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浪江町文化財基本方針策定検討業務委託の 

簡易公募型プロポーザル実施要綱 

 

平成２８年１１月７日 

１．事業目的 

 本町では、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災による津波と、そ

の後に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質による汚

染被害により、全町に避難指示が出され、依然として約２万人の全町民が避難

生活を余儀なくされている。 

 そのため、町では、平成２４年に｢浪江町復興計画（第一次）｣を策定し、町

としての復旧・復興に向けた道筋を示すとともに、平成２６年３月に策定した

「浪江町復興まちづくり計画」においても「伝統文化の保護・継承体制と施設

の整備」を掲げており、町の文化財の保護と活用をはかり、それを活かした新

たな地域づくりを目指していく。また、地域の伝統芸能の次世代への継承や震

災の記憶を次世代に伝えるための体制づくりも合わせて行い、平成２９年３月

に想定されている町民の帰還に向けて、貴重な文化を広く情報発信するととも

に、町民のアイデンティティの再構築を図っていく。 

このような背景のもと、地域の歴史と文化を核とした新たなまちづくりを順

調に実行していくうえでは、災害による浪江町の既存文化財の収集保存状況や

歴史文化の被害状況を把握する必要があり、浪江町の文化財を保存・活用する

基本方針を策定するための基礎資料を作成することが求められる。また、文化

財の情報を整理し、多岐にわたる文化財の収集・保存・活用を行う事を目的と

して、将来へ向けた浪江町の文化財の方向性及び実現化方策を検討するもので

ある。 

 

２．業務概要  

（１）業 務 名  

浪江町文化財基本方針策定検討業務委託 

（２）業務内容  

本業務は、浪江町が新たに文化財行政を進めるための基本方針とするもので

ある。 

（３）特定テーマ（技術提案を求めるテーマ） 

  本業務は、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により全

町避難を余儀なくされたうえ、長期間に渡り維持･保護活動を実施できなか

った既存文化財の状況を把握する。また被災によって将来的に文化財的価

値を持つ可能性のある震災遺産について調査し、今後の浪江町における文
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化財の保護と活用の基本的方針を決定するために参考とすることができる

指針（手法、決定プロセス、具体化等）についての提案をする。 

（４）業務期限  

契約日平成２９年３月１７日まで  

（５）業務対象  

福島県双葉郡浪江町 

（６）業務の規模  

本業務の規模（予算額）は７３０万円以下を予定している。(この金額は、

見積合わせ時の予定価格となるものではない。また、消費税相当額を含む。)  

（７）その他  

本プロポーザルの業務に関する事は、別記「浪江町文化財基本方針策定検討

業務仕様書」に示す。  

  なお、本要項及び別記「浪江町文化財基本方針策定検討業務仕様書」に記

載がない事項は、本要項に対する事業者からの質問への回答によることと

する。 

３．参加資格要件  

当該プロポーザルに参加できるものは次に掲げる要件のすべてを満たすもの

とする。  

（１）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 

該当していないこと。  

（２）平成２７・２８年度浪江町工事等請負有資格業者名簿に登録されている

こと。   

（３）浪江町及び福島県において指名停止等がなされていないこと。  

（４）会社更生法による更正手続き又は民事再生法による再生手続きの開始 

の申立をしたものでないこと。 

（５）福島県内に本店・支店・営業所があること。 

（６）平成１８年４月１日以降に完了した本業務と類似する業務の実績がある

こと。類似する業務とは以下のとおりとする。 

【本業務と類似する業務】  

文化財の調査・保存・活用に係るいずれかの業務 

（７）警察当局から、暴力団、暴力団員が実質的経営を支配する建設業者又は

これに準ずるものとして当該状態が継続している者でないこと。 
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 ４．業務の実施に関する評価基準・条件  

（１）企業の実績 

 企業の実績は平成１８年４月１日以降の類似実績を評価に含める。 

（別紙 浪江町文化財基本方針策定検討業務委託 採点基準一覧 参照） 

（２）技術者資格  

技術者資格の制限は特に設けないが、文化財関連の基本方針を策定するにあ

たり、管理技術者及び主任担当技術者が特に有用とされる資格を有している

場合は評価対象に含める。 

 （別紙 浪江町文化財基本方針策定検討業務委託に係るプロポーザル評価に

おける資格一覧 参照） 

（３）手持ち業務量  

担当技術者（担当技術者を複数配置する場合においては、主たる部分を担当

する者に限る。）については、平成２８年４月１日現在において、契約金額

５００万円以上の手持ち業務が５件以下でなければならない。  

 

５．提案の審査及び契約の方法  

（１） 本事業に対する提案を受け、浪江町文化財基本方針策定検討業務委託の

簡易公募型プロポーザルによる事業者選定に係る選定委員会（以下「選定

委員会」という。）において、提出された提案書等の審査を行い、総合的に

最も優れた内容の提案を行った者を優先交渉権者とする。 

（２） 契約に際しては、提案の内容と本町の意向について協議調整を行ったう

え、合意が得られた時点で随意契約による契約を行う。 

（３） 各契約書に記載する項目の詳細については優先交渉権者と協議の上、決

定するものとする。 

（４） 優先交渉権者と協議・調整が整わないとき若しくは優先交渉権者が契約

を辞退したとき、又は参加資格要件を満たさなくなったときは、改めて次

点者を優先交渉権者として上記の手続きを進めるものとする。  
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６．実施スケジュール 

内  容 期   間 

参加表明書の受付期間 平成 28年 11月９日（水）～平成 28年 11月 18日（金）

受付時間（持参の場合）午前 9時 00分～午後 5時まで 

質問受付期間 平成 28年 11月９日（水）～平成 28年 11月 16日（水）

正午まで 

質問回答 回答は質問後適宜おこなう 

資料の閲覧期間 平成 28年 11月 9日（水）～平成 28年 11月 16日（水）

閲覧希望者は事前に電話連絡すること 

技術提案書の受付期間 平成 28年 11月 22日（火）～平成 28年 12月 1日（木） 

受付け時間（持参の場合）午前 9時～午後 5時まで 

ヒアリング 平成 28 年 12月 上旬予定 

審査結果の通知 平成 28 年 12月 中旬予定 

契約締結 平成 28 年 12月 中旬予定 

 

７．選定方式及び提出書類  

（１）選定方式  

簡易公募型プロポーザル方式により事業者を特定する。 

評価項目と 評価点は次のとおりとする。 

評価対象 配点 

参加表明書の提出時（１次審査）  

① 企業の実績 １０ 

② 管理技術者・主任担当技術者の

資格 

１５ 

技術提案書提出時（２次審査）  

① 技術提案書 ７０ 

② ヒアリング  ２５ 

 合計  １２０ 

 （別紙 浪江町文化財基本方針策定検討業務委託 採点基準一覧 参照） 

（２）提出書類  

提出書類、各種様式等については、浪江町から送付する。 

（窓口等での配布はしない。）  

提出書類、技術提案書の作成は、別記「参加表明書及び技術提案書作成要領」

による。 
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① 参加表明の提出書類  提出部数：1 部  

・参加表明書（様式第 1 号）  

・会社実績（様式第２号）  

・予定技術者の経歴等（様式第３号）  

・予定技術者の業務実績（様式第４号）  

・業務実績を証する資料 技術者資格を証する資料  

② 技術提案書の提出書類   提出部数：１０部 

・技術提案書（様式第５号）  

・業務実施体制（様式第６号） 

・業務の実施方針等（様式第７号）  

・特定テーマに関する具体的提案（様式第８号）  

③ 参加表明書及び技術提案書の提出方法  

持参または郵送（提出書類受付期間の最終日必着）による  

※持参の場合の受付け時間：午前９時から午後５時まで 

  ④見積書 

（３）質問書の受付及び回答  

本プロポーザルに関する質問は、質問書様式によりファクシミリ、電子メー

ルにて行うことができる（ファクシミリ送信後に確認の電話を入れること）。  

ただし、申請手続き及び様式等に関する質問は電話で受け付ける。 質疑に

対する回答は、スケジュール記載日時以降、各参加者に電子メールにて一斉

通知する。  

（４）資料の閲覧  

 閲覧資料 「浪江町復興計画（第一次）」 

「浪江町復興まちづくり計画」 

「浪江町文化財分布図」 

「浪江町史別巻Ⅰ 浪江町の自然」 

「浪江町史別巻Ⅱ 浪江町の民俗」等  

閲覧方法  浪江町役場二本松事務学校教育係にて閲覧 

 

 

８．技術提案書の特定  

（１）評価体制 

   町は、中立かつ公正に事業者を選定することを目的として、役場職員等

で構成する選定委員会を設置し、応募内容の評価を行ったうえで、優れた

提案と認められる事業者を選定する。 
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（２）評価方法 

本評価は参加表明書提出時に町が行う参加資格審査ほか、以下の二段階

審査方式により実施する。なお、参加資格審査において要件を満たさな

い場合は、以下の審査は行わない。 

① 第一次審査 

提出された参加表明書の書類審査を行う。なお、参加者が４者以上の場

合、審査評価基準に基づき、上位３者程度を選定するものとする。 

審査結果については提出のあったものに対し、選定・非選定通知書を送

付するものとする。 

②  第二次審査 技術提案書の内容の審査とヒアリング 

１）実施日  １２月上旬を予定（日時については一次審査において選考

された者に別途通知する） 

２）実施場所 浪江町役場二本松事務所 会議室 

（福島県二本松市北トロミ５７３番地）  

３）実施内容  技術提案書の内容について、１５分以内で説明すること。 

提案終了後に１０分程度質疑応答を行う。  

説明において、プロジェクター等の機器は使用できるが、その他の機器

等は説明者が準備すること。また、ヒアリングにあたっ

て、企業名、社章等企業が特定できるものを使用しない。  

４）説明者  入室は説明者を含め、５名以内とする。  

    

５）結果の通知  平成２８年１２月中旬を予定。優先交渉権者及び次点

者には特定通知書を送付するとともに、特定しなかった

者には非特定通知書を送付する。  

６）結果の公表  浪江町ホームページにて公表 
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（３）評価項目及び評価点 

評価項目と 評価点は次のとおりとする。 

１）技術提案書の審査 

評価基準 評価基準 

業務の理解度および取組み意欲 業務内容、手続き等の理解度が高く、

積極性が見られる場合に優位に評価す

る。 

業務の実施方針 

 

 

業務への取組体制、従事者の特徴、配

慮事項等について総合的に評価する。 

評価項目 ① 

 

文化財が持つ特殊性を理解し取組んで

いるか、またその姿勢が見えるか。 

評価項目 ② 

 

浪江町の現状および特殊性を把握して

いるか、またその努力が見られるか。 

評価項目 ③ 提案に独自性と先進性があるか。 

評価項目 ④ 実現可能な提案をしているか。 

（別紙 浪江町文化財基本方針策定検討業務委託 採点基準一覧 参照） 

 

２）ヒアリング 

ヒアリング内容 理解しやすい表現であるか、矛盾や飛

躍がなく説得力のある表現であるかを

評価する 

（別紙 浪江町文化財基本方針策定検討業務委託 採点基準一覧 参照） 

 

９．非特定理由の説明に関する事項  

（１）非特定理由の説明請求  

優先交渉権者以外の者は、通知をした日の翌日から起算して７日以内に、書

面により町長に対して、説明を求めることができる。  

（２）非特定理由の説明請求に対する回答は、説明を求めることができる最終

日の翌日から起算して７日以内に書面により行う。  

（３）非特定理由の説明請求の提出方法  

① 提出方法  

郵送又は持参  

② 受付期間  

説明を求めることができる期間内（休日は除く。）の午前９時から午後５

時まで。  
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１０．業務委託契約に関する事項  

（１）見積徴取優先交渉権者と業務委託契約に係る詳細内容の協議を行う。  

ただし、特定した者が下記のいずれかに該当し、業務委託契約が締結できな

い場合は次点者を相手先として再特定する。 

① 特定後に参加資格要件及び業務の実績に関する条件を満たさないこと    

が明らかになったとき。 

② 見積徴取の結果、契約締結ができなかったとき。  

③ 本業務委託契約の締結を辞退したとき。 

④  その他の理由により業務委託契約の締結が不可能となったとき。  

（２）業務委託の仕様及び実施条件  

① 本業務委託の仕様については、技術提案書等に記載された内容を尊重 

し、発注者において定める。  

②  本業務委託の仕様決定にあたり、業務の具体的な実施手法の提案等依

頼することがある。  

③  業務の一部再委託は、技術提案書にその旨の記載がある場合を除き、

原則としてできないものとする。  

④  技術提案書に記載した配置予定者は、特別の理由により発注者がやむ

を得ないと認める場合を除き、原則として変更できないものとする。  

（３）契約締結時期は平成２８年１２月中旬を予定している。 

 

１１．参加表明書、技術提案書等の提出・問合せ先  

〒９６４－0984 福島県二本松市北トロミ５７３番地 

浪江町役場 教育委員会事務局学校教育係 

電話番号（直通） ０２４３－６２－０３０１ 

ファクシミリ番号 ０２４３－２２－４２２３ 

メールアドレス namie420@town.namie.lg.jp 

 

１２．留意事項  

（１） このプロポーザルに参加する経費は、すべて参加者の負担とする。  

（２） 提出されたすべての書類は、当該プロポーザル以外の目的には使用しな

い。  

（３） 提出されたすべての書類は返還しない。  

（４） 技術提案書に虚偽の記載をした場合は、当該技術提案書を無効とすると

ともに、本町の指名停止措置を行うことがある。 

（５） 契約を締結した場合、技術提案書のうち、様式第７号と第８号は浪江町

ホームページで公開する場合がある。 
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（６） 提出書類を郵送する場合は、配達確認ができる方法に限ることとし、提

出期限内必着とする。  

 


