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竹田市葬祭場再整備基本計画策定業務委託公募型プロポーザル 

実施要領 

 

１．趣旨 

 この要領は、竹田市（以下「本市」という。）が発注するＲ４竹田市葬祭場再整備

基本計画策定業務委託（以下「本業務」という。）の受託候補者をプロポーザル方式

により選定するために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２．業務の概要 

 （１） 業務名 

    Ｒ４竹田市葬祭場再整備基本計画策定業務委託 

 （２） 業務内容 

    別紙「Ｒ４竹田市葬祭場再整備基本計画策定業務委託仕様書」（以下「仕様書」

という。）のとおり。 

 （３） 委託期間 

    契約締結日の翌日から令和４年１２月９日まで 

 （４） 委託料 

    ９，７５８，１００円（消費税及び地方消費税を含む）以内とする。 

※ただし、上記金額を超えた場合は選定しない。 

 

３．選定方式 

  公募型プロポーザル方式とする。 

  このプロポーザルは、契約者を決定するにあたり価格のみの競争ではなく、葬祭場

整備計画等に関する知識を有し、かつ本業務の委託者としてふさわしい実績、経験、

技術力、企画力等、受託者としての適格性を備えた者とする。 

 

４．参加資格要件 

  本プロポーザルに参加できる者は、参加表明書の提出時点で以下の要件を全て満た

すものとする。 

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

いこと。 

（２） 本業務の公告日から契約締結日までのいずれの日においても、竹田市が発注

する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指

名停止等措置要領（平成 17 年 4 月 1 日告示第 100 号）による入札参加資格停

止措置を受けていないこと又は同要領別表の指名停止基準に該当していないこ

と。 
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（３） 本業務の公告日から契約締結日までのいずれの日においても、会社法（平成

１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定に基づく清算の開

始、破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条の規定に基

づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７

条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者でないこ

と。 

（４） 手形交換所による取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でない者

であること。 

（５） 参加申込の日において、竹田市競争入札参加資格を有し、下記の業種及び部

門に登録がある者。 

（業種）建築コンサルタント業務  （部門）建築一般 

（６） 過去５年以内に地方公共団体が発注する葬祭場（火葬場）に関する委託業務

（基本構想、基本計画、発注者支援のいずれか）を元請けとして受託・実施経

歴があること。なお、前記委託業務には、測量、環境アセスメントに係る業務

は含まない。 

（７） 本業務委託において、次に掲げる管理技術者、担当技術者及び照査技術者（い

ずれも本業務の発注時点において、３ヵ月以上の雇用関係を有する者）を配置

すること。 

①管理技術者（統括責任者） 

・一級建築士の資格を有する者。 

・地方公共団体が発注する葬祭場（火葬場）に関する委託業務（基本構想、基本計

画、発注者支援）を元請けとして受託し、過去５年以内に担当した業務の実績が

あること。 

②担当技術者 

・一級建築士の資格を有する者。 

・地方公共団体が発注する葬祭場（火葬場）に関する委託業務（基本構想、基本計

画、発注者支援）を元請けとして受託し、過去５年以内に担当した業務の実績が

あること。 

③照査技術者 

・一級建築士あるいは、技術士（建設部門（都市及び地方計画）、衛生工学のいず

れか）の資格を有する者。 

④管理技術者、担当技術者及び照査技術者の兼務はできない。 

（８） 国税及び地方税を滞納していない者であること。 

（９） 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号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 
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 ※本プロポーザル参加後においても、参加資格要件を満たさなくなった場合は、当該

参加者の参加資格を取り消すことがある。 

 

５．プロポーザルの日程 

選考手順 選考日程等 

実施要領の公表 

（ホームページに掲載） 
令和４年５月１８日（水） 

参加申込受付期間 令和４年５月２５日（水）午後５時まで 

質問受付期間 令和４年５月２４日（火）午後５時まで 

質問に関する回答 電子メールにて受付後、回答は順次ホームページに掲載 

参加資格審査結果通知 令和４年５月２７日（金） 

提案書類等の受付期間 令和４年６月１０日（金）午後５時まで 

プレゼンテーション 
令和４年６月１７日（金） 予定 

（詳細については別途通知） 

審査結果通知 令和４年６月下旬頃 

契約締結予定 令和４年６月下旬頃 

※スケジュールは事務の都合により変更できるものとする。 

※新型コロナウイルス感染拡大による社会的状況等を踏まえ、プレゼンテーションの

方法を変更する場合がある。 

 

６．実施要領等の配付 

（１） 配付開始日 令和４年５月１８日（水） 

（２） 入手方法 竹田市ホームページに掲載する。 

ホームページ：https://www.city.taketa.oita.jp/ 

 

７．参加表明書等について 

（１） 提出期限 令和４年５月２５日（水）午後５時まで 

（２） 提出書類 ① 参加表明書（様式１） 

     ② 法人概要（様式２） 

     ③ 法人業務等実績調書（様式３） 

     ④ 技術者調書（様式４） 

     ⑤ 配置予定技術者調書（様式５） 

     ⑥ 上記 ③、④の記載内容を証明する書類の写し 

     ⑦ 直近年度の「法人税」並びに「消費税及び地方消費税」 

     について未納額のないことの証明書の写し 

     （※提出日から３箇月前までのものを有効とする） 
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     ⑧ 営業所等が竹田市内にある場合は、直近年度の竹田市税 

     の完納証明書の写し 

     （※提出日から３箇月前までのものを有効とする） 

（３） 提出部数 １部 

（４） 提出先  事務局（竹田市 環境課 環境衛生係） 

（５） 提出方法 持参又は郵送（提出期限必着） 

  ※持参の場合は、午前９時から午後５時までの間とする。（土日祝日を除く） 

  ※郵送の場合は、簡易書留によるものとする。 

 

８．質問の受付及び回答 

（１） 質問受付期限 令和４年５月２４日（火）午後５時まで 

（２） 提出方法 質問書（様式６）で電子メールにより提出 

（３） 送信先  kankyou@city.taketa.lg.jp 

  ※送信の際の件名は「Ｒ４竹田市葬祭場再整備基本計画策定業務委託」とし、本文

中に必ず会社名及び担当者名を記載すること。 

（４） 回答 

質問に対する回答は、受付後竹田市ホームページで順次回答する。また、質問に

対する回答は、仕様書の追加又は修正とみなす。 

ただし、質問又は回答の内容が公開することにより質問者の不利益となると判

断したものについては、質問者のみに回答する。 

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、回答しないものとす

る。 

 

９．参加資格審査結果通知 

提出された参加申請書類について前述「４ 参加資格」を満たしていることを審査

し、審査結果を令和４年５月２７日（金）に参加表明書に記載された電子メールアド

レスに送信する。 

 

１０．企画提案書等の提出 

参加資格審査結果を受け、参加資格があるとされた者は、次により企画提案書等を

提出すること。 

（１） 提出期限 令和４年６月１０日（金）午後５時まで 

（２） 企画提案書のテーマ 

「葬祭場建て替えにあたり検討すべき課題と対応について」 

① 本施設の課題と対応 

② 火葬炉設備計画、動線計画の検討手法 
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③ 完成後の施設のライフサイクルコスト及び各種感染症対策の検討手法 

④ 業務行程及び実施方針 

⑤ その他独自提案等 

     ※①から⑤までの項目について記載すること。 

（３） 提出書類 

提出書類 部数 

① 企画提案書表紙（様式７号） 〇紙媒体：８部 

正本１部、副本７部 

〇電子媒体：１部 

ＣＤ－Ｒ：１枚 

※⑤は、副本７部不要 

② 業務実施体制（様式８号） 

③ 企画提案書（様式９号） 

④ 参考見積（様式１０号） 

⑤ 参考見積内訳書（任意様式） 

※副本については、プレゼンテーションでの審査に使用するものとし、審査の公平

性を期するため、提案者名は弊社とすること。また、提案者を類推できるような

記号やマークは書類に記載しないこと。 

（４） 提出先  事務局（竹田市 環境課 環境衛生係） 

（５） 提出方法 持参又は郵送（提出期限必着） 

  ※持参の場合は、午前９時から午後５時までの間とする。（土日祝日を除く） 

  ※郵送の場合は、簡易書留によるものとする。 

 

１１．企画提案参加の辞退 

参加登録申込書提出後、企画提案を辞退する場合には、企画提案辞退届（様式 10

号）を提出すること。 

（１） 提出期限 令和４年６月１６日（木） ※プレゼンテーション前日まで 

（２） 提出先  事務局（竹田市 環境課 環境衛生係） 

（３） 提出方法 持参又は郵送（提出期限必着） 

  ※持参の場合は、午前９時から午後５時までの間とする。（土日祝日を除く） 

  ※郵送の場合は、簡易書留によるものとする。 

 

１２．プレゼンテーション 

（１） 日時  令和４年６月１７日（金）予定 ※時間は別途通知する。 

（２） 場所  別途通知する。 

（３） 出席者  配置予定管理技術者を含む３名以内とする。 

（４） 内容 企画提案書の説明等 

（※１０．企画提案書等の提出で提出した書類） 

（５） 実施方法及び留意事項 

・プレゼンテーションの時間は、セッティング、撤去及び企画提案書の説明、
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質疑応答にかかる時間を含み１事業者３０分以内とする。なお、質疑応答

の時間は最低でも５分は設けること。 

・プレゼンテーションの際は、事業者が特定できる情報の発言、投影は行わ

ないこと。 

・プレゼンテーションは非公開とする。 

・特段の事情が無い限り、プレゼンテーションは配置予定管理技術者が行う

ものとする。 

・机、椅子、電源、プロジェクター及びスクリーンは本市にて用意するが、説

明に必要な PC・その他の機器（配線類含む）は参加者で用意すること。 

・プレゼンテーションの順番は参加申込時のくじで決めるものとする。 

（６） 新型コロナウイルス感染防止等によるプレゼンテーションの変更について新

型コロナウイルス感染拡大による社会的状況等を踏まえて、対面式のプレゼン

テーションを行うべきではないと判断した場合は、Zoom による WEB 開催へ

変更する。 

    ※WEB開催へ変更する場合は、別途通知する。 

 

１３．企画提案等の審査 

（１） 審査の方法 

本市が設置する竹田市葬祭場再整備基本計画策定業務委託に係るプロポーザル

審査委員会（以下「審査委員会」という。）が、別表「評価基準」に基づき、参加

資格、企画提案書、プレゼンテーションの内容を踏まえ、総合的な評価を行う。 

また、審査の実施順序は、プレゼンテーションの順番とする。 

（２） 審査委員会開催日 

令和４年６月１７日（金）予定 

（３） 審査概要 

①参考見積書に対して審査を行い、前述「２ 業務概要（４）」に示す委託料の

上限価格を超えている場合、その参加者は選定しないものとする。 

②プレゼンテーションを含め、すべての評価項目について評価を行うものと

し、評価得点の最上位の者を優先交渉権者、次点の者を次点者として選定

する。なお、評価得点が同点となり、評価得点からは優先交渉権者もしくは

次点者又はその両方（以下「優先交渉権者等」という。）を選定できない場

合は、当該者のみを対象として委員全員による投票を行い、優先交渉権者

等を選定する。投票による得票数が同数により優先交渉権者等を選定でき

ない場合は、委員長が優先交渉権者等を選定する。 

（４）審査結果の通知 

審査の結果は、１位の受託候補者へ書面で通知する。なお、１位の受託候補者は
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事業者名と得点、それ以外の者は事業者名を匿名化したうえで得点のみをホーム

ページ上で公表する。 

（５）留意事項 

審査の経緯及び結果に対する問い合わせ、異議申し立ては受理しない。 

 

１４．契約の締結 

（１） 契約の手続き 

審査委員会において選定した受託候補者と本市が、本業務に関する仕様書の細

部や契約金額等について協議を行い、協議が成立した場合には、契約上限額の範囲

内で随意契約により委託契約を締結する。受託候補者が委託契約を辞退するか資

格要件を満たさなくなった場合は、次点のものを受託候補者とし、その者と随意契

約により受託契約を締結する。参加申込書等の提出者又は企画提案書等の提出者

が１者のみの場合であっても審査を実施し、その提案内容が本業務の受託者に適

していると認められる場合（配点合計が６割以上の得点となった場合）は、その者

を受託候補者とする。 

（２） 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上の額（現金又は市が定めた有価証券とする。）を

納付する。ただし、竹田市契約事務規則第７条第１項各号のいずれかに該当すると

きは、これを免除する。 

 

１５．公募型プロポーザル参加に際しての留意事項 

（１） 失格又は無効 

次のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効となる。 

・提出書類に虚偽の記載がある場合 

・提出期間を過ぎて提出書類が提出された場合 

・委託料の上限価格を超えた参考見積書を提出した場合 

・選考委員と不正な接触をした場合 

・著しく信義に反する行為をした場合 

・選考の公平性に影響を与える行為があった場合 

・プレゼンテーションに参加しなかった場合 

・その他、本要領に違反した場合 

 

（２） 著作権・特許権等 

提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他

日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、

維持管理手法等を用いた結果生じた事象に関する責任は、すべて提案者が負うも
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のとする。 

（３） 複数提案の禁止 

提案者は、複数の企画提案書の提出はできない。 

（４） 提出書類の変更の禁止 

提出期限後の提出書類の変更、差し替え又は再提出は認めない。 

（５）返却等 

提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

（６）費用負担 

参加申込書等及び企画提案書等の作成、提出等、公募型プロポーザル参加に要

する経費は、すべて提案者の負担とする。 

（７）その他 

・提出された書類について、竹田市情報公開条例（平成１７年４月施行）に基

づく公開請求があった場合、原則として公開の対象となる。ただし、公開に

より、その者の権利、競争上の地位、その利益を害すると認められる情報

は、非公開となる場合があるため、この情報に該当すると考える部分があ

る場合には、あらかじめ文書（任意様式可）で申し出ること。なお、本プロ

ポーザルの受託候補者選定前において、決定に影響が出る恐れのある情報

については、決定後の公開となる。 

・提出書類について、本市より問い合わせを行う場合がある。 

・提案内容については、見積金額以内で全て実施できることを確約したもの

とみなす。 

・参加者は、審査結果に関する異議を申し立てることはできない。 

 

１６．担当課（事務局及び提出先） 

 〒878-8555 大分県竹田市大字会々１６５０番地 

 竹田市 環境課 環境衛生係 

 電 話：0974-63-4821（直通）  ＦＡＸ：0974-63-9582 

 e-mail：kankyou@city.taketa.lg.jp 
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（別紙） 

評価基準 

評価項目 評価基準 配点 

①企業評価 委託業務の実績で過去 5年間（平成 29年度から

令和 3年度）に、地方公共団体発注の同種あるい

は類似業務に関する実績があるか。なお、共同企

業体の構成員としての実績は不可とする。 

※同種業務の実績を有する場合は優位に評価す

る。 

※基本計画での同敷地内での解体・建替え検討を

実施した実績を有する場合は優位に評価する。 

10点 

②配置予定技術者

評価 

管理技術者、担当技術者が過去 5 年間（平成 29

年度から令和 3年度まで）で、地方公共団体発注

の同種あるいは類似業務に関する実績があるか。

なお、共同企業体の構成員としての実績は不可と

する。 

※同種業務の実績を有する場合は優位に評価す

る。 

10点 

③実施体制 業務執行のために必要な人員、業務実績の十分な

技術者が配置され、円滑な業務が期待できるか。 

15点 

④企画提案 火葬場整備事業の特性を踏まえ、課題や地域条

件、仕様書の内容を理解しており、課題解決の方

針が明確に示されているか。 

テーマに沿って項目（①から⑤）ごとの評価と全

体的な評価とする。 

35点 

 

 

⑤プレゼンテーシ

ョン 

竹田市葬祭場建て替えにあたり検討すべき課題

について、テーマに沿ってどのような視点・手法

で把握し、整理するのか。 

提案内容が分かり易い説明のプレゼンテーショ

ンであるかどうか。 

20点 

⑥見積金額に対す

る評価 

見積価格の妥当性 （10 点×最低見積金額／見

積金額   小数点以下切捨） 

10点 

合計 100点 

（選考委員１名あたりの配点です。） 

 


