
中讃広域行政事務組合廃棄物処理施設個別施設計画策定支援業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

   

１ 目的  

 この実施要領は、中讃広域行政事務組合廃棄物処理施設個別施設計画策定支援業務

（以下「本業務」という。）の受託候補者を公募型プロポーザル方式（以下「本プロ

ポーザル」という。）により選定する場合の手続きについて、必要な事項を定めるこ

とを目的とします。 

  

２ 業務概要  

(1) 業務委託名称  

 中讃広域行政事務組合廃棄物処理施設個別施設計画策定支援業務委託 

(2) 業務内容  

 別紙「中讃広域行政事務組合廃棄物処理施設個別施設計画策定支援業務委託公

募型プロポーザル仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり  

(3) 履行期間  

 契約締結日から令和３年３月 31 日まで  

(4) 委託金額の上限  

 ９，３２７，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）  

  

３  参加資格要件  

(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

いこと。  

(2) 参加表明書の提出期限から、受託候補者特定の日までに、丸亀市、善通寺市、琴

平町、多度津町、まんのう町から 指名停止の措置を受けていないこと。 

(3) 建設コンサルタント登録規程（昭和 52 年建設省告示第 717 号）による建設コン

サルタントの「廃棄物部門」の登録を有すること。  

(4) 参加表明書の提出期限において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基

づく更正手続開始の申し立て、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づ

く再生手続開始の申し立て、又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破

産手続開始の申し立てがされていないこと。   

(5) 国税及び地方税に未納がないこと。 

(6) 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項に規定する暴力団及びその団体の構成員等警察当局から排除要請を受け

ていないこと。  

(7) 過去１０年間（契約日が平成２２年度～令和元年度のもの）において、地方公共

団体における公共施設等総合管理計画、廃棄物処理施設長寿命化計画又はそれに

類似する方針や計画の策定に関する業務（以下「関連業務」という。）を直接受注

した実績を有する者であること。 

 



４ 参加表明書に関する事項  

  参加しようとする者は、次に定めるところにより必要な書類を作成し、提出するこ

と。 

(1) 提出書類 

  ア 参加表明書（様式第１号） １部 

  イ 参加資格要件書（様式第２号） １部 

  ウ 会社概要（パンフレット等） １部 

  エ 国税及び地方税に未納がないことを証する書類  １部 

(2) 記載上の注意事項 

 参加資格要件書（様式第２号）の実務実績の記載に当たっては、過去１０年間

における実績を記載するとともに、契約を証する書類の写し及び完了した業務概

要が確認できる資料（完了届・成果品の概要版等の写し）を添付すること。   

(3) 提出期限 

 令和２年６月 4 日（木）午後５時必着 

(4) 提出場所 

 宛先：〒７６４－００２１ 香川県仲多度郡多度津町堀江五丁目１１番地 

     中讃広域行政事務組合 企画課 宛 

 ＴＥＬ：０８７７-５８-５３２１ ＦＡＸ：０８７７-５８-５４６２ 

 Ｅメール：kikaku-z@chusan.or.jp 

(5) 提出方法 

 配達記録が残る郵送、宅配便等による送付又は持参（土、日及び祝日を除く午

前９時から午後５時までとする。）  

(6) 参加資格要件の審査 

 提出があった参加表明書及び関係書類等を審査し、参加資格要件が確認できた

者に対し、企画提案書提出要請書により通知する。ただし、参加資格要件を満た

さなかった者に対しては、満たさなかった旨及び理由を書面により通知する。  

(7) 参加資格要件を満たなかった者に対する理由説明  

ア 参加表明書を提出した者のうち、参加資格要件を満たさなかった旨の通知を

受けた者は、当該通知を受け取った日から５日間（行政機関の休日に関する法

律（昭和６３年法律第９１号）第１条に規定する行政機関の休日（以下「休日」

という。）を除く。）以内に書面により、管理者に対し参加資格要件を満たさな

かったことについての説明を求めることができる。  

イ 管理者は説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の翌日か

ら起算して５日（休日を除く。）以内に書面により回答する。  

  

５ 企画提案書等の提出 

 企画提案書の提出を要請された者（以下「提案者」という。）は、次の書類を提出

すること。 

(1) 提出書類 

ア 企画提案書表紙（自由様式。ただし、Ａ４サイズとする。）  



イ 企画提案書（自由様式。ただし、Ａ４サイズとする。）  

   アの表紙を除き、提案課題①から⑥までについては、片面印刷６枚以内に

まとめること。ただし、業務工程表及び参考見積書は含まない。文字サイズ

は１１ポイントを使用すること。図表を用いる場合は、１１ポイントにこだ

わらず、判読できる大きさとする。なお、提案内容に社名やロゴなど、提案

者が特定できるものを使用しないこと。 

 【提案内容】  

① 提案は原則として一案としますが、部分的に複数案提示することは可と

します。 

② 仕様書等を踏まえ、別紙「審査項目及び評価基準」の「二次審査」の項

目順に記載してください。  

ウ 業務工程表（自由様式。ただし、Ａ３サイズ以下とする。） 

   ・「業務実施フロー」「スケジュール」を記載すること。  

エ 参考見積書（自由様式。ただし、Ａ４サイズとする。） 

    ・仕様書の業務内容や企画提案書の内容に応じた見積内訳を添付すること。   

(2) 提出期限 

 令和２年６月１９日（金）午後５時必着  

 期限までに提出のない場合は、辞退とみなす。   

(3) 提出場所 

 ４の(4)に同じ 

(4) 提出方法 

 ４の(5)に同じ 

(5) 提出部数 

 ８部（原本１部、写し７部） 

(6) 追加及び変更 

 提出後の企画提案書の差し替えは、提出期限までの間に限り認める。   

  

６ 質問書の受付及び回答 

 参加表明書及び企画提案書等についての質問の受付及び回答は、次によるものとす

る。  

(1) 質問の提出期限 

   令和２年５月２８日（木）午後５時必着 

(2) 提出先 

 ４の(4)に記載のＥメールアドレス宛に Word データで送信し、必ず着信を確認

すること。  

(3) 提出様式 

 質問書（様式第 3 号）のとおり  

(4) 回答方法 

 提出された質問に対する回答は、令和２年６月１日（月）までに、すべての提

案者に対してＥメールにて回答する。 



 

７ 審査項目及び評価基準  

 参加表明書、企画提案書等の内容に関する評価は、次の審査項目及び評価基準によ

り行う。 

審査項目 評価の視点  配点 

業務実績 

地方公共団体における公共施設等総合管理計画、廃棄物処

理施設長寿命化計画又はそれに類似する方針や計画の策

定に関わる業務内容に対する評価  

１０ 

本業務を進める体制  
予定している人員体制、配置予定者の役割分担、活動場所

等が適正か。  
１５ 

業務スケジュール  
業務別のスケジュールについて、実現可能な無理のないス

ケジュールで、かつ具体的に示されているか。  
１５ 

施設の現況と課題の整

理 

施設の現況について、既存資料の収集や現状分析、施設カ

ルテの作成等、現況把握と課題の整理が適切に提案されて

いるか。 

１５ 

施設評価の実施  

施設の現況・課題に基づき、ハード（築年数、耐震性等）・

ソフト（利用状況、コスト等）両面を考慮した評価手法に

ついて提案がされているか。  

１５ 

庁内ヒアリングの実施  
施設所管課に対するヒアリングや施設評価の庁内の合意

形成を図るための提案がなされているか。  
１５ 

長寿命化を要する組合

有施設の選定  

長寿命化を要する組合有施設の選定にあたり、有益な提案

はあるか。  
１５ 

劣化状況の把握  

今後の計画的な修繕につなげるための劣化診断調査につ

いて具体的な提案はあるか。  

机上調査、現地調査について提案はあるか。  

１５ 

公共施設長寿命化計画

の策定 

長寿命化計画策定にあたり、具体的な提案はあるか。  

劣化度評価や修繕優先度及び目標水準の設定、ＬＣＣの算

出等、計画策定に至る業務提案はあるか。  

１５ 

職員研修会の運営支援  
職員意識改革・向上に向けた職員研修が提案されている

か。外部講師についての提案があったか。  
１５ 

庁内検討委員会の運営

支援 

庁内検討委員会に係る支援作業について、有益な提案はあ

ったか。 
１５ 

参考見積書  
参考見積額  

１０ 点×（最低見積金額÷提案金額）（小数点以下切捨て） 
１０ 

合計 １７０ 

 

 

 



８ 審査及び受託候補者の選定 

(1) 選定の方法 

ア 委員会において、企画提案書等、プレゼンテーション及びヒアリングによる

評価を厳正に行なった上で、最も優れた提案を行った者を受託候補者とし、2

位の者を次点者とする。なお、提案者が 1 者のみの場合であっても審査は実施

するが、評価点数の合計が、満点の 60％未満の場合は受託候補者として特定し

ない。 

イ 評価点数の合計が同点の場合、参考見積書の額が安価な者を高い順位とする。 

ウ 評価点数の合計が同点であって、参考見積書の額が同額の場合は、委員会委

員長が受託候補者を決定する。 

(2) プレゼンテーション及びヒアリング 

ア プレゼンテーション及びヒアリングは、各提案者により 30 分間以内のプレゼ

ンテーションを行なった後、質疑応答を 10 分間程度行なう。 

イ 説明者は、本業務を担当する総括責任者とし、会場への入室は説明者を含め 3

名以内とする。 

ウ プレゼンテーションは、提出した企画提案書等をもとに行なうこととし、新

たに書き加えること及び別の図表を追加することはできないものとする。パワ

ーポイント等で説明する場合はＰＣを持参すること。（電源、机、椅子、プロジ

ェクター、スクリーンは組合が準備する。）  

  

９ 受託候補者等に対する通知方法及び審査結果の公表 

(1) 受託候補者等への通知 

 受託候補者及び次点者に選定された者に対しては、選定された旨を書面により

通知する。 

(2) 非選定者への通知 

ア 受託候補者及び次点者に選定されなかった者に対しては、選定されなかった

旨とその理由を書面により通知する。 

イ アの通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して 5 日以内（休日を

含まない。）に書面により管理者に対して非選定理由について説明を求めること

ができる。  

 ① 提出場所４の(4)に同じ 

 ② 提出方法４の(5)に同じ 

 ③ 提出書類 自由様式とするが、提案者の住所又は所在地、商号又は名称、

代表者氏名を記入し、押印のこと。  

(3) 審査結果の公表 

 審査結果及び評価結果は、中讃広域行政事務組合のホームページに公表する。  

  

 

 

 



10 契約の締結  

(1) 契約締結の手続 

 管理者は受託候補者に特定された者と、本プロポーザルに提出された書類の内

容を基本とし、業務仕様及び契約の詳細を協議の上、契約を締結するものとする。

ただし、受託候補者と契約が締結できない場合は、次点者と契約交渉を行う。   

  

11 スケジュール 

 スケジュールは次表のとおりとするが、変更になる場合は該当者に連絡を行う。   

期    日 内        容 

令和２年 

５月２２日（金） 
募集開始（公告日）  

５月２８日（木） 質問の提出期限  

６月 １日（月） 質問への回答  

６月 ４日（木） 参加表明書提出期限  

６月 ８日（月） 
参加資格審査の結果通知・企画提案書等の提出要

請書発送  

６月１９日（金） 企画提案書等提出期限  

６月２９日（月） 

１３時３０分～   
プレゼンテーション及びヒアリング  

７月 ３日（金） 審査結果の通知発送  

７月中旬 契約締結  

  

12 失格事項 

 次のいずれかに該当する場合は、失格とする。   

(1) 参加資格要件を満たさない場合 

(2) 書類の提出期限に遅延した場合 

(3) 本要領を遵守しない場合 

(4) 提出書類等に虚偽の記載があった場合 

(5) 審査の公平性を害する行為があった場合 

(6) 提案者が本業務に対して 2 以上の提案をした場合 

(7) 提出された参考見積書の見積額が委託金額の上限を超過している場合  

 

13 その他 

(1) 提出書類の作成及び提出等に係る費用は、参加者の負担とする。  

(2) 提出された書類等は、返還しない。 

(3) 提出された書類は、提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。  

(4) 情報公開については、組合が準用する丸亀市プロポーザル方式取扱規程に基づき、



次表のとおりとする。 

対象文書名  

受託候

補者特

定前 

受託候

補者特

定後 

契約締結後  

契約の相手  

方に係る 

情報 

契約の相手方  

以外の提案者に  

係る情報 

左のいずれに

も該当しない

情報 

要領及び技術提案書提

出要請書 
〇 〇 - - 〇 

提案者名  

（参加表明者も含む。） 
× 〇 ○ 〇 - 

（提案書類）  

技術提案書  
× × 

× 

（開示請求

の場合△）  

× - 

（提案書類）  

見積書 
× × 

× 

(開示請求

の場合△) 

× - 

（提案書類）  

その他提出書類  
× × 

× 

(開示請求

の場合△) 

× - 

採点表(合計点数のみ) × × ○ 

○ 

（事業者が特定でき

ない形で公開する。） 

- 

採点表(評価項目ごと) × × 〇 

× 

(本人からの開示請

求の場合○) 

- 

委員名簿 × × - - 

× 

（委員構成  

は〇） 

 （注）○：開示  △：一部非開示情報を含む  ×：非開示 

※「一部非開示情報」とは、見積書における積算単価・内訳、提案書類における

社員情報や配置内訳（常勤・非常勤の別）などをいう。  


