０ その他 

  １ 支払いは、口座振り込みとします。 

２ 上記に定めのないものは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）及び同法施行 

令並びに、奈良市企業局契約に関する規程において準用する奈良市契約規則による 

ものとします。                               

３ 問い合わせ先                               

奈良市法華寺町２６４番地１  

奈良市企業局 経営部 企業総務課 総務係 

電話 ０７４２－３４－５２００（内線：２７２） 

 

 

 

 


