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大島町公共浄化槽等整備推進事業に関する 

提案書（副本） 

通し番号： 



 

（様式 1-1） 

 

 

項 目 評価項目 評価内容 記入の留意事項 

1. 応募事業者（SPC）

について 

(1) 応募者の構成

及び役割分担 

(2) 実施体制 

 事業実施に必要な法的な有

資格者が確保されている。 

 業務執行上、的確な構成企業

が含まれて、それに見合った

分担になっている。 

 事業実施に必要な法的な有資

格者 

 業務執行上、的確な構成企業が

含まれて、それに見合った分担 

１． 応募事業者（SPC）について 

(1) 応募者の構成及び役割分担 

(2) 実施体制 



 

（様式 1-2） 

 

項 目 評価項目 評価内容 記入の留意事項 

1.応募事業者（SPC）

について 

(3) 応募者の汚水整

備事業に関連す

る実績 

 汚水整備事業に関連した

（大島町内における）業務

及び類似業務の受注実績及

び受注金額（過去 3 年）が

ある。 

 汚水整備事業に関連した（大

島町内における）業務及び類

似業務の受注実績及び受注金

額（過去 3 年） 

１． 応募事業者（SPC）について 

(3) 応募者の汚水整備事業に関連する実績 

 



 

（様式 2-1） 

 

項 目 評価項目 評価内容 記入の留意事項 

2.浄化槽整備（PFI）

事業への取組につ

いて 

(1) 事業の実施方

針 

(2) コスト縮減の

方策 

(3) 町内経済への

貢献 

(4) 緊急時の対応 

 浄化槽 PFI 事業に対する認

識度、主体的な取り組み度

が十分であり、実現性が認

められる。 

 設置工事費のコスト縮減方

策が妥当である。 

 維持管理費のコスト縮減方

策が妥当である。 

 地域経済や地域社会の活性

化に貢献する提案につい

て、具体性があり実現性が

認められる。 

 事故、故障、緊急時に対す

る具体的かつ効果的な対応

が記載されている 

 浄化槽 PFI 事業に対する認識

度、主体的な取り組み。 

 設置工事費のコスト縮減方策

や方針。 

 維持管理費のコスト縮減方策

や方針。 

 地域経済や地域社会の活性化

に貢献する具体的で実現性が

ある取り組み。 

 事故、故障、緊急時に対する

具体的かつ効果的な対応予

定。 

２． 浄化槽整備（PFI）事業への取組について 

(1) 事業の実施方針 

(2) コスト縮減の方策 

(3) 町内経済への貢献 

(4) 緊急時の対応 

 



 

（様式 3-1） 

 

項 目 評価項目 評価内容 記入の留意事項 

3.事業計画につい

て 

(1) 事業運営計画 

(2) 資本金の調達 

(3) 事業運営体制 

 業務要求水準にある町の整

備・管理計画と整合し、事

業収支計画に具体性があり

実現性が認められる。 

 債務超過にならない資金計

画が確保される資本金であ

る。 

 事業が健全に運営されるた

めのマネジメントを実行で

きる体制となっている。 

 業務要求水準にある町の整

備・管理計画と整合する事業

収支計画とその説明。 

 債務超過にならないことを確

認できる資金調達予定。 

 事業が健全に運営されるため

のマネジメント体制。 

３． 事業計画について 

(1) 事業運営計画 

(2) 資本金の調達 

(3) 事業運営体制 

 



 

（様式 3-2） 

 

項 目 評価項目 評価内容 記入の留意事項 

3.事業計画につい

て 

(4) 新設浄化槽の

買取希望価格 

(5) 管理浄化槽の

管理委託希望

価格 

(6) リスク管理 

 設置浄化槽の買取価格が妥

当である。 

 設置浄化槽の維持管理価格

が妥当である。 

 加入予定の保険等が具体に

示されている。 

 事業計画で想定する設置浄化

槽の買取価格。 

 事業計画で想定する設置浄化

槽の維持管理価格。 

 事業計画で想定する加入予定

の保険等。 

３． 事業計画について 

(4) 新設浄化槽の買取希望価格 

(5) 管理浄化槽の管理委託希望価格 

(6) リスク管理 

 



 

（様式 4-1） 

 

項 目 評価項目 評価内容 記入の留意事項 

4.浄化槽設置業務

について 

(1) 設置工事計画 

(2) 設置工事実施

体制 

 町内の水質改善の向上に留

意した設置浄化槽の仕様・

規格を満足している。 

 10 年間で 800 基を設置する

年度別工事計画に妥当性が

ある。 

 複数の設置工事業者の確保

の必要性及びそのマネジメ

ントの方法、工事用資材・

機器等の調達と運用が具体

に計画されている。 

 町内の水質改善の向上に留意

した設置浄化槽の仕様・規格。 

 10 年間で 800 基を設置するた

めの年度別設置工事計画。 

 複数の設置工事業者の確保の

必要性及びそのマネジメント

の方法、工事用資材・機器等の

調達と運用の方法。 

４． 事業計画について 

(1) 設置工事計画 

(2) 設置工事実施体制 

 



 

（様式 4-2） 

 

項 目 評価項目 評価内容 記入の留意事項 

4.浄化槽設置業務

について 

(3) 標準とする浄

化槽設置工事

の手順 

(4) 施工管理体制 

(5) 工事管理台帳

の整備 

 

 業務要求水準を満たす内容

が確保されている。 

 設置工事における中間検

査・竣工検査・完了検査の

体制及びその実施方法が妥

当である。 

 事管理台帳の整備等につい

て、具体的かつ確実性があ

る。 

 業務要求水準を満たすことを確

認できる設置工事手順。 

 設置工事における施工管理体制

と実施方法。 

 事管理台帳の整備等の方法。 

４． 事業計画について 

(3) 標準とする浄化槽設置工事の手順 

(4) 施工管理体制 

(5) 工事管理台帳の整備 

 



 

（様式 5-1） 

 

項 目 評価項目 評価内容 記入の留意事項 

5.維持管理業務に

ついて 

(1) 維持管理計画 

(2) 維持管理実施

体制 

 法律を沿った法定水質検

査、保守点検、汚泥清掃・

収集運搬、補修等の管理計

画と実施方法が計画されて

いる。 

 維持管理業者の確保の必要

性とそのマネジメントの方

法、維持管理用資材・機材

等の調達及び運用に実現性

が認められる。 

 法律を沿った法定水質検査、保

守点検、汚泥清掃・収集運搬、

補修等の管理計画と実施方法。 

 維持管理業者の確保とそのマ

ネジメントの方法、維持管理用

資材・機材等の調達及び運用方

法。 

５． 維持管理業務について 

(1) 維持管理計画 

(2) 維持管理実施体制 



 

（様式 5-2） 

 

項 目 評価項目 評価内容 記入の留意事項 

5.維持管理業務に

ついて 

(3) 標準とする維

持管理業務の

手順 

(4) 検査等体制 

 寄附浄化槽の扱い、汚泥清

掃・収集運搬業務との連携、

法定検査への対応内容、（機

器補修の時期と対応内容、）

緊急時の対応等について業

務要求水準を満たす手順で

ある。 

 維持管理の実施に必要な資

格等を持った構成員が確保

されているか確保される確

実な見込みがある。 

 寄附浄化槽の扱い、汚泥清掃・

収集運搬業務との連携、法定検

査への対応内容、（機器補修の

時期と対応内容、）緊急時の対

応等について業務要求水準を

満たすことを確認できる手順

など。 

 維持管理の実施に必要な資格

等を持った体制の見込み。 

５． 維持管理業務について 

(3) 標準とする維持管理業務の手順 

(4) 検査等体制 



 

（様式 5-3） 

 

項 目 評価項目 評価内容 記入の留意事項 

5.維持管理業務に

ついて 

 (5) 維持管理記録

の整備 

 維持管理にかかる台帳整理

のシステムの構築と運用に

ついて、具体的かつ確実性が

ある。 

 効率的かつ確実に行えること

が確認できる、設置工事記録や

維持管理にかかる台帳等整理

のシステムの構築と運用方法。 

５． 維持管理業務について 

 (5) 維持管理記録の整備 

 



 

（様式 6-1） 

 

項 目 評価項目 評価内容 記入の留意事項 

6.使用料徴収業務

について 

(1) 使用料の徴収

計画 

(2) 使用料徴収体

制 

(3) 使用料徴収管

理台帳の整備 

 使用者の利便性に配慮し、

使用料収納率の向上を図る

ための対応方法に確実性が

ある。 

 使用料収納率の向上を図る

ための使用料の徴収業務の

手順、実施体制に実現性が

ある。 

 使用料徴収管理台帳等につ

いて、具体的かつ確実性が

認められる。 

 使用者の利便性に配慮し、使用

料収納率の向上を図るため方

針。 

 使用料収納率を確実に行うた

めの使用料の徴収業務の手順

及び実施体制。 

 使用料徴収管理台帳等につい

て、具体的かつ確実な方法。 

６． 維持管理業務について 

(1) 使用料の徴収計画 

(2) 使用料徴収体制 

(3) 使用料徴収管理台帳の整備 

 



 

（様式 7-1） 

７． 住民サービスについて 

(1) 住民サービスの実施計画 

(2) 住民サービスの実施体制 

(3) 家屋改装、排水管工事への対応 

(4) 町による支援施策等の周知 

(5) （住民の要望記録の整備） 

 

 

項 目 評価項目 評価内容 記入の留意事項 

7.住民サービスに

ついて 

(1) 住民サービス

の実施計画 

(2) 住民サービス

の実施体制 

(3) 家屋改装、排水

管工事への対

応 

(4) 町による支援

施策等の周知 

(5) （住民の要望

記録の整備） 

 浄化槽設置に伴う使用者の

負担軽減策、その他の住民

サービスに関する具体的な

提案がある。 

 浄化槽設置に伴う使用者の

負担軽減策に持続性が認め

られる。 

 使用者の費用負担軽減の立

場に立った宅内配管等（宅

内配管・放流管等）の工事

や設備工事・家屋の改築工

事等の対応方法が妥当であ

る。 

 浄化槽設置に伴う使用者の負

担軽減策、その他の住民サービ

スに関する取り組み。 

 浄化槽設置に伴う使用者の負

担軽減策。 

 使用者の費用負担軽減の立場

に立った宅内配管等（宅内配

管・放流管等）の工事や設備工

事・家屋の改築工事等の対応方

法。 

 直接融資や分割払い等を含め、

他の貸付金制度等のあっ旋に

対する扱い。 

 収集した住民意見や要望等を

記録し町と共有するための実

現性がある提案。 



 

（様式 8-1） 

８． 上記以外の提案 

(1) 応募者独自の提案 

 

 

項 目 評価項目 評価内容 記入の留意事項 

8.上記以外の提案 
(1) 応募者独自の

提案 

 

 PFI 事業としての整合性、PFI

事業推進に対する効果を期

待できる提案がある。 

 PFI 事業としての整合性、PFI

事業推進に対する効果を期待

できる、要求水準書にない提案

事項。 


