
1 

 

プロポーザル説明書 

 

１ プロポーザルの目的 

  「令和３年度山元町スポーツ・レクリエーション複合施設整備調査・基本計画策定業

務」（以下「本業務」という。）を委託するに当たり、公募型プロポーザル方式（以下「プ

ロポーザル」という。）により提案能力の優れた者を受託候補者として選定します。 

 

２ 業務概要 

 （１）業 務 名 令和３年度 山元町スポーツ・レクリエーション複合施設整備調査・

基本計画策定業務委託 

 （２）業務内容 別紙「業務概要書」参照のこと。ただし、受託者と山元町の協議によ

り変更する場合がある。 

 （３）履行期間 契約締結の日の翌日から令和４年３月３１日まで 

 （４）業務規模 ￥１５，０００，０００円（消費税及び地方消費税含）を上限とする。 

なお、この金額は予定価格となるものではない。 

 （５）契約方法 選定の上、随意契約とする。 

 （６）担 当 課 山元町企画財政課企画班 

         〒989-2292 宮城県亘理郡山元町浅生原字作田山 32 番地 

         TEL：0223-37-1118  FAX：0223-37-4144 

         e-mail：kikakuzaisei.k@town.miyagi-yamamoto.lg.jp 

 

３ 参加資格要件 

 （１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないものであること。 

（２）参加表明の時点から契約締結の間において、山元町建設工事入札参加登録業者等 

指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。または、指 

名停止の措置を受けることが明らかでないこと。 

（３）山元町入札契約に係る暴力団等排除措置要綱に該当しない者であること。 

（４）会社更生法による更生手続き、または民事再生法による再生手続きの開始の申立 

てをした者でないこと。ただし、更生計画または再生計画の認可を受けた場合を   

除く。 

（５）公告日現在、国税及び地方税の滞納がないこと。 

（６）過去１０年間(平成２３年度から令和２年度まで)において国または地方公共団体か 

ら元請で履行した本業務と同種の業務における履行実績を下記①～⑥のうちいず 

れか１件以上有すること。なお、同種の業務の定義は以下のとおりとする。 

     【同種の業務】 

「①複合施設整備に関する調査・計画策定業務」「②PPP/PFI 等民間活力導入可

能性調査業務」「③単体施設整備に関する調査・計画策定業務」「④長期総合計

画策定業務」「⑤地方創生総合戦略策定業務」「⑥都市計画マスタープラン策定

業務」 

（７）配置予定管理技術者は、本業務と同種の業務で、平成２３年４月１日以降に完了 
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した業務実績を有していなければならない。 

（８）本プロポーザルにおいて、他の参加者の協力事務所（設計業務を実施する上で、    

業務の一部を再委託する設計事務所等をいう。）になっていない者。 

 

４ 協力事務所について 

参加に当たっては、協力事務所を加えることを可とし、当該協力事務所は複数の参加 

者の協力事務所となることを可とする。 

 

５ 実施スケジュール 

実 施 内 容 実 施 期 間 

公告日 令和３年５月１７日（月） 

質問受付期間 令和３年５月１７日（月）～２１日（金） 

質問回答 令和３年５月２５日（火）予定 

参加表明書受付期限 令和３年５月１７日（月）～２８日（金） 

提出要請書・１次審査結果

通知 
令和３年５月３１日（月） 

提出意思確認書・１次審査

評価内容等に関する質問

書提出期限 

令和３年６月７日（月） 

技術提案書の提出期限 

１次審査評価内容等に関

する質問書に対する回答 

令和３年６月１４日（月） 

ヒアリング 令和３年６月１７日（木）予定 

２次審査結果通知 令和３年６月２３日（水）予定 

２次審査評価内容等に関

する質問書提出期限 
令和３年６月２８日（月）予定 

２次審査評価内容等に関

する質問書に対する回答 
令和３年６月３０日（水）予定 

契約締結 令和３年７月１日（木）予定 

 

  なお、各手続きについては以下の点に留意すること。 

  （１）各手続きの受付期間は、平日の９：００～１７：００とする。 

  （２）書類の提出方法は、本説明書に定めるとおりとし、提出については指定日時を

必着とする。 

 

６ 本件に関する質問及びそれに対する回答の方法等 

 （１）質問期間  令和３年５月１７日（月）～２１日（金）１７：００まで 

（２） 受付方法  質問書（様式１号）に必要事項を明記の上、担当課あてに郵送、FAX、 

電子メールにて提出すること。提出前に電話により提出先に確認す

ること。 
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 （３）回答方法  質問に対する回答は、令和３年５月２５日（火）に質問者へ直接回

答するほか、山元町ホームページに掲載する。 

（４）そ の 他   質問に対する回答は、本説明書の追加及び運用の解釈として取扱う。 

 

７ 参加表明書及び技術提案書の作成並びに提出方法等 

 （１）参加表明書の提出 

    作成に当たっては、別紙「参加表明書作成要領」に基づき作成すること。 

提出書類 様 式 等 提出部数等 

参加表明書 

様式２号（参加表明書） 

正１部 

副１部 

様式３号（会社実績調書） 

様式４号（業務実施体制） 

様式５号（配置予定管理技術者調書） 

参考資料 

①業務実績を証する資料 

②資格を証する資料 

③商業登記簿謄本：３カ月以内 

④国税、地方税の納税証明書：直近２年間分 

⑤財務諸表資料：直近２年間分 

①期 限  令和３年５月１７日（月）～令和３年５月２８日（金）まで 

    ②場 所  山元町企画財政課企画班 

    ③方 法  持参または郵送（提出期限必着） 

    ④その他  上記、参加表明書の作成及び提出に当たり、参考資料等の提供が必

要な場合は山元町企画財政課企画班へ問い合わせること。 

 

 （２）提出要請書等の送付及び評価内容等質問 

① 1次審査により技術提案者に選定された者には提出要請書を、選定されなかっ

た者にはその旨を記載した通知を送付する。 

なお、提出要請書には、必要に応じ、技術提案書の作成の参考となる資料を

添付する場合がある。 

    ② 技術提案者に選定された者は、提出意思確認書（様式９号）を提出期限まで

に持参又は郵送等（書留郵便等配達状況を確認できるものに限る。）により提

出すること。ＦＡＸ、電子メールでの提出は受け付けない。 

    ③ 技術提案者に選定されなかった者は、評価内容等を知りたい場合、提出期限

までに「１次審査評価内容等に関する質問書（様式１０号）」を提出先に持参

すること。なお、郵送、ＦＡＸ及び電子メールによる提出（提出期限までに必

着）も可能とするが、その場合は、提出前に電話により提出先に確認すること。

口頭による質問は受け付けない。 

    ④ 質問に対する回答は質問書の提出者に文書により回答するものとする。 
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（３）技術提案書の提出 

    作成に当たっては、別紙「技術提案書作成要領」に基づき作成すること。 

提出書類 様 式 等 提出部数等 

技術提案書 

様式６号（技術提案書） 
正１部 

副１０部 
様式７号（実施方針） 

様式８号（特定テーマ１、２、３） 

参考見積書 

様式は任意とするが、業務概要書に対応 

した業務内容項目ごとの内訳書を提出す

ること。 

正１部 

副１部 

    ①期 間  令和３年５月３１日（月）～令和３年６月１４日（月） 

    ②時 間  ８：３０～１７：００ 

    ③場 所  山元町企画財政課企画班 

    ④方 法  持参または郵送（提出期限必着） 

    ⑤その他  追加資料等の提出を求める場合がある 

 

 （４）特定テーマ（様式８号）の内容 

    別紙「業務概要書」の趣旨を十分に踏まえたうえで、次に掲げる特定テーマに対

する提案を行うこと。 

【テーマ１】町民の健康維持・増進について 

・日常的なスポーツ・レクリエーション活動機会の提供による効果に

ついて         

・山元町民の健康維持・増進に資するスポーツ・レクリエーション複

合施設の役割と方針について 

【テーマ２】交流人口の拡大について 

・既存施設との連携による地域の更なる賑わいと経済波及効果による

活力の創出について 

・山元町の交流人口の拡大等に資するスポーツ・レクリエーション複

合施設の役割と方針について 

【テーマ３】経営的観点について 

・民間活力導入手法(PPP/PFI等)を活用し経営的に成功しているスポー

ツ・レクリエーション複合施設の特徴を踏まえるなどし、本施設の

整備目的（業務概要書第２条参照のこと）に適合した基本計画策定

にあたっての立案手法について 

 

８ プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

 （１）技術提案書を基にプレゼンテーション及びヒアリングを行い、実施方針等につい

て評価する。 

   ①期 日  令和３年６月１７日（木）予定 



5 

 

   ②場 所  山元町役場 １階 大会議室 

   ③内 容  技術提案書の内容について、２０分以内で説明すること。提案終了後

に１０分程度の質疑応答を行う。 

         なお、説明に必要な機材等は説明者が準備すること。また、スクリー

ン及びプロジェクターは山元町で準備するものとする。 

   ④その他  詳細については、別途通知するものとする。 

 （２）参加辞退 

    参加表明書等の提出後に、以降の参加手続きを辞退する場合は、辞退届（任意様

式）を持参または郵送すること。 

（３）選定結果等通知 

   ① ２次審査の結果は技術提案書を提出した者全員に文書により通知する。 

② 事業者の選定の通知後、評価内容等を知りたい場合は、提出期限までに「２次

審査評価内容等に関する質問書（様式１１号）」を提出先に持参すること。 

     なお、郵送、ＦＡＸ及び電子メールによる提出（提出期限までに必着）も可能

とするが、その場合は、提出前に電話により提出先に確認すること。口頭による

質問は受け付けない。 

   ③ 質問に対する回答は質問書の提出者に文書により回答するものとする。 

 

９ 参加表明書、技術提案書の評価及び審査の実施方針 

 （１）審査委員会 

    山元町スポーツ・レクリエーション複合施設整備調査・基本計画策定業務委託プ

ロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）において、審査・評価を行

う。 

 （２）審査及び評価の流れ 

   ① 本業務の遂行に最も適した技術提案書の特定は、２段階審査によるプロポーザ

ル方式とする。 

１次審査は、参加表明書により原則５者以内に選定する。２次審査は、１次審

査により選定された者に対し、技術提案書を基にプレゼンテーション及びヒアリ

ングを実施し、本業務に最も適した技術提案者１者（最優秀企画提案者）を特定

する。 

   ② １次審査の結果については、参加表明書提出者全員に書面にて通知する。 

   ③ プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

    １次審査により選定された者からの技術提案書受付終了後、プレゼンテーション

及びヒアリングを実施する。実施日は令和３年６月１７日（木）を予定している。

詳細は別途通知するものとする。 

   ④ ２次審査の結果通知 

    ２次審査の評価合計点の多い順に順位を決定し、第１位の者を最優秀企画提案者

として選定する。ただし、第１位の者が複数いる場合は、見積金額の安価な者を、

第１位の者とする。なお、１次審査の評価点は２次審査の評価点に加算しない。 

    また、審査結果については提案者に通知するとともに、山元町ホームページに掲
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載する。 

 

10 資料及び技術提案書の取り扱い 

 （１）提出後の資料及び技術提案書の訂正、追加及び再提出は認めない。 

 （２）著作権はそれぞれの会社等に帰属する。 

 （３）提出された技術提案書は非公開とする。 

 （４）事業者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがある。 

 

11 実際の業務委託について 

 （１）審査委員会で選定された最優秀企画提案者と、随意契約により本業務を委託する。 

 （２）事業者の選定から契約までの間に山元町建設工事入札参加登録業者等指名停止措

置要綱に基づく指名停止を受けた場合、又は会社更生法による更生手続開始又は民事

再生法による再生手続開始の申立てがなされた場合は契約を行わないものとする。 

 （３）選定された事業者との本業務の契約が成立しない場合は、次点の者と契約の交渉

を行うものとする。 

 （４）受託者は、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行するもの

とする。 

 （５）発注者は、契約後の業務においては、特記仕様書に基づくものとし、受託者の技

術提案書の提案内容に拘束されない。 

 （６）本契約の仕様決定にあたっては、受託者へ業務の具体的な実施方法の提案や協議

を依頼することがある。 

   

12 その他 

 （１）手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円とする。 

 （２）失格要件となる場合 

    以下の条件の一つに該当する場合には、審査委員会において審査の上、失格とな

ることがある。 

   ① 技術提案書に虚偽の記載がある場合 

   ② 選定中に、資料に記載された配置予定管理技術者が担当できないことが明らか

になった場合 

   ③ 選定後に、資料に記載された配置予定管理技術者が極めて特別な場合（死亡、

入院等）を除き担当できないことが明らかになった場合 

   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 

   ⑤ 選定中に山元町建設工事入札参加登録業者等指名停止措置要領に基づく指名停

止措置を受けた場合、又は会社更生法による更生手続開始又は民事再生法による再

生手続開始の申立てがなされた等経営状態が著しく不健全であると認められる場

合 

   ⑥ その他、審査委員会において不適切と認められた場合 

 （３）受注資格の喪失 

当該業務を受注した者（協力事務所を含む）が製造業及び建設業と資本・人事面
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等において関連があると認められる場合、当該関連を有する製造業及び建設業の企

業は、当該業務に係る工事の入札に参加し又は本件工事を請け負うことはできない。 

 （４）その他 

   ① 本プロポーザル方式による事業者選定に係る提出書類の作成及び提出に係る費

用については、参加者の負担とする。 

   ② 提出書類に虚偽の記載をした場合は、失格するとともに、虚偽の記載をした者

に対して指名停止措置を行うことがある。 

   ③ 発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表、使用してはならない。 

   ④ 原則として、プロポーザルを理由とした職員等に対するヒアリング、敷地内、

写真撮影が許されない場所での写真撮影及び通常の利用において立ち入ることが

想定されない場所への立ち入り等は禁止する。 

 

13 プロポーザル参考資料 

  以下の資料は、山元町ホームページで確認すること。 

 （１）第６次山元町総合計画 

 （２）山元町地方創生総合戦略 

 （３）山元町都市計画マスタープラン 


