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玖珠町災害廃棄物処理計画策定業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

本実施要領は、玖珠町災害廃棄物処理計画策定業務について、当該業務の

目的及び内容に最も適した事業者を選定するために実施する公募型プロポー

ザルに関して、必要な事項を定めるものとする。 

 

２．業務の概要 

（１）業務名：平成２９年度玖珠町災害廃棄物処理計画策定業務 

（２）業務内容：「玖珠町災害廃棄物処理計画策定業務 仕様書」のとおり 

（３）履行期間：契約締結日から平成３０年３月２２日まで 

（４）契約上限額：４，７７４千円（消費税額及び地方消費税相当額を含む。） 

 

３．事業者選定方法 

  公募型プロポーザルとし、書類審査及びヒアリング審査による選定とする 

 

４．参加資格要件 

本プロポーザルに参加する者は、以下の要件を全て満たしていることが必

要である。 

（１）地方自治法施行令（昭和 25 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項の規

定に該当しないこと。 

（２）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づき更生手

続き開始の申立てをしていないこと、又は民事再生法（平成 11 年法律

第 225 号）第 21 条の規定に基づき再生手続き開始の申立てをしていな

いこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画、又は民事再生法の

規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。 

（３）破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定により破産の申立てがなされ

てないこと。 

（４）町の指名停止を受けている期間でないこと。 

（５）九州内に本社又は支店、営業所等を有する者であること。 

（６）国税及び地方税の滞納がないこと。 
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（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77

号）第 2 条に規定する暴力団、暴力団員やその構成員でないこと。ま

た、役員等が暴力団員やその構成員及びその統制の下にないこと。 

（８）平成 23 年度から平成 28 年度までの 6 年間で、単体企業として本業務

と同等業務の受注実績（業務が完了したものに限る。）を有する者であ

ること。 

   なお、同業務と見なすのは、国若しくは地方公共団体と業務委託契約

を自ら締結し、その業務を行っていたものとする。 

（９）本業務について、十分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有す

ること及び本町の指示に柔軟に対応できること。 

 

５． 問い合わせ先 

〒８７９－４４９２ 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足２６８番地の５ 

玖珠町役場 環境防災課 環境係 

電話番号 ０９７３－７２－１１３７ 

ファックス ０９７３－７２－０８１０ 

電子メール kankyo@town.kusu.oita.jp 

 

６．参加手続等 

本プロポーザルに参加を希望する者は、下記のとおり参加申込書を提出す

ること。 

（１）提出書類 

ア プロポーザル参加申請書 （様式第１号） 

     本社と契約主体の営業拠点が異なる場合には、委任状を提出のこと 

イ 企業概要書 （様式第２号） 

   ウ 同種・類似業務実績表 （様式第３－１号） 

   エ 同種・類似業務実績一覧表 （様式第３－２号） 

（２）提出期限、提出場所、提出方法 

ア 提出期限 平成２９年５月２３日（火） 午後５時まで 

イ 提出場所 「５ 問い合わせ先」に同じ 

ウ 提出方法 持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前

９時から午後５時までに、又は郵便（簡易書留に限る。）

mailto:kankyo@town.kusu.oita.jp
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により提出すること。なお。電子データによる提出は認め

ない。 

 

７．参加資格確認結果通知書の送付等 

（１）プロポーザル参加資格確認結果の通知 

本町は、本件プロポーザル参加表明者が提出した「６．参加手続等」の

書類について審査を行い、参加の可否を決定し、平成２９年５月２５日

（木）午後５時までに、「プロポーザル参加資格確認結果通知書（様式第

４号）」を電子データにて、連絡先 e-mail に送信して交付する。なお、

本件プロポーザル参加表明者は、提出した各種書類に関して、本町より説

明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

（２）参加資格の喪失 

   プロポーザル参加資格確認結果通知書を受けた者が下記のいずれかに該

当する場合には、本件プロポーザルの参加資格を喪失するものとする。 

   ア 参加資格確認結果通知書に記載する、参加資格の有無が「無」であ

るとき 

   イ 「４ 参加資格要件」で示す、資格要件を満たさなくなったとき 

   ウ 上記（１）で示す提出書類に、虚偽の記載があったとき 

（３）参加の辞退 

   本件プロポーザル参加を辞退する場合は、「プロポーザル参加辞退届

（様式第５号）」を書面で提出すること。 

 

８．企画提案書等の提出 

「６．参加手続等」により参加申込をした者で、町から「プロポーザル参

加資格確認結果通知書」により参加承認を受け参加を承諾した者（以下、

「参加者」という。）は、下記のとおり必要書類を提出すること。なお、企

画提案は１者につき１件とする。 

（１）提出書類 

ア 企画提案書 （様式第６号） 

   イ 企業概要書 （様式第２号） 

ウ 同種・類似業務実績表 （様式第３－１号） 

     ・添付書類：契約書の写し（鏡のみ）又は受注証明書等 

 エ 同種・類似業務実績一覧表 （様式第３－２号） 
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オ 業務実施体制 （様式第７号） 

カ 配置予定者の経歴（技術者） （様式第８－１号） 

キ 配置予定者の経歴（担当者） （様式第８－２号） 

ク 見積書及び内訳書 （様式は自由） 

   ・様式は任意。会社名、代表者職氏名を記入し、押印のこと 

ケ 九州内に本店、支店又は営業所等があることを証明できる書類 

     ・登記事項証明書又は納税証明書等 

   コ 会社パンフレット等 （任意） 

（２）提出期限、提出場所、提出方法 

ア 提出期限 平成２９年６月１４日（水） 午後５時まで 

イ 提出場所 「５ 問い合わせ先」に同じ 

ウ 提出部数 １１部（正本１部、副本１０部） 

エ 提出方法 持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前

９時から午後５時までに、又は郵便（簡易書留に限る。）

により提出すること。なお、提出期限後に到着した企画提

案書等は無効とし、電子データによる提出も認めない。 

 

９．企画提案書作成上の留意事項 

（１）本業務の実施方針 

   事業者としての本業務への取り組み方針について記載すること。 

（２）実施体制について 

業務を執行する上での管理責任体制、業務執行体制等について、組織図

又はフロー図等を用いて分かりやすく表すこと。図等には、具体的に技術

者の氏名を明記し、その役割分担についても明確になるよう表記するこ

と。 

   また、業務の一部を委託予定の場合は、その業務、委託先について補記

すること。 

（３）各種業務の実施方法、技術提案等 

仕様書に示す業務内容ごとに、その業務の進め方、実施内容、実施手法

に係る技術的な提案等について、具体的に記入すること。 

（４）事業完了までの作業スケジュール 
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  業務開始から業務完了までの作業スケジュールについて、表を用いて記

載すること。 

（５）作成にあたっての留意事項 

ア Ａ４サイズ縦長左綴じで、正本を１部、副本を１０部、合計１１部

を作成する。なお、「（６）正本及び副本の作成」により製本をする

こと。 

イ 正本には業務実績に記載した内容が確認できる書類（契約書の写し

（鏡のみ）、受注証明書等、実績一覧表）を添付すること。 

ウ 副本には事業者名が特定できるような表示や表現は行わないこと。 

エ 提案内容は文章で簡潔に記載すること。 

オ 文章を補完するためにイラスト、イメージ図、図面などを使用して

もよい。 

カ アピールしたい内容が盛り込まれている場合は、そのアピールポイ

ントが分かるように記載すること。 

キ 記述する箇所（文章部分）については、10.5 ポイント以上の文字で     

記載する（図画等は除く）ことを基本とし、読みやすさに配慮するこ

と。 

ク 表紙及び目次を添付すること。書式は任意とする。 

ケ ページ数は表紙・目次を除いて２０ページ以内とする。なお、Ａ３

サイズをＡ４サイズに折りたたみ挿入することは可とする。その場合

は、Ａ３サイズ１ページはＡ４サイズ２ページとする。 

コ 表紙及び目次を除き、ページ番号を一連で付すこと。 

サ 提出期限後は、提出された企画提案書等の差替え又は再提出は認め

ない（本町から指示があった場合を除く）。 

シ 企画提案書等に虚偽の記載をした場合は、提案を無効にするととも

に、虚偽を記載した者に対して指名停止を行うことがある。 

（６）正本及び副本の作成 

   ア 正本…１部 
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    「８（１）提出書類」の「ア～コ」を項目順に作成、ファイル綴じと

し、それぞれの項目ごとに対応したインデックスラベルを付すること。

ファイル表紙には、会社名を明記すること。 

   イ 副本…１０部 

 事業者名が特定できるような表示や表現は行わないこと。 

「８（１）提出書類」の「ア 企画提案書」と「イ～ク」は別綴じと

し、項目順に作成、ホッチキス留めとし、それぞれの項目ごとに対応し

たインデックスラベルを付すること。ただし、「ウ 同種・類似業務実

績表」の添付書類は不要とする。 

 

10．提出された企画提案書等の取扱い 

（１）企画提案書の著作権は、提案者に帰属することとする。ただし、玖珠

町情報公開条例（平成 17 年条例第 37 号）に基づく情報公開請求の対象

と認められた場合を除き、提出者の承諾を得ずに公表しない。 

（２）提出された書類は、本プロポーザルにおける契約候補者の選定以外の

目的では使用しない。なお、企画提案書等すべての提出書類は返却しな

い。 

（３）提出物は「玖珠町文書取扱規則」に基づき、一定期間を経過した後

に、責任を持って本町で全て廃棄する。 

（４）企画提案書等に含まれる著作権・特許権等日本国の法令に基づいて保

護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた

責任は提案者が負う。 

 

11．実施要領、仕様書等に対する質問及び回答 

質問しようとする者は、質問票（様式第９号）に必要事項を記入し、電子

メールで送信すること。 

（１）質問の受付 「５．問い合わせ先」の電子メール宛に送信 

メールの件名は「平成２９年度玖珠町災害廃棄物処理計画策定業務に

係るプロポーザルの問い合わせについて（会社名）」とすること。 

（２）質問の受付期限 平成２９年５月２３日（火）午後５時まで 

（３）質問に対する回答 平成２９年５月３０日（火）午後５時まで 

「７．参加資格確認結果通知書の送付等」で示すプロポーザル参加資

格確認結果通知書に参加を認められた者全員に、回答書を一覧表形式で
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作成し連絡先 e-mail に送信する。なお、仕様書の補足等が掲載される

こともあるので、質問及び回答については企画提案書等の提出前に必ず

確認すること。 

（４）その他 参加資格要件を満たさないことが明らかな者からの質問につ

いて、町は回答しないことができるものとする。 

 

12．企画提案のヒアリング審査の手続き 

「８．企画提案書等の提出」に示す提出期限後、「平成２９年度玖珠町災

害廃棄物処理計画策定業務プロポーザル選定委員会」（以下「選定委員会」

という。）において、企画提案のヒアリング審査をする。 

（１）ヒアリングの資料 

   町に提出した企画提案書等を使用して説明することとし、他の資料、機

材等は使用しないものとする。 

 （２）ヒアリングの日時及び場所 

   平成２９年７月５日（水）午後（予定） 

時間・場所等の詳細については、参加者に別途通知する。 

 （３）参加人数 

   出席者は３人以内とし、うち１人は本業務を中心的に担当する者が出席

すること。 

 （４）ヒアリング時間 

   １者あたり３０分（説明２０分、質疑応答１０分）とするが、提案者が

多い場合はヒアリング時間を変更する場合がある。 

 （５）その他 

   ア 提案書提出後において、企画提案書に記載された内容の変更は認め

ない。 

   イ ヒアリングは非公開により行う。 

 

13．契約候補者の選定 

（１）契約候補者等の選定については、別紙評価基準表により採点し、評価

委員会委員の合計点で最も高い得点者及び次点者を選定する。なお、合

計点が同じ場合は、出席委員の多数決で決定し、可否同数のときは、委

員長が決定する。 
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（２）町は、選定の結果、得点が上位１位となった者を「契約候補者」、上

位２位となった者を「次点者」として選定する。その結果については、

契約候補者に選定された者以外についても審査終了後、７日以内に通知

する。 

（３）提案者が１者であっても、本プロポーザルは成立するものとするが、

委員１名当り１００点満点、合計７００点満点とし、審査の結果、各委

員の採点の合計点において４２０点以上を得られなかった場合は、契約

候補者として選定しない。 

 

14．提案の無効 

 （１）本件の公告等に示した必要な参加資格要件のない者がしたもの。 

 （２）提出書類に虚偽の記載をした者、又は本要領等に示す事項に違反する

記載をした者が行ったもの。 

 （３）本件の公告等において示した提案書の提出期限までに到着しなかった

もの。 

 （４）提案書等の記載事項中、主要な事項が識別し難いもの。 

 （５）見積金額が「２（４）」における契約上限額を超える者の提案。 

 （６）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第

54 号）等に抵触する不正の行為によったもの。 

 （７）公正さを疑うに足りる相当な理由があると認められるもの。 

 （８）その他、プロポーザルに関する条件に違反したもの。 

 

15．契約締結等 

 （１）契約の締結等 

ア 選定委員会の評価結果に基づき、契約候補者と期間を定めて本業務   

の契約締結に向けての具体的条件等について協議を行う。 

イ 上記の期間内に町と契約候補者との協議が整わない場合は、町は次

点者と協議を行うものとする。 

ウ 契約時における仕様は、提案書に記載されている項目とするが、本

町と契約候補者との協議により、必要に応じて追加、変更または削除

を行うことがある。次点者においても同様とする。 

エ 交渉の結果、合意に至った場合は契約を締結する。 
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オ 締結交渉の結果、合意に至らなかった場合、若しくは、契約候補者

に失格事由または不正と認められる行為が判明した場合は、順次、次

の順位以降の者を繰り上げて、その者と交渉を行う。 

カ 契約手続きは、「玖珠町契約規則」に定めるところによる。 

キ 当該業務に係る契約書は、当町の指定する様式とする。 

ク 本町は、契約締結後においても受託者が、この業者選定に係る失格

事項、又は不正と認められる行為が判明した場合は、契約の解除がで

きるものとする。 

 （２）提案内容の実現と経費 

   提案内容の実現にかかる経費や追加費用等は、全て受託者の負担で行う

こと。 

 （３）再委託の禁止 

   受託者が、この業務の一部または全部を第三者に再委託することを認め

ない。ただし、あらかじめ本町との協議に基づき書面による承諾を得たと

きは、この限りではない。 

 （４）契約保証金 

   契約保証金は玖珠町契約規則（昭和 58 年 7 月 1 日規則第 17 号）第 8 条

第 3 項第 10 号の規定により免除する。 

 

16．プロポーザル参加等に要する費用 

 本件プロポーザル参加のために要する費用は、全て提案者の負担とする。 

 

17．実施要領・仕様書等の交付方法等 

平成２９年５月１６日（火）から５月２３日（火）までに玖珠町ホームペー

ジ（http://www.town.kusu.oita.jp/）から入手するものとする。ただし、ホ

ームページから入手が困難な者については、次により交付する。 

（１）交付期間 平成２９年５月１６日（火）から５月２３日（火）までの

午前９時から午後５時まで。ただし、土曜・日曜、祝日は除

く。 

（２）交付場所 「５．問い合わせ先」に同じ 

（３）交付方法 直接交付する 



10 

 

（別紙） 

 

評価基準表 

評価項目 評価基準 配点 

実
施
体
制
等 

業務実施

体制 

・多岐にわたる本業務を提案者自身で実施できる体

制が確保されているか。 

・要員数や役割分担が明確にされているか。 

・業務責任者及び担当者が本業務を遂行するのに必

要な業務経験、資格を備えているか。 

１５ 

業務経験 

・同種・類似業務の経験が、本業務に生かすことがで

きる内容か。 

・同種・類似業務の経験がどの程度あるか。 

１５ 

小計 (30) 

提
案
内
容 

業務計画

の内容 

・業務の趣旨及び本町の地域特性を理解した、適切な

企画提案が行われているか。 

・課題とその対応方法について、具体的な計画となっ

ているか。 

３０ 

提案内容

の実現性 

・提案内容を実現するための方法やスケジュールが

具体的で実現性があるか。 

・提案内容に対して見積金額は適切か。 

３０ 

企画提案

能力 

・説明のポイントが整理されており、短時間での説明

により要点を押さえた分かりやすい説明であった

か。 

・適切な質疑応答であったか。 

１０ 

小計 (70) 

合計 １００ 

 


