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（事 務 連 絡） 

平成 21 年 11 月 27 日 

 

津山圏域クリーンセンター敷地造成及び最終処分場実施設計業務委託について，簡易公募型プロポー

ザルに関する文書の訂正について 

 

津山圏域資源循環施設組合 

施 設 課 

 

津山圏域クリーンセンター敷地造成及び最終処分場実施設計業務委託について，簡易公募型プロポ

ーザルに関する文書について以下に示す訂正がありますので連絡します。 

なお，ホームページ掲載の文書は 11月 27 日付けで訂正後と差し替えています。 

 

【訂正内容】 

 

公告 

ページ番号 訂正前 訂正後 

P4 11(2) ⑤本件告示に… ⑤本件業務の告示に… 

P6 12(9) (9) 前項において業務を引き継ぐ者がいない

とき又は構成員の変更を管理者が認めない

ときは，契約規則第41条第１項第３号の規定

により当該業務の契約を解除することがで

きる。 

 

(9) 前項において業務を引き継ぐ者がいないとき

又は構成員の変更を管理者が認めないときは，

津山圏域資源循環施設組合契約規則（平成21年

津山圏域資源循環施設組合規則第21号）第2条で

準用する津山市契約規則（平成6年津山市規則第

5号）（以下「契約規則」という。）第41条第１

項第３号の規定により当該業務の契約を解除す

ることができる。 

P10 20(3) (3) 契約は，津山圏域資源循環施設組合契約規

則（平成21年津山圏域資源循環施設組合規則

21号）第2条により準用する津山市契約規則

（平成6年津山市規則第5号）（以下「契約規

則」という。」による。 

(3) 契約は，津山圏域資源循環施設組合契約規則

（平成21年津山圏域資源循環施設組合規則21

号）による。 

 

P10 20(5) (5) 契約保証金 保証会社，銀行，損害保険会

社の保証を要する。 

(5) 契約保証金 一割以上の現金又は，保証会社，

銀行，損害保険会社の保証を要する。 

P10 20(10) (10)契約書は，別紙７「津山圏域資源循環施設

組合業務委託契約書」による。 

(10)契約書は，別紙８「津山圏域資源循環施設組

合業務委託契約書」による。 

 

（別紙１）参加表明書（参加資格審査申請書）作成要領 

ページ番号 訂正前 訂正後 

P1 文頭 クリーンセンター敷地造成及び最終処分場実

施設計業務に係る公募型プロポーザルの参加

希望者は，平成 21年○○月○○日付け… 

クリーンセンター敷地造成及び最終処分場実施設

計業務に係る公募型プロポーザルの参加希望者は，

平成 21年 11 月 20日付け… 

P2 10② ホッチキス等で ステープラー等で 
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（別紙２）参加表明書（参加資格審査申請書）様式集 

ページ番号 訂正前 訂正後 

様式第 1号 参加表明書（参加資格審査申請書）  

文頭 平成  年  月  日付け津山圏域資源

循環施設組合公告第 号で公告のありました

下記の業務に参加したく下記のとおり設計共

同体を結成したので，設計共同体協定書及びそ

の他指定の書類を添えて，参加資格の審査を申

請します。 

なお，全ての構成員が地方自治法施行令（昭和

22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該

当する者 

平成２１年１１月２０日付け津山圏域資源循環

施設組合公告第２号で公告のありました下記の業

務に参加したく下記のとおり設計共同体を結成し

たので，設計共同体協定書及びその他指定の書類を

添えて，参加資格の審査を申請します。 

なお，全ての構成員が地方自治法施行令（昭和 22 年

政令第 16 号）第 167 条の 4 第１項の規定に該当す

る者 

様式第２号 ○○設計共同体協定書第８条に基づく協定書 

文頭 ･･･最終処分場実施設計業務については，… ･･･最終処分場実施設計業務委託については，… 

様式第３号 委任状 

13 行 ･･･最終処分場実施設計業務については，… ･･･最終処分場実施設計業務委託については，… 

(委任事項)⑧ ⑧ 上記権限の範囲内において，復代理人を選

任する権限 

⑧ 上記権限の範囲内において，代理人を選任する

権限 

様式第８号 受付票（参加表明書） 

２ 業務名 クリーンセンター敷地造成及び最終処分場実

施設計業務委託 

津山圏域クリーンセンター敷地造成及び最終処分

場実施設計業務委託 

３ 提出書類 様式第７号 建築士法に基づく一級建築士事

務所の登録状況及び入札参加資格の状況（第

3 構成員）添付書類 建築士事務所登録証明

書 

（全文削除） 

様式第８号 配置予定主任技術者 

様式第９号 受付票（参加表明書） 

様式第７号 配置予定主任技術者 

様式第８号 受付票（参加表明書） 

 

（別紙３）技術提案書等作成要領 

ページ番号 訂正前 訂正後 

P2 5・15 行 ホッチキスで ステープラーで 

P4(12)その

他 

提出書類について，要綱及び・・・ 提出書類について，本件業務の告示及び・・・ 

5既存資料 

 ④ 

環境影響評価実施計画書 (仮称)津山・英田圏域クリーンセンター建設事業に係る

環境影響評価 実施計画書 

 ⑤ 津山圏域廃棄物循環型社会基本構想 津山圏域資源循環施設組合廃棄物循環型社会基盤施設

基本構想 

 ⑥ 津山圏域一般廃棄物処理基本計画 ごみ編 津山圏域資源循環施設組合一般廃棄物処理基本計画 

ごみ編 

 

（別紙４）技術提案書様式集 

ページ番号 訂正前 訂正後 

様式第 21号 技術提案書提出届 

5行 クリーンセンター敷地造成及び最終処分場実

施設計業務委託・・・ 

津山圏域クリーンセンター敷地造成及び最終処分場実

施設計業務委託・・・ 

様式第 22号 技術提案書 
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（別紙６）仕様書 

 

（別紙７）評価基準 

 

（別紙８）委託業務契約書 

 

 

業務名 クリーンセンター敷地造成及び最終処分場実

施設計業務委託 

津山圏域クリーンセンター敷地造成及び最終処分場実

施設計業務委託 

様式第 23号-2 配置予定技術者の経歴等（主任・管理・照査技術者） 

5 業務概要 

業務の技術的特徴 

業務概要 

業務の技術的特長 

様式第 27号 見積書 ・ 様式第29号 質問書 ・ 様式第 30号 申出書 

業務名 クリーンセンター敷地造成及び最終処分場実

施設計業務委託 

津山圏域クリーンセンター敷地造成及び最終処分場実

施設計業務委託 

様式第 28号 受付票（技術提案書） 

2 業務名 クリーンセンター敷地造成及び最終処分場実

施設計業務委託 

津山圏域クリーンセンター敷地造成及び最終処分場実

施設計業務委託 

ページ番号 訂正前 訂正後 

第 1条 津山圏域資源循環施設組合（以下「本組合」と

いう。）では， 

津山圏域資源循環施設組合では， 

第 4条第 4項 前項の数量は数量の目安である。実施の結果数

量が変更となっても，委託費の変更対象としな

いものとする。 

前項の数量は数量の目安である。実施の結果数量が変更

となっても，委託費の変更対象としないものとする。た

だし，新規項目及び調査の結果大幅な調査等の追加が発

生した場合は協議による。 

ページ番号 訂正前 訂正後 

3 業務実施体

制 予定管理

技術者の経験

及び能力 

「測量・設計業務等に係る技術者の配置及び選

任基準」（以下「選任基準」という。）及び要綱，

仕様書を満たしていない場合は特定しない。 

「測量・設計業務等に係る技術者の配置及び選任基準」

（以下「選任基準」という。）及び本件業務の告示，仕

様書を満たしていない場合は特定しない。 

ページ番号 訂正前 訂正後 

第 1条 乙は，簡易公募型プロポーザルの手続の開始に

ついて（平成２１年１１月２０日付津山圏域資

源循環施設組合告示第２号）及び津山圏域クリ

ーンセンター敷地造成及び最終処分場実施設

計業務委託プロポーザル方式募集要項に基づ

き，頭書の業務委託に関し，委託金額（以下「委

託金額」という。）及び履行期限（以下「履行

期限」という。）を誠実に履行し，頭書の委託

業務（以下「委託業務」という。）を完了しな

ければならない。 
２ 前項の告示及び募集要項に明記されてい

ない仕様があるときは，甲乙協議して定める。 

 

乙は，津山圏域クリーンセンター敷地造成及び最終処分

場実施設計業務委託について，公募型プロポーザルの手

続を開始する公告（平成２１年１１月２０日付津山圏域

資源循環施設組合公告第２号）に基づき，頭書の業務委

託に関し，委託金額（以下「委託金額」という。）及び

履行期限（以下「履行期限」という。）を誠実に履行し，

頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了し

なければならない。 
２ 前項の公告に明記されていない仕様があるときは，

甲乙協議して定める。 

 


