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１．目的 

 宇佐市水道事業の山本浄水場運転管理ほか業務（以下、“本業務”と言う。）は、運転管

理等における民間の創意工夫及びノウハウを活用し、安心・安全及び持続可能な水供給を

目的とする。 

 

２．業務概要 

 本業務の概要は以下のとおりで、詳細は別添一般仕様書及び特記仕様書のとおりとする。 

ア．山本浄水場運転管理ほか業務 

山本浄水場の運転管理及び保守点検業務、機械・電気点検業務、天津浄水場、北馬

城浄水場、下麻生浄水場、上麻生浄水場の監視及び月次点検業務、すべての水道施設

を対象とした資産管理（更新需要等）、統廃合計画、更新・修繕計画ならびに事業計画

の策定、施設管理計画業務 

 

３．業務履行期間 

平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日までの３年間とする。 

ただし、本業務の契約締結の翌日から履行期間開始日前日の平成３１年３月３１日ま

での間は、習熟及び準備期間とし、当該習熟及び準備期間満了日までに、現在の山本浄

水場運転管理ほか業務受託事業者との間で本業務に係る業務引き継ぎを完了させなけれ

ばならない。なお、これら業務引き継ぎに要する費用は、受託者の負担とする。 

 

４．委託料の上限額 

  委託業務に係る委託料の限度額は、金３０５，２９７，２００円である。 

 平成３１年度支出予定：金１０１，７６５，７３３円 

平成３２年度支出予定：金１０１，７６５，７３３円 

平成３３年度支出予定：金１０１，７６５，７３４円 

ただし各年度における委託料の按分額の決定にあたっては、各年度の業務内容に応じ

て按分することとし、契約において定めることとする。 

 上記金額には、消費税額及び地方消費税額を含まない。 

 

５．参加申込者の資格要件 

本委託業務等の公募型プロポーザル（企画提案）に参加する者（単体企業）は、次に

挙げる要件のすべてに該当する者とする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ない者であること。 

（２） 市の平成３０・３１年度 施設維持管理業務に係る競争入札参加資格者名簿に、

営業種目が設備運転（施設維持管理）に登録されている者であること。 
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（３） 当該業務に対応する次の実績を有する者であること。 

① 水源を河川水（表流水）より取水している地方公共団体等の浄水場施設で処理水

量が１万５千 m3／日以上の浄水場に係る運転管理業務を常駐管理（２４時間）とし

て、公告日の前日までに 1 年以上元請受託した実績を有する者であること。 

（４） 当該業務に対応する技術者を適切に配置できる者であること。 

① 総括責任者は、業務全体の責任者として、公告日の前日までに浄水場における３

年以上の実務経験及び水道技術管理者の資格を有し、運転業務、保守点検及び水質

検査などの業務に高度な技術と知識をもって総括の職務にあたる管理能力を有す

る者。 

② 副総括責任者として総括責任者の補佐及び代行ができ、水道浄水施設管理技士３

級以上の資格を有し、各業務の責任者として的確な判断ができる能力を有する者。 

③ 従事者としては、公告日の前日までに浄水場における１年以上の運転管理業務の

経験を有する者。 

（５） 公告日から契約までの間に、宇佐市が発注する建設工事等の契約に係る指名競

争入札参加資格者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領（平成１７年宇佐

市告示１０６号）に基づく指名停止期間中の者でないこと。 

（６） 契約予定日以前３ヶ月以内に、手形交換所で不渡り手形若しくは不渡り小切手

を出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある

者でないこと。 

（７） 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項若しくは第１９条の規定に

基づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条

の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２５５号）

第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。

（会社更生法の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づ

く再生手続開始の申立てがなされた者であって、更正計画の認可が決定し、又は再

生計画の認可の決定が確定した者を除く。） 

（８） 暴力団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６号に規定する暴力団員又は法人であってその役員が暴力団員でないこと。 
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６．受託者選定に係るスケジュール 

 受託者の選定に係るスケジュールは、下表のとおりとする。 

№ 事 項 時期・期限等 

1 プロポーザルの公告・実施要領等の公表 平成３０年１０月２２日（月） 

2 参加申込書受付期間 
平成３０年１０月２２日（月）１１時から 

平成３０年１１月 ２日（金）１７時まで 

3 参加申込に関する質問書の受付期間 
平成３０年１０月２２日（月）１１時から 

平成３０年１０月２９日（月）１７時まで 

4 参加申込に関する質問書に対する回答期日 平成３０年１０月３０日（火）１７時まで 

5 
参加資格確認結果の通知及び提案書提出要

請の通知日 
平成３０年１１月  ５日（月） 

6 現場説明会 

平成３０年１１月 ７日（水）及び 

平成３０年１１月 ８日（木） 

ただし、参加者数に応じて追加の日程を設定する。 

7 提案書の受付期間 
平成３０年１１月  ６日（火）９時から 

平成３０年１１月 ２８日（水）１７時まで 

8 提案書に関する質問書の受付期間 
提案書提出要請通知受理日から 

平成３０年１１月１９日（月）１７時まで 

9 提案書に関する質問書に対する回答期日 平成３０年１１月２１日（水）１７時まで 

10 選定委員会およびヒアリング（予定） 平成３０年１１月末から１２月上旬 

11 最終審査結果の通知・公表（予定） 平成３０年１２月上旬 

12 
業務委託契約候補者との業務委託契約締結

（予定） 
平成３０年１２月中 

 

  



4 

 

７．参加申込 

本プロポーザルの参加申込者（以下「参加申込者」という。）は、公募型プロポーザル

参加申込書（様式第１号）等（以下「参加申込書」という。）を期限までに提出すること。 

  ア．提出書類： 

・公募型プロポーザル参加申込書（様式第１号） 

・浄水施設運転管理業務実績（様式第２号）  

・契約書の写し及び、概要の分かる資料 

・予定配置技術者の経歴等（様式第３号） 

・平成３０・３１年度施設維持管理業務に係る競争入札参加有資格者登録の写し 

 

なお、「浄水施設運転管理業務実績」および「契約書の写し及び、概要の分かる 

資料」について複数件提出する場合、規模の大きい順に３件以内とすること。 

   

イ．提出場所および方法： 

提出場所：宇佐市四日市郵便局 

宛先 〒879-0499 宇佐市大字葛原７８０－３ 

四日市郵便局留め（宇佐市役所建設水道部 上下水道課行き） 

①「四日市郵便局留」の『一般書留郵便』又は『簡易書留郵便』によること。 

※ 「四日市郵便局留」の『普通郵便』でも直ちに失格とはしないが、提出期限ま

でに提出書類が四日市郵便局に到達・留置されなかった場合は、失格の扱いと

する。 

② 郵便局の窓口への差し出しは、平成３０年１０月２４日（水）以降に行うこと。 

③ 提出期限日までに四日市郵便局必着となるよう差し出すこと。 

 

※四日市郵便局に到達後１０日を過ぎると差出人に返送され、提出したことにならな

くなるため、十分留意のうえ差し出すこと。 

※その他の方法（持参、ファクシミリ又は電子メール）による提出は、受け付けない 

ものとする。 

 

ウ．提出期限： 

「６．受託者選定に係るスケジュール」に示すとおり 

 

８．参加資格の確認 

参加申込書を提出した者について、事務局において参加資格の書類審査を行い、参加

資格確認結果を通知する。なお、参加資格要件を満たしている者には、あわせて提案書

提出要請を通知する。これらの通知は、参加申込書に記入されるＥメールアドレスに電

子メールにて行う。 
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９．現場説明会 

提案書提出要請の通知を受けた者は、現場説明会に必ず参加するものとし、日程等に

ついては上下水道課への参加申込書の受付順とする。 

期間と時間： 

平成３０年１１月７日（水）及び平成３０年１１月８日（木） 

９時から１７時までの指定する時間（１時間３０分程度） 

日時の通知は、電子メールで行う 

場所： 

山本浄水場（宇佐市大字山本１４３３番地の１） 

留意事項： 

出席者については、身分が確認できるものを持参すること 

参加人員は３名までとする 

 

１０．質問及び回答 

本実施要領及び仕様書等に関する質問は、公募型プロポーザル質問書（様式第４号）

により提出すること。 

提出先： 

宇佐市役所 建設水道部 上下水道課 水道管理係 

期間： 

「６．受託者選定に係るスケジュール」に示すとおり 

提出方法： 

電子メールによるものとする 

回答： 

提出された質問に対する回答については、宇佐市ホームページに掲載する。提

出のあった質問に関しては、本業務に直接関係するものについてのみ回答を行う

ものとし、全ての質問について回答するとは限らない。なお、回答期限は、「６．

受託者選定に係るスケジュール」に示すとおり。 
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１１．提案書等の提出 

参加申込者は、公募型プロポーザル提案書（様式第５、６号）及び見積書（自由様式）

を提出すること。 

提案書表紙： 

公募型プロポーザル提案書表紙（様式第５号） 

提案書： 

公募型プロポーザル提案書（様式第６号） 

本業務の履行にあたり、どのように実施するのかをＡ４版、１４ページ以内（Ａ

３版も認めるが２ページ分と換算）、文字サイズ１１ポイント（図表を除く）以上

で記載すること。記載方法は、自由とする。 

①業務の実施方針 

②業務の実施体制 

③運転・保守・水質管理の実施計画 

④施設管理計画業務の実施計画 

⑤その他 

見積書： 

自由様式 

Ａ４自由様式１ページに、業務ごと及び年度ごとの業務委託料がわかるように

記載を行うものとする。宛先は、「宇佐市水道事業宇佐市長」とし、社名及び代表

者氏名を記載のうえ、社印及び代表者印を押印、見積提出日を記載し、封筒に入

れ１部提出すること。 

提案書提出部数： 

様式第５及び６号をＡ４フラットファイルに綴り、正本１部 副本７部提出 

提出場所： 

〒879-0492 宇佐市大字上田１０３０番地の１ 

宇佐市役所 建設水道部 上下水道課 水道管理係 

提出方法： 

上記提出場所へ直接持参 
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１２.プロポーザルの辞退 

提案書提出要請の通知を受けた者が、本プロポーザルを辞退する場合は、提案書受付

期間終了の前日までに辞退届（様式第７号）を提出することとし、期日以降の辞退は認

めない。なお、本プロポーザルを辞退した者が、これを理由として以後不利益な扱いを

受けるものではない。 

 

１３．提案内容説明会及びヒアリング 

提案者による提案内容説明（プレゼンテーション）を実施する。 

（１）詳細時間及び場所等については、別途通知する。 

（２）提案内容説明会への参加人数は、５名以内とし、本業務における業務責任者（予定） 

は必ず出席すること。 

（３）提案内容説明会は、非公開とする。ただし事務局は例外とする。 

（４）説明は提案書記載内容に限り、追加の説明資料等は認めない。 

 

１４．審査・選定 

（１）審査方式 

参加申込者が作成し提出した提案書類について、「提案書審査基準」に基づき選定委

員会が評価を行い、以下の方法で審査・選定する。 

① 加申込者が「１６．無効又は失格についての事項」に該当しない場合には、 

その参加申込者をプロポーザル提案者とする。 

②評価基準は、「提案書審査基準」（別紙１）のとおりとする。 

（２）契約候補者の決定 

選定委員会による審査のもと、評価合計点の多い順に順位を決定し、最多得点の 

提案者を契約候補者とし、第２位を次点候補者に、第３位を第３候補者とする。同 

点の場合は、選定委員会の協議により決定する。 

（３）結果等の発表 

結果の通知は、全参加者にプロポーザル審査結果通知書により通知するとともに  

参加者の名称等を伏せた上で、評価点等の結果を宇佐市ホームページで公表する。 

（４）審査結果に対する説明 

審査結果において、不採用の通知を受けた者は、記載された内容について疑義があ

る場合、通知を受けた日の翌日から起算して、５日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

以内に、書面により審査結果に対する説明を請求することができる。 

また、請求に対する回答については、請求期限の翌日から起算して１０日（土曜日、 

日曜日及び祝日を除く。）以内に書面により回答する。 
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１５．契約に関する事項 

契約に関しては、契約候補者との随意契約（地方公営企業法施行令第２１条の１４に規

定する随意契約をいう。）とする。また、契約候補者と契約が成立しない場合は、次点候補

者、第３候補者の順番で契約事務を行うものとする。 

 

１６．無効又は失格についての事項 

以下のいずれかに該当する場合は、無効又は失格となる。 

（１）「５．参加申込者の資格要件」を満たしていない場合 

（２）提出期限経過後に書類等の提出があった場合 

（３）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（４）選定委員に対して、本プロポーザルに係る質問等の連絡を行った場合 

（５）公正を欠いた行為があったとして選定委員会が認めた場合 

（６）その他、本実施要領に違反すると選定委員会が認めた場合 

 

１７．著作権、意匠及び提出物等の取扱い 

（１）著作権および意匠 

①提出物等の著作権は、第３者に帰属するものを除き、それぞれ参加申込者に帰属す

る。 

②提出物等の中で、第３者の著作物を使用する場合は、著作権法（昭和４５年法律第

４８号）に認められた場合を除き、当該第３者の承認を得ておくこととする。なお、

第３者の著作物の使用に関する責任は、使用した参加申込者が全て負うものとする。 

（２）提出物等の取扱い 

提出物等について、本プロポーザルに関する公表、展示その他本プロポーザルに必

要と認められる場合は、本市は参加申込者の承諾を得ずに無償で使用できるものとす

る。 

 

１８．経費の負担 

参加申込者が本プロポーザルに要した経費は、全て参加者の負担とする。 

 

１９．その他 

（１）本市は１６－（３）の場合を除き、提出物等を無断で使用しないものとする。 

（２）本市は、契約候補者の選定を行う作業に必要な範囲において、提出物等を複数製作

することがある。 

（３）提出物等は返却しない。また、本件に係る情報公開請求があった場合には、宇佐市

情報公開条例（平成１７年条例第１８号）に基づいて提出物等を公開することがある。 

（４）提出物等の作成において使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の

標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に限る。 
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（５）契約候補者決定後、契約締結までの間に契約の相手が、次のア又はイのいずれかに

該当した場合は、契約候補者決定の取消を行うことができるものとする。 

ア 宇佐市指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を受けたとき。 

イ 当該公告に掲げる入札参加資格の要件を満たさなくなったとき。 

この場合、契約担当者は契約候補者決定の取消に伴う損害賠償の責めを一切負わな

いものとする。 

（６）契約締結後において、契約者が（５）に該当していた場合は、契約の解除を行うこ

とができるものとする。 

（７）契約者は、当該委託等にあたって暴力団関係者等から不当介入を受けた場合は、拒

否するとともに、本市に報告し、かつ、警察に届け出なければならない。 

（８）契約者は、次の①から⑦のいずれかに該当してはならず、契約締結後に該当するこ

とが確認された場合は、契約解除要件に該当するため注意すること。また、契約候補

者が次の①から⑤のいずれかに該当することが確認された場合は、その者と契約を締

結しない。①役員等（契約候補者が個人である場合にはその者を、契約候補者が法人

である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託の請負契約を締結する事務

所の代表者をいう。以下この項において同じ。）が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。以下この条において「暴力団対策法」とい

う。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この条において「暴力団員」という。）

であると認められているとき、②暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力

団をいう。以下この項において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している

と認められるとき。③役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又

は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認

められるとき。④役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与

していると認められるとき。⑤役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ

き関係を有していると認められるとき。⑤役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非

難されるべき関係を有していると認められるとき。⑥この契約に関し、下請契約又は

資材の購入契約その他の契約に当たり、その相手が①から⑤までのいずれかに該当す

ることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。⑦この契約に関し、

契約候補者が、①から⑤までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の

購入契約その他の契約の相手方としていた場合（⑥に該当する場合を除く。）に、本

市が契約者に対して当該契約の解除を求め、契約者がこれに従わなかったとき。 

（９）下請契約等の相手方に対しても、上記（８）の趣旨について周知すること。 
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２０．事務局 

（１）契約を担当する課の名称 

宇佐市役所 建設水道部 上下水道課 

（２）契約に関する事務を担当する係 

上下水道課 水道管理係（担当：向・御手洗） 

〒８７９－０４９２ 宇佐市大字上田１０３０番地の１ 

電話番号 ０９７８－２７－８１８６（内線５３２） 

ＦＡＸ番号 ０９７８－３３－５３７０ 

Ｅ-mail: s-kanri05@city.usa.oita.jp 

（３）仕様書等に関する事務を担当する係 

上下水道課 水道工務係（担当：江熊・竹本） 

〒８７９－０４９２ 宇佐市大字山本１０３０番地の１ 

電話番号 ０９７８－２７－８１８７（内線５３６） 

ＦＡＸ番号 ０９７８－３３－５３７０ 

Ｅ-mail: s-koumu04@city.usa.oita.jp 
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≪提案書審査基準≫ 

以下の各項目の評価内容に基づき、各項目の配点合計を 110 点満点とするが、提案見積を除く 100 点

満点で採点し、その得点が提案参加者の平均得点を越えるものを一次審査通過とする。一次審査を通過

したものの得点に提案見積の採点を加えた得点の合計で二次審査を行う。また、提案見積を除き 50 点

を基準点とする。 

なお、３者未満の提案の場合は一次は実施せず、見積金額を加えた合計点数で評価する。 

 

（１） 審査項目 

審査項目 内   容 配点計 審査項目（審査の視点） 
配
点 

1 実施方針 業務の実施方針 10 
委託業務全般に対する取り組みの基本方
針が明確に示されているか 

10 

2 実施体制 業務の実施体制 10 
委託業務全般に対して適切な有資格者等
を配置できているか 

10 

3 運転管理業務 

運転管理業務実施
計画 

60 

膜ろ過装置を主体とした浄水場設備等の
計画的かつ適正な運転・監視等業務内容が
具体的かつ適切に計画されているか 

20 

保守管理業務実施
計画 

施設の点検頻度と内容が明確になってお
り、計画的な保守管理の提案がなされてい
るか 

20 

水質管理業務実施
計画 

原水・浄水における水質管理の重要な事項
が業務計画として具体的に示されている
か 

20 

4 業務受託実績 業務の受託実績 10 

地方公共団体等の浄水場施設で浄水処理
方式が膜ろ過方式による運転管理業務を、
入札公告日の前日までに 1 年以上元請と
して受託した実績を有するか 

10 

5 
施設管理計画
業務 

実施計画 10 
市水道の経営基盤強化につながる提案が
示されているか 

10 

6 見積金額 見積金額の妥当性 10 適正な価格となっているか 10 

合  計 110  110 

（２） 審査項目に対する得点化方法 

評価は項目ごとに４段階評価を行い、表に示す得点により配点を決定する。 

 

配

点 

評価点 評価基準 

A B C D A B C D 

20 20 10 4 0 
具体的かつ有

効で優れた提

案がなされて

いる 

有効な提案が

なされている 

一般的な提案

がなされてい

る 

提案がなされてい

ないもしくは評価

に値しない 
10 10 5 2 0 

10 業務の受託実績 
地方公共団体等の浄水場施設で浄水処理方式が膜ろ過方式による運
転管理業務を、入札公告日の前日までに 1 年以上元請として受託し
た実績を有するか 

10 見積金額の妥当性 
10 点×(参加者中の最低参考見積金額÷当該参加者の参考見積金額) 

＊小数点以下は四捨五入 

 


