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平成２９年度ごみ減量化・資源化推進キャンペーン運営業務 

に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１．業務概要 

（１）目的 

 ごみ減量化・資源化推進キャンペーンは、市民、事業者、行政が一堂に会し、

循環型社会形成に関し、参加者一人ひとりが自らのライフスタイルを見直す機会

を提供することにより、ごみ減量・資源化の推進に関する理解を深め、循環型社

会の形成に向けた取組を推進することを目的に開催するものである。 

 

（２）業務名 

平成２９年度ごみ減量化・資源化推進キャンペーン運営業務 

 

（３）業務内容  

 平成２９年度ごみ減量化・資源化推進キャンペーン開催に係る企画・運営 

 

（４）業務期間 

 契約締結日の翌日から平成３０年３月３０日（金）まで 

 

２．業務に要する費用（事業費限度額） 

１，５００，０００円 （消費税及び地方消費税含む） 

なお、参考見積書の金額が、業務に要する費用（事業費限度額）を超過した場

合は失格とする。 

 

３．参加資格 

プロポーザルに参加可能な者（提案者となろうとする者）は、次に掲げる事

項を満たす者でなければならない｡ 

（１）弘前市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。未登録の場合に 

は次に掲げる書類を提出し、担当部署の確認を受けた上で、当該プロポー 

ザルに参加することができる。 

① 登記簿謄本又は履歴(現在)事項全部証明書（法人） 

② 身分証明書（個人） 

③ 財務諸表等の写し（法人及び個人） 

④ 法人にあっては、直近年度の国税（法人税と消費税及び地方消費税）、  

 市税（法人市民税と固定資産税）の納税証明書（未納がないことが確認で 

きるもの） 
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⑤ 個人にあっては、直近年度の国税（申告所得税と消費税及び地方消費税）、 

市税（市県民税と固定資産税）の納税証明書（未納がないことが確認でき 

るもの） 

（２）公示日から候補者特定の日まで弘前市建設業者等指名停止要領に該当し 

ないこと 

（３）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 

規定に該当しないこと 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て 

をしている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生 

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている 

者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は破産法（平成１６年 

法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てをしている者でないこと 

 

４．質問の受付及び回答 

（１）提出期限 

平成２９年５月１７日（水）午後４時まで（必着） 

（２）提出方法 

質問書（様式１）により、電子メール（添付書類はＰＤＦ化）にて担当へ 

提出すること。また、電子メールの表題は「プロポーザルに関する質問（事 

業者名）」とすること。 

※メール送信後、担当へ受信確認の電話連絡を行うこと。なお、電子メー 

ル以外の方法で提出された質問に対しては回答しない。 

（３）提出先 

１３．担当部署（提出・問合せ先）へ提出すること。 

（４）回答日 

平成２９年５月２２日（月） 

（５）回答方法 

市ホームページに掲載する。 

 

５．参加表明手続 

（１）提出書類 

参加意思表明書（様式２） 【１部】 

※代表者印を忘れずに押印すること。 

（２）提出期限 

   平成２９年６月１日（木）午後４時（必着） 

 



3 
 

（３）提出方法 

持参又は郵送により提出すること。持参の場合の受付時間は午前９時から 

午後４時までとする。（土曜、日曜日及び祝日を除く。）なお、郵送で提出 

する場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法とする。 

（４）提出先 

１３．担当部署（提出・問合せ先）へ提出すること。 

（５）参加資格の通知 

参加資格審査の結果は、参加表明者にファックスで通知する。 

 

６．企画提案書等の作成及び提出 

（１）提出書類・必要部数 

① 業務実施体制回答書及び企画提案書提出届（様式３） 

【原本１部】、【副本８部】 

 ※代表者印を忘れずに押印すること。 

 ※副本については、複写可とする。 

② 実施体制各種調書及び企画提案書等  

【原本１部】、【副本８部】 

ア 会社概要（様式４） 

イ 業務実績調書（様式５） 

契約書の写しを添付すること。 

ウ 再委託調書（様式６）※再委託する場合のみ 

エ 工程表（様式７又は任意様式） 

任意の様式の場合は、（様式７）の表の項目を満たしていること。 

オ 企画提案書（任意様式） 

カ 参考見積書（任意様式） 

※副本については、複写可とする。 

（２）提出期限 

平成２９年６月１４日（水）午後４時（必着） 

（３）提出方法 

持参又は郵送により提出すること。持参の場合の受付時間は午前９時から 

午後４時までとし、担当に事前連絡を行うこと。（土曜、日曜日及び祝日を 

除く。）なお、郵送で提出する場合は、受け取り日時及び配達されたことが

証明できる方法とする。 

（４）提出先 

１３．担当部署（提出・問合せ先）へ提出すること。 
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７．審査方法 

（１）選考手順 

プロポーザルの審査については、平成２９年度ごみ減量化・資源化推進キャ

ンペーン運営業務プロポーザル審査委員会において、以下のとおり実施する。 

選考にあたっては最低基準点を設け、最低基準点を満たした者のうち、得 

点が上位の者を契約候補事業者として決定し、次に得点が高い者を、次点の 

事業者として決定する。 

最高得点者が複数の場合は、見積額がより廉価であった事業者を契約候補 

事業者とし、さらに見積額が同額であった場合には、審査会の投票で決定す 

る。 

 なお、選考の結果、最低基準点を上回っている者がいなかった場合、この 

プロポーザルにおいては契約を行わず、再度公募を行うものとする。 

（２）第１次審査（書類審査） 

実施日：平成２９年６月２１日（水）【予定】 

提出された業務実施体制回答書及び企画提案書を８（１）～（３）で示 

す審査基準に基づいて審査し、高い評価を得た提案者を選考する。 

ただし、プロポーザルの企画提案数が５件以下である場合は、第１次審 

査を省略し、第２次審査において提出書類審査及びヒアリング等による審 

査を実施するものとする。 

（３）第２次審査（ヒアリング等による最終審査） 

実施日：平成２９年６月２６日（月）【予定】 

① 手順 

第１次審査により選考された者に対し企画提案についてのヒアリング 

を実施し、８（２）で示す審査基準に基づいて再評価するとともに、ヒア 

リング等の内容で加算点を追加し、最も優れている提案を特定する。 

② 会場等 

  日時及び場所等の詳細については、別途連絡を行う。 

③ プレゼンテーション出席者 

  ３名以内 

④ 審査内容 

２０分以内のプレゼンテーションの後、提出書類の内容等に関する質疑 

応答（１５分以内）を行う。なお、審査会での選考は非公開とする。 

⑤ 必要機器 

プレゼンテーション時にパソコン、プロジェクター等を使用する場合は 

担当に事前相談を行い、各参加事業者で用意することとする。 
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  ⑥ プレゼンテーションの順序 

    業務提案書の提出順の逆順とし、参加事業者ごとの開始時間は別途連絡 

を行う。 

（４）審査結果の通知 

① 第１次審査 

審査結果を書面により通知する。なお、選考された者のみ、審査結果及 

びヒアリングを実施する旨を、電話で通知する。 

②  第２次審査 

審査結果を書面により通知する。 

 

８．審査基準及び配点 

プロポーザルは以下の審査基準に基づき審査をし、合計点数が最も高いもの 

を契約候補者として特定する。 

 なお、各審査委員の採点の合計が、審査基準点の合計値の６割以上であるこ 

とを最低基準点とする。 

（１）業務実績 １０点 

（２）企画提案の内容・実施体制 ５５点 

（３）参考見積書 ５点 

（４）ヒアリング等の内容（第２次審査時）３０点 

 

９．契約 

候補者特定後、 随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随 

意契約の手続きを行うものとする。なお、その際には、特定された者はあらた 

めて見積書を提出するものとする。 

 ただし、契約条件が合致しない場合や、契約候補者に事故等があり契約が不 

可能になった場合は、次点の候補者を契約の相手方とする。 

 

１０．日程 

公示           平成２９年５月１０日（水） 

質問受付締切       平成２９年５月１７日（水）午後４時 

質問回答         平成２９年５月２２日（月） 

参加表明手続き締切    平成２９年６月１日（木）午後４時 

企画提案書等受付締切   平成２９年６月１４日（水）午後４時 

第１次審査        平成２９年６月２１日（水）【予定】 

第２次審査        平成２９年６月２６日（月）【予定】 

結果通知         平成２９年６月２７日（火）【予定】 
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契約締結         平成２９年７月中旬    【予定】 

業務開始         平成２９年７月中旬    【予定】 

 

※提出書類（様式）等の窓口での直接配布は実施しない。 

※提案件数が５件以下の場合は第１次審査を省略する。 

 

１１．失格事項 

本プロポーザルの提案者若しくは提出された提案書が、次のいずれかに該当 

する場合は、その提案を失格とする。 

（１）参加資格要件を満たしていない場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）実施要領等で示された、提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の留   

  意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

（４）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 

１２．その他留意事項 

（１）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（２）提出書類に虚偽の記載をした場合は、提案を失格とするとともに、指名停 

止措置を行うことがある。 

（３）提出書類は返却しないとともに、提出者の特定以外には提出者に無断で使 

用しない。 

（４）書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。 

（５）業務実施体制回答書に記載した配置予定の担当技術者は、原則として変更 

できないものとする。 

なお、やむを得ない理由により変更する場合には、弘前市と協議のうえ決 

定するものとする。 

（６）提出された企画提案書等について、弘前市情報公開条例（平成１８年弘前 

市条例第１９号）の規定による請求があった場合は、企画提案書等の作成者 

に対し、意見書を提出する機会を与えるものとする。 

なお、本プロポーザルの候補者特定前において、決定に影響がでるおそれ 

  がある情報については決定後の開示とする。 

 

１３．担当部署（提出・問合せ先） 

弘前市 都市環境部 環境管理課 資源循環係 

担 当：成田、高谷、藤田 

所在地：〒０３６－８３１４ 
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青森県弘前市大字町田字筒井６－２  

弘前地区環境整備センター管理棟２階 

ＴＥＬ：０１７２－３５－１１３０（直通） 

ＦＡＸ：０１７２－３２－１９５７ 

e-mail：tak4-narita@city.hirosaki.lg.jp 

kaz-takaya@city.hirosaki.lg.jp 

tak3-fujita@city.hirosaki.lg.jp 

   市ＨＰ: http://www.city.hirosaki.aomori.jp/ 

 

  ※問い合わせについては、土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く毎日、午 

前９時から正午まで又は午後１時から午後５時まで受付する。 

  ※電子メールでの連絡の場合は、必ず担当３名の宛先に送付すること。 



評価項目 評価事項 詳細 配点

合計（審査委員１人あたり） 100

審査委員の質問に対して的確に回答しているか。 10

本業務に積極的に取り組む姿勢が伺えるか。 5

（４）ヒアリング等の内容 担当者の説明能力

廃棄物行政に関する知識が豊富であるか。 5

提案内容を明確に説明しているか。 10

10

④計画作成の支援体制 業務量に見合った人員を配置しているか。 5

③本業務にかかる個別の提案

（３）参考見積書 見積額 適正な見積が示されているか。 5

（２）企画運営提案の内容・実施体制

市民及び事業者の参画や行政経営の視点、弘前市一般廃棄物処理基本計画と
の連動などを踏まえた役割・位置付がなされているか。

10

②本業務全体についての提案

キャンペーンの視点や方向性について、弘前市の特性・課題を踏まえた提案
がなされているか。

10

本業務全体について企画力と実効性を有した提案がなされているか。 10

弘前市の特性・課題を的確に把握・分析し、例えばそれらを全国的な動向と
比較する等の工夫をしているか。

10
①事業者のキャンペーン企画
運営に関する姿勢

その他自由意見として、弘前市にとって有益な独自提案が示されているか。

（１）業務実績 受注実績 過去に同種・類似、同規模以上の受託実績があるか。 10

審査基準及び配点


