野迫川村公共施設等総合管理計画策定業務委託プロポーザル実施要領
１ 公募型プロポーザルに付する事項
(1) 事業名
野迫川村公共施設等総合管理計画策定業務委託
(2) 目 的
本事業は、野迫川村において公共施設等の老朽化が進む中で今後、人口減少等により
公共施設等の利用需要が変化すると予想される。このことを踏まえ公共施設等の全貌
を把握し、適切な公共サービスの提供と財政負担の軽減・平準化を実現するための方
針を策定するものである。
(3) 委託内容
別紙仕様書のとおり
(4) 委託期間
契約締結の日の翌日から平成２９年月３日３０日まで
(5) 委託限度額
８，３１６，０００円（消費税及び地方消費税を含む。
）なお、この金額は契約金額の
限度を示すものであり、本村がこの金額で契約することを約束するものではない。
(6) 担当課
〒６４８−０３９２ 奈良県吉野郡野迫川村大字北股８４番地
野迫川村 総務課
電 話：０７４７−３７−２１０１（代表）
ＦＡＸ：０７４７−３７−２１０７
Ｍail：soumuka2@vill.nosegawa.nara.jp
２ 応募資格者の条件等
本事業のプロポーザルへの参加を希望する者は、以下に即して、本村に対して参加表明を
行うものとする。
(1) 応募資格者要件
本事業のプロポーザルに参加できる者は、以下の要件をすべて満たしている者とする。
①野迫川村競争入札参加申請をおこなっている者であり、かつ、地方自治法施行令（昭
和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。
②会社更生法（平成１４年法律１５４号）に基づき更生手続開始の申立がなされてい
る者、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産手続開始の申立がなされて
いる者又は民事再生法（平１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立が
なされている者でないこと。
（再生手続開始決定がなされ、競争参加資格の再認定を
受けた者を除く。
）
③役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表
者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあっては
その者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。
）が暴力団
員（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。以
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下「暴対法」という。
）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。
）でな
いこと。
④暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。
）又は暴力団員が
経営に実質的に関与していないこと。
⑤役員等が、その属する法人等、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で又は
第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。
⑥役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直
接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していないこと。
⑦役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(2) 提出書類部数
① プロポーザル参加意向申出書（様式第 1 号）
・・・１部
② 参加資格に関する申出書（様式第 2 号）
・・・１部
(3) 提出期間
平成２８年６月９日（木）から６月１６日（木）まで（土曜日、日曜日、祝祭日を除
く。
）とし、時間は午前９時から午後５時までとする。郵送も可とするが、期日までに
必着。
(4) 提出場所
上記１(6)に同じ。
(5) 資料の提供
本事業のプロポーザルに関係する資料は以下のとおり。野迫川村ウェブサイトからダ
ウンロードできるので、内容をよく確認すること。
① 募集要領
② 仕様書
③ 様式集
④ 関係資料
(6) 参加の辞退
参加意向申立書を提出した後に辞退を希望する場合は、
「参加辞退届」
（様式第 8 号）
を提出すること。
３ 質問及び回答
(1) 質問書の提出
質問については「質問書」
（様式第 4 号）により提出すること。なお、口頭での質問に
ついては一切受け付けない。
① 提出期間
平成２８年６月９日（木）から６月１６日（木）までとし、時間は午前９時から午
後５時までとする。
② 提出方法
電子メールもしくはＦＡＸで提出することとし、提出後、当課に電話で確認を行う
こと。
(2) 質問の回答
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質問に対する回答は参加表明を行った事業者全てに通知するほか、野迫川村のウェブ
サイトに公開する。
（なお、回答の際に質問を行った業者の名称は公表しないこととし、
質問に対する回答は、本募集要領及びその他提供資料の追加又は修正とみなす。
）
４ 企画提案関係書類の提出
企画提案関係書類（様式第 2 号、企画提案書、様式第 4〜6 号、実施体制表図、業務行程
表、見積書）作成の際は「野迫川村公共施設等総合管理計画策定業務委託仕様書」を熟
読し、以下の事項に留意して書類を作成すること。
(1) 作成する書類及び留意事項
① 企画提案書は、仕様書業務内容を踏まえ、本業務に対する貴社の考え方、委託業務
項目の実施方法や手法等を提案の基本として、提案趣旨を明確に示し、まとめるこ
と。サイズＡ４版でＡ４判（縦方向・横書き・左綴じ）様式については任意とする。
企画提案書には以下の項目を必ず記載すること。
ア 貴社の会社概要
イ 本事業における貴社のプロジェクト体制
ウ 貴社の考える公共施設等総合管理計画策定の基本方針及び特色
エ 実施手法
オ その他提案
② 事業工程表
サイズはＡ ４版とし、様式については任意とする。内容は野迫川村公共施設等総
合管理計画策定業務委託仕様書を参考に作成することとする。日程については、契
約予定日から平成２９年３月３０日までの内容とすること。
③ 事業実績
事業実績については、平成２３年度から平成２７年度までの過去５年間の実績に
ついてその一覧を業務実績調書（様式第 6 号）に記入して提出してください。記
入に際しては契約年度の新しいものから記入することとする。
④ 見積書
Ａ４版とし、様式については任意とする。委託事業全体について費用を計算し、内
訳が分かるように作成すること。また、金額については消費税及び地方消費税を除
いた額で記載すること。なお、優先交渉権者決定後の詳細打ち合わせの結果、最終
的に見積書と異なる金額で契約すること場合がある。
(2) 提出部数
５部（正１部、副４部）
※なお、正本１部のみ押印し、副本は複写でも可とする。
(3) 提出期間
平成２８年６月９日（木）から６月２４日（金）まで（土曜日、日曜日、祝祭日を除
く。
）とし、時間は午前９時から午後５時までとする。
企画提案は１案のみとし、郵送も可（ただし、期日までに必着）
。
(4) 提出場所
上記１（６）に同じ。
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(5) 本村からの疑義照会
提出された企画提案関係書類の内容について、後日、本村から疑義照会を行うことが
ある。
(6) 企画提案の取扱い
① 企画提案にかかる費用は、すべて提案者の負担とする。
② 企画提案関係書類の提出後は、書類に記載された内容の追加及び変更は、原則と
して認めない。
③ 提出された企画提案関係書類の返却は一切認めない。
④ 提出された企画提案関係書類は、本村が必要に応じて複製することがある。
⑤ 提出された企画提案関係書類は、営業上の秘密に該当する部分があると考えられ
ることから、原則公開しないこととする。
５ 審査（プレゼンテーション審査）
審査はプレゼンテーション形式による審査を行う。
(1) プレゼンテーション実施概要
① 日 時
平成２８年６月２７日（月） 時間については未定。
② 会 場
野迫川村地場産業振興センター
③ 所要時間
３０分以内（企画提案説明２０分、質疑応答１０分を予定。
）
※ 準備及び撤収は、審査の前後１０分間で行うものとする。
④ 出席者
５名までとし、責任者として配置予定の者は必ず出席すること。
⑤ 機 材
プレゼンテーションで使用するパソコン、プロジェクター及びスクリーン等は提
案者で用意すること。
⑥ その他
プレゼンテーションの順番については、本プロポーザルの参加表明順に審査を行
う。なお、辞退が出た場合は、順次繰り上げる等の方法により対処する。
(2) 審査方法
本村の職員等で構成する選定委員会において、プレゼンテーション及び第１次審査の
内容と合わせて別紙「評価基準」に沿って総合的に判断し、優先交渉権者及び次点者
を決定するものとする。
(3) 審査結果通知
審査結果については、参加者に書面にて通知する。
(4) その他
審査の内容についての問合わせには一切応じません。また、審査結果に対する異議申
し立ては受け付けないこととする。
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６ 業務委託契約の締結
(1)本プロポーザルで提出された企画提案関係書類に基づき、優先交渉権者と本村とで契
約内容の協議を行う。なお、審査の結果をふまえ、提案内容の変更を求める場合があ
る。優先交渉権者との協議において、両者が合意に至らなかった場合、次点者との協
議を行うこととする。
(2)契約保証金
野迫川村契約規則による。
(3)委託費の支払い
委託費は、原則、事業完了後村が検査を行い、適正と認められた場合支払うこととす
る。
(4)成果物及び構成素材に関わる知的財産権等の取扱い
構成素材に含まれる第三者の著作権その他の権利についての交渉・処理は、受託者が
行うこととし、その経費は委託費に含むものとする。本事業に関する著作権（制作過
程で作られた素材等の著作権も含む。
）その他の権利は、すべて本村に帰属するものと
する。
(5)契約書
受託者として特定された者に対して別途作成・提示する。
(6) 契約の解除
契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解
除する場合がある。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じる。
①役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表
者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあっては
その者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。
）が暴力団
員（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。以
下「暴対法」という。
）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。
）でな
いこと。
②暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。
）又は暴力団員が
経営に実質的に関与していないこと。
③役員等が、その属する法人等、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で又は
第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。
④役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直
接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していないこと。
⑤役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
７ 全体スケジュール
本プロポーザルに係るスケジュールについては以下のとおりである。
６月 ９日（木）募集公告
６月１６日（木） 参加申込書提出期限・質問書提出期限
６月２４日（金） 企画提案関係書類提出期限
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６月２７日（月） プレゼンテーション審査
６月２８日（火） 優先交渉権者決定通知送付
６月２９日（水） 本村と優先交渉権者との事業委託契約交渉（予定）
※受付等は、土曜日、日曜日及び祝日には行わない。
８ その他留意事項
(1) やむを得ない事由等により、プロポーザルを実施することができないと認められる場
合は、プロポーザルを中止することがある。なお、この場合において、当該プロポーザ
ルに要した費用を本村に請求することはできない。
(2) 本プロポーザルにおいて提出された書類に関しては、本村が必要に応じて複製するこ
とがある。

6

