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弘前市下水道事業アセットマネジメント計画策定業務 

に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１．業務概要 

（１）目的 

下水道事業における施設の老朽化・耐震化対策などの改築費用の増加と、人口減少に

伴う収入減少が見込まれる厳しい財政状況の中、管理する下水道施設の改築費や修繕費

等の財源を確保し、中長期的な財政収支の見通しを立てることで、健全かつ持続的な下

水道事業運営を図るためにアセットマネジメント手法を導入するものである。 

施設特性を踏まえた計画的な点検・調査計画を策定するとともに、施設情報を一元的

に管理運用するシステムを構築することで、施設全体を対象とした施設管理の効率化を

図ることを目的とする。 

アセットマネジメント手法の導入にあたっては、民間事業者が有する高度な専門知識

やノウハウなどを活用し、優れた提案を得るため、公募型プロポーザル方式により受注

候補者を選定するものである。 

（２）業務名 

弘前市下水道事業アセットマネジメント計画策定業務 

（３）業務内容        

別紙「弘前市下水道事業アセットマネジメント計画策定業務仕様書」のとおり。 

ただし、契約時における仕様書については、受注候補者として選定された業者の企画

提案内容に応じて、仕様を変更することがある。 

（４）業務期間 

 契約締結日から令和４年３月２５日まで 

 
２．業務に要する費用（事業費限度額） 

120,000,000円 （消費税及び地方消費税を含む） 

業務委託に係る委託料の上限額は上記のとおりであり、この金額は契約時の予定価格を

示すものではないことに留意すること。なお、参考見積書の金額が、業務に要する費用（事

業費限度額）を超過した場合は失格とする。 

また、この契約は債務負担行為に係る契約であり、各会計年度における限度額は次のと

おりとする。 

・令和２年度 53,000,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

  ・令和３年度 67,000,000円（消費税及び地方消費税を含む）【債務負担行為】 

 

３．参加資格 

プロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者）は、次に掲げる事項を満たす

者とする｡ 
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【企業要件】 

（１）弘前市競争入札参加資格者名簿において、「土木関係建設コンサルタント業務」の

業種で登録されていること。未登録の場合には次に掲げる書類を提出し、確認を受け

た上で当該プロポーザルに参加することができる。 

   ①登記簿謄本又は履歴（現在）事項全部証明書 

   ②財務諸表等 

   ③許認可証等 

   ④直近年度の国税（法人税と消費税及び地方消費税）、地方税（法人住民税と固定

資産税）の納税証明書（未納がないことが確認できるもの） 

（２）公示日から候補者特定の日まで弘前市建設業者等指名停止要領による指名停止を受

けていないこと。 

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

しないこと。 

（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をしてい

る者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を

受けている者を除く。）又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開

始の申立てをしている者に該当しないこと。 

（５）暴力団（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をいう。）もしくはその構成員（暴力団の構成団体の

構成員を含む。）でないこと。また、暴力団と密接な関係を有する者を経営に関与さ

せていないこと。 

（６）企業の実績として、下記の業務について過去１０年間（平成２２年度から令和元年

度）で各々１件以上の元請業務実績を有すること。 

  ①地方公共団体及び地方共同法人日本下水道事業団、一部事務組合、広域連合におい

て発注した、下水道事業における処理場施設及び管路施設の両施設を一業務として

実施したストックマネジメント、又はアセットマネジメント計画策定等に係る業務 

  ②地方公共団体及び地方共同法人日本下水道事業団、一部事務組合、広域連合におい

て発注した、下水道事業における処理場施設等を対象とした設備台帳システムの構

築及び管路施設を対象とした管路台帳システムの構築、又はアセットマネジメント

を考慮した支援システム構築等に係る業務 

（７）次に掲げるいずれかの公的認証を取得している法人であること。 

①品質マネジメントシステムの国際規格であるＩＳＯ９００１の認証 

②アセットマネジメントシステムの国際規格であるＩＳＯ５５００１ 

  ③情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格であるＩＳＯ／ＩＥＣ２７００

１又はＪＩＳＱ２７００１の認証 

（８）ストックマネジメント業務に精通し、別紙仕様書の内容を熟知して業務内容等を十

分に理解した上で、公募型プロポーザルに参加できること。 
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【技術者要件】 

（１）主任技術者及び照査技術者は、技術士（上下水道部門（下水道）又は総合技術監理

部門（下水道））の資格を有する者であること。 

（２）主任技術者及び照査技術者は、下記の業務について過去１０年間（平成２２年度か

ら令和元年度）で１件以上の業務実績を有すること。 
  ・主任（管理）技術者として、地方公共団体及び地方共同法人日本下水道事業団、一

部事務組合、広域連合において発注した下水道事業における処理場施設及び管路施

設の両施設を一業務として実施したストックマネジメントまたはアセットマネジメ

ント計画策定等に係る業務 

（３）担当技術者は、本業務を円滑に遂行する上で必要とされる下記のいずれかの資格を

有する者を複数名配置し、業務全般において主任技術者の指示により担当業務を行う

ものとする。 

・技術士（上下水道部門（下水道）又は総合技術監理部門（下水道）） 
・技術士（情報工学部門） 
・ＲＣＣＭ（下水道） 
・情報処理技術者 

（４）主任技術者、照査技術者、担当技術者は、提案者となろうとする者と直接的な雇用

関係にある者を配置すること。なお、それぞれの兼務は認めない。 

 

４．質問の受付及び回答 

（１）提出期限 

令和２年７月９日（木）午後４時まで（必着） 

（２）提出方法 

別添の質問書（様式１）により、電子メールにて提出すること。 

※メール送信後、受信確認の電話連絡をお願いする。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ません。 

（３）提出先 

   本実施要領「１３．担当（提出・問合せ先）」へ提出すること。 

（４）回答日 

令和２年７月１６日（木） 

（５）回答方法 

市ホームページに掲載 

 

５．参加意思表明書の作成及び提出 

（１）提出書類 

①参加意思表明書（様式２） 

②参加資格要件確認資料（様式３－１、３－２） 

※内容を証明できる書類を添付すること。なお、業務実績及び資格等を証明する書
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類については、代表的なもの１件を提出することとし、他の実績等については「６．

企画提案書等の作成及び提出」に従い提出すること。 

③登記簿謄本又は履歴（現在）事項全部証明書 

  ④財務諸表等 

  ⑤許認可証等 

⑥直近年度の国税（法人税と消費税及び地方消費税）、地方税（法人住民税と固定資

産税）の納税証明書（未納がないことが確認できるもの） 

※③～⑥に関しては、弘前市競争入札参加資格者名簿において登録されている場合

は提出を省略するものとする。 

（２）提出部数 

   １部 

（３）提出期限 

   令和２年７月２７日（月）午後４時まで（必着） 

（４）提出場所 

   弘前市上下水道部総務課企画係 

（５）提出方法 

持参又は郵送により提出すること。 

持参の場合の受付時間は午前９時から午後４時までとする。（土曜、日曜日及び祝

日を除く。）なお、郵送で提出する場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明

できる方法とすること。 

（６）参加資格の通知 

参加資格審査の結果は、参加表明者にファックスで通知する。 

 

６．企画提案書等の作成及び提出 

（１）提出書類・必要部数 

①業務実施体制回答書及び企画提案書提出届（様式４） 原本１部 

②実施体制各種調書及び企画提案書等         原本１部、副本１０部 

ア．会社概要（様式５）       

  ※公的認証の登録証の写しを添付すること。 

イ．技術者の概要（様式６）     

ウ．業務実績調書（様式７－１、７－２）     

※内容を証明できる書類を添付すること。 

エ．担当技術者調書（様式８）    

オ．技術責任者の経歴及び実績等調書（様式９） 

※内容を証明できる書類を添付すること。 

カ．再委託調書（様式１０） 

※再委託する場合のみ 

キ．工程表（様式１１） 
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ク．システム要求機能水準書（様式１２） 

ケ．企画提案書（任意様式） 

コ．参考見積書（任意様式） 

※副本については社名等を空欄にする、黒塗りにする等で伏せることとする。 

  ③上記の提出書類の電子データ一式（ＣＤ－Ｒ）    １部 

（２）企画提案書及び参考見積書の作成要領 

  ①企画提案書の作成要領 

企画提案書（以下、「提案書」という。）の作成にあたっては、別紙仕様書の記載

項目を踏まえ、下記の要領で作成すること。 

・表紙を添付し、表題は「弘前市下水道事業アセットマネジメント計画策定業務 提

案書」とする。また、提案者の社名については原本のみに記載し、副本には社名及

び社名等を特定できる表現を記載しないこと。 

・全てのページに通しのページ番号（Ａ４はページ下の中央、Ａ３はページ右下）を

付け、表紙の次に目次を添付すること。 

・用紙はＡ４縦長横書き11ポイントの両面印刷（長編とじ）を標準とし、枚数は表紙・

目次を除き10ページ以内とする。ただし、Ａ４にて記載することが困難な場合は、

Ａ３片面印刷にて作成し、Ａ４の大きさに折って綴じること。 

・提案内容は、その考え方や趣旨等について簡潔明瞭に示すものとする。なお、別紙

仕様書は業務の流れ、業務成果として求める最低限の内容を参考として示すもので

あり、提案者の技術提案の内容を制限するものではない。 

・提案書の記述にあたっては、専門的知識を有しない者でも理解できるように分かり

やすい表現とすること。 

・提案書の記載内容は、全て本業務における実施義務事項として提案者が提示し、契

約するものであることに留意すること。 

・以下の４つの項目について、留意する点や技術的な提案（提案内容、提案理由、比

較検討案等）を記述し、解説すること。 

Ⅰ．業務の実施体制等 

業務内容の把握と着眼点、業務に対する実施方針、実施体制とその理由、照査

の方針、成果物の取りまとめ方について簡潔にまとめ、業務上の特徴に配慮した

上で、工程計画、業務品質を確保するために必要な事項及びその理由について示

すこと。 

Ⅱ．技術的な提案【テーマ１：アセットマネジメント計画の策定・運用について】 

弘前市の下水道事業におけるアセットマネジメント計画を策定する上で、本市

の実情に応じた、点検・調査及び修繕・改築などの施設管理の方針、公営企業会

計としての財政収支を踏まえた平準化の考え方や留意事項、また、策定したアセ

ットマネジメント計画を今後、継続的に運用していくための運用方針、運用体制

の構築手法、課題及びその解決方法、精度向上させるための方策等について、提

案事項として示すこと。 
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Ⅲ．技術的な提案【テーマ２： アセットマネジメントシステムについて】 

提案するシステムの概要（基本性能及び特徴）、他自治体の導入実績及び導入

後の運用支援内容、アセットマネジメントシステムとしての機能性、拡張性や効

率性、システム稼働後における運用支援及びサポート体制・障害発生時の対応方

法・運用支援等に要する年間の費用等について簡潔にまとめて示すこと。また、

弘前市の実情に応じたアセットマネジメントシステムとして、仕様書で求める機

能以外の有効な提案事項について示すこと。 

   Ⅳ．その他の提案 

     弘前市の実情に応じた、下水道事業経営におけるアドバイスや、持続的な事業 

運営を可能にする弘前市独自の取組み、または、専門的な資格を有する者の意見 

を踏まえた有効的な提案などを示すこと。 

②参考見積書の作成要領 

参考見積書の作成にあたっては、下記の要領で作成すること。 

・参考見積額は税込みとし、令和２年度～令和３年度の総額を記載すること。 

・単年度ごとの見積額も記載することとし、各年度における経費を別紙仕様書の作業

内容ごとに内訳が分かるように作成すること。 

（３）提出期限 

令和２年８月１８日（火）午後４時まで（必着） 

（４）提出場所 

   弘前市上下水道部総務課企画係 

（５）提出方法 

持参又は郵送により提出すること。 

持参の場合の受付時間は午前９時から午後４時までとする。（土曜、日曜日及び祝

日を除く。）なお、郵送で提出する場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明

できる方法とすること。 

 

７．審査方法 

 プロポーザルの審査は、以下のとおりとする。 

（１）審査委員会の設置 

事業者選定にあたり、公平性及び透明性を確保するとともに、客観的な評価等を行

うため「弘前市下水道事業アセットマネジメント計画策定業務プロポーザル審査委員

会（以下、「委員会」という。）」を設置し、委員会において提案内容の評価を行い、

最優秀提案者を選定する。 

市は、審査委員会の選定結果をもとに契約候補者を決定するものとし、決定するま

では委員名の公表は行わないものとする。 

（２）審査（書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングによる審査） 
提出された業務実施体制回答書及び企画提案書を下記「８．審査基準及び配点」（１）

～（３）で示す審査基準に基づいて審査するとともに、企画提案についてプレゼンテ
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ーション及びヒアリングを実施し、高い評価を得た提案者を選考する。プレゼンテー

ションは参加者名を伏せ、参加意思表明書の受付順に実施する。 

ただし、提案者が多数ある場合は、企画提案書等の審査を事前に行い、審査委員会

において選定された提案者についてのみプレゼンテーション及びヒアリングを実施し、

評価を行うことができるものとし、その旨及び選定結果について通知する。 

また、提案者が１者の場合についてもプレゼンテーション及びヒアリングを実施す

る。その場合、基準点を満たす場合のみ、当該提案者を契約候補者とする。 

審査の結果、最高点を取得した提案者が２者以上ある場合は、参考見積額の低い方、

さらに同額の場合は技術的な提案における点数が高い者の順で、契約候補者を決定す

ることとし、さらにその点数が同じ場合は抽選で決定する。 

（３）プレゼンテーション及びヒアリングの実施概要 

実施日：令和２年９月３日（木）【予定】 

注意事項： 

①時間や場所等の詳細については、提案者に別途通知する。 

②出席者は本業務に直接携わる者３名以内とし、説明は主任技術者が行うこと。 

ただし、質疑応答に関しては、出席者により回答することを妨げない。 

③審査時間は、各提案者のプレゼンテーションを２０分以内、その後のヒアリング 

を１０分程度の合計３０分程度を想定している。 

④提案者が事前に提出した提案書を使用することとし、当日の資料差し替え・追加

は認めない。 

⑤プレゼンテーションについては電子機器等の使用を認める。なお、新型コロナウ

イルス感染症の対策として、テレビ会議システムによる実施の可能性もあるため、

それを念頭にプレゼンテーションの形式を検討すること。 

（４）審査結果の通知 

審査結果を書面により通知する。また、候補者にならなかった提案者は、その理由

について通知日の翌日から起算して７日以内（土曜、日曜日及び祝日を除く。）に、

担当課へ説明を求めることができる。 

 

８．審査基準及び配点 

プロポーザルは以下の審査基準に基づき審査をし、（１）～（２）、（４）の技術評

価と、（３）の価格評価を加えた総合評価点を算定する。 

総合評価点が最も高い提案者を受注候補者として特定する。なお、基準点は合計配点

数の６割とする。 

【合計配点数 100点】※詳細は別添「審査基準」を参照。 

（１）業務実績、企業・技術者等の評価【技術評価】 10点 

（２）業務実施体制、企画提案の内容【技術評価】 70点 

（３）参考見積書【価格評価】 10点 

（４）ヒアリング等の内容【技術評価】 10点 
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９．日程 

公示           令和２年６月２９日（月） 

質問受付締切       令和２年７月 ９日（木）午後４時まで 

質問回答         令和２年７月１６日（木） 

参加意思表明書受付締切  令和２年７月２７日（月）午後４時まで 

企画提案書等受付締切   令和２年８月１８日（火）午後４時まで 

審査           令和２年９月 ３日（木）【予定】 

結果通知         令和２年９月 ７日（月）【予定】 

契約締結         令和２年９月中旬    【予定】 

業務開始         令和２年９月中旬    【予定】 

※この日程は、変更する場合がある。 

 

１０． 失格事項 

本プロポーザルの提案者若しくは提出された提案書が、次のいずれかに該当する場合

は、その提案を失格とする。 

（１）参加資格要件を満たしていない場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）実施要領等で示された、提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項

等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

（４）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

（５）参考見積書の金額が業務に要する費用を超過した場合 

 

１１．契約 

候補者特定後、 随意契約に係る協議を行い協議が整い次第、速やかに随意契約の手続

きを行うものとする。なお、その際には、特定された者は改めて見積書を提出するもの

とする。 

ただし、契約条件が合致しない場合や、候補者に事故等があり契約が不可能になった

場合は、次点の候補者を契約の相手方とする。 

 

１２．その他留意事項 

（１）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（２）提出書類に虚偽の記載をした場合は、提案を失格とするとともに、指名停止措置を

行うことがある。 

（３）提出書類は返却しないとともに、市は提出者の特定以外には提出者に無断で二次的

に使用しない。 

（４）書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。 

（５）プロポーザルを公正に執行することができない恐れがあると認めた場合、既に公告

若しくは通知した事項の変更または当該プロポーザルを延期若しくは中止することが
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ある。この場合において、参加者が損害を受けることがあっても市は賠償責任を負わ

ないものとする。 

（６）「業務実施体制回答書」に記載した配置予定の担当技術者は、原則として変更でき

ないものとする。 

なお、やむを得ない理由により変更する場合には、市と協議のうえ決定するものと

する。 

（７）企画提案書等の著作権等については、次のとおり取り扱うものとする。 

①企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成したものに帰属するものとする。 

②プロポーザル方式の手続き及びこれに係る事務処理において必要があるときは、提

出された企画提案書等の全部又は一部の複製等をすることができるものとする。 

③提案者から提出された企画提案書等について、弘前市情報公開条例（平成１８年弘

前市条例第１９号）の規定による請求があったときは、当該企画提案書等を作成した

者に対し、意見書を提出する機会を与えるものとする。 

なお、本プロポーザルの候補者特定前において、決定に影響がでるおそれがある情

報については決定後の開示とする。 

 

１３．担当（提出・問合せ先） 

弘前市上下水道部総務課企画係 

担 当：成田、早川 

所在地：〒036-1393 

青森県弘前市大字賀田一丁目１番地１ 岩木庁舎２階 

ＴＥＬ：0172-55-9660（直通） 

ＦＡＸ：0172-55-9680 

E-mail：suisoumu@city.hirosaki.lg.jp 

   市ＨＰ: http://www.city.hirosaki.aomori.jp/ 

mailto:suisoumu@city.hirosaki.lg.jp
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/

