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平成２９年度弘前市空き家等対策計画策定業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．業務概要 

(1) 目的             

本業務は、弘前市内における空き家実態調査結果を踏まえ、空き家の利活用や適

正管理、除却を含めた対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対策の推進

に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）に基づき「弘前市空き家等対

策計画」を策定するものである。 

業務委託実施にあたり、より優れた提案者を選定するとともにその選定方法の

公平性、透明性を図るため、公募型プロポーザル方式により、広く提案を募り、

この業務に最も適した契約候補者を特定することを目的とする。 

(2) 業務名           

平成２９年度弘前市空き家等対策計画策定業務 

(3) 業務内容       

「平成２９年度弘前市空き家等対策計画策定業務特記仕様書」（以下「仕様書」

という。）に記載のとおり。 

 ただし、契約時における仕様書は、契約候補者として特定された企業等の企画

提案内容に応じて、仕様を変更することがある。 

(4) 業務期間  

   契約締結日の翌日から平成３０年３月２３日（金） 

 

２．業務に要する費用（事業費限度額）     ４，５００，０００円 （税込み） 

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

格とします。 

 

３．参加資格 

プロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者）は、次に掲げる事項を満た

す者でなければなりません｡ 

(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。 

(2) 公示日現在から候補者特定の日までの間に、弘前市建設業者等指名停止要領によ

る指名停止を受けていないこと 

(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) 弘前市契約規則（平成１８年弘前市規則第５２号）第２条の規定により、一般競

争入札に参加させないことができる者でないこと。 

(5) 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。 
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４．質問の受付及び回答 

(1) 提出期限 

平成２９年７月２１日（金）午後４時まで（必着） 

(2) 提出方法 

別添の質問書（様式１）により、下記アドレスへ電子メールにより提出すること。 

電子メールアドレス：kenchikushidou@city.hirosaki.lg.jp 

※電子メールアドレス以外の方法で提出された質問に対しては回答しません。 

(3) 回答日：平成２９年７月２５日（火） 

(4) 回答方法：市ホームページに掲載 

 

５．参加表明手続 

(1)提出書類 

参加意思表明書（様式２） １部 

 (2) 提出期限 

平成２９年８月４日（金）午後４時とする。 

 (3) 提出方法 

持参又は郵送（宅配便可）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

法としてください。 

 (4) 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 

②実施体制各種調書及び企画提案書等 原本１部、副本７部 

ア 会社概要（様式４） 

イ 技術者の概要（様式５） 

ウ 業務実績調書（様式６） 

エ 担当技術者調書（様式７） 

オ 主任担当者の経歴及び実績等調書（様式８） 

カ 再委託調書（様式９） 

※再委託する場合のみ 

キ 工程表（様式１０） 

ク 企画提案書（任意様式） 

 企画提案書には、原則として次の項目について提案するものとする。 

 ・空き家等の問題点及び対策計画の必要性について 

 ・空き家等の発生抑制に関する事項 

 ・空き家等の利活用促進に関する事項 

 ・空き家等の除却及び跡地の活用の促進に関する事項 
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・空き家等に関する対策の実施体制及び実施施策に関する事項 

 ・その他空き家等に関する対策の実施に関し必要と考える独自の提案事項 

  ※注意事項 Ａ４サイズ片面１０ページ以内 

ケ 参考見積書（任意様式） 

※注意事項 予算限度額内とすること。 

  (2) 提出期限 

平成２９年８月１４日（月）午後４時とする。 

 (3) 提出方法 

持参又は郵送（宅配便可）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

方法としてください。 

 

７．審査方法 

プロポーザルの審査は以下のとおりとします。 

(1)  審査（書類審査、ヒアリング等による審査） 

提出された業務実施体制回答書及び企画提案書を下記８で示す審査基準に基

づいて審査するとともに、企画提案についてのプレゼンテーション及び審査委

員会によるヒアリング等を実施し、最も優れている提案者を特定します。 

①実施日：平成２９年８月２３日（水）【予定】 

②注意事項 

ア 出席者は３名までとします。 

イ 審査に使用する説明資料は事前に提出した資料のみとし追加資料は認め 

ません。 

ウ パソコン、スクリーン、プロジェクター等機材は使用しないものとします。 

エ 発表時間１０分、質疑応答時間１０分とします。 

(2)  審査結果の通知 

審査結果を書面により通知します。 

 

８．審査基準及び配点（詳細はP５の「評価基準」を参照） 

プロポーザルは以下の審査基準に基づき審査します。 

(1) 業務の実施体制 

(2) 業務に係る理解度 

(3) 実施手順・工程の妥当性 

(4) 提案内容の的確性・実現性 

(5) 提案内容の独創性、有益性 

(6) 参考見積 

 

９．日程 

公示           平成２９年 ７月１４日 

質問受付締切       平成２９年 ７月２１日 午後４時まで 
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質問回答         平成２９年 ７月２５日 

参加意思表明書の受付締切 平成２９年 ８月 ４日 午後４時まで 

企画提案書等受付締切   平成２９年 ８月１４日 午後４時まで 

審査           平成２９年 ８月２３日 （予定） 

結果通知         平成２９年 ８月２５日 （予定） 

契約締結         平成２９年 ８月下旬  （予定） 

業務開始         平成２９年 ８月下旬  （予定） 

 

１０．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、その提案を失格とします。 

(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 

 

１１．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します。 

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します。 

 

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ません。 

(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

置を行うことがあります。 

(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

ません。 

(4) 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とします。 

(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

できないものとします。 

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

るものとします。 

(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、企画提案書等を作成した方に対

し、意見書を提出する機会を与えるものとします。 

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します。 

 

１３．担当部署（提出・問合せ先） 

弘前市建設部建築指導課 担当 葛西  ℡0172-40-7053 内線 445
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評 価 基 準 

 

評価項目 評価の視点 基準点 換算値 評価点 

① 業務の実施

体制 

業務の遂行に十分な体制が組まれ

ており、主任担当者の実績がある

か 

２５  

 

② 業務に係る

理解度 

業務の目的等について十分理解

し、また業務に取り組む上での考

え方は妥当か。 

１５  

 

③ 実施手順・工

程の妥当性 

業務の実施手順、スケジュールは

適切であるか。 
１０  

 

④ 提案内容の

的確性・実現

性 

課題を的確に捉え、実現性の高い

提案内容となっているか。 
３０  

 

⑤ 提案内容の

独創性、有益

性 

本業務を充実させる有益で独創性

がある提案内容となっているか。 
２０  

 

⑥ 参考見積 

最終的に、上記評価において最上

位者が複数の場合には、参考見積

の低い者を候補者に特定する。 

数値化し

ない 
 

 

合計 １００   

 

 

評価 

A B C D E 

非常に優れて

いる 

優れている 標準的であ

る 

劣っている 不可または

記載なし 

換算値 １．０ ０．８ ０．６ ０．４ ０．０ 

 

評価点＝基準点×換算値 

 

※応募者が 1社のみの場合 

 基準点を 60点とし、評価点（全審査委員の評価点の合計の平均点）が基準を

満たす場合のみ、当該応募者を提案者とします。（満たさない場合は該当なし） 
 


