
 

平成３０年度猪串湾漁場改善事業事前調査業務委託 

公募型プロポーザル実施要項 
 
１ 趣旨 
  平成３０年度猪串湾漁場改善事業事前調査業務委託（以下「業務」という。）を委託する事業

者を公募型プロボーザル方式により選定する方法等について、必要な事項を定める。 
 
２ 業務の概要 
 (1) 件名 
    平成３０年度猪串湾漁場改善事業事前調査業務委託 
 (2) 業務内容 
     別添仕様書のとおり 
 (3) 履行期間 
   契約締結の日～平成３１年３月２９日（金） 
 (4) 平成３０年度予算額 
     １８，０００，０００円（消費税及び地方消費税額を含む。）を上限とする。    
 
３ 担当課 
   〒870-8501 大分市大手町３丁目１番１号 県庁舎本館８階 
          大分県農林水産部水産振興課漁場整備班 担当： 安原 翔太 
                 電話 ０９７（５０６）３９５７   ファクシミリ ０９７（５０６）１７６８ 
                 e-mail  yasuhara-shiyota@pref.oita.lg.jp        
 
４ 募集及び選定スケジュール 

 ・ 公募開始                       平成３０年７月３０日（月）   
 ・ 説明会の開催                      平成３０年８月 ６日（月） 
 ・ 質問受付締切                      平成３０年８月 ９日（木） 
 ・ 応募登録申込書の提出期限       平成３０年８月１０日（金） 
 ・ 一次選考の結果通知        平成３０年８月１４日（火）  
 ・ 企画提案書の提出期限              平成３０年８月２２日（水） 
 ・ 企画提案会・審査委員会の開催       平成３０年８月２８日（火） 
 ・ 審査結果の公表                    平成３０年８月３１日（金）以降 
 ・ 契約締結予定日                    平成３０年８月３１日（金）以降 

   
５ 応募者の参加資格要件 
   応募しようとする者は、次の要件を全て満たしていなければならない。 
 (1) 業務実施体制が整備されており、本業務の円滑な実施に支障をきたすおそれがないこ

と。また、受託業務に関するノウハウを有すること。 
 (2)  平成２０年度以降公示日までに、官公庁（国、都道府県、他の地方公共団体、公社、公団

等）発注の以下の同種業務又は類似業務の実績がある者であること。 
  ・ 同種業務 

閉鎖性内湾域の環境改善（水質若しくは底質）を目的とした工法の検討及びそのた

めの現地調査（水質、深浅測量、潮流調査等）とシミュレーション。 



  ・ 類似業務 
沿岸海域（港湾等を含む）において、シミュレーションによる環境影響予測及びその

ための現地調査（水質、深浅測量、潮流調査等）。 
 (3) 配置予定の照査技術者及び管理技術者については、次の資格を有すること（各部門の資

格を満たしていれば、管理技術者１名、照査技術者１名でも可）。 
    ・ 照査技術者（測量部門） 測量士 
    ・ 照査技術者（調査部門） 建設環境又は水産土木 
                （技術士又は RCCM、認定技術管理者） 
    ・ 管理技術者（測量部門） 測量士 
    ・ 管理技術者（調査部門） 建設環境又は水産土木 
                （技術士又は RCCM、認定技術管理者）    
  (4) 次のアからイまでの各項目のいずれにも該当しないこと。 
  ア 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 
  イ 経営者等（法人にあっては役員、支配人又は営業所の代表者、個人にあってはその者

又は支配人若しくは営業所の代表者をいう。）が、暴力団関係者（暴力団員（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 6 号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員と交わりを持つ者又は暴力団若しくは暴力団

員が経営を支配し若しくは利用していると認められる企業若しくは団体をいう。以下同じ。）

である者 
 (5) 大分県の競争入札参加資格を有する場合においては、応募書類の提出日から契約の締

結日までに、大分県から指名停止を受けていない者であること。 
 (6) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法に基づき更正手続開始又は再生

手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続きの

決定後に、入札に参加することに支障がないと認められた者はこの限りでない。 
 (7) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者でないこと。 
 (8) 特定の公職者（その候補者を含む）又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的

とする者でないこと。 
 (9) 説明会及び企画提案会に参加すること。 
 
６ 応募手続 
 (1) 募集の実施 
    大分県ホームページに当該実施要項等を掲載・公表して募集を行う。 
 (2) 質問の受付 
    ア 質問しようとする者は、質問書（様式は任意）に必要事項を記入して、「３ 担当課」あて

に e-mail にて提出する。 
    イ 質問の受付期間は、平成３０年８月６日（月）から平成３０年８月９日（木）までとする。 
 (3) 応募書類の受付 

      応募者は、別紙の応募書類を提出するものとする。 
  ア 提出期限 
     (ｱ) 応募登録申込書   平成３０年８月１０日（金） 
     (ｲ) 企画提案書         平成３０年８月２２日（水） 
    イ 提出先及び提出方法 
        「３ 担当課」あて郵送又は直接持参すること。 
 



  ウ 応募書類の提出部数 
応募登録申込書 １部、企画提案書 ８部 

 (4) 応募に当たっての留意事項 
  ア 失格又は無効 
        以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効とする。 
     (ｱ) 提出期限を過ぎて応募書類が提出された場合 
     (ｲ) 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 
     (ｳ) 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 
     (ｴ) 本実施要項に違反すると認められる場合 
     (ｵ) その他担当者があらかじめ指示した事項に違反した場合。 
  イ 著作権・特許権 
    応募書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日

本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手

法等を用いた結果、生じた事業に係る責任は全て応募者が負うものとする。 
  ウ 応募書類の変更の禁止 
    提出された応募書類の変更、差し替え若しくは再提出は、その事由の如何にかかわら

ず、認めない。 
  エ 返却等 
    応募書類は、理由の如何を問わず返却しない。 
  オ 費用負担 
    応募書類の作成及び提出等に係る費用は、すべて応募者の負担とする。 
  カ その他 
       (ｱ) 参加者は応募書類の提出をもって実施要項の記載内容に同意したものとする。 
     (ｲ) 参加者が共同体で申し込む場合は、共同体を構成する法人等が委託業務の遂行

上果たす役割をそれぞれ明らかにするとともに、必ず代表法人等が応募手続きを行

うとともに、対応窓口になること。  
       (ｳ) 提出された応募書類は、大分県情報公開条例（平成 12 年条例第 47 号）に基づく

情報公開請求の対象となる。 
       (ｴ) 応募書類の提出後に辞退する場合は、審査委員会開催日前日の午後２時まで

に、辞退届（様式自由）を「３ 担当課」に持参又は郵送、電子メールにより申し出る

こと。 
 
７ 説明会の開催 
 (1) 日時 
     平成３０年８月６日（月）１３時００分～１４時４５分  
  (2) 場所 
     大分県庁舎本館 ８階８１会議室 
  (3) 説明事項 
     当該業務の概要、応募手続、企画提案会の開催等 
 (4) 出席人数 
      １社につき３名までとする。 
 (5) 申込方法 

平成３０年８月３日（金）１２時までに、「３ 担当課」あてに e-mail で申し込むこと。メールの

タイトルは「説明会申込み」とし、会社名、所在地、出席者の氏名、所属、電話番号、ＦＡＸ番

号を記載すること。なお、申込者には、担当課より「申込み確認メール」を送信する。 



８ 一次選考の実施 
有効な応募書類を提出した者が概ね５者を超える場合は、主に同種及び類似業務の実績を

もとに水産振興課において５者程度を選定する。一次選考の結果は全ての応募者に８月１４日

（火）までに連絡をする。 
 
９ 企画提案会（ニ次選考）の開催 
  一次選考で選定された応募者から、企画提案の内容について説明を求めるために実施す

る。 

 (1) 日時 
      平成３０年８月２８日（火）１３時３０分頃から開催予定 
   具体的な時間については、後日応募者に連絡する。 
 (2)  場所 
   大分県庁舎新館 Ｂ２階Ｂ２４会議室 
 (3) 出席者数 
   １社につき３名以内とする。 
  (4) 内容 
      企画提案の内容に関する説明１５分以内（プロジェクター使用不可）及び質疑応答１５分

程度の３０分程度を予定する。なお、説明は、先に提出した応募書類に記載されている内容

を逸脱しない範囲とし、要点を簡潔にまとめた内容とする。 
 
10 ニ次選考の審査・決定等 
 (1) 審査方法 
   県が別途設置する審査委員会において、提出された応募書類及び企画提案会での説明

内容について審査をして評価点をつけることとし、評価点の高い者から順位付けを行い、  
１位の者を契約者候補として選定する。 

  (2) 審査結果 
      審査結果は、企画提案会参加者に速やかに通知する。 
 
11 契約の締結 
 (1) 県は、応募書類に基づき、契約候補者と委託業務に係る具体的な事業内容や経費等に

ついて協議を行い、この結果、県と契約候補者との間で委託事業内容及び契約金額等につ

いて合意に達した場合に、委託契約を締結するものとする。 
 (2) 契約対象となる業務内容は、企画書の内容に拘束されるものではなく、より効果的に事業

を実施するために、委託事業内容及び契約金額等について変更する場合がある。 
 (3) (1)の協議が整わない場合、県は審査において、評価により順位付けされた上位の者から

順に同様の協議を行うものとする。 
 
12 再委託について 
    受託者は、本業務の一部を再委託する場合には、あらかじめ、県の承認を受けなければなら

ない。 
 
13 その他 
  その他、本業務について疑義が生じた場合は、県と協議を行うこと。 
 


