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第1回審査委員会

日時 2011年9月9日（金） 9:30～10:40

場所 岡崎市役所西庁舎 ７階 701号室

審査委員 委員長、副委員長、委員３名出席者

事 務 局

（水道局）

工務課ほか

資料 ・男川浄水場更新事業提案審査委員会の設置及び運営に関する要綱

・委員名簿

・男川浄水場更新事業の概要

・実施方針（案）

・要求水準書（案）

・総合評価に係る意見聴取

・審査委員会の予定表

■ 内容

1．挨拶

・局長より挨拶

2．委嘱辞令の交付

3．委員長、副委員長の選任

・局長より、委員長、副委員長を指名

4．委員の紹介、事務局の自己紹介

・委員の紹介

・事務局の自己紹介

5．議事

(1)男川浄水場更新事業の概要、スケジュールについて事務局より説明

(2)実施方針（案）について （○は質問・意見、●は事務局回答）

●事務局より説明（事務局）

○了解（審査委員）

(3)要求水準書（案）について

●事務局より説明。実施方針との同時公表を想定している。（事務局）

○了解（審査委員）

(4)総合評価に係る意見聴取（自治法）及びＰＦＩ法の規定について

●委員会にて地方自治法施工令第167条の10の2他の規定による総合評価一般競争入札に係る「学識経

験者の意見聴取」を行うこと、また、ＰＦＩ法第8条の規定による「客観的な評価」を行うことを説明（事務局）

○12月の入札公告の公表時に、落札者決定基準、要求水準書を公表するということであるが、次回の審査

委員会は11月である。入札公告を公表する前に意見聴取をした方が良いと考える。スケジュールは再検

討して欲しい。（審査委員）

●審査委員会の回数を増やすことを検討する。（事務局）

(5)スケジュールについて

●事務局より説明（事務局）

●次回の審査委員会は11月に開催をしたいと考えているが、実施方針については10月に公表をしたい。

（事務局）

以上
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第2回審査委員会

日時 2011年11月25日（金） 16:00～19：00

場所 岡崎市役所西庁舎 7階 701会議室

審査委員 委員長、副委員長、委員３名出席者

事務局

（水道局）

工務課ほか

資料 ・「会議次第」

・「提案スケジュール表」

・「実施方針、要求水準書（案）の質問・回答」

・「特定事業の選定」

・「落札者決定基準（案）」

・「入札説明書（案）

・「基本協定書（案）」

・「事業契約書（案）」

■ 内容

1．資料の確認

2．議事 （○は委員の質問・意見、●は事務局）

(1)スケジュールについて事務局より説明

●平成23年10月14日に実施方針を公表し、10月24日説明会を男川浄水場で開催した。（事務局）

(2)実施方針の質問・回答

●民間企業から質問・意見の提出があり、本日、11月25日に、質問に対する回答を公表した。（事務局）

(3)特定事業の選定・資料

●特定事業の選定について説明。（事務局）

○2％の割引率の根拠は。（審査委員）

●近年は国債の金利が下がっているが、過去10～15年は高かったので今回は2％で設定した。（事務局）

(4)落札者決定基準（案）について

●入札金額が予定価格に入っているか確認をし、予定価格内のグループの提案書を審査。基礎審査として

要求水準を満たしていないものは失格、満たしているものを委員会で加点審査して頂く。その審査結果を

基に入札価格を合わせて水道局が落札者を決定する。（事務局）

●評価は除算方式を採用した。なお、詳細評価の方法は4段階の評価とする。その他、審査は匿名方式で行

う。（事務局）

○審査の公平性の確保した加点審査を行う必要があるため、入札金額は委員が把握しないほうが良い。ま

た提案書の中での固有名詞は外した方が良い。（審査委員）

●固有名詞や類推できる表現は使わないよう指定する。（事務局）

(5)男川浄水場更新事業入札説明書（案）

●入札説明書について説明。（事務局）

(6)男川浄水場更新事業要求水準書（案）

●要求水準書について説明。（事務局）

(7)男川浄水場更新事業基本協定書案・事業契約書（案）

●基本協定書（案）・事業契約書（案）の説明。（事務局）

●以上で第2回審査委員会を終わる。12月9日に公表する。提案書は5月末締め切りになる予定。（事務局）

以上
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第3回審査委員会

日時 2012年3月30日（金） 16:00～18：00

場所 岡崎市役所西庁舎 ７階 702会議室

審査委員 委員長、副委員長、委員３名出席者

事 務 局

（水道局）

工務課ほか

資料 ・「会議次第」

・「事業の変更内容について」

・「スケジュール表」

・「入札説明書（案）」

・「要求水準書（案）」

・「様式集（案）」

・「基本協定書（案）」

・「事業契約書（案）」

・「落札者決定基準（案）」

■ 内容

1．資料の確認

2．議事 （○は委員の質問・意見、●は事務局）

(1)事業の変更内容について

●本事業の当初のスケジュールでは１月２７日に入札説明書等の回答を公表する予定だったが、生物処理

施設導入の目的であったアンモニア窒素の濃度が近年低いことから本事業の対象外とした。対象外とした

ことでスケジュール、予定価格を変更した。（事務局）

○民間事業者によって想定する生物処理施設が異なるため水位高低差と必要スペースが異なる。将来、本

事業で浄水場を整備する民間事業者が生物処理施設を整備するとは限らない。水位高低差やスペースを

本市が規定した方が良い。（審査委員）

●生物処理施設のスペースさえ確保しておけば対応可能である。（事務局）

●要求水準書において生物処理についてはスペースを確保し、水位高低差は規定しない。（事務局）

(2)提案書説明について

○民間事業者からの提案書説明があっても良いのではないか。（審査委員）

●提案書提出は9月28日なので、10月に提案書説明を実施することとしたい。（事務局）

以上



1/1

第４回審査委員会

日時 2012年10月5日（金） 13:30～17：00

場所 岡崎市役所西庁舎 ７階 704会議室

審査委員 委員長、副委員長、委員３名出席者

事務局

（水道局）

工務課ほか

資料 ・「提案書説明資料」 ５グループが作成したもの

■ 内容

１．議事

(1)提案審査

５グループから、提案書説明を受けた。

提案審査方法の確認を行った。

・採点方法の確認

以上
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第5回審査委員会

日時 2012年11月8日（木） 13:30～17：00

場所 岡崎市役所西庁舎 ７階 701会議室

審査委員 副委員長、委員３名出席者

事務局

（水道局）

工務課ほか

資料 ・「会議次第」

・「基礎審査結果」

・「提案書類」

・「落札者決定基準」

■ 内容

1．資料の確認

2．議事 （○は委員の質問・意見、●は事務局）

(1)基礎審査結果（資料：基礎審査結果）

●事務局より説明（事務局）

○５グループ全ての基礎審査合格について了解。（全委員）

(2)加点評価（提案書類、落札者決定基準）

項目ごとに審査を実施した。

【（1）-3同類事業の実績 ～（2）-3-1建設業務（実施体制、施工計画）】

(3)その他

○次回は残りの評価項目について審議を行う。（副委員長）

○了解。（全委員）

以上
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第6回審査委員会

日時 2012年11月20日（火） 13:30～19：00

場所 岡崎市役所西庁舎 ７階 701会議室

審査委員 委員長、副委員長、委員３名出席者

事務局

（水道局）

工務課ほか

資料 ・「会議次第」

・「提案書類」

・「落札者決定基準」

■ 内容

1．資料の確認

2．議事 （○は委員の質問・意見、●は事務局）

(1)加点評価（提案書類、落札者決定基準）

項目ごとに審査を実施した。

【（1）-1実施方針、（1）-2実施体制、（2）-3-2建設業務（周辺に配慮した施工計画）～（3）-2修繕業務】

(2)その他

○次回は残りの評価項目について行うこととする。（委員長）

○了解。（全委員）

以上



1/1

第7回審査委員会

日時 2012年11月22日（木） 14:30～17：00

場所 岡崎市役所西庁舎 ７階 701会議室

審査委員 委員長、副委員長、委員３名出席者

事務局

（水道局）

工務課ほか

資料 ・「会議次第」

・「提案書類」

・「落札者決定基準」

■ 内容

1．資料の確認

2．議事 （○は委員の質問・意見、●は事務局）

(1)今後の予定

●当初は次回11月29日（木）にて終了の予定であったが、12月18日（火）に第9回を開催したい。第9回では

審査報告書の内容の確認及び各グループの講評をお伺いする。（事務局）

●落札者の公表延期については各グループの代表企業に連絡する。（事務局）

○了解した。（委員）

(2)加点評価（提案書類、落札者決定基準）

項目ごとに審査を実施した。

【（3）-3災害及び事故対策業務 ～（5）-2モニタリング方法】

(3)その他

○次回は残りの評価項目について行うこととする。（委員長）

●次回は29日を予定している。（事務局）

以上
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第８回審査委員会

日時 2012年11月29日（木） 14:30～16：00

場所 岡崎市役所西庁舎 ７階 701会議室

審査委員 委員長、副委員長、委員３名出席者

事務局

（水道局）

工務課ほか

資料 ・「会議次第」

・「提案書類」

・「落札者決定基準」

■ 内容

1．資料の確認

2．議事 （○は委員の質問・意見、●は事務局）

(1)加点評価（提案書類、落札者決定基準）

項目ごとに審査を実施した。

【（5）-3地域経済への配慮】

(2)その他

●次回12月18日は審査結果の最終確認、公表資料の確認及び講評をお伺いする。（事務局）

○了解。（全委員）

以上
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第9回審査委員会

日時 2012年12月18日（火） 15:30～17：00

場所 岡崎市役所西庁舎 ７階 701会議室

審査委員 委員長、委員３名出席者

事務局

（水道局）

工務課ほか

資料 ・「会議次第」

・「審査報告書（案）」

・「落札者決定（案）」

・「議事録」

・「総合評価に係る手続きの妥当性」

■ 内容

1．資料の確認

2．議事 （○は委員の質問・意見、●は事務局）

(1)審査報告書(案)

●審査報告書（案）について事務局より説明。（事務局）

○了解。（全委員）

(2)落札者決定（案）

●落札者決定（案）について事務局より説明。（事務局）

○了解。（全委員）

(3)議事録

●議事録について事務局より説明。（事務局）

○了解。（全委員）

(4)総合評価に係る手続きの妥当性

○総合評価に係る手続きは適正である。（全委員）

以上


