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竹田市水道事業基本計画及び水道ビジョン等策定業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．趣旨 

 本業務は、竹田市水道事業基本計画及び水道ビジョン等の策定にあたり、公募型プロポーザル方式による

選考を実施する。選考にあたっては、透明性及び公平性を確保しながら受託者を特定し、策定業務を委託す

るために必要な手続き等について定めるものとする。 

 

２．業務の概要 

１）業務の名称     竹田市水道事業基本計画及び水道ビジョン等策定業務 

２）業務の場所     竹田市一円（事業認可区域内） 

３）業務の内容 

   別添「竹田市水道事業基本計画及び水道ビジョン等策定業務仕様書」のとおり 

４）業務委託期間   契約締結日から平成３０年３月３１日 

５）業 種   建設コンサルタント(上水道部門) 

６）業務の規模 

    提案上限額  ￥２５，７００，０００－ （消費税及び地方消費税を除く） 

 

３．実施形式  公募型プロポーザル方式 

 

４．参加募集 

 公告した上、竹田市公式ホームページ等で閲覧に供する方法により、公募型プロポーザル方式による選考

へ参加する事業者を募集する。 

 

５．参加資格要件 

 本市に平成２９・３０年度有効の一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書(建設コンサルタント)

を提出しているもので、以下に示す条件をすべて満たした者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいずれにも該当しないこと。 

(2) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更正手続き開始の申立がなされている者でない

こと。 

(3) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続き開始の申立がなされている者でない

こと。 

(4) 本市の平成２９年度業務委託の一般競争(指名競争)入札に参加する者に必要な資格を有する者の名簿

に、建設コンサルタント上水道部門で登録のある者 

(5) 九州圏内（沖縄県を除く）に主たる営業所又は従たる営業所（主たる営業所から本市との契約につい

て、一切の権限を委任されている営業所）を有する者 

(6) 管理技術者として、技術士（上下水道部門（上水道及び工業用水道）又は総合技術監理部門（上下水

道一般並びに上水道及び工業用水道））もしくはＲＣＣＭ（上水道及び工業用水道）のいずれかの資格

取得者を配置できる者 

(7) 照査技術者として、技術士（上下水道部門（上水道及び工業用水道）又は総合技術監理部門（上下水

道一般並びに上水道及び工業用水道））もしくはＲＣＣＭ（上水道及び工業用水道）のいずれかの資格

取得者を配置できる者 

(8) 経営戦略の策定において、経営分析に精通した資格を有する担当技術者を配置する予定があれば、様

式７を追加して記載すること。 

(9) 配置技術者については、技術者に委任される権限の重大性から、契約の履行のために受託事業者と技
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術者との直接的で恒常的な雇用関係を必要とする。なお、恒常的な雇用関係とは、技術提案書の提出の

あった日以前に３ヶ月以上の雇用関係にあることとする。 

(10) 過去５年間（平成２４年４月１日～平成２９年３月３１日）に、給水人口２万人以上の水道事業体に

おける同種・類似業務（水道事業基本計画（見直し含む）、水道ビジョン策定、アセットマネジメン

ト、経営計画策定、水安全計画）のいずれかの受託実績を有する者 

 業務実績に関しては、一般財団法人日本建設情報センターが発行する登録内容確認書（業務実績）又

は、契約書の写し等公的資料を添付し、業務実績を的確に証明すること。 

(11)「竹田市水道事業基本計画及び水道ビジョン等策定業務仕様書」（以下「業務仕様書」という）に基づ

く業務内容を確実に遂行でき、安定的かつ健全な経営能力を有している者。 

 

６．スケジュール 

①プロポーザル開始公告・・・・・・・・・・・・ 平成２９年 ５月 ８日 

②質問受付期間・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成２９年 ５月１１日～１５日 

③質問回答日・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成２９年 ５月１７日 

④参加表明書等の提出期限・・・・・・・・・・・ 平成２９年 ５月２２日 午後４時まで 

⑤一次審査結果並びに二次審査通知・・・・・・・ 平成２９年 ５月２６日 

⑥提案書提出期限・・・・・・・・・・・・・・・ 平成２９年 ６月 ９日 午後４時まで 

⑦審査会の実施（プレゼンテーション等） ・・・  平成２９年 ６月中旬 （予 定） 

⑧二次審査結果の発表・・・・・・・・・・・・・ 平成２９年 ６月下旬 （予 定） 

 

７．配付資料 

(1) 竹田市水道事業基本計画及び水道ビジョン等策定業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

(2) 竹田市水道事業基本計画及び水道ビジョン等策定業務仕様書（以下「業務仕様書」という） 

 (1)(2)及び参加申込書、公募に関する資料・様式類は、本市ウェブサイトからダウンロードすること。  

  〔本市ウェブサイト〕 http://www.city.taketa.oita.jp/ 

 

８．質問回答に関する事項 

 本プロポーザルに関する質問の受付及び回答の方法は、次のとおりとする。なお、質問がない場合、質問

書の提出は必要ない。 

(１) 質問の受付 

① 提出書類   質問書（様式第８号） 

② 受付日時   平成２９年５月１１日～１５日の間 

③ 提出方法   電子メール 

④ E-mail    jyougesui@city.taketa.lg.jp 

(2) 質問への回答 

  ① 回答日  受け付けた質問は、平成２９年５月１７日にメールにより回答する。 

  ② その他  質問内容が独自の提案に係ると当局が判断した場合は、その質問者のみに回答し、それ以外

については、竹田市公式ホームページで質問内容とともに閲覧に供する。 

 

９．参加表明手続及び一次審査提出書類 

 事業者は、本実施要領および業務仕様書の内容を確認したうえで、参加表明書（様式第１号）により参加

の有無を届け出るものとし、一次審査に必要な書類を提出すること。 

(1) 提出書類 

  ・参加表明書（様式第１号） 

・会社概要（様式第２号） 
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・建設コンサルタント登録状況（様式第３号） 

・業務受託実績調書（様式第４号） 

・管理技術者調書（様式第５号） 

・照査技術者調書（様式第６号） 

・担当技術者調書（様式第７号） 

(2) 提出期限 平成２９年 ５月２２日 午後４時必着 

(3) 提出方法 直接持参または郵送（簡易書留郵便に限る） 

(4) 提出先  

  〒878-8555  竹田市大字会 1々650番地  竹田市上下水道課 （担当：衛 藤） 

(5) 提出部数    正本 １部 

 

１０．参加表明書及び一次審査書類の作成について 

(1) 作成方法 

・提出書類はＡ４版とする。 

・配布された様式を基に作成するものとし、文字サイズは10ポイント以上、ファイル形式はMicrosoft 

WordおよびExcelまたはPDF形式に限る。 

 (2) 内容に関する留意点 

① 管理・照査・担当技術者調書 

・配置予定の管理技術者、照査技術者、及び担当技術者を記載する。 

・配置予定の技術者は、それぞれを兼任することはできないものとする。 

② 配置技術者の経歴等 

・配置技術者について、技術士・ＲＣＣＭ等の保有資格を記載する。 

・記載項目が１枚に収まらないときは、収まるよう工夫することや複数枚になることは差し支えない。 

③ 配置技術者の実績 

・配置技術者が過去に従事した給水人口２万人以上の水道事業体における同種・類似業務（水道事業基

本計画（見直し含む）、水道ビジョン策定、アセットマネジメント、経営計画策定、水安全計画）のい

ずれかの実績について記載すること。 

・記載する同種・類似業務は、平成２４年４月１日以降に受注し平成２９年３月３１日までに完了した

業務とする。 

・業務実績に関しては、一般財団法人日本建設情報センターが発行する登録内容確認書（業務実績）又

は、契約書の写し等公的資料を添付し、業務実績を的確に証明すること。 

・資格については、資格証の写しを添付すること。 

 

１１．評価機関 

 受託者の特定は、竹田市水道事業基本計画及び水道ビジョン等策定業務公募型プロポーザル方式受託事業

者選考委員会（以下「選考委員会」という。）が行う。 

 

１２．一次審査 

(1) 別紙評価基準に基づき、選考委員会が提案書の評価を行う。 

(2) 評価点数の合計点数の上位４者以内を一次審査通過者とする。 

(3) 一次審査の結果については、通過者に対して二次審査の通知を平成２９年５月２６日にファクシミリ

で行う。また、非通過者に対しての通知も同日にファクシミリで行う。 

 

１３．二次審査提出書類 

 本プロポーザル参加者は、本実施要領および業務仕様書に基づき、考え得る最適な方策を提案書により提
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案するものとする。提案書は１社につき１件とし、以下の書類を提出すること。 

(1) 提出書類 提案書（様式第９号） 

・業務の実施方針・工程（任意様式） 

・見積書及び内訳書（任意様式） 

(2) 提出期限 平成２９年 ６月９日 午後４時必着 

(3) 提出方法 直接持参または郵送（簡易書留郵便に限る） 

(4) 提出先 「９．参加表明手続及び一次審査提出書類」の提出先に同じ 

(5) 提出部数 正本１部 , 副本７部 , 電子媒体（CD-ROM）１部 

 

１４．提案書等の作成について 

(1)基本事項 

①本業務についての考え方、実施方針(方法・手順・工程等) 

②本市の現状・本市水道事業の現状等から把握できる本市水道事業が取り組むべき課題 

 なお、プロポーザルは、調査・検討・および設計業務における具体的な取り組み方法について提案を

求めるものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。 

 業務仕様書において記載された事項以外の内容を含む提案書、又は本実施要領に示された条件に適合

しない提案書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。 

(2)作成方法 

・提出書類はＡ４版とする。 

・提案書の枚数は１０ページ以内とすること。（ただし、見積書及び内訳書の枚数は別とする） 

・提案書の表紙は配布された様式第９号を基に作成するものとし、提案書自体の記載様式は任意とする。  

ただし、文字サイズは１０ポイント以上、ファイル形式はMicrosoft WordおよびExcelまたはPDF形

式に限る。 

(3)提案書等の内容に関する留意点 

①業務の実施方針・工程 

・業務の実施方針・工程については、具体的かつ簡潔に記載すること。 

・工程計画の策定に当たっては、開始時期を契約締結後（平成２９年７月上旬予定）、完了時期を平成

３０年３月末とする。 

②見積書及び内訳書 

・本業務に係る見積書を提出すること。 

・提案上限額を超えていないこと。 

・様式は任意とするが、Ａ４版とする。 

・代表者氏名を記載・押印の上、見積金額は消費税を含まない金額を記入すること。 

・「竹田市長 首藤勝次」宛とすること。 

 

１５．プレゼンテーションの実施 

(1) プレゼンテーションの実施日時・場所等については、別途参加者に通知する。 

(2) 提案者は、自らの提案内容の説明を行う。持ち時間は、プレゼンテーション１５分、質疑応答１５分

の合計３０分間とし、規定の時間を経過した場合は直ちに終了する。ただし、質疑応答については、

持ち時間を延長する場合がある。 

(3) 提案者の参加人数は３名以内とする。 

(4) プレゼンテーションに必要な機材は、提案者が用意する。ただし、ホワイトボード及びスクリーン

は、本市が用意する。 

(5) プレゼンテーションの際使用する資料は、提出された提案書のみとし、追加資料の配付は認めない。 

  ただし、誤字脱字等がある場合に限り、プレゼンテーション時に説明することは差し支えない。 
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(6) 発注者は、プレゼンテーション内容を録画および録音することができる。 

 

１６．委託業者の特定 

(1) 別紙評価基準に基づき、選考委員会が提案書の評価を行う。 

(2) 提案書を提出した者の中から、評価点が最も高い者を優先交渉権者として特定する。なお、最高得点

者が２者以上となった場合は、「提案書」の得点が高い者を優先する。それでも決しない場合は、選考

委員の多数決で決定し、可否同数の場合は委員長が決定する。同様に次点の優先交渉権者も決定す

る。 

(3) 特定・非特定の通知は、選考終了後７日以内に通知する。 

 

１７．契約の締結 

(1) 優先交渉権者の提出された提案書及び見積書を踏まえ、契約締結に向けて協議を行い、本業務の特記

仕様書を作成する。協議において、必要な範囲内で提案書の項目の追加・変更及び削除を行うことが

できる。協議がまとまらない場合は、次点者と協議する。 

(2) 上記において作成した特記仕様書に基づき、改めて見積書を提出すること。なお、この見積書の金額

は、原則として提案書提出時の見積額を超えないものとする。ただし、協議時において提案書の項目

に追加等があった場合はこの限りではない。 

(3) 協議が整った場合、竹田市契約事務規則に基づき契約を締結する。 

 

１８. 契約に伴う添付書類 

契約に伴う添付書類は、次のとおりとする。 

(1) 建設コンサルタント登録規程による建設コンサルタントの登録（上水道）を受けていることを証する

書類（写しでも可） 

(2) 建設コンサルタントの登録において九州圏内（沖縄県を除く）に主たる営業所又は従たる営業所（主

たる営業所から本市との契約について、一切の権限を委任されている営業所）を登録していることを

証する書類（写しでも可） 

(3) 業務受託実績調書の実績を証する書類（証明書等） 

    業務受託実績調書の実績については、これを証するTECRIS登録証又は契約書等の写しを添付する

こと。 

(4) 配置技術者の資格を証する書類（証明書等） 

   配置技術者の実績については、これを証するTECRIS登録証又は、契約書等の写しを添付するこ

と。 

(5) 配置技術者と特定者の雇用関係を示す書類（技術者が代表者以外の場合） 

   次に掲げる書類のうち特定者との直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できるもののいずれか。 

ア 「管理技術者資格者証」の写し 

イ 「健康保険被保険者証」の写し ※市町村の国民健康保険被保険者証は不可 

ウ 「雇用保険被保険者証」の写し 

エ 「住民税特別徴収税額の通知書（又は、住民税特別徴収税額の変更通知書）」の写し 

   ※ 市区町村が作成する「特別徴収義務者用」で最新年度のもの 

オ 「所得税の確定申告書」の写し 

カ 「源泉徴収票」の写し 

 

 



6 

 

１９．その他の留意事項 

(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 提案書の作成及び提出、並びにプレゼンテーションに要した費用は、すべて参加する事業者の負担と

する。 

(3) 提出された提案書等の資料については返却しない。 

(4) 提出された提案書等の資料は、今回の選考以外の目的には使用しない。 

(5) 提出された提案書は、組織内で複写・配布を行う場合がある。 

(6) 提案への参加を辞退する場合は、配布された資料を返却すること。 

(7) 提案書に虚偽の記載をした場合は、当該業務の提案書を無効とするとともに、入札参加資格停止の措

置を行うことがある。 

(8) 提案書の提出後における、記載内容の追加・変更は原則認めない。ただし、記載した配置予定技術者

が、病休・死亡・退職等のため、やむを得ず変更を行う場合は、必要な資料を提出し発注者の了解を

得なければならない。 

(9) 本プロポーザルの参加を辞退した者について、これを理由として以後の入札等について不利益な取り

扱いを受けるものではない。 

(10) 参加者が1社の場合でもプロポーザル提案書の選考が成立するものとする。ただし、その評価点が満

点の６割に満たない場合、選考は成立しないものとする。 

 

附則 

(施行期日) 

1 この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

(要領の廃止) 

2 この要領は、特定者と業務委託契約を締結した時点で廃止する。 


