
  大槌町斎場維持管理業務委託プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

 本要領は、大槌町斎場維持管理業務を委託するにあたり、業務の円滑かつ効率的な運

営及びサービスの向上を図るため、業務に対する意欲、経験を活かした企画提案を求め、

仕様に基づく価格のみの競争ではなく、総合的に見地から評価し、最も適切な者の選定

をプロポーザル方式により厳正かつ公平に行うために必要な手続きについて定めるも

のとする。 

 

２ 業務概要 

 （1）業務名 

   大槌町斎場維持管理業務委託 

 （2）業務内容 

   別添「大槌町斎場維持管理業務委託仕様書」参照 

 （3）業務期間 

   契約締結の日から令和６年３月 31日まで 

 

３ 業務委託料の限度額 

 １年間の業務委託料の限度額は下記のとおりとする。 

9,990,000 円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

 なお、提案する見積金額が、限度額を超えた場合は、本プロポーザルについて失格と

する。 

 

４ 参加資格 

 参加者は、参加申込書の提出日において、次の事項をすべて満たしていなければなら

ない。 

 （1）共通参加資格 

① 大槌町内に法人施設を有する事業者又は団体であること。(個人での参加は

不可。) 

② 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。）第 167 条

の４第１項の規定に該当しないこと。 

   ③ 政令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その

事実があった後２年を経過していない者又はその者を代理人、支配人その他の

従業者として使用する者でないこと。 

   ④ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）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 255 号）に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れていないこと。 

   ⑤ 岩手県及び大槌町の指名停止期間中でないこと。なお、公告日から契約締結



までに指名停止措置を受けた場合は、参加資格を失うものとする。 

   ⑥ 大槌町暴力団排除条例（平成 27 年条例第 38 号）第２条第２号に規定する暴

力団、同条第３号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でな

いこと。 

   ⑦ 参加申込書提出時において、地方税、事業税、国税（法人税及び消費税並び

に地方消費税）を完納していること。 

 （2）特記参加資格 

   ① 別紙仕様書で定める業務委託について、十分な遂行能力を有し、適正な執行

体制を有し、当町の指示に柔軟に対応できること。 

 

５ 募集内容 

 本プロポーザルに参加しようとする者は、次のとおり、参加を申し込み、町は当該申

込者の資格を審査し、その結果を当該申込者に通知するものとする。 

 （1）プロポーザル参加申込書の提出 

   ① 提出書類 

    ア 参加申込書【様式１】 

イ 登記事項証明書（発行後３か月以内のもの。写し可。） 

    ウ 印鑑証明書 

    エ 暴力団排除誓約書【様式２】 

オ 納税証明書の写し（地方税、事業税、国税） 

 （未納税額のない証明） 

   ② 提出部数  正本１部 

   ③ 提出期限  令和３年５月 25日（火） 午後５時まで（必着） 

   ④ 提出場所  大槌町 町民課「問い合わせ先」と同様 

   ⑤ 提出方法  持参することとし、郵送又は電子送信によるものは受付けない。 

           ※土日祝日を除く平日の午前９時から午後５時までとする。

（平日の正午から午後１時の間は除く。） 

 （2）参加資格審査結果の通知 

    町は、本プロポーザルへの参加申込書を提出した全ての者について「４ 参加

資格」により速やかに参加資格要件に合致しているかを確認し、その結果を通知

するものとする。 

 

６ 質問及び回答 

 本プロポーザルの参加が認められた者のうち企画提案書の作成について質問のある

者は、次により質問書を提出すること。 

 （1）質問 

   ① 提出書類  質問書【様式３】 

   ② 提出期限  令和３年６月４日（金） 午前９時から 



           令和３年６月 11日（金） 午後５時まで 

   ③ 提出方法  提出期限内に持参、郵送又は電子メールにより提出すること。 

           ※持参の場合は、土日祝日を除く平日の午前９時から午後５時

までとする。（平日の正午から午後１時の間は除く。） 

           ※郵送の場合は、簡易書留郵便等、配達完了の確認ができる方

法とし、期日までに必着とすること。 

           ※電子メールの場合は、電話で受信確認を行うこと。 

   ④ 注意事項  ア 質問は要旨を簡潔にまとめ、提出すること。 

イ 審査に影響を及ぼすおそれがある質問及び企画提案書作

成に必要ないと判断される質問については受け付けない。 

 （2）回答 

   ① 回答期限  令和３年６月 18日（金） 午後５時まで 

   ② 回答方法  回答は、町のホームページ又は電子メールにて、回答期限まで

に質問事項を集約した回答書を作成のうえ、参加が認められた

者全てに対して提示する。 

 

７ 企画提案書作成及び提出 

 企画提案書の作成及び提出は次のとおりとする。 

 （1）企画提案書の作成 

  【企画提案書様式１】会社概要 

  【企画提案書様式２】業務に対する基本的な考え方 

  【企画提案書様式３】業務体制に関する考え方 

  【企画提案書様式４】業務従事者の教育体制に関する考え方 

  【企画提案書様式５】危機管理に関する考え方 

  【企画提案書様式６】事業に対する意欲 

  【企画提案書様式７】参考見積書 

  【企画提案書添付書類】貸借対照表及び損益計算書等財務諸表（過去２年間） 

 

 （2）企画提案書等の提出 

   ① 提出期限  令和３年６月 25日（金） 

   ② 提出書類  （1）により作成した企画提案書 

③提出部数    

正本 １部 本プロポーザル名、法人施設所在地、商号又は名称、

代表者名を記入、押印した表紙を付けること。 

副本 ８部 表紙は正本の写しとする。 

参考見積書 １部 正本１部を別途封筒に入れること。 

   ④提出方法  持参することとし、郵送又は電子送信によるものは受け付けない。 

          ※土日祝日を除く平日の午前９時から午後５時までとする。 



（平日の正午から午後１時の間は除く。） 

   ⑤提出場所  大槌町 町民課「問い合わせ先」と同様 

 

８ プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

 提案者は、次により本プロポーザルに係るプレゼンテーション及びヒアリング（以下、

「プレゼンテーション等」という。）を実施し、これに対して、大槌町斎場維持管理業

務委託プロポーザル審査委員会（以下、「審査委員会」という。）の委員は審査基準に従

い審査する。 

 （1）審査 

   ① 日時  令和３年７月９日（金）【予定】 

   ② 場所  大槌町役場庁舎 ３階   会議室 

   ③ プレゼンテーション等は非公開とする。 

   ④ 参加できる者は、自社社員３名以内とする。 

   ⑤ プレゼンテーションは、提出された企画提案書に沿って説明を行うこと。 

   ⑥ プレゼンテーションは、持ち時間 20 分以内、ヒアリング 15 分以内で行う。 

   ⑦ プレゼンテーションは、パソコン、プロジェクター及びスクリーンを使用し

ても良いものとする。その場合、パソコンは提案者の持ち込みとし、その他の

機材は事務局より貸与する。設置に要する時間は 10 分以内とし、プレゼンテ

ーションの時間には含めない。 

   ⑧ 追加資料の配布は、認めないものとする。 

   ⑨ 詳細については、後日、大槌町 町民課「問い合わせ先」より連絡する。 

 （2）選定 

審査委員会は、プレゼンテーション等の審査及び協議の結果、その合計点が最

上位の者を最も業務を適切に遂行できる者と判断して候補者に選定し、併せて次

点も選定する。 

    なお、全申込者の評点（審査員全員の評点の合計）が、満点（審査委員数×120

点）の６割を超えない場合は不調とし、改善事項を書面により提出させ、再度審

査委員会を開催するものとする。 

    また、参加申込者１者であっても、プレゼンテーション等を行い、同様の基準

により候補者を選定する。 

 （3）審査結果 

   ① 通知日   令和３年７月 19日（月） 

   ② 通知内容  審査結果 

   ③ 通知方法  全参加者に書面で通知する。 

   ④ 審査結果に対する異議申立て及び問い合わせは、一切受け付けない。 

 

９ 選定結果の公表 

 選定結果については、大槌町ホームページ上で公表する。公表の内容は、契約候補者



の名称、参加者の総得点及び選定の結果とする。 

 

10 契約の締結 

 審査により決定された者と契約の交渉を行う。なお、候補者の企画提案が無効となっ

た場合や契約交渉が不調等により契約締結に至らない場合は、審査により次順位者とし

た者と契約締結の交渉を行う。 

 

11 本業務に係る全体スケジュール 

項目 時期 

実施の公告（町ホームページ掲載）  令和３年５月 11 日（火） 

プロポーザル参加申込書等の提出期限  令和３年５月 25 日（火） 

資格審査結果の通知  令和３年６月１日（火） 

質問書提出期限  令和３年６月 11 日（金） 

質問回答期限  令和３年６月 18 日（金） 

企画提案書等提出期限  令和３年６月 25 日（金） 

プレゼンテーション及びヒアリング  令和３年７月９日（金） 

選定結果の通知及び公表  令和３年７月 19 日（月） 

契約締結予定  令和３年 10 月 

 

12 提出書類の取扱い 

 提出書類は次のように取り扱う。 

 （1） 企画提案書類等の作成及び応募等本プロポーザル参加に要する費用は、全て

参加者の負担とする。 

 （2） 提出された書類等は、返却しない。 

 （3） 提出された書類等は、提出者に無断で本プロポーザル以外に使用しない。 

 （4） 提出された書類等は、審査及び説明のために、その写しを作成し、使用する

ことができるものとする。 

 （5） 本プロポーザルに係る提出書類について、当該書類の受理後においては、差

し替え、追加、削除等は一切認めない。ただし、町が必要とする場合は、追加資

料の提出を求める場合がある。 

 

13 その他 

 （1）審査委員の構成、詳細な評価基準は公表しないものとする。 

 

 

 

 

 



14 問い合わせ先 

 大槌町 町民課 町民生活班  

 〒028-1192 岩手県上閉伊郡大槌町上町１番３号 

 電 話 0193-42-8713 

 メールアドレス koseki@town.otsuchi.iwate.jp 

 ホームページ  http://www.town.otsuchi.iwate.jp 

 


