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公募型プロポーザル方式による宮崎市配水管修繕等業務委託募集要領

次のとおり公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）による選定を行いますの

で、参加を希望する場合は、プロポーザル方式参加申込書に必要書類を添付の上、提出してくだ

さい。

１．委託業務概要

（１）委託業務名

宮崎市配水管修繕等業務委託

（２）委託業務の対象施設

宮崎市水道事業給水区域内の導・送・配水管及び給水管（量水器まで）と、それらに付帯

する施設とします。

（３）委託業務内容

次の各号に掲げるとおりとし、業務の範囲等は「宮崎市配水管修繕等業務委託仕様書」に

定めるものとします。

①漏水修繕業務

漏水に伴う導・送・配水管及び給水管の漏水調査及び修繕業務

②管移設業務

他工事に伴う導・送・配水管及び給水管の移設業務

③管破損修繕業務

管破損に伴う導・送・配水管及び給水管の修繕業務

④弁栓類調査及び修繕等業務

導・送・配水管の弁栓類の調査及び修繕等業務

⑤鉛給水管取替業務

鉛給水管の取替業務

⑥消火栓維持管理業務

消火栓の維持管理業務

⑦舗装業務

道路舗装復旧業務

⑧その他関連する業務

突発漏水に伴う待機業務

（４）委託業務の実施期間

平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日までとします。

（５）移行準備期間

契約締結日から業務開始日までの期間は準備期間とし、当該期間に係る経費等は受託者の

負担とします。

（６）委託料の支払条件

・前金払：無

・部分払：毎月精算、翌月払い
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（７）契約単価

・契約単価は、各年度の契約時における設計単価に落札率を乗じて算出する。

・落札率は、優先交渉権者との協議完了後に作成する「受託者作成の見積書に係る見積金

額」を「委託者作成の設計書に係る設計金額」で除して算出する。

・ただし、業務提案書提出時の設計金額と見積金額の比率（落札率）を超えないこと。

（８）年度別委託料の上限額

平成３１年度 ３８６,１１１千円 （消費税及び地方消費税に相当する金額を除く）

平成３２年度 ３８６,１１１千円 （消費税及び地方消費税に相当する金額を除く）

平成３３年度 ３８６,１１１千円 （消費税及び地方消費税に相当する金額を除く）

（９）契約保証金

宮崎市財務規則第１０５条の規定に準じます。

２．参加資格要件

プロポーザルに参加できる者（単体企業または共同企業体とし、共同企業体で応募する場合

はすべての構成員）は、参加申込の日において次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとし

ます。

（１）平成３０年度宮崎市入札参加資格者名簿に水道施設工事で登載されており、市内に本店又

は支店（営業所）を有する事業者であること。

（２）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。

（３）会社更生法に基づく更生手続開始の申し立て及び民事再生法に基づく再生手続き開始の申

し立てがなされていないこと。

（４）本件にかかる公告日から委託業者決定までの間に、本市の指名停止基準に基づく指名停止

処分を受けていないこと。

（５）過去１０年間のうちに、給水人口３０万人以上の上水道事業において、導・送・配水管及

び給水管工事（修繕工事を含む）を３年以上受託（受注）した実績があること。

（６）宮崎市指定給水装置工事事業者であること。

各年度契約時の設計単価（円） × 落札率（％） ＝ 契約単価（円）

見積金額（円）
＝ 落札率（％）

設計金額（円）
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３．実施方法

（１）選定委員会の設置

・プロポーザルにおける審査及び優先交渉権者を選定するため、プロポーザル方式宮崎市

配水管修繕等業務委託受託者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置し審査し

ます。

・選定委員会は、参加申込事業者から提出された業務提案書、プレゼンテーションを総合

的に評価し、最高得点者を優先交渉権者として選定します。

（２）実施日程

プロポーザルによる優先交渉権者の選定は、以下の日程により実施します。

※注意点

①持参の場合の受付時間は、いずれも平日の９時から１６時までとします。

②書類の提出方法は、各項目所定の方法で行ってください。

４．参加申込及び辞退

（１）参加申込書の配布は、次のとおりとします。

ホームページからダウンロード www.suidou-miyazaki.jp

（２）参加申込をされる事業者（以下「参加申込事業者」という。）は、「宮崎市配水管修繕等業

務委託募集要領に定める参加申込書の提出について」に従い、プロポーザル方式参加申込

書（様式第１号）に必要書類を添付の上、期間内に提出してください。なお、参加申込事

業者の資格を審査した上で、プロポーザル方式参加決定通知書（様式第２号）又は、プロ

ポーザル方式参加資格審査結果通知書（様式第３号）で通知します。

（３）添付書類

商業登記簿謄本、直近２ヵ年分の財務書類、印鑑証明（会社）、その他会社概要が確認でき

るもの、また、共同企業体で応募する場合は、共同企業体協定書

（４）提出期間

参加申込書等の提出期間は平成３０年６月２５日から平成３０年７月９日まで、受付時間

は平日の９時から１６時までとします。

① 参加申込書等の提出期間
平成３０年 ６月２５日～

平成３０年 ７月 ９日

② 参加資格審査結果通知 平成３０年 ７月２０日

③ 業務提案書作成に係る質問書提出期間
平成３０年 ７月２３日～

平成３０年 ７月２７日

④ 質問書に対する回答 平成３０年 ８月 ２日

⑤ 業務提案書の提出期間
平成３０年 ８月 ６日～

平成３０年 ８月２２日

⑥ 業務提案書に係るプレゼンテーション及びヒアリング 平成３０年 ９月下旬頃

⑦ 優先交渉権者決定及び選定結果の通知 平成３０年１０月上旬頃
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（５）提出先

宮崎市上下水道局 水道部 配水管理課 漏水防止係

（６）提出方法

持参又は郵送としますが、書類を提出する際は、事務局に連絡してください。郵送の場合

は、提出期限内必着としますが、申込者の責任で確認を行ってください。

（７）プロポーザルへの参加を辞退しようとするときは、プロポーザル方式参加辞退届（様式第

１６号）を提出してください。

５．業務提案書の作成に係る質問の受付

（１）業務提案書作成に係る質問がある場合は、業務提案に関する質問書（様式第１２号）によ

り質問内容を電子メールにて提出してください。

・メールアドレス 90suisisetu@city.miyazaki.miyazaki.jp

・メール件名 宮崎市配水管修繕等業務委託の業務提案に関する質問について

（参加事業者名）

（２）提出期間は平成３０年７月２３日から平成３０年７月２７日１６時までとします。

（３）質問に対する回答については、電話及び口頭による個別の対応は行わないものとします。

なお、すべての参加申込事業者に対し、すべての質問に対する回答を電子メールにより行

います。回答日は平成３０年８月２日とします。

６．業務提案書の提出

参加申込事業者は、「宮崎市配水管修繕等業務委託募集要領に定める業務提案書の提出につい

て」に従い、プロポーザル方式に係る業務提案書を作成の上、期間内に提出してください。

（１）提出期間

平成３０年８月６日から平成３０年８月２２日まで、受付時間は平日の９時から１６時ま

でとします。

（２）提出先

宮崎市上下水道局 水道部 配水管理課 漏水防止係

（３）提出方法

提出方法は、当該業者による業務提案書本書の持参を原則とする。

持参以外の方法で書類等を提出する場合は、提出する旨を必ず事前に電話で連絡すること。

（電子媒体、ファクシミリでの提出は認めません。）

（４）提出部数

①業務提案書 １５部

②見積書（様式第８号） １部

③プレゼンテーション及びヒアリング出席者報告書（様式第１１号） １部

（５）業務提案書の内容

業務提案書の記載内容については、以下の章立てにより作成すること。また、別に定める

「公募型プロポーザル方式による宮崎市配水管修繕等業務委託業者選定基準」にも留意し

て作成すること。
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①会社概要及び財務状況

ア 会社概要について、設立年月日、所在地（都道府県名及び市町村名のみ記載）、資本

金、事業内容、社員数、組織図等を記載すること。

イ 財務状況について、直近２ヶ年の会計年度における貸借対照表及び損益計算書等を添

付すること。

②受託（受注）実績

導・送・配水管及び給水管工事（修繕業務を含む）で委託（発注）者が国、又は地方

公共団体と過去３年間の契約実績について、委託（発注）自治体名、受託（受注）開

始日及び終了（予定）日、受託（受注）業務内容等を記載すること。ただし、委託（発

注）者が宮崎市以外の場合は契約書の写し又は履行証明書を添付すること。

③業務実施計画及び業務遂行体制

ア 業務実施計画及び執行体制については、漏水修繕、管移設、管破損修繕、弁栓類の調

査及び修繕等、鉛給水管の取替、消火栓の維持管理、道路舗装復旧、その他関連業務

等の各業務についての年間執行計画、体制とともに移行準備期間の移行体制を含む移

行計画も記載すること。

イ 業務体制については「宮崎市配水管修繕等業務委託仕様書」に定める業務毎の人員体

制及び業務内容を記載すること。

ウ 公営企業の業務受託者として法令遵守等の管理体制について記載すること。

④漏水修繕業務についての考え方

漏水修繕を適正かつ迅速に実施するための調査から修繕までの管理体制及び具体的

な実施方法について記載すること。

⑤管移設業務についての考え方

他工事に伴う管移設業務を適正かつ迅速に実施するための管理体制及び具体的な実

施方法について記載すること。

⑥管破損修繕業務についての考え方

他工事等に伴う管破損時の対応について適正かつ迅速に実施するための管理体制及

び具体的な実施方法について記載すること。

⑦弁栓類調査及び修繕等業務についての考え方

弁栓類調査及び修繕等業務について計画的に効率よく実施するための管理体制及び

具体的な実施方法について記載すること。

⑧鉛給水管取替業務についての考え方

鉛給水管の取替業務を適正かつ迅速に実施するための管理体制及び具体的な実施方

法について記載すること。

⑨消火栓維持管理業務についての考え方

消火栓維持管理業務を適正かつ迅速に実施するための管理体制及び具体的な実施方

法について記載すること。

⑩道路舗装復旧業務についての考え方

ア 道路舗装復旧業務を適正かつ迅速に実施するための管理体制及び具体的な実施方法に

ついて記載すること。



6

イ 仮復旧から本復旧までの管理体制及び具体的な実施方法について記載すること。

⑪その他関連する業務

突発的な漏水に対応するための管理体制及び具体的な実施方法について記載するこ

と。

⑫研修体制に対する考え方

ア 研修体制・計画について具体的に記載すること。

イ 技術継承対策について具体的に記載すること。

⑬個人情報保護に対する考え方

委託業務を運営する上での個人情報の管理体制について、具体的に記載すること。

⑭防災、災害及び緊急時等危機管理に対する考え方

危機管理全般についての考え方を具体的に記載すること。

⑮雇用計画における地元雇用に対する考え方

地元経験者、配給水設備工事経験者の雇用について、具体的な方針・計画（人数・条

件等）を記載すること。

⑯配水管理課及び営業所工務課各営業所管内における業務の考え方

配水管理課及び営業所工務課各営業所管内での業務体制について、具体的に記載する

こと。

⑰その他の業務提案

事務の効率化、お客さまサービスの向上の実現に直結する企画・提案を記載すること。

（６）業務提案書の作成要領

①業務提案書（様式第９号）に、事業者名、提出日付を記入の上、１部提出してください。

②業務提案書（様式第１０号①）を表紙とし、業務提案書毎の通し番号を記入する。次頁

に目次を付け、各頁番号を記入し提出部数毎にファイルして提出してください。

③業務提案書の作成にあたっては日本語を使用し、日本工業規格Ａ４判縦置き横書き左綴

りで作成し、ファイルして１５部提出してください。また、電子記憶媒体での提出は認

めません。

④参加事業者名は、提案書表紙のみに記入してください。また、業務提案書の内容に金額

は記載しないでください。

⑤見積書は業務提案書とは別に厳重に封かんし、１部提出してください。

※プロポーザル方式参加決定通知書により参加資格を認定したものに対し、金額抜き設

計書を交付する。

⑥業務提案書の作成に要する費用は、参加事業者の負担とします。

⑦業務提案書等の著作権はそれぞれの製作者に帰属しますが、プロポーザルの実施上必要

な場合は、無断、無償で複製を作成する場合があります。

⑧業務提案書の提出期限以降の書類差し替え、追加及び再提出は認めません。

⑨業務提案書等提出された書類は、返却しないものとします。

⑩業務提案書等提出された書類は、宮崎市情報公開条例に基づく公開請求の対象となり、

当該公開請求があった場合は、同条例の規定に従い、非公開情報（法人等の権利、競争

上の地位その他正等な利益を害するおそれがあるもの等）を除いて、公開請求者に公開
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することになります。

７．プレゼンテーション及びヒアリングの実施

業務提案書が提出された後、選定委員会は、参加申込事業者毎にプレゼンテーションを実施

します。

（１）日時及び場所

プレゼンテーション開催通知書（様式第１３号）により通知します。

（２）実施方法

自由形式とします。参加を希望する事業者は電子機器を用いて行うことができます。ただ

し、参加申込事業者が判明するものは除いてください。プレゼンテーションで使用する機

器は参加申込事業者において用意してください。ただし、スクリーンとプロジェクタは宮

崎市上下水道局で準備します。

（３）提案書提出時に添付していない資料等を新たに提出することはできません。

（４）出席人数は、業務提案書の内容を熟知している３名までとします。出席者の役職、氏名を、

業務提案書提出時にプレゼンテーション及びヒアリング出席者報告書（様式第１１号）に

て届け出てください。

（５）プレゼンテーションに要する費用は、全て参加事業者の負担とします。

８．プロポーザルの審査方法

（１）プロポーザルの審査方法及び優先交渉権者の決定方法

選定委員会は「公募型プロポーザル方式による宮崎市配水管修繕等業務委託受託者選定基

準」に基づき、それぞれの参加事業者の業務提案書の各項目、及びプレゼンテーションに

つき評価及び採点を行い、評価基準総合点が最も高い事業者を優先交渉権者として選定し

ます。ただし、評価基準総合点が同一の参加業者が複数いた場合には「委託業務に関する

事項」の項目の評価点が高い参加業者を優先交渉者として選定します。また、適切な提案

がない場合（評価基準総合点が５０％未満）には、受託候補者として選定せず、プロポー

ザル方式の手続きを中止することになります。

（２）評価基準総合点は、評価基準表の項目毎に選定委員会委員の平均点を算出し、その平均点

の合計とします。なお、平均点を算出する際は、小数点第２位を四捨五入します。

９．選定結果の通知等

（１）優先交渉権者に選定された事業者には、プロポーザル方式選定結果通知書（様式第１４号）

を送付します。

（２）優先交渉権者に選定されなかった事業者には、プロポーザル方式非選定結果通知書（様式

第１５号）を送付します。

（３）審査の結果、選定されなかった事業者は、結果通知到着日から起算して１０日以内に限り、

書面により評価基準総合点の開示を求めることができます。提出方法は、持参、郵送、フ

ァクシミリのみ受付します。（様式不問）ただし、当該事業者の審査内容及び他の事業者に

関する回答は行わないものとします。
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（４）優先交渉権者の選定結果について、優先交渉権者名、評価基準総合点を公表します。

10.契約の締結

（１）契約の締結については、優先交渉権者と契約条件等について協議の上、業務委託に関する

業務委託契約を締結します。

（２）優先交渉権者に選定された事業者が契約を締結しないときは、選定委員会の審査結果をも

とに、審査結果上位の参加事業者から順に交渉権者を選定し、契約交渉を行うことができ

ます。

11．企画・提案に関する瑕疵について

プロポーザルにおいて、参加申込事業者の提出書類、参加資格等に瑕疵があることが判明した

場合は、その内容を選定委員会が審査し、その取扱いについて決定します。当該事業者に対し、

その瑕疵についてのヒアリングを行う場合もあります。その瑕疵が重大又は悪質であり、プロポ

ーザルの公正性及び公平性を著しく損なうと認められる場合には、既に決定した事項を取り消し

ます。

12．各関係法令等の遵守等

（１）参加事業者は、プロポーザルへの参加により、本件公募型プロポーザル方式の募集要領を

遵守することを誓約するものとみなします。

（２）参加事業者が各関係法令等に違反した場合は、プロポーザルに瑕疵がある場合に準じて取

扱うこととします。

13．各書類提出先及び問合せ先

宮崎市上下水道局 水道部 配水管理課 漏水防止係

（１）所在地 〒８８０－８５０７

宮崎市鶴島三丁目２５２番地

（２）電 話 ０９８５－２６－７５２６（直通）

（３）ＦＡＸ ０９８５－２４－１０４７（総務課）

（４）E-mail 90suisisetu@city.miyazaki.miyazaki.jp


