
入 札 要 領 書 

平成３０年度放射性廃棄物海外総合情報調査

（Ⅲ）国際処分検討状況調査

平成３０年７月

公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター



１．要領書の適用 
本要領書は、公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター（以下「原環センタ

ー」という。）が、民間企業等（以下「企業等」という。）に委託する業務に関する入札要

領を示すものである。企業等は、本要領書及び仕様書に基づき、入札をおこなうものとす

る。 
 
 

２．入札対象業務の件名及び内容 
(1) 件名 

平成３０年度放射性廃棄物海外総合情報調査（Ⅲ）国際処分検討状況調査 

 

(2) 業務内容 

本業務は、経済産業省資源エネルギー庁の委託に基づき実施する事業の一部であり、業

務の目的、内容、提出物及び業務実施期間等については別紙「仕様書（平成 30 年度放射性

廃棄物海外総合情報調査（Ⅲ）国際処分検討状況調査）」のとおりである。 
 
 

３．入札方法等 
 本業務の入札は総合評価方式の条件付一般競争入札とする。 
 
(1) 総合評価の方法（加算方式） 

 本業務の総合評価方式は、価格と価格以外の要素を総合的に評価する方式であり、入札

参加者が提出した技術提案書と入札価格に対して、以下に示す方法で「技術評価点」と「価

格評価点」を評価し、両者の合計である「総合評価点」の最も高いものを落札者とする方

式である。 
 
(2) 総合評価点の計算 

 ・「価格評価点」の算出方法は以下の式による。 
価格評価点＝100×( 1－入札価格※÷予定価格) 

※入札価格が当センターの定めた低入札調査基準価格（予定価格の 60%）を下回っ

た場合は算出根拠について審査する。 
・「技術評価点」の算出方法は、提出された技術提案書に対して、複数の評価者が各技術

評価項目について採点し、各評価者の「評価点数」を合計し、それを平均して「技術

評価点」とする。各評価者の「評価点数」の最大値は 200 点とする。 
次の項目を技術評価の対象とする。 
 調査目的 



 全体計画 
 実施内容 
 実施体制 
 品質マネジメント体制 
 調査実績 

 
詳細は別紙(1)の評価項目一覧を参照のこと。 

・「価格評価点」に小数点以下の端数が出た場合には切り捨てにする。 
 
 
４．競争参加資格及び要件 
今回の入札へ参加するにあたって、以下の要件を備えている必要がある。 

 
(1) 原環センターから提示された仕様に基づき、調査を実施すること。 

 

(2) 原環センターから提示された請負契約書に合意すること。 
 
(3) 単体企業にて入札に参加すること。共同企業体による応募は認めない。 
 
(4) 原環センターの「登録業者名簿及び指名基準に関する取扱要領」に定める参加資格を有

し、登録者名簿の業種区分「内外情報調査」に登録されている者であること。なお、

入札要領説明会時において登録申請中であっても応募書類提出期限までに登録が完了

する見込みを有する者は、本条件を満たすものとする。 
 
(5) 上記競争参加資格及び要件を確認され、かつ入札要領書の配布を受けた者であること。 
 
(6) 次の各号の一に該当するものは、応募することができない。 
一 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 
二 原環センターに関し、次に掲げるものの一に該当すると認められる者で、その事実が

あった後２年を経過していない者（これを代理人、支配人、その他の使用人として使

用する者を含む。） 
イ 契約の履行に当たり故意に調査等を粗雑にし、又は調査等の品質若しくは数量に関し

て不正の行為をした者 
ロ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るため

に連合した者 
ハ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 



ニ 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者 
ホ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者 

三 上記(4)の取扱要領に規定する資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項について

虚偽の事実を記載し、又は重要な事実について記載しなかった者 
 

(7) 応募時において、当センター「指名型競争参加者指名停止基準」に基づく指名停止を受

けていないこと。 
 

 
５．説明会の開催と配布資料 
(1) 説明会について 

本業務の内容、入札に当たっての手続き等についての説明会を、次の(2)のとおり実施す

る。説明会への出席希望者は、平成 30 年 7 月 12 日（木）14:00 までに９．(1)に示す担当

者宛に FAX 又は電子メールで登録をすること。なお、事前登録のない者は出席できないこ

とがある。（会場の都合により人数を制限することがある。） 
※説明会に参加した者等が入札に参加しない場合、辞退届け出の提出は不要である。 
 

(2) 説明会の日時及び場所 

・ 日時：平成 30 年 7 月 13 日（金）14 時 00 分～15 時 00 分 
・ 場所：原環センター 第一会議室 

東京都中央区明石町 6 番 4 号（ニチレイ明石町ビル 12 階） 
TEL: 03-6264-2111（代表） 
 

※入札への参加に当たっては、説明会への参加を義務付けてはいないが、説明会へ参加せ

ずかつ応募の意思があるものについては、7 月 17 日（火）15 時までに９．(1)に示す担当

者へ応募する旨連絡すること。 
 
６．入札書 
(1) 入札書の記載 

・ 入札金額は，一切の諸経費を含む総価とする。 
・ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８パーセントに相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切

捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の 108
分の 100 に相当する金額を入札書〔別紙(2)を参考〕に記載すること。 

 



(2) 入札方法 

・ 入札者は、入札書を封筒に入れ、「７．提案書作成要領」で示してある提案書と一緒

に直接提出すること。 
 
(3) 提出物 

・ 入札書 
・ 委任状（代理人による入札の場合）〔別紙(3)参照〕 

 
(4) 提出期限 

「７．提案書作成要領」の(2) 提出期限と同じ。 
 
 
７．提案書作成要領 
別紙「仕様書（平成 30 年度放射性廃棄物海外総合情報調査（Ⅲ）国際処分検討状況調査）」

を参照のこと。また、提案書は３．(2)の評価基準に従って評価するため、別紙(4)のひな型

に沿って、提案書に該当する評価項目を含めて提案書を作成すること。 
 

(1) 部数 

・ 提案書 ：4 部 
注）提出物には、提出した個人、企業が特定できるような名前やロゴ等は入れない事（提案書に表紙を

2 枚付けて、1枚目には社名を入れて、2枚目には社名を入れないようにする事）。 

注）提案書は日本工業規格 A4 版とする。提案書と同じ内容が入力された電子媒体も提出する。 

 
(2) 提出期限 

平成 30 年 7 月 20 日（金）12：00 
 

(3) 提出先 

提出先は、公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター総務部長宛とする。 
 

(4) 提出方法 

上記の提出先まで、郵送又は持参すること。（日時厳守） 
なお、FAX 及び電子メールでの提出は受理しない。 
 

(5) その他 

・ 原環センターが貸与した資料は、本提案書を作成するためのみに使用することとし、

複写又は他の目的のために転用等使用しないこと。 



・ 選定の成否を問わず提案書等の作成費用は支給しない。 
・ 提出された提案書等は取引予定先の選定のためのみに使用するものとし、公開はしな

い。また、返却しない。 
 
 
８．開札の日時及び場所 
・ 日時：平成 30 年 7 月 23 日（月）14 時 00 分～15 時 00 分 
・ 場所：原環センター 第一会議室 

東京都中央区明石町 6 番 4 号（ニチレイ明石町ビル 12 階） 
TEL: 03-6264-2111（代表） 

 
(1) 落札者の決定 

 入札価格が予定価格の範囲内であり、「総合評価点」の最も高いものを落札者とする。落

札者は、別紙(5)の様式に従って、後日落札額の見積内訳を提出すること 
 
(2) 再度入札 

 開札をした場合に，入札したすべてのものの入札金額が予定価格の制限の範囲内でない

ときは，直ちに再度または再々度の入札を行うものとする。なお，再度および再々度の入

札を行わなかったものは，入札を辞退したものとみなす。 
 
(3) 入札の無効 

・前記「４. 競争参加資格及び要件」に該当しない企業等による入札は無効とする。 
 
９．問合せ先と書類提出先 
(1) 本件に係わる問い合わせ先 

原環センター 技術情報調査プロジェクト 
※佐原 聡（sahara@rwmc.or.jp） 
※山本 啓太（yamamoto.keita@rwmc.or.jp） 

TEL ：03-6264-2111（代表） 
FAX ：03-5550-9116 

 
(2) 書類提出先 

〒104-0044 東京都中央区明石町 6 番 4 号（ニチレイ明石町ビル 12 階） 
公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター 総務部長 荒井 弘人 

TEL ：03-6264-2111（代表） 
以上  

mailto:sahara@rwmc.or.jp


別紙(2) 
 
 

入 札 書 
 
 

一 金 ○○○，○○○，○○○ 円也 
 

ただし，平成３０年度放射性廃棄物海外総合情報調査（Ⅲ） 
国際処分検討状況調査として 

 
 
 
 
上記価格をもって，貴センター入札要領書承諾のうえ入札いたします。 
 
 
平成○○年○○月○○日 
 
 
公益財団法人 原子力環境整備促進･資金管理センター 
 総務部長 荒井 弘人 殿 

 

 
住 所 東京都○○区○○丁目○○番○○号 
会社名 ○○○○ ○○○○○○        印 
代表者 ○○○○ ○○○○○○           印 

 
 

（代理人の場合） 
代理人名 東京都□□区□□丁目□□番□号（住所） 

         □□□（支店名または支社名等含む会社名） 
○○ ○○（代理人名）      印 

 

消費税を除いた額 

入札日の記入 

入札者の住所等 

社印と代表者印の押印 
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別紙(3) 
 
 

平成○○年○○月○○日 
 
 

委 任 状 
 
 
公益財団法人 原子力環境整備促進･資金管理センター 
 総務部長 荒井 弘人 殿 
 
 
 

住 所 東京都○○区○○丁目○○番○○号 
会社名 ○○○○ ○○○○○○           印 
代表者 ○○○○ ○○○○○○              印 

 
 
 
私は，○○ ○○  印  を代理人と定め下記権限を委任します。 
 
 

記 
 
 
平成３０年度放射性廃棄物海外総合情報調査（Ⅲ）国際処分検討状況調査の入
札及び改札に関する一切の権限 
 
 

以上 
 
 
 
 

入札日または

入札日以前の

日を記入 

代表者、代表取締役または代表社員 
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