
入札参加者募集に係る掲示 

次のとおり公募型指名競争入札に付しますので、入札参加希望者を募集します。 

首都高速道路株式会社     

    代表取締役社長 前田 信弘 

１ 掲示日  2021年9月27日（月） 

２ 契約責任者 首都高速道路株式会社 神奈川局長 諸富 浩一郎 

３ 業務概要等 

(1)件名 低濃度PCB含有廃棄物処理業務2021-3-1（運搬・処分） 

(2)業務内容 

    変圧器等の低濃度PCB含有廃棄物の収集運搬及び処分業務 
搬出場所 搬出場所住所 廃棄物の種類 数量 

並木換気所 神奈川県横浜市金沢区並木2丁目13番4号 変圧器 5個 
花園橋換気所 神奈川県横浜市中区寿町1丁目16番8号 変圧器等 11個 
川崎第二換気所 神奈川県川崎市川崎区浮島地先 変圧器 2個 

※詳細については、「金抜き設計書」を参照のこと。 

(3)仕様等 

仕様書による。 

(4)履行期間 

契約締結日の翌日から2022年3月31日まで 

(5)搬出場所 

神奈川県横浜市金沢区並木2丁目13番4号 他2箇所 

４ 競争参加資格 

    (1) 首都高速道路株式会社契約規則実施準則（平成23年準則第１号）第73条の規定に該当しない

者であること。 

   (2) 以下(3)～(7)に示す要件を満たす収集運搬事業者※1及び処分事業者※2により、本業務を各

者が分担し協力して行う者（以下「協力施行者」という。）、または以下の要件を満たす一者

（以下「単独施行者」という。）が両業務（処分業務及び収集運搬業務）を単独で行う者であ

ること。なお、協力施行者として入札に参加する場合は、単独施行者又は他の協力施行者とし

て入札に参加することができない。また、単独施行者として入札に参加する場合は、協力施行

者として入札に参加することができない。 

  ※1 収集運搬事業者は、二者迄とする。 

  ※2 処分事業者は、一者とする。 

     (3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）第15条の4の4第1項

に基づき微量PCB廃電気機器等・低濃度PCB含有廃棄物の無害化処理に係る環境大臣からの認定

を受けたプラント、又は廃棄物処理法に基づき微量PCB汚染廃電気機器等の処分業に係る都道

府県知事等の許可を受けたプラントにおいて、当該廃棄物の処理が可能な者であること（ただ

し、協力施行者のうち収集運搬事業者については当該要件を満たす必要はない）。 

   (4) 処理施設の立地する自治体から当該廃棄物の受け入れ及び処分が可能という判断をされてい

ることを競争参加資格資料提出期限までに示せること（ただし、協力施行者のうち収集運搬事     

業者については当該要件を満たす必要はない）。 

     (5) 本業務の履行に必要な廃棄物処理法で定められている収集・運搬許可を受けていること（た

だし、協力施行者のうち処分事業者については当該要件を満たす必要はない）。 

     (6) 履行開始日から2022年3月末日までの間に当該量の廃棄物の処理を完了することが可能(マニ

フェスト等受領含む)であること。 

     (7) 協力施行者においては、会社の示す内容により入札参加確認書を提出できること。 



５ 入札までの手続等 

  (1) 資料の交付 

   ①資料の交付期間 

    2021年9月27日（月）から2021年10月8日（金）午後4時まで 

   ②交付方法等 

     次のサイトより入札参加希望者に無償で交付する。なお、当該交付方法による受領ができな

い場合は、８の問い合わせ先まで申し出ること。 

首都高速道路株式会社ホームページ (入札公告等) 

https://www.shutoko.co.jp/business/bid/ 

   ③交付資料のダウンロード操作手順 

      上記サイトから該当件名の交付資料・ダウンロード欄を選択し、案内に従い情報(会社名、

担当者名、連絡先等)を入力する。登録確認メールを受信し、通知されたパスワードを入力し

てログインし、交付資料をダウンロードする。 

  (2) 入札参加資格確認のための資料提出 

   ①提出資料：入札参加資格確認申請書及び競争参加資格の確認のための書類（以下「確認書類」

という。）は、別記様式第１、2-1～2-5により作成すること。 

また、上記の各種様式のほか、以下を添付すること。 

イ 登記事項証明書（現在事項証明書）又はその写し（証明年月日が提出日の三か月以内で

あること） 

ロ 財務諸表類（資料提出日の直前1営業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計

算書及び注記表） 

ハ 未納税額のない納税証明書 

なお、協力施行者については、別記様式第３により「入札参加確認書」を作成すること。 

   ②確認書類の作成に要する費用は、入札者の負担とする。 

③契約責任者は提出された確認書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することは 

ない。 

④受領した確認書類は返却しない。 

⑤受領した確認書類の差し替え及び再提出は認めない。 

⑥提出期限：2021年10月8日（金）午後4時00分 

   ⑦提出方法：書面は持参又は郵送により提出するものとし、電送及び電子メールによるものは受

け付けない。なお、郵送による提出は、書留郵便等の配達の記録が残るものに限り2021年10月

7日（木）を提出期限とする。 

また、郵送により提出する旨を事前に現場説明書に記載の担当部局まで連絡すること。 

   ⑧提出場所：下記８に掲げる担当課とする。 

   (3) 確認書類の審査項目・内容 

   次表のとおり。全ての内容を満たす者に競争参加資格があるものとする。 

    審査項目    内  容 

① 処理プラントの認定

状況等 

・廃棄物処理法に基づく無害化処理認定を受けた内容及びそれ

を証明する書類が有効なものであることの確認。 

・処理プラントが処理に必要な能力を備えていることの確認。 

② 施行計画等 ・履行開始日後から 2021 年３月末までの間に当該量の廃棄物の

処理（運搬及び処分）を完了することが可能(マニフェスト等受

領含む)であることの確認。 

③ 処理プラントが立地

する自治体の許可条

件等 

・処理プラントの立地する自治体から当該廃棄物の当該プラン

トへの受け入れ及び処理が可能という判断をされていることの

確認。 

④ その他の制約条件等 ・処分場の受け入れ基準及びその他制約条件がある場合は、本

業務の実施において支障とならないことの確認。 

⑤ 収集・運搬に際して

の許可等 

・収集・運搬の許可を受けた内容及びそれを証明する書類が有

効なものであることの確認。 



(4) 協力施行者として入札へ参加する場合について 

①上記(2)①により提出する「入札参加確認書」に記載した内容を遵守すること。 

なお、同確認書の提出がない場合、また内容を遵守することができなくなった場合は入札に参

加することができない。 

②契約締結後、変更の施行計画を作成する場合においては、両社が協力及び調整して作成しなけ

ればならない。 

(5) 指名(非指名)通知書の送付 

(2)において受領した申請書等を審査し、指名（非指名）通知書を2021年10月26日（火）に送付

する。指名通知書が送付された者のみ入札に参加することができる。なお、都合により、別途連絡

の上、入札が延期等になる場合がある。 

 ６ 入札 

  (1) 入札日及び場所 

    日時 2021年11月17日（水）午後2時00分 

    場所 首都高速道路株式会社 神奈川局 7階第1会議室 

  (2) 入札方法 

   ①入札金額 

    イ 本件は総価契約である。 

    ロ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する     

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金     

額とする｡）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、見積もった契約希望金額の110分の100に相当     

する金額を入札書に記載すること。 

    ハ 落札者は、速やかに落札価格の内訳書を提出すること。 

   ②落札者の決定方法 

     予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書の要件要求を全て満たした入札者の中から、     

最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

    (3) 入札保証金 免除 

 ７ その他 

  (1) 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨に限る。 

  (2) 契約書の作成要否 要 

  (3) 落札者が協力施行者である場合、入札参加確認書に示した業務分担に応じて、各々の者と別

途契約書を締結する。 

  (4)契約保証金 免除 

      ８ 参加申込・問い合わせ等の窓口 

  〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目2番9号 

        首都高速道路株式会社 神奈川局 総務・経理課 

        電話 045－307－0510 

   ※業務内容及び仕様書に関する問い合わせ先 

首都高速道路株式会社 神奈川局 施設保全設計課 

電話 045－307－0534 

 競争参加希望者の提出書類等 

１．入札参加者募集に係る掲示の５(2)①に記載する入札参加資格確認申請書（様式第１） 

２．入札参加者募集に係る掲示の５(3)①に記載する処理プラントの認定状況等を確認する書面（様式

第 2-1） 

３．入札参加者募集に係る掲示の５(3)②に記載する内容を示す施行計画等を確認する書面（様式第 2-

2） 



４．入札参加者募集に係る掲示の５(3)③に記載する処理プラントが立地する都道府県知事等の受け入

れ及び処理が可能とする条件を確認する書面（様式第 2-3） 

５．入札参加者募集に係る掲示の５(3)④に記載するその他処理プラントの受け入れ基準及びその他制

約条件を確認する書面（様式第 2-4） 

６．入札参加者募集に係る掲示の５(3)⑤に記載する収集・運搬許可状況を確認する書面（様式第 2-5） 

７．入札参加者募集に係る掲示の４(7)に記載する入札参加確認書（様式第 3） ※ 

８．登記事項証明書（現在事項証明書）又はその写し（証明年月日が提出日の三か月以内であること。） 

９．財務諸表類（資料提出日の直前 1 営業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び

注記表） 

10．未納税額のない納税証明書 

 ※ 単独施行者は入札参加確認書（様式第 3）の提出は不要。 



様式第１（協力施行者用） 

（用紙 A4） 

入札参加資格確認申請書 

●●年●●月●●日 

首都高速道路株式会社 

   神奈川局長  諸富 浩一郎 殿 

協力施行者 

（処分事業者） 

住    所 

商号又は名称 

代表者の氏名          印 

（収集運搬事業者） 

住    所 

商号又は名称 

代表者の氏名          印 

住    所 

商号又は名称 

代表者の氏名          印 

2021 年 9 月 27 日付けで公告のありました「低濃度 PCB 含有廃棄物処理業務 2021-3-1（運

搬・処分）」に係る下記の書類を提出します。 

「入札参加者募集に係る掲示」４（１）競争参加資格に記載の要件を満たしていることを

誓約します。 

記 

１．入札参加者募集に係る掲示の５(3)①に記載する処理プラントの認定状況等を確認する書面（様式第 2-1） 

２．入札参加者募集に係る掲示の５(3)②に記載する内容を示す施行計画等を確認する書面（様式第 2-2） 

３．入札参加者募集に係る掲示の５(3)③に記載する処理プラントが立地する都道府県知事等の受け入れ及び処

理が可能とする条件を確認する書面（様式第 2-3） 

４．入札参加者募集に係る掲示の５(3)④に記載するその他処理プラントの受け入れ基準及びその他制約条件を

確認する書面（様式第 2-4） 

５．入札参加者募集に係る掲示の５(3)⑤に記載する収集・運搬許可状況を確認する書面（様式第 2-5） 

６．入札参加者募集に係る掲示の４(7)に記載する入札参加確認書（様式第 3） 

７．登記事項証明書（現在事項証明書）又はその写し（証明年月日が提出日の三か月以内であること。） 

８．財務諸表類（資料提出日の直前1営業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表） 

９．未納税額のない納税証明書 



様式第 1（単独施行者用） 

（用紙 A4） 

入札参加資格確認申請書 

●●年●●月●●日 

首都高速道路株式会社 

   神奈川局長  諸富 浩一郎 殿 

住    所 

商号又は名称 

代表者の氏名          印 

2021 年 9 月 27 日付けで公告のありました「低濃度 PCB 含有廃棄物処理業務 2021-3-1（運

搬・処分）」に係る下記の書類を提出します。 

「入札参加者募集に係る掲示」４（１）競争参加資格に記載の要件を満たしていることを

誓約します。 

記 

１．入札参加者募集に係る掲示の５(3)①に記載する処理プラントの認定状況等を確認する書面（様式第2-1） 

２．入札参加者募集に係る掲示の５(3)②に記載する内容を示す施行計画等を確認する書面（様式第 2-2） 

３．入札参加者募集に係る掲示の５(3)③に記載する処理プラントが立地する都道府県知事等の受け入れ及び

処理が可能とする条件を確認する書面（様式第 2-3） 

４．入札参加者募集に係る掲示の５(3)④に記載するその他処理プラントの受け入れ基準及びその他制約条件

を確認する書面（様式第 2-4） 

５．入札参加者募集に係る掲示の５(3)⑤に記載する収集・運搬許可状況を確認する書面（様式第 2-5） 

６．登記事項証明書（現在事項証明書）又はその写し（証明年月日が提出日の三か月以内であること。） 

７．財務諸表類（資料提出日の直前 1 営業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記

表） 

８．未納税額のない納税証明書 



様式第 2-1 

（用紙 A4） 

① 処理プラントの認定状況等を記載した書面 
● プラント施設の概要 

● 廃棄物処理法に基づく無害化施設認定又は許可を受けたことを示す書類（一式） 



様式第 2-2 

（用紙 A4） 

② 施行計画 

● 月別処理予定数量（記入例） 

処理 

予定月 
種類 並木換気所 花園橋換気所 川崎第二換気所 

2021 年

11 月 

変圧器 ○個 ○個 ○個 

ウエス － ○個 － 

2021 年

12 月 

変圧器 ○個 ○個 ○個 

ウエス － ○個 － 

2022 年

1 月 

変圧器 ○個 ○個 ○個 

ウエス － ○個 － 

2022 年

2 月 

変圧器 ○個 ○個 ○個 

ウエス － ○個 － 

2022 年

3 月 

変圧器 ○個 ○個 ○個 

ウエス － ○個 － 

※ 2022 年 3月末日までに全数量の処理を完了(マニフェスト等受領含む)すること。 



様式第 2-3 

（用紙 A4） 

③ 処理プラントが立地する自治体の許可状況等を記載した書面等 

● 今回処理する廃棄物が当該自治体の受け入れ基準に合致していることを示す資料 



様式第 2-4 

（用紙 A4） 

④ その他処理プラントの受け入れ基準及びその他制約条件 



様式第 2-5 

（用紙 A4） 

⑤ 収集・運搬に際しての許可等 
● 収集・運搬許可状況を確認する書面 



様式３ 

（用紙 A4） 

入札参加確認書 

1 （株）○○○（以下「処分事業者」という。）と（株）□□□（以下「収集運搬事業

者」という。）は、首都高速道路（株）発注に係る「低濃度 PCB 含有廃棄物処理業務

2021-3-1（運搬・処分）」に関する以下の件について、共同により行うものとし、また

連帯して責任を負います。 

(1)参加表明書及び競争参加資格の確認のための書類の提出に関する件 

(2)入札に関する件 

2 処分事業者と収集運搬事業者が落札者となった場合は、上記 1 により提出した入札内訳

書に記載された内容により、各々がその分担する業務について首都高速道路（株）が指

定する契約書により別々に契約を締結し、同契約書に基づき双方協力して業務を履行し

ます。なお各々が分担する業務は以下のとおりとします。 

     処分業務  ：（株）○○○ 

     収集運搬業務：（株）□□□ 

3 処分事業者と収集運搬事業者は、どちらか一方が自己の責に帰すべき事由によって、上

記 2 に記載された方法による契約を締結できない場合は連帯して責任を負い、他方の者

についても契約締結を辞退することとします。 

4 その他入札手続きにおいて本確認書に記載された内容を遵守できない事態が発生した場

合は、両者ともに入札参加を辞退することとします。 

協力施行者 

（処分事業者） 

住    所 

商号又は名称 

代表者の氏名          印 

（収集運搬事業者） 

住    所 

商号又は名称 

代表者の氏名          印 


