
 

 

 

 

 

 

 

 

 

浦幌町地方公営企業法適用移行事務支援委託業務に係る 

プロポーザル実施要項 
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１ 趣旨 

 この要項は、浦幌町地方公営企業法適用移行事務支援委託業務を委託するに当たり、受託

候補者を公募型プロポーザル方式により特定するために必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務の概要 

 （１）業務名 

    浦幌町地方公営企業法適用移行事務支援委託業務（以下「本業務」という。） 

 （２）業務の目的等 

    本業務は、「公営企業会計の適用の更なる推進について」（平成31年１月25日付総財

公第９号総務大臣通知）を踏まえ、浦幌町における簡易水道事業、公共下水道事業並

びに個別排水処理施設整備事業を地方公営企業法（昭和27年法律第292号）に適用す

ることを目的とするものである。 

 （３）業務場所 

    本業務の業務場所は、浦幌町地内とする。 

 （４）履行期間 

    契約の日の翌日から令和６年３月25日まで 

 （５）業務内容 

    「浦幌町地方公営企業法適用移行事務支援委託業務仕様書」のとおり。 

    なお、仕様書の内容は現時点での予定であり、今後、打合せの中で変更する可能性

がある。 

 

３ 全体スケジュール 

  令和４年５月31日（火）  実施要項等の閲覧、配布及び浦幌町ホームページによる公

表開始、質問書の受付開始 

  令和４年６月20日（月）  質問書の提出期限 

  令和４年６月23日（木）  参加表明書兼誓約書等の提出期限 

  令和４年６月27日（月）  参加資格確認結果通知 

  令和４年７月４日（月）  企画提案書の提出期限 

  令和４年７月20日（水）  企画提案書のプレゼンテーション及びヒアリング 

  令和４年７月下旬     契約手続き 

 

４ 提案上限額 

  20,000,000円（令和４、５年度各10,000,000円。消費税及び地方消費税を含む。） 

  ※この金額は契約額や予定価格を示すものではない。提案に当たっては上記金額を超

えないものとする。 

 

５ 選定方法 

  本業務は、公募により参加表明書兼誓約書を提出した事業者のうち、「６ 参加資格」

に定めるすべての要件を満たす事業者に企画提案書等の提出を求め、浦幌町において最

適と認められる提案を行った事業者を受託候補者として選定する方法（公募型プロポー

ザル方式）による。 
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６ 参加資格 

  本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とする。 

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

い者であること 

（２） 令和３・４年度浦幌町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 

（３） 参加表明書の提出期限から受託候補者の特定の日までの間において、競争入札参

加資格者指名停止要項（平成10年浦幌町告示第１号）の規定による指名停止を受け

ていない者であること。 

（４） 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき、更生手続開始の申立てをしてい

ないこと、民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき、再生手続開始の申立て

をしていないこと、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

申立てをしていないこと。 

（５） 暴力団（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号の規定によるもの）に該当しないこと。又は、暴力団の構成員、暴力

団の構成員でなくなった日から５年を経過していない者が経営、運営に関係して

いないこと。 

（６） 他の提案事業者との関係が次のいずれにも該当しないこと。該当する場合は、該

当する者のうち１者のみが提案できるものとする。 

    ① 親会社（会社法第２条第４号の親会社をいう。以下同じ。）と子会社（同条第

３号の子会社をいう。以下同じ。）の関係にある場合。 

    ② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 

    ③ 一方の会社の役員が、他方の役員を現に兼ねている場合。 

    ④ その他①から③に掲げる場合と同視しうる資本関係又は人的関係にあると認

められること。 

 

７ 提案者向け説明会 

  本プロポーザルに関して提案者向け説明会は実施しない。 

 

８ 参加表明書兼誓約書等の提出 

  本プロポーザルに参加しようとする者は、次のとおり参加表明書兼誓約書等を提出す

るものとする。 

 （１） 提出期限 

     令和４年６月23日（木） 

 （２） 提出方法 

     持参（土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前８時30分から午後５時15分までと

する。）又は郵送（提出期限までに必着のこと。）によること。 

 （３） 提出場所 

     「14 お問合せ先及び企画提案書の提出先」へ提出。 

 

 （４） 提出書類 

     ① 参加表明書兼誓約書（様式第１号） 

     ② 同種・類似業務受注実績報告書（様式第２号） 
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 （５） 提出部数 

     １部 

 （６） 参加資格結果の通知 

     令和４年６月27日（月）までに電子メール又はファックスで通知する。 

 

９ 本プロポーザルに関する質問及び回答方法等 

 （１） 質問の内容 

     実施要項、仕様書、参加表明書兼誓約書及び企画提案書等の作成に係る質問に限

るものとし、選定及び評価に関する質問は一切受け付けない。 

 （２） 提出期限 

     令和４年６月20日（月） 

 （３） 提出方法 

     持参（土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前８時30分から午後５時15分までと

する。）又は郵送、電子メール又はファックスにより提出を受け付ける。なお、電

子メール又はファックスの場合は、電話連絡のうえ、送信するものとする。 

 （４） 提出場所 

     「14 お問合せ先及び企画提案書の提出先」へ提出。 

 （５） 提出書類 

     質問書（様式第３号） 

 （６） 回答方法 

     質問者に直接又はファックス若しくは電子メールのいずれかの方法により回答

する。質問及びその回答は、質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがあると浦幌町が認めるものをのぞき、浦幌町のホームページでも公開

する。 

 

10 企画提案書等の提出 

  参加表明書兼誓約書等を提出し、要件を満たすものとして本プロポーザルへの参加を

認められた者は、次に定める書類を提出するものとする。 

 （１） 提出書類 

    ① 企画提案提出書兼誓約書（様式第４号） 

    ② 企画提案書 

     ・様式は、Ａ４版で任意とする。 

     ・本業務の仕様書に基づき、基本的な考え方、手法、視点等を記載すること。 

     ・選定基準に対応した提案は必ず記載すること。 

    ③ 法人等概要書（様式第５号） 

     ・直近の「財務諸表」を添付すること。 

     ・参考資料として、企業パンフレットを添付すること。 

    ④ 業務処理責任者・業務実施体制図予定書（様式第６号） 

     ・本業務を実施するにあたっての配置予定業務処理責任者と実施体制を記載す

ること。 

    ⑤ 工程表 

     ・様式はＡ４版で任意とする。 
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     ・本業務の工程を明らかにすること。 

    ⑥ 参考見積書（任意様式） 

     ・様式は、Ａ４版で任意とするが、合計金額（消費税及び地方消費税を含む。）

のみでなく、見積内訳について可能な限り記載すること。 

     ・提案者が課税事業者の場合は、見積書合計金額の内、消費税及び地方消費税の

額も分かるように記載すること。 

 （２） 提出書類提出にあたっての注意事項 

    ① 「（１） 提出書類」の番号順にまとめること。 

    ② 文字のサイズは11ポイント以上とする。ただし、図表等についてはこの限りで

はない。 

    ③ 様式指定のあるものについては、指定様式により作成すること。 

    ④ 様式ごとに両面印刷とし、様式ごとに頁数を頁の下中央に記載すること。 

    ⑤ 正本は左肩をクリップ止め（ホッチキスでは留めないで下さい）にする。副本

は様式ごとにホッチキス止めの２穴長辺綴じとし、紐綴じ等簡易な閉じ方によ

り一つにまとめること。 

    ⑥ 専門知識を有しない者でも理解できるよう、分かりやすい表現に努めること。 

    ⑦ 正本１部は、企画提案提出書兼誓約書（様式第４号）及び参考見積書に代表者

印を押印したものとし、副本９部は代表者印を押印していないものを提出する

こと。 

 （３） 提出期限 

     令和４年７月４日（月）午後５時15分 

 （４） 提出部数 

     12部（正本１部、副本11部） 

 （５） 提出方法 

     持参（土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前８時30分から午後５時15分までと

する。）又は郵送（提出期限までに必着のこと。）によること。 

 （６） その他 

     提出期限までに企画提案書等の提出がない場合は、参加を辞退したものとみな

す。 

 

11 評価及び選定 

 （１） 選定委員会の設置 

     浦幌町プロポーザル方式等に関する実施要領（平成24年浦幌町告示第64号）第６

条に規定する選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、企画提案書、

プレゼンテーション及びヒアリングについて、選定基準に基づき評価し、選定委員

会全員の評価点の合計が最も高い企画提案を行った提案事業者を受託候補者とし

て特定する。 

     ただし、提出された全ての提案が適格でないと判断した場合（評価点の合計が満

点の10分の６を満たさない等）は、受託候補者を特定しない場合がある。 

     なお、評価点の合計が同じ場合は、抽選により受託候補者を決定する。 

     また、受託候補者の決定については、契約内容等の交渉権を付与するものであり、

一定期間内に合意に至らなかった場合は不調とする。 
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 （２） プレゼンテーション及びヒアリングの開催日時・場所等 

     提案資格に該当する場合、プレゼンテーションとヒアリングを実施する（スクリ

ーン、プロジェクタ、プロジェクタ用ケーブル、電源は浦幌町が準備するが、その

他必要な機器（パソコン等）については、各提案事業者が準備するものとする。）。 

    ① 実施内容 

      企画提案説明に20分、質疑応答に20分とする。ただし、選定委員会委員から時

間延長の指示があれば、時間延長をすることがある。 

    ② 日時等 

      令和４年７月20日（水）時間未定 選定の具体的な日程等は、提案の受理後に

改めて通知する。 

 （３） 選定基準 

     「浦幌町地方公営企業法適用移行事務支援委託業務選定基準」のとおりとする。 

 （４） 選定結果の通知等 

     選定結果は、（１）による受託候補者の選定後、速やかに提案事業者に文書で通

知する。 

 

12 契約の締結 

 （１） 契約者の決定 

     受託候補者との契約交渉が成立した場合は、当該事業者を契約者として決定し、

契約締結を行うものとする。その場合、当該事業者は令和４年７月末日までに契約

が締結できるよう速やかに手続きを進めること。なお、その際に当該事業者が提案

した内容は、仕様書に規定されたものとみなす。 

     受託候補者との契約が成立しなかった場合は、プロポーザルの提案順位が次順

位の者が受託候補者となり、契約交渉を行い、成立した場合には、当該事業者を契

約者として決定し、契約締結を行うものとする。 

 （２） 契約金額 

     契約金額は、提案された参考見積書の金額の範囲内とする。 

 （３） 契約保証金 

     免除する。 

 

13 提案にあたっての留意事項 

 （１） 失格又は無効 

     次のいずれかに該当する場合は、失格又は無効とする。 

    ① 提出期限を過ぎて企画提案書が提出された場合。 

    ② 提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合。 

    ③ 選定の公平性に影響を与える行為があった場合 

    ④ 本実施要項に違反すると認められる場合。 

    ⑤ その他、浦幌町が指示した事項に違反した場合。 

 （２） 複数提案の禁止 

     同一事業者が複数の提案を提出することはできない。 

 （３） 企画提案書の再提出 

     提出された企画提案書は、誤字・脱字等軽微なものを除き、変更、差し替え若し
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くは再提出は認められない。 

 （４） 企画提案書の公開等 

     提出された企画提案書の著作権は、提案事業者に帰属する。ただし、浦幌町は、

選定結果の公表に必要な場合、その他浦幌町が必要と認める場合は、企画提案書の

全部又は一部を無償で使用できるものとする。また、企画提案書は、理由の如何を

問わず返却しないものとする。 

     なお、企画提案書は、浦幌町情報公開条例（平成13年浦幌町条例第19号）に基づ

き、公開することがある。ただし、提案事業者の正当な利益を害するおそれがある

部分等については、非公開とする。 

 （５） 提案に係る費用の負担に関する事項 

     企画提案書の作成、提出その他の提案に係る一切の費用は、すべて提案事業者の

負担とする。 

 （６） 提出書類の複製 

     提出書類は、選定を行う作業に必要な範囲において複製する。 

 （７） 参加辞退 

     参加表明書兼誓約書の提出後に参加を辞退する場合は、辞退届（様式第７号）を

提出するものとする。 

 （８） その他 

     提案事業者は、企画提案書の提出をもって実施要項等の内容に同意したものと

みなす。 

 

14 お問合せ先及び企画提案書の提出先 

  浦幌町役場施設課管理係 山口 

  〒089-5692 十勝郡浦幌町字桜町15番地６ 

  TEL 015-576-2149 ／ FAX 015-576-2519 ／ E-mail sisetu@urahoro.jp 

 

 

 

 

 

 


