
武蔵野市公共下水道公営企業会計移行・導入支援業務委託に係るプロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  武蔵野市は、公共下水道事業において、自らの経営・資産等を正確に把握し、事業を将来にわたり安定

的に継続していくため、地方公営企業法（昭和 27年法律第 292号）を適用（以下「法適用」という。）するこ

ととし、標記業務を委託することとする。この要領は、当該業務の受託を希望する、下水道施設の固定資

産調査及び評価並びに法適用移行支援業務等の受託実績のある民間事業者に対し、本業務に係る実

施体制、実施方針、技術提案等に関する業務提案書（以下「提案書」という。）の提出を求め、その能力及

び内容を総合的に評価し、最も適切かつ円滑に本業務を実施できるものを選定できるよう、公募型プロポ

ーザル方式による手続きについて、必要な事項を定める。 

 

２ 業務概要 

 (1) 件名 

武蔵野市公共下水道公営企業会計移行・導入支援業務委託 

 (2) 業務内容 

本業務の内容は次に掲げるものとし、詳細については別紙「武蔵野市公共下水道公営企業会計移

行・導入支援業務委託要求事項書」（以下「要求事項書」という。）に定めるものする。 

① 基本計画の策定 

② 固定資産調査及び評価業務 

③ 法適用移行支援業務 

④ その他、上記業務に関連、付随する業務 

(3) 履行期間 

契約締結日から平成３２年３月３１日まで 

 (4) 提案価格上限額 

本プロポーザルにおける提案価格の上限額は、４９，２０６，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）

とする。また、契約は単年度のものとし、次年度以降の契約は予算の議決を条件とし、契約を約束する

ものではない。 

 (5) 発注者 

   武蔵野市 

 (6) 実施方法 

   公募型プロポーザル 

 

３ 参加資格要件 

本業務の参加資格を有する者は、次の要件のすべてを満たしているものとする。コンソーシアムの場合、

構成するすべての企業において次の要件のすべてを満たしているものとする。 

(1) 本業務の契約締結前までに東京電子自治体共同運営電子調達サービスによる、武蔵野市競争入札

参加資格を有すること 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第１６７条４の規定に該当しない者であること。 

(3) 参加申込書提出期限において、武蔵野市工事請負業者指名停止基準（平成 7年 4月 1日実施）によ



る指名停止を受けていないこと。  

(4) 過去５年間（平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日）において、地方公共団体が発注した下水道

事業地方公営企業法適用業務（公共下水道事業における固定資産調査及び評価業務、並びに法

適用移行支援業務等の一連の業務）と同種の業務を元請として複数件受注した実績を有すること。 

(5) 東京都及びその近郊に本社又は営業所等が所在していること。 

(6) 法人税、法人事業税及び消費税（地方消費税を含む。）の滞納がないこと。 

(7) 武蔵野市暴力団排除条例第２条第１項第１号に規定する暴力団、同項第２号に規定する暴力団員又

は同項第３号に規定する暴力団関係者等と関係を有しないこと。 

(８)管理技術者、担当技術者及び照査技術者について、要求事項書に定める要件を満たす技術者の配

置をすること。 

 

４ 日程 

  日程は、次のとおりとする。 

 項 目 日 程 等 備 考 

１ 募集開始 平成 28 年９月 15 日（木） 本市ホームページに掲載 

２ 質問書の提出期限 平成 28 年９月 28 日（水） 電子メール 

３ 質問書に対する回答 平成 28 年９月 30 日（金） 本市ホームページにて回答 

４ 参加申込書の提出期間 

平成 28 年９月 15 日（木） 

～ 

平成 28 年 10 月５日（水） 

直接持参（下水道課まで） 

 

午後５時（必着） 

５ 指名通知 平成 28 年 10 月７日（金）  

６ 提案書等の提出期間 

平成 28 年 10 月 17 日（月） 

～ 

平成 28 年 10 月 24 日（月） 

直接持参（下水道課まで） 

 

午後５時（必着） 

７ 
プレゼンテーション及び

ヒアリング 
平成 28 年 10 月下旬 

 

８ 審査結果通知 平成 28 年 11 月上旬  

９ 委託契約締結 平成 28 年 11 月中旬予定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 担当部署（事務局） 

(1) 所在地 〒180-8777 東京都武蔵野市緑町二丁目 2 番 28 号 

(2) 担当部署 武蔵野市環境部下水道課管理係（担当：村島、畠山、宮木） 

(3) 電話    0422-60-1914（直通） 

(4) ＦＡＸ   0422-51-9197 

(5) e-mail   SEC-GESUIDOU@city.musashino.lg.jp 

６ 実施要領等の配布  

(1) 期間  

平成28年９月15日（木）から10月５日（水）まで  

(2) 場所  

武蔵野市ホームページに掲載する。  

(3) 方法  

武蔵野市ホームページの「市政情報」－「契約・入札情報」－「プロポーザル公表案件情報」から、実

施要領ほかファイルをダウンロードしたことで配布とする。 

 

７ 質疑及び回答 

(1) 提出方法 

質問書（様式４）に質問事項等を記入し、下水道課に電子メールにより提出すること。電子メールによ

る場合、受付完了メールを送信するので、確認すること。質問のない場合は、提出不要とする。また、電

子メールのタイトルは、【プロポーザル質問】とすること。なお、電話等による質疑は、一切受け付けな

い。 

   【E-mail: SEC-GESUIDOU@city.musashino.lg.jp】 

(2) 受付期間 

    募集開始日から平成 28 年９月 28 日（水）午後５時まで 

(3) 回答方法 

平成 28年９月 30日（金）正午以降に市ホームページに掲載する。なお、質問書の回答内容は、本実

施要領の追加又は修正として取り扱うものとする。 

 

８ 本プロポーザルへの参加手続き等 

  本プロポーザルへの参加を希望する場合は、次により参加申込書等を提出すること。 

(1) 提出書類 

・参加申込書（様式１）        １部 

・会社概要書（様式２）        １部 

※コンソーシアムの場合は、構成企業ごとに作成すること。 

・コンソーシアム協定書の写し（任意様式）  １部 

※コンソーシアムにおいて締結した協定書（各企業押印済のもの）の写し 

・業務委託実績書（様式３） １部 

※コンソーシアムの場合は、構成企業ごとに作成すること。 

  



 (1) 提出期間 

  平成 28 年９月 15 日（木）から平成 28年 10月５日（水）まで 

   （土曜日、日曜日、祝日を除く午前 9 時から午後 5 時まで） 

(2) 提出方法 

  持参 

(3) 提出先 

  〒180-8777 東京都武蔵野市緑町二丁目 2 番 28 号 

武蔵野市環境部下水道課管理係 

(4) 提案者の選定 

参加申込書（様式１）、会社概要書（様式２）、業務委託実績書（様式３）で参加資格の有無を確認で

きた事業者については、指名通知書を送付する。提案者が一定数を超えた場合は、書類選考を行いプ

レゼンテーションへの参加者は一定数以下とする。書類選考の結果は、10 月７日（金）に参加申込者全

員に別途通知する。 

 

９ 提案書等の提出 

(1) 提出期間 

  平成 28 年 10 月 17 日（月）から平成 28 年 10 月 24 日（月）まで 

  （土曜日、日曜日、祝日を除く午前 9 時から午後 5 時まで） 

(2) 提出方法 

  持参 

(3) 提出先 

  〒180-8777 東京都武蔵野市緑町二丁目 2 番 28 号 

武蔵野市環境部下水道課管理係 

(4) 提出書類 

  次の表に掲げる書類を提出すること。 

提出書類 様式等 提出部数 

業務提案書一式 

業務提案書（表紙）（様式５） 

（紙媒体） 

原本 １部 

写し 各７部 

（プレゼンテーシ

ョン用に事業者
名を伏せたもの） 

会社概要書（様式２） 
 ・参加申込書に添付したもの。（事業者名を伏せたもの） 

業務委託実績書（様式３） 
 ・参加申込書に添付したもの。（事業者名を伏せたもの） 

業務実施体制書（様式６） 
 ・配置予定の管理技術者、照査技術者、主たる担当技術者、その他

を記載する。 

配置予定技術者の経歴・業務実績書（様式７） 
 ・配置予定技術者ごとに作成する。 

 ・有資格者は資格者証（写し）を添付する。 

業務提案書（指定様式なし） 
 ・Ａ４判２０ページ以内 

 ・文字サイズは１０．５ポイント以上 
 ・下部中央にページ番号を振る。 



見積書及び 

積算内訳書 

・指定様式なし 

・別冊とする。 

・見積金額は消費税込の金額とする 

・一式計上はしないこと。 

その他資料 

・指定様式なし 

・要求事項書等に示される業務内容に対する代替提案等があれば提

出すること。 

 

(5) 提案内容 

  別紙「要求事項書」の内容に基づき、次の内容について業務提案すること。 

① 本業務に関する基本的な考え方について 

② 本業務の実施体制について 

③ 本業務の実施計画、工程、手順について 

④ 基本計画の策定について 

⑤ 固定資産調査及び評価について 

⑥ 法適用移行事務支援について 

⑦ 照査について 

⑧ 法適用後を見据えた支援について 

⑨ その他追加提案等（本業務に必要と認められるもの） 

 

(6) 留意事項 

① 提案書の提出後における書類の追加、修正及び再提出は原則認めない。 

② 提案書の内容は、提案者が責任を持って必ず履行できる内容とすること。 

③ 別紙「要求事項書」は必要最低限度の要件を定めたものであるので、「要求事項書」の内容を満た

す代替提案についても認めるものとする。 

④ 別紙「要求事項書」に記載のない事項であっても、提案者の判断により本業務に必要と思われる業

務がある場合、提案できることとする。ただし、これに係る経費は見積書に含むものとする。 

⑤ 提出された提案書は、当該提案者に無断で二次的な使用は行わない。 

⑥ 見積書の額が、予算額を超える場合は失格とする。 

 

１０ 辞退届の提出 

参加申込書提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、プレゼンテーション実施日の前日午

後５時までに辞退届を次の方法で提出すること。なお、本プロポーザルを辞退した者は、これを理由として

以後に不利益な扱いを受けるものではない。 

(1) 提出書類 

辞退届（様式８） 

(2) 提出方法 

 持参 

(3) 提出先 

 〒180-8777 東京都武蔵野市緑町二丁目 2 番 28 号 

武蔵野市環境部下水道課管理係 



 

１１ プレゼンテーション及びヒアリング 

  プレゼンテーションは、次のように行うこととする。 

(1) 実施日時及び会場 

    平成２８年 10 月下旬（予定） 詳細な日程及び会場は、別途通知する。 

(2) 出席者 

    出席者は、５名以内とし、本業務を担当する予定管理技術者及び担当技術者は必ず出席すること。 

(3) 所要時間 

    一提案者あたり５０分程度とする。 

    （準備：約５分、説明：３０分以内、質疑応答：１０分、片付け：約５分） 

(4) 内容 

    プレゼンテーションは、会社概要を説明した後、提出資料を使用し、選定委員が項目を把握しやすい

ように努めること。 

(5) 使用機器 

パソコン、プロジェクター等は参加者で用意すること。ただし、ホワイトボード及びスクリーンは本市が

用意する。 

(6) その他 

  ① プレゼンテーションは、非公開で実施する。ただし、事務局については例外とする。 

  ② 説明は、提案書に記載した内容に限り、追加の説明資料等は認めない。 

  ③ プレゼンテーションは、事業者名を伏せて行うこととする。 

 

１２ 審査方法及び評価項目 

(1) 審査方法 

提案書等の審査を厳正かつ公平に行うため、武蔵野市公共下水道公営企業会計移行・導入支援業

務委託事業者審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置し審査を行う。 

  ① 審査委員は、全事業者のプレゼンテーション終了後、提案書及びヒアリングの内容を踏まえ、評価項

目に基づき審査し、採点基準及び配点に基づき評価点を付し、最も高い評価点を得た提案を最優

秀提案として決定し契約交渉順位第１位の事業者を選定する。 

  ② 評価点が同一の場合は、価格点の高いものを最優秀提案とする｡ 

  ③ 評価点の６割以上を最低基準点とし、各審査委員の採点の平均が最低基準点を満たさない提案者

は選定の対象としない。 

  ④ 提案者が１者の場合、最低基準点を満たす場合は、当該提案者を最優秀者とする。最低基準点に満

たない場合又は、提案者がない場合において事業を実施する場合は、再度公募を実施する。 

 

 

 

 

 

 



(2) 評価項目 

提案書の評価項目は下記とする。 

評価項目 評価の内容 評価基準 

１.会社実績 

要件等 

（１）経営規模の妥当性 資本金や売上高等に問題はないか。 

（２）過去５年間の同種業務の実績 
同種業務の実績があり、本業務を確実に遂行できるも

のであるか。 

２ .配置予定

技術者の 

経 験 ・ 能

力 

（１）経験・能力 
配置予定技術者について、本業務に適した資格、業務

実績を評価。 

３.提案内容 

（１）業務実施体制 業務に見合った人員配置となっているか。 

（２）業務内容の理解度 
業務内容に加え、本市の現況や取り巻く環境の変化な

どを理解したものであるか。 

（３）業務工程計画の妥当性 
工程に無理・無駄がなく、履行期限内に十分完了でき

るものであるか。 

（４）業務実施方針及び手法 

【基本計画策定について】 

【固定資産調査及び評価について】 

【法適用移行事務支援について】 

【照査について】 

武蔵野市の状況を的確に把握し、効果的な提案がなさ

れているか。 

（５）独自提案等 

武蔵野市にとって有益な独自提案（要求事項書以外）

がある場合は提案すること。提案書に独自提案であるこ

とがわかるよう示すものとする。 

４.プレゼンテ

ーション・ヒア

リング 

（１）取組姿勢 業務への取組姿勢や担当者の意欲は十分であるか。 

（２）コミュニケーション 質問への対応は説得力があるか。 

５.価格点 見積りの妥当性、コスト意識 配点×（最低見積額÷見積額） 

評価点合計 

 

(3) 審査結果 

プレゼンテーション参加事業者に対して平成２８年 11 月上旬に書面により通知する。また、本市ホー

ムページにおいて公表する。 

 

 

 

 



１３ 契約 

(1) 契約締結予定日 

平成２８年 11 月中旬（予定） 

(2) 契約の交渉 

   審査の結果、契約交渉順位第１位の事業者と契約交渉を行う。ただし、下記のいずれかに該当し、契約

交渉順位第１位の事業者と契約が締結できない場合には、次点者と契約交渉を行う。 

   ① 審査後に本要領に定める要件を満たすことができなくなったとき 

   ② 契約交渉が成立しないとき 

   ③ 本契約の締結を辞退したとき 

   ④ その他の理由により契約の締結が不可能となったとき 

 

１４ 業務委託の範囲 

  本業務の範囲は別紙「要求事項書」を基本とするが、武蔵野市の判断により契約締結時において、武蔵

野市と契約締結する事業者が提案書により行った追加提案等の内容を追加、変更できることとする。 

 

１５ その他の留意事項 

(1) 次のいずれかに該当する場合は、本プロポーザルには参加できない。 

  ① 必要書類を提出期限までに提出しない場合 

  ② 提出書類に虚偽の記載があった場合 

  ③ 本件に関して不正又は公正さを欠く行為等があった場合 

(2) 提出書類の記載内容に関する責任は提案者が負うものとする。 

(3) 本プロポーザルに要する費用は、提案者の負担とする。 

(4) 提出された書類の返却は行わない。 

(5) 本要領に定めのない事項については、協議のうえ決定する。 

 


