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「別府市公共施設保全実行計画」及び「別府市学校施設等長寿命化計画」 

策定支援委託業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  

別府市では公共施設の老朽化等の問題に対して、新しい公共空間のあり方を検討する公共

施設マネジメントを推進している。平成 29 年 3月に策定した「別府市公共施設再編計画」に

おいて、別府市が所有する公共施設の施設保全の基本方針について定めており、施設の適切

な保全や財政負担の軽減を図るため、施設保全実行計画を策定しなければならない。 

一方、学校施設及びその他教育施設については、文部科学省の要請により「別府市学校施

設等長寿命化計画」を策定しなければならない。これらの計画は密接に関連するため、両計

画の整合性、実効性を高めるため、策定支援委託業務を一括発注するものである。 

両計画の策定にあたっては、高度な専門性のほか、各々の施設における専門的な知識、両

計画を並行して作成する技量や充実した業務体制、技術的な視点に基づいた独自の発案が求

められるため、公募型プロポーザル方式による受注事業者選定（以下「プロポーザル」とい

う。）を行う。 

この要領は、「別府市公共施設保全実行計画」及び「別府市学校施設等長寿命化計画」策

定支援委託業務（以下「本業務」という。）を、最も適切かつ円滑に実施できる者を選定でき

るよう、プロポーザルに関して必要な手続等を定めるものである。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名     「別府市公共施設保全実行計画」及び 

「別府市学校施設等長寿命化計画」策定支援委託業務 

（２）業務内容    別紙「別府市公共施設保全実行計画」及び「別府市学校施設等長寿

命化計画」策定支援委託業務仕様書（以下「仕様書」という。）」の

とおり 

（３）履行期間    契約締結の翌日から平成３０年６月１５日まで 

（４）委託上限額   ２９，３１２，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 選定方法 

  公募型プロポーザル方式 

 

４ 参加資格要件 

  本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。 

  また、４（１）イ、ウ、エの要件は、本業務契約構成員及び協力者のいずれにも適用す

る。 

（１）会社に関すること。 

ア 別府市が発注する測量等の契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格審

査の時期等に関する告示（昭和６０年別府市告示第２６９号）による入札参加資格認定



 

を受けていること。 

 イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者に該当し

ない者であること。 

 ウ 本業務の公告日から契約締結日までいずれの日においても、別府市が発注する建設工

事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領に

基づく指名停止又は指名回避の措置の対象となっていない者であること。 

 エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の申立て、民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の申立て又は破産

法（平成１６年法律第７５号）の規定に基づく破産開始の申立てがなされていないこと。 

 オ 平成２８年度以前の過去１０カ年間に、元請けとして次の同種業務の受注実績を１件

以上有する者であること。または、平成２８年度以前の過去５カ年間に、元請けとして次

の類似業務の受注実績を１件以上有するものであること。 

・同種業務とは、「公共施設保全実行計画」又は「学校施設等長寿命化計画」の策定支

援業務をいう。 

・類似業務とは、学校施設又は公共施設全般におけるマネジメント関連業務（公共施

設等総合管理計画・公共施設再編計画等）をいう。 

 

（２）配置技術者に関すること。 

ア 本業務においては、全業務を統括する管理技術者と照査技術者をそれぞれ１名配置す

る。 

イ 「公共施設保全実行計画」及び「学校施設等長寿命化計画」策定支援業務においては、

それぞれの業務で、担当技術者を１名以上配置することとし、担当技術者は兼ねること

ができない。 

ウ 配置技術者は、本要領４（１）オに定める同種業務又は類似業務の実績を有する者で

あること。ただし、前項イで定める担当技術者を「公共施設保全実行計画」及び「学校

施設等長寿命化計画」において複数名配置する場合は、それぞれの計画で配置する技術

者のうちの１名が有実績者であれば良い。 

エ 管理技術者、照査技術者は１級建築士の資格を有する者を配置すること。 

オ 配置技術者は、当該入札の申込以前に３箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあ

る者とする。 

 

（３）その他 

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条第

２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員である役職者を有する団体及び

それらの利益となる活動を行う者でないこと。  



 

５ 日程 

 プロポーザルによる選定における日程は、次のとおりとする。（なお、日程は都合により 

変更する場合がある。） 

項目 日程 

募集開始 平成２９年６月１３日（火） ホームページに掲載 

質問受付 平成２９年６月２３日（金） 正午までに電子メールで 

質問回答 平成２９年６月２７日（火） までにホームページに掲載 

プロポーザル参加申込 平成２９年７月 ３日（月） 17 時必着 

プロポーザル参加承認及び選

考会当日案内通知 
平成２９年７月 ５日（水） 正午までに電子メールで 

業務提案書等の提出 参加承認日から 平成２９年７月１８日（火） 17 時まで 

選考会（プレゼンテーション

及びヒアリング） 
平成２９年７月２５日（火） （予定） 

選定結果通知 平成２９年７月２７日（木） （予定） 

契約締結 平成２９年８月 ４日（金） （予定） 

 

６ 担当課（事務局） 

  〒874-8511 大分県別府市上野口町１番１５号 

  別府市共創戦略室公民連携課  担当：大野、入田 

  電話 0977-21-1241（直通） 

  電子メール ppc-te@city.beppu.lg.jp 

 

７ 参加申込方法 

（１）提出期間   平成２９年６月１３日（火）から７月３日（月）１７時まで（必着） 

（２）提出場所   事務局 

（３）提出方法   持参又は書留郵便等受取が確認できる方法 

（４）提出書類   【別表１参照】 

 

８ 業務提案書等の配布 

 参加申込書及び業務提案書、実施要領等の公募に関する資料、様式等は別府市ホームペー

ジからダウンロードしてください。 

 ■別府市ホームページ http://www.city.beppu.oita.jp 

 

９ 質問受付・回答 

  本プロポーザルに関する質問は、参加資格に関すること及び提出書類の作成に関するも 

のとし、審査（評価）に係る質問は一切受け付けない。 

（１）受付期間 平成２９年６月１３日（火）から６月２３日（金）正午まで（必着） 

（２）受付方法 質問書（様式第３号）を電子メールで事務局に提出 



 

（３）回答方法 質問者の名称等を伏せたうえ、別府市公式ホームページにて回答する。 

（４）その他 質問に対する回答内容は、本実施要領の追加又は修正として取り扱うものと

する。 

 

１０ 業務提案書等の提出 

（１）提出期間 平成２９年７月５日（水）から７月１８日（火）１７時まで（必着） 

（２）提出場所 事務局 

（３）提出方法 持参又は書留郵便等受取が確認できる方法 

（４）提出書類 【別表１参照】 

（５）提案内容 仕様書の内容に基づき、次の内容について提案すること。 

 ア 本業務に関する基本的な考え方について 

 イ 本業務の実施体制について 

 （ア）予定される技術者を全員記入すること。 

 （イ）作業の主となる社内の組織的なサポート体制を記載すること。（様式は自由） 

 ウ 本業務の実施計画について 

 （ア）実施方針と実施手法を記述すること。 

 エ 本業務の工程・手順について 

 （ア）工程を厳守するための対策を記述すること。 

 （イ）品質を確保するための対策を記述すること。 

 オ 技術的な視点に基づく独自の提案について 

（６）留意事項 

 ア 業務提案書の提出後における書類の追加、修正及び再提出は原則認めない。 

 イ 業務提案書の内容は、提案者が責任を持って必ず履行できる内容とすること。 

 ウ 仕様書は必要最低限の要件を定めたものであるので、仕様書の内容を満たす代替提案

についても認めるものとする。 

 エ 仕様書に記載のない事項であっても、提案者の判断により本業務に必要であると思わ

れる業務がある場合は、提案できることとする。ただし、これに係る経費は提出する見

積書に含むものとする。 

 オ 提出された業務提案書は、当該提案者に無断で二次的な使用は行わない。 

 カ 提案見積書の額が、委託業務規模を超える場合は失格とする。 

 

１１ 参加資格 

  参加申込書（様式第１号）、業務実績書（様式第２号）、会社概要書で参加資格を確認で

きた業者については参加者とするが、参加者が一定数を超えた場合は書類選考を行い、プ

レゼンテーションへの参加者は一定数以下とする。参加承認の選考結果については、７月

５日(水)に参加申込者全員にメールにより通知する。 

  



 

１２ プロポーザルの辞退 

参加資格を有する者が、本プロポーザルを辞退する場合は、プレゼンテーションの前日

までに事務局へ辞退届（様式第７号）を提出すること。 

なお、本プロポーザルを辞退した者は、これを理由として以後に不利益な扱いを受ける

ものではない。 

 

１３ 選考会（プレゼンテーション及びヒアリング） 

（１）日程 

  平成２９年７月２５日（火）（予定） 

（２）実施場所 

  別府市役所本庁舎（予定） 

（３）出席者 

  出席者は５名以内とし、本業務における管理技術者は必ず出席すること。 

（４）実施の順番 

  業務提案書の受付順とする。 

（５）時間 

  一提案者当たり３０分以内とする。（準備５分、説明１５分、質疑１０分） 

（６）方法 

  プレゼンテーションは会社概要を説明した後、提出資料を使用し、本要領１０（５）ア

～オの順に説明するものとし、選定委員が項目を把握しやすいよう努めること。 

（７）その他 

ア プレゼンテーションは非公開で実施する。ただし、事務局職員については例外とする。 

イ パソコン、プロジェクター等を使用する場合は、持参すること。スクリーンは市で用

意する 

ウ 説明は業務提案書に記載した内容に限り、追加の説明資料等は認めない。 

（８）審査・優先交渉権者の選定 

プロポーザルに係る審査は「別府市公共施設保全実行計画」及び「別府市学校施設等長

寿命化計画」策定支援業務委託事業者選定委員会の選定委員で行う。 

 ア 審査方法 

  選定委員は全提案者のプレゼンテーション終了後、業務提案書について、ヒアリングに

よる評価（別表２）を項目ごとに審査し、評点の合計点が高い順に優先交渉権者及び次点

者を決定する。最高得点に同数が出た場合は見積額が廉価であった事業者を受託候補者と

し、さらに見積額が同数であった場合は、選定委員会の投票による。なお、得票数も同数の

場合は、選定委員長が投票した事業者とする。 

  なお、本要領４に定める参加資格要件及び本要領１０に定める内容を満たさない提案者

は失格とする。 

 イ 審査結果 

  審査結果については、審査終了後提案者全員に対し、電子メールにて通知する。 

 



 

１４ 契約 

 審査の結果、優先交渉権者と本業務の契約交渉を行う。ただし、次のいずれかに該当し、

優先交渉権者と契約が締結できない場合には、次点者と契約交渉を行うものとする。 

（１）優先交渉権者が審査後に本要領４に定める参加資格要件を満たすことができなくなっ

た場合 

（２）優先交渉権者と契約交渉が成立しない場合 

（３）その他の理由により優先交渉権者と契約の締結が不可能となった場合 

 

１５ 業務委託の範囲 

 本業務の範囲は別紙「仕様書」を基本とするが、別府市の判断により契約締結時において、

優先交渉権者が業務提案書により行った追加提案等の内容を追加、変更できることとする。 

 

１６ その他の留意事項 

（１）次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

  ア 必要書類を提出期限までに提出しない場合 

  イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

  ウ 本プロポーザルに関して不正又は公正さを欠く行為等があった場合 

（２）提出書類の記載内容に関する責任は提案者が負うものとする。 

（３）本プロポーザルに要する費用は提案者の負担とする。 

（４）提出された書類の返却はしないものとする。 

（５）審査結果の説明を求める場合、審査結果通知の発送した翌日から起算して３日以内に

書面（任意様式）にて行うものとし、請求に対する事務局の対応は次のとおりとする。 

  ア 書面により回答する。 

  イ アによる回答に対する異議は認めない。 

（６）提出された書類は、別府市情報公開条例（平成１５年別府市条例第２４号）の公文書

となる。 

（７）本要領に定めのない事項については、市長が別に定める。  



 

提出書類（別表１） 

提出書類 様 式 等 提出部数等 

参加申込時 

○参加申込書（様式第１号）  

原本 各１部 

副本 各９部 

○業務実績書（様式第２号） 

○会社概要書 

（パンフレット等で会社の事務所の所在地及び品質マネジ

メントシステム、プライバシーマーク、情報セキュリティマ

ネジメントの取得、認証がわかるもの） 

業
務
提
案
書
提
出
時 

業

務

提

案

書 

一

式 

○業務提案書（様式第４号）  

原本 各１部 

副本 各９部 

DVD-R １枚 

(PDF 形式) 

○業務実施体制書（様式第５号）  

○業務サポート体制（指定様式なし Ａ４判）  

○配置予定技術者経歴・業務実績書（様式第６号） 

○業務提案内容（指定様式なし）  

Ａ４判２０ページ以内  

文字サイズは１０．５ポイント以上とすること  

図・表はＡ３判可（Ａ４ ２枚と数える）  

ただしＡ４判に折り込むこと  

提

案

見

積

書 

・指定様式なし（業務提案書とは別綴じ）  

・経費の内訳を記載すること。 

そ

の

他

資

料 

・指定様式なし  

・業務内容に対する代替案等があれば提出する。  

質問時 ○質問書（様式第３号） １部 

辞退時 ○辞退届（様式第７号） １部 

 

  



 

別表２「評価基準及び評価点表」 

評価分類 評価項目 配点 

配置技術者の資格及び実績等 

管理技術者の過去１０年間の同種又は過去５年間

の類似実績 
１２ 

照査技術者の過去１０年間の同種又は過去５年間

の類似実績 
４ 

「別府市公共施設保全実行計画」担当技術者の過

去１０年間の同種又は過去５年間の類似実績 
４ 

「別府市学校施設等長寿命化計画」担当技術者の

過去１０年間の同種又は過去５年間の類似実績 
４ 

見積価格 ８ 

業務実施方針等 

業務の理解度 ８ 

「別府市公共施設再編計画」「別府市公共施設等

総合管理計画」に対する理解度 
８ 

業務実施方針の妥当性 １６ 

業務実施手法の具体性 １６ 

独自提案事項 提案の成果達成の期待度・実現性 ２０ 

合   計 １００ 

 


