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第１章 事業内容に関する事項 

 猿払村営牧野整備事業育成舎建設（実施方針）第１章に基づく 

 

第２書 事業者の募集及び応募の手続き 

１．募集等の決定の手続き 

１）現地視察 

ア 現地視察を希望する者は、平成３１年３月１２日（火）～平成３１年３月２２日（金）午後

５時までに現地視察申請書（様式３）を事務局に提出すること。（持参及び FAX、郵送可） 

イ 現地視察の日時については調整の上、事務局より連絡することとする。 

 

２）質疑の受付及び回答 

質疑の受付 

ア 受付期間 

   ・参加表明の提出やその他に関する質疑 

     平成３１年３月１２日（火）から平成３１年３月２２日（金） 

イ 提出先及び提出方法 

   ・提出先は産業課農政係とする。（事務局） 

・提出方法は様式４－１に記入し、持参及び FAX、郵送に限る。 

・軽微な内容の確認については、電話での対応を可とする。 

ウ 回答日及び回答方法 

・参加表明やその他に関する質疑の回答については、様式４－２で回答する。 

・回答期間は平成３１年３月１２日（火）～平成３１年３月２２日（金） 

 

３）参加表明書の作成及び手続要領 

ア 作成に当たっての基本的条件 

・実施方針及び募集要領、要求書を熟知し、実施方針第 2 章 事業者の募集及び選定に関する

事項 ２．事業者の参加資格要件を満たしていること確認の上、参加表明書を作成すること。 

イ 参加表明書の提出 

・提出期間は平成３１年３月２５日（月）～平成３１年３月２９日（金） 

ウ 提出先 

・猿払村役場産業課農政係 

  エ 提出方法 

・持参及び郵便等とし提出期限必着とする。郵送等の場合は配達記録が確認できるものが望ま

しい。 

  エ 提出書類 

   ・提出書類は要項で定める様式を使用すること。（様式については、ホームページよりダウン

ロード可） 

・提出部数は１部とする。 

 



４）参加資格 

ア 参加資格の確認 

・本プロポーザルに参加を希望する者は、提出期限までに参加表明書及び参加資格要件（様式

１－１及び様式１－２及び様式２を持参か郵送等に限る。）を提出すること。 

・事務局は、参加者から提出された、参加表明書を基に、参加者が参加資格を満たしているか

を確認する。 

イ 参加資格結果通知・技術提案書等の提出要請 

・本村は事務局による確認の結果、資格適合者には参加資格結果通知（様式６）と技術提案書

提出要請を、それ以外の参加者には、参加が認められない理由を付して参加資格結果通知

（様式６）を書面により送付する。 

 

５）技術提案書の作成及び手続要領 

  ア 作成及び提案に当たっての基本的条件 

    作成に当たっての基本条件 

   ・要求書に示す機能等を満たす技術提案書を作成すること。 

  イ 提案に当たっての基本条件 

   ・資格適合者は、仕様書の内容に基づき機能や価格等を総合的に検討し提案すること。 

  ウ 技術提案内容について契約後、発注者との協議により変更する場合もある。 

  エ 無効とする提案 

    次のいずれかに該当する提案は無効とする。 

    ・資格適合者以外による提案 

    ・資格審査申請書類等、その他の一切の書類に虚偽の記載をした提案 

    ・提出書類の記載事項が不明なもの、又記名、押印のない提案 

    ・書類が不足している提案 

    ・資格適合者が２つ以上の提案書を提出した場合のすべての提案 

    ・資格適合者が他の資格適合者の代理をした場合のすべての提案 

    ・その他参加に関する条件に違反した提案 

 

６）技術提案書の提出 

 ア 提出期間 

    平成３１年４月１日（月）～平成３１年４月１５日（月） 

イ 提出先 

猿払村役場産業課農政係 

ウ 提出方法 

・持参及び郵便等とし提出期限必着とする。郵送等の場合は配達記録が確認できるものが好ま

しい。 

エ 提出書類 

 ・技術提案書（様式７） 

・設計書（内訳書を添付、数量あり、金額なし）及び図面を１部提出する。様式については任



意とする。 

・提案価格見積書（設計書に数量、金額を記載し封書して提出する。様式は任意） 

・提案価格は変更できない。 

・その他、必要と判断した場合については提出を求めるものとする。 

  オ 資格適合者によるプレゼンテーション 

・プレゼンテーションは技術評価に係る提案書について行うものである。 

   ・出席しない場合は、受注の意思がないものとみなし失格とする。 

   ・２社以上の場合実施し、１社の場合については省略する。 

 

７）技術提案審査 

ア 資格適合者は、提出期限までに技術提案書を提出すること。（様式７及び工事設計書、図面

は任意様式可） 

イ プレゼンテーション及びヒアリングの詳細については、技術提案書提出締切後に別途通知

することとする。 

ウ 技術提案書の評価は、審査会が審査基準に基づいて行う。 

 

８）契約候補者等の決定 

ア 選定 

・審査会は、技術提案書の結果に基づき、契約候補者等を選定する。 

イ 決定 

・村は、審査会の選定を基に契約候補者等を決定する。 

ウ 決定の通知 

・決定された契約候補者等に対しその旨を書面にて通知する。（様式８） 

・決定されなかった者に対し、審査結果の概要を付し書面にて通知する。 

・審査結果に関する問い合わせ、異議申し立ては一切受け付けないものとする。 

エ 審査結果の公表 

・審査結果は、後日、概要を公表する。 

 

９）共通事項 

ア 資料の要請 

・提出された参加表明書及び技術提案書は原則として返却しない。また、事務局から問い合わ

せ又は資料等の追加提出を求める場合がある。追加提出資料等を含め、提出書類は原則、返

却しない。 

・提案に関し必要な費用については、参加者の負担とする。 

イ 参加の辞退等 

・参加資格者は、技術提案書提出期限までに随時、参加を辞退することができる。技術提案書

の提出ができない場合は、理由を明記し辞退届を事務局に提出すること。（持参及び FAX、

郵送でも可。様式は任意で可） 

・参加表明受付後の構成員の変更及び追加は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事



情が生じた場合、村と協議することができる。 

  ウ 参加者の構成要件 

 ・猿払村営牧野整備事業育成舎建設（実施方針）第２章 ２.事業者の参加資格要件に基づく

ほか、次のとおりとする。 

 1 参加者は、構成企業が本事業を遂行上果たす役割を明らかにすること。 

 2 参加者の構成企業のいずれかが、他の参加者の構成企業として重複参加していないこと。 

   3 構成員の制限の適用 

① 構成員の制限の適用の対象となる期間は、参加表明書を提出した日から買取額の支払いが

終了する日までとする。 

② 構成員の制限の対象となる期間に、参加者として申請した者が構成企業の制限に抵触した

場合は、当該応募者は失格とする。 

③ 構成企業の制限の対象となる期間に、参加者の構成企業として申請した者が構成企業の制

限に抵触した場合も、当該応募者は失格とする。 

④ ③に関わらず、参加者が村の指定する期間内に当該制限に抵触した構成企業を除外しかつ

除外しても応募に伴う全ての条件が満たされるための手当てを行い、その内容を村が承諾

した場合は当該応募者を失格としないものとする。 

ウ その他 

・参加者及び参加者と同一と判断される者が、次のいずれかに該当する場合は、失格となる場

合がある。 

1 本業務の参加表明書提出日（以下、「基準日」という。）から契約締結までの間に、社会

的信用を失墜させる行為を行ったことが判明した場合。 

2 審査の公平性の確保に影響を及ぼす行為があったと認められる場合。 

3 提案した提案書等に虚偽の記載が認められた場合には、提案を無効にするとともに、失

格とする。 

 

第３章 提案の審査等 

猿払村営牧野整備事業育成舎建設（実施方針）第２章 ５.提案審査に関する事項に基づくほか次

のとおりとする。 

１）審査体制 

・審査委員会については、副村長、産業課長及び副村長が指名した職員等をもって組織する。 

 ・審査委員会は庶務を遂行するため、産業課農政係に事務局を置く 

 

２）参加表明審査 

参加表明審査は事務局で行い、参加者から提出された参加表明書等の書類について、猿払村営牧

野整備事業育成舎建設（実施方針）第２章 ２.事業者の参加資格要件に提示した参加資格要件

の適格事項を審査し、その結果を参加者に通知する。 

このとき、要件を満たしていない場合は失格とする。失格となった場合は、技術提案審査に応募

することができない。 

 



３）技術提案審査 

ア 参加資格適合者は技術提案の受付期間内に技術提案書の手続に基づき提出することができる。 

イ 審査委員会は、プレゼンテーション及びヒアリングの実施し評価要領を基準に審査をする。 

 ウ プレゼンテーションは、技術提案書を基本に提案をしてもらう。（上限 20 分程度予定） 

エ プレゼンテーション後にヒアリング（意見交換）を実施する。（上限 20 分程度予定） 

 

４）契約候補者の決定 

ア 審査委員会は、審査基準に基づき、最も優れた提案を行った参加者を契約候補者として選定

する。 

イ 村は、審査委員会において選定された参加者を契約候補者として決定する。 

 

５）事業者の選定をしない場合 

事業者の募集および選定において、最終的に参加者がいない、あるいは、いずれの参加者も公的

財政負担の縮減が見込めない等の理由により、本事業を実施することが適当でないと判断され

た場合には、事業者の選定を行わず、その旨を公表する。 

 

６）著作権および提案書の取扱いについて 

提案書等の著作権は、村に帰属しないが、公表等その他の場合で、村がこの建設に関し必要と認

めるときは、村はこれを無償で使用できるものとする。 

 

７）契約に関する基本的な考え方 

ア 事業契約の概要 

・村は、契約候補者となった応募者と買取契約の締結に向けて必要となる事項等について、工事

着手前に買取協定を締結する。 

・事業者は、村が実施する乳牛用育成舎建設の完了確認後、速やかに必要な手続きを行った上 

で、売買契約を締結する。ただし、買取協定の協議において、その協議が整わない場合または

契約候補者が失格事項に該当した場合は、次順位の提案者と協議するものとする。 

 

第４章 提案に関する条件等 

１．事業範囲 

 本建設における、事業者が実施する事業範囲は以下のとおりとする。 

１）乳牛用育成舎の検討 

 ・育成舎の設計 

 ・建築確認申請等の手続 

 ・電気、水道等に関する協議 

 ・その他必要な業務 

 

２）乳牛用育成舎建設工事 

 ・乳牛用育成舎建設、付帯工、工事監理及びその関連業務 



２．費用の負担 

 費用の負担については、次のとおりとする。 

１） 村は、乳牛用育成舎建設完了後に育成舎を買取り、乳牛用育成舎建設整備に係る費用を買取

費として支払う。 

２） 買取金額については、以下の費用が含まれる。 

・設計及び各種調査費 

・建築確認申請費 

・工事管理費 

・建設工事費 

・各種設備工事費 

・餌寄機 

・その他乳牛用育成舎建設に係る費用 

 

３．乳牛用育成舎の建設・買取に関する条件 

乳牛用育成舎の建設・買取条件は次のとおりとする。なお、その他の詳細は買取協定および売買契

約に基づくこととする。 

１）完成期限等 

・事業者は、平成３１年１２月２０日までの期限内に、提案に基づく乳牛用育成舎建設を完成し、

村が実施する完了確認後、速やかに必要な手続きを行った上で、開始できるように買取協定に

基づき村と売買契約を締結すること。 

 

２）設計図書等 

・事業者は、乳牛用育成舎建設の設計図、設計内訳書等（以下「設計図書等」という。）を要求

書等に従い作成しその内容について着手前に村の確認を得るものとする。 

・事業者は、上記の確認後、設計図書等を変更が生ずる場合には、事前に村と協議をする。 

 

３）工事の実施状況の確認 

・村は、工事が設計図書等に従い遂行されていることの確認のため、各種検査の実施または各種

の試験および検査の結果の確認を行うことができる。 

・村は、完了確認を行う。 

・事業者は、村の完了確認を受けた後、施工状況の写真、完成図書等を村に提出すること。 

 

４．契約に関する事項 

買取協定および売買契約に関する基本的事項は、次のとおりとし、その他の詳細 については、買

取協定および売買契約による。 

１）買取協定及び売買契約の締結 

・村と優先交渉権者となった参加者は、売買契約の締結に向けて必要となる事項等について、工

事着手前に買取協定を締結する。 

・村は、乳牛用育成舎建設の完了確認後、速やかに必要な手続きを行った上で、買取協定に基づ



き、売買契約を締結する。 

２）協定及び契約の解除に関する規定 

・事業者が協定または契約解除の要件に該当することとなった場合は、村は協定または契約を解

除できるものとする。ただし、解除の要件に該当した事業者の協定及び契約の地位を他の事業

者または第三者が引継ぐことにより、協定または契約に定めた事業者の債務の履行が可能で

あると村が判断した場合、協定または契約を継続できるものとする。 

 

５．事業の実施に係る責任等の分担 

事業実施に係る責任等の分担は、次のとおりとする。なお、その他の詳細は買取協定及び売買契約

による。 

１）乳牛用育成舎建設の設計・施工・工事監理に係る責任等の分担 

・事業者の提案内容に起因する損害について、村が指定した条件によるもの以外は、事業者が責

任を負うものとする。 

・事業実施中に、村の帰責事由によって設計変更や工期の延長、建設費用の増加等が生じた場合

は、村が責任を負う。 

 

第５章 その他 

１）本プロポーザル後の契約の予定 

 ア 契約候補者が、契約の締結までに資格要件を満たさなくなった場合及びその他の理由におい

て、契約候補者との契約が締結できない場合、次点候補者と契約交渉を行う。 

 イ 契約候補者が、契約の締結ができないことが明らかとなった場合は、本村に対し、速やかにそ

の理由を明記し提出する。（様式任意） 

 


