山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業に係る実施方針策定等支援
（ＰＦＩアドバイザリー）業務公募型プロポーザル募集要領
１

目

的

山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業（以下「本事業」という。）については、民
間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号）
に基づくＰＦＩ手法（ＢＴＯ方式）を導入して実施する方針としている。
本事業を適正かつ確実に推進するため、建築技術、法務、財務等専門知識の提供及び
民間事業者の公募のための各種資料の作成・公表、事業者選定に係る一連の支援を行う
総合的アドバイザリー業務（以下「本業務」という。）について委託する。
この要領は、本業務の受託業者を公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」と
いう。）により選定するため必要な事項を定めるものである。
２

事業の概要
（１）業務名
山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業に係る実施方針策定等支援（ＰＦＩア
ドバイザリー）業務
（２）業務内容
別紙「仕様書」のとおり
（３）提案上限額（消費税及び地方消費税含む）
35,435 千円
（４）委託期間
契約締結日から平成 32（2020）年 10 月 30 日（金）まで
（５）想定しているＰＦＩ事業
別紙「山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業の概要」のとおり

３

担当部局
〒990-8570 山形市松波二丁目８番１号
山形県教育庁総務課学校施設担当
電話番号 023-630-2905
ＦＡＸ番号 023-630-2998
電子メール ホームページ下部に記載の「お問い合わせはこちら」

４

日程
・募集要領等の交付期間 平成 30 年 12 月 21 日（金）～平成 31 年 1 月 11 日（金）
・参加表明書に係る質問書の提出期限 平成 30 年 12 月 28 日（金）
・参加表明書に係る質問書の回答
平成 31 年１月７日（月）までに行う
・参加表明書の提出期限
平成 31 年１月 11 日（金）
・参加資格の審査結果通知
平成 31 年１月 17 日（木）までに行う
・企画提案書に係る質問書の提出期限 平成 31 年１月９日（水）
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５

・企画提案書に係る質問書の回答
・企画提案書の提出期限

平成 31 年１月 15 日（火）までに行う
平成 31 年１月 22 日（火）

・プレゼンテーション審査の実施
・選定結果の通知

平成 31 年１月 28 日（月）
平成 31 年１月 30 日（水）までに行う

・業務委託契約の締結

平成 31 年２月中旬

参加者の資格
本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者であること。
（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項各号の規定に該
当しないこと。

（２）山形県税（山形県税に附帯する税外収入を含む。）及び消費税を滞納していないこ
と。
（３）雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること（加入する
義務のない者を除く。）。
（４）１年以上引き続き業として本プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいる
こと。
（５）山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこ
と。
（６）山形県競争入札参加資格者非指名要領に基づく非指名措置を受けていないこと。
（７）山形県財務規則（昭和 39 年３月県規則第９号）第 125 条第５項に定める競争入札
参加資格者名簿に登録されていること。
（８）次のいずれにも該当しないこと（地方自治法施行令第 167 条の４第１項第３号に
規定する者に該当する者を除く。）。
ア 役員等（プロポーザル参加者が個人である場合にはその者を、プロポーザル参
加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所
の代表者をいう。以下同じ。）が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６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」と
いう。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」
という。）であること。
イ 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。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているこ
と。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す
る等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している
こと。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているこ
と。
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（９）過去 10 年以内に、国、地方公共団体又は国立大学法人（国立大学法人法（平成
15 年法律第 112 号）第２条第１項に規定する国立大学法人をいう。）が発注した学
校施設整備（新築、改築及び増築のほか、改修も含む。）に係るＰＦＩ事業における
民間事業者の選定等に関するアドバイザリー業務を履行した実績があることを証明
できること。
６

募集要領等の交付
（１）交付する資料
ア

山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業に係る実施方針策定等支援（ＰＦＩ
アドバイザリー）業務公募型プロポーザル募集要領

イ

山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業に係る実施方針策定等支援（ＰＦＩ
アドバイザリー）業務公募型プロポーザル提出書類作成要領

ウ
エ

仕様書
様式

（２）交付場所
山形県のホームページにより行う。
（http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/700001/somuka-top-shisetu/）
７

参加表明書等の作成及び記載上の留意事項
本プロポーザルに参加を表明する者は、次のとおり、参加表明書等を提出すること。
（１）提出書類
ア 参加表明書（様式１）
イ 履行実績申出書（様式２）
ウ 会社概要（任意様式、パンフレット等の添付でも可）
（２）提出期限
平成 31 年１月 11 日（金）午後５時
（３）提 出 先
３による（山形県の休日を定める条例（平成元年３月山形県条例第 10 号）に規定
する県の休日を除き、提出時間は午前８時 30 分から午後５時までとする。）。
（４）提出部数
１部（左上ダブルクリップ止めとする。）
（５）提出方法
持参又は郵送（配達証明付き書留郵便に限る。提出期限に必着のこと。）とする。
（６）作成要領及び注意事項
山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業に係る実施方針策定等支援（ＰＦＩア
ドバイザリー）業務公募型プロポーザル提出書類作成要領（以下「提出書類作成要
領」という。）に従い作成すること。
（７）参加表明書等の無効
提出書類について、本募集要領及び提出書類作成要領（以下「本募集要領等」と
いう。）に適合しない場合は、無効とする場合がある。
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（８）参考資料の提供
参加表明書を提出した者については、参考資料（山形県立寒河江工業高等学校教
育計画、ＰＦＩ導入可能性調査結果等）を電子メールにより提供する。
（９）その他
要求した内容以外の書類等については、受理しない。
８

参加表明書に係る質問書の提出及び回答
（１）質問書の提出
ア
イ

質問書の様式 様式 10 による。
提出期限 平成 30 年 12 月 28 日（金）午後５時

ウ
エ

提 出 先
提出方法

７（３）による。
持参、郵送（配達証明付き書留郵便に限る。提出期限に必着のこと。）

又は電子メール（受信を電話で確認すること。）とする。
（２）質問書に対する回答
質問書に対する回答は、平成 31 年１月７日（月）までに山形県のホームページに
より行う（http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/700001/somuka-top-shisetu/）。
９

参加資格審査結果の通知
本プロポーザルに係る参加資格の審査は、７（２）に規定する提出期限の日を基準日
として行うものとし、その結果は平成 31 年１月 17 日（木）までに通知する。
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企画提案書等の作成及び記載上の留意事項
本プロポーザルに参加を希望する者は、次のとおり、企画提案書等を提出すること。
（１）提出書類
ア 企画提案書（様式３）
イ 履行実績（様式４）
ウ 実施体制（様式５）
エ 配置予定者（様式６）
オ 業務工程表（様式７）
カ 業務実施方針（様式８）
キ 特定テーマに対する提案（様式９－１、様式９－２）
ク 参考見積書及び積算内訳書（任意様式）
ケ 会社概要（任意様式、パンフレット等の添付でも可）
（２）提出期限 平成 31 年１月 22 日（火）
（３）提 出 先 ７（３）による。
（４）提出部数 正本１部、副本 10 部を提出すること。
（５）提出方法 ７（５）による。
（６）作成要領及び注意事項 提出書類作成要領に従い作成すること。
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企画提案書に係る質問書の提出及び回答
（１）質問書の提出
ア
イ

質問書の様式 様式 11 による。
提出期限 平成 31 年１月９日（水）午後５時

ウ
エ

提 出 先
提出方法

７（３）による。
８（１）エによる。

（２）質問書に対する回答
質問書に対する回答は、平成 31 年１月 15 日（火）までに山形県のホームページに
より行う（http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/700001/somuka-top-shisetu/）。
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選定委員会の設置
企画提案書等の審査を行うため、山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業に係る実
施方針策定等支援（ＰＦＩアドバイザリー）業務委託事業者選定委員会（以下「選定委
員会」という。）を設置する。
（１）選定委員会は、企画提案書等の順位を審議し、決定する。
（２）選定委員会は、５名で構成し、委員長及び委員を置く。
（３）審査に当たっては、提案者によるプレゼンテーションを実施する。
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プレゼンテーションの実施
企画提案書等の内容について審査を行うため、提案者によるプレゼンテーション及び
ヒアリングを実施する。なお、日時については変更する場合がある。
（１）日程等
ア 実施場所 山形県庁 1101 会議室（11 階）
イ 実施期日 平成 31 年１月 28 日（月）
ウ 出 席 者 出席者は４名までとし、本業務を直接担当する者が説明を行うこと。
エ そ の 他 詳細な日程等については参加事業者に別途通知する。
（２）留意事項
ア プレゼンテーションは 20 分以内とし、終了後、10 分程度のヒアリングを実施
する。
イ プレゼンテーション時の説明に際しては、提出した企画提案書等のみを使用す
ること（プロジェクター、パソコン等による説明は認めない。）。
ウ 提出した企画提案書等以外の資料を使用した場合、提案を無効とする。
エ プレゼンテーション時の追加資料は受理しない。
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企画提案書等の特定方法
企画提案書等の特定は 12 の選定委員会が行い、企画提案書等及びプレゼンテーション
の内容を踏まえ、以下に掲げる方法により評価した上で、最も優れた提案者を特定する
ほか、次に優れた提案者を次点とする。ただし、提出された全ての提案の内容について、
契約の目的を十分に達成できないものであると判断したときは、提案者を特定しない場
合がある。
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（１）評価方法
次表の評価項目の審査内容に基づき、各項目の配点の合計を 100 点満点として採点
する。全ての選定委員の合計点で評価する。
番号

評価項目

審査内容

配点

１ 類似業務の実績

・提案者（法人）の類似業務の実績は十分か

10 点

２ 配置予定者の実績

・総括責任者及び各主任者の類似業務に従事した
実績は十分か

15 点

３ 実施体制

・総括責任者、建築技術・法務・財務等の各主任
者及び各担当者は適切に配置されているか

10 点

４ 業務実施方針

・提案内容は的確性及び実現性を有しているか
・業務工程は適切か

15 点

特定テーマ１に対す ・提案内容は的確性及び実現性を有しているか
※テーマについては様式９－１参照
る提案

20 点

・提案内容は的確性及び実現性を有しているか
特定テーマ２に対す
６
・業務工程は適切か
る提案

20 点

５

※テーマについては様式９－２参照

７

価

格

・見積価格は適切か
・積算内訳書は適正か
合

計

10 点
100 点

（２）結果の通知及び非特定理由の説明
ア
イ

審査結果は全ての提案者に対し、書面により通知する。
特定した最も優れた提案者と本業務委託契約締結の協議を行い、協議後、あら
ためて見積書を徴し、契約を締結する。なお、この協議には、企画提案書等の趣
旨を逸脱しない範囲での内容の変更の協議を含み、協議の結果、仕様書を修正す
る場合がある。
ウ 特定されなかった者は、アの通知を受けた日から７日（県の休日を除く。）以内
に書面（書式自由、ただしＡ４判）により山形県知事に対して非特定理由につい
て説明を求めることができる。
エ 非特定理由の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10
日以内に、書面により行う。
オ 非特定理由の説明請求の受付場所は７（３）による。
（３）次点の繰上
（２）イの協議の結果、契約締結に至らなかった場合は、次点の提案者と契約締
結の協議を行う。
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失格事項
次のいずれかに該当した者は失格とする。

（１）参加表明書等及び企画提案書等（以下「提出書類」という。）の提出期限、提出場
所、提出方法等が本募集要領等に適合しなかった者。
（２）提出書類に虚偽の記載や選定委員会委員への接触、その他不正の行為をした者。
なお、虚偽の記載をした者に対しては、指名停止措置を行うことがある。
（３）参加表明書等の提出期限の日から契約締結日までの間に、指名停止の措置を受け
た者。
（４）プレゼンテーションに参加しなかった者又は指定した時間に遅れた者。
（５）参考見積書の価格が２（３）提案上限額を上回った者。
（６）その他本募集要領等に定める手続き、方法等を遵守しなかった者。
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その他
（１）本プロポーザルにおいて使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、
日本の標準時及び計量法（平成４年法律第 51 号）に定めるものとする。
（２）契約書は、業務委託契約時に作成する。
（３）５（７）に掲げる要件を満たさない者も７の参加表明書等を提出することができ
るが、参加表明書等の提出期限までに入札参加資格審査申請書類を提出し、企画提
案書等の提出期限までに当該要件を満たす必要がある。
（４）本プロポーザルに要する費用は、全て参加者の負担とする。
（５）提出書類の取扱い
ア 提出書類は、返却しない。
イ 提出書類は、提出者に無断で使用しないものとする。
ウ 企画提案書等の提出後は、当該提案書に記載した内容の変更は、原則として認
めない。また、企画提案書等に記載した配置予定者は、原則として変更できない。
ただし、病気、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、
同等以上の者を充てることとし、事前に発注者の承諾を得なければならない。
エ 提出書類は、本プロポーザルに必要な範囲で複製を作製することがある。
（６）企画提案書等は提案者１者につき１案とする。
（７）参加表明書等提出後に本プロポーザルを辞退する場合は参加辞退届（任意様式）
を提出すること。
（８）企画提案書等の提出者が１者のみの場合であっても、14（１）に定める評価方法
に従って評価を行い、その提案内容が本業務の受注者に適していると認められる場
合は、最も優れた提案者として特定する。
なお、企画提案書等の提出者がいない場合は、提案者の特定は行わない。
（９）本業務の受注者及び協力事業者（連携を依頼する予定の者、業務の一部の再委託
を予定する者、資本もしくは人事等において一定の関係のある者）は、本件に係る
ＰＦＩ事業への応募又は参加を不可とし、当該事業の応募企業、応募企業のグルー
プの一員又は協力企業となることができない。
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（10）本業務の契約は、14（２）又は（３）の提案者と行う予定であるが、当該提案者
が、地方自治法施行令第 167 条の４第１項各号の規定に該当することとなった場合
には契約の締結を行わないことがある。
（11）参考見積書（任意様式）には、消費税及び地方消費税（税率８％）を含んだ額を
記載し、会社印・代表者印を押印すること。
また、参考見積書には、単価・人員等の積算の内訳が確認できるよう、各業務に
係る作業項目ごとに詳細を記載した積算内訳書を作成し添付すること。
(12) この公募については、県の都合により変更、中止する場合がある。
（13）提出された企画提案書等については、第三者から開示請求があった場合、山形県
情報公開条例（平成９年 12 月山形県条例第 58 号）第５条第１項の規定により開示
することがある。また、記載内容の開示の可否について意見を求めることがある。
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