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米沢市新庁舎建設事業に伴う記念樹木等を利用した木製家具製作業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

本市では、令和 3年 4月を完成予定として新庁舎建設工事を進めています。本業務

は、新庁舎建設工事にあたり伐採が必要となった市制施行 100 周年記念植樹樹木等

を利用した木製家具を新庁舎に設置することで、市民に愛され親しまれる庁舎をつく

るとともに、地産木材の利活用拡大に向けた PRを図ることを目的とするものです。

本プロポーザルは、当該目的に沿った提案を広く募集し、最も適した事業者を選定す

るため実施するものです。 

 

２ 業務の概要 

(1) 業務名     記念樹木等を利用した木製家具製作業務 

(2) 業務内容    別紙「仕様書」のとおり 

(3) 履行期間    契約締結の日から令和 3年 4月 28日（水）まで 

(4) 提案上限価格  12,000千円（消費税及び地方消費税を含まず。） 

          なお、必須提案分の上限は 9,000千円とし、自由提案分と合わ

せた全体の提案上限金額を 12,000千円とします。 

 

３ 事務局 

米沢市総務部財政課 

住所：〒992‐8501 米沢市金池五丁目 2番 25号 米沢市役所４階 

電話：0238‐22‐5111 FAX：0238‐22‐0498 

担当者：新藤、高橋、鏡 

電子メール：kanzai@city.yonezawa.yamagata.jp 

ホームページ：http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/ 

 

４ 参加資格等 

(1) 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とします。 

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

い者であること。 

イ 米沢市入札参加者登録簿に登録された者であること。 

ウ 山形県内に本店又は支店、営業所等を有する者であること。 

エ 参加申込書等の提出時点で本市の指名停止措置を受けていない者であること。 

オ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続開始の

申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手

続開始の申立てがなされていない者であること。 
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(2) 再委任又は下請負 

本業務は第三者に委任し、又は請け負わせることを可とします。したがって、再

委任又は下請負を前提として、参加することも可とします。 

 

５ 日程 

内 容 日 程 

本プロポーザルの公告日 令和元年７月29日（月） 

実施要領等の交付及び支給木材の状態

確認期間 

令和元年７月29日（月）から 

令和元年８月７日（水）まで 

本プロポーザルに関する質疑受付期間 令和元年７月29日（月）午前９時から 

令和元年８月７日（水）午後３時まで 

本プロポーザルに関する質疑回答 令和元年８月19日（月） 

参加申込書及び企画提案書の提出期間 令和元年８月20日（火）午前９時から 

令和元年９月６日（金）午後３時まで 

審査委員会の開催 令和元年９月中旬 

審査結果の通知・公表 令和元年９月中旬 

 

６ 実施要領等の交付及び支給木材の状態確認 

(1) 資料の交付 

本市ホームページに次の資料を掲載するので、適宜ダウンロードして使用してく

ださい。 

ア 実施要領 

イ 仕様書 

ウ 家具配置予定図 

エ 評価基準書 

オ 様式集 

カ 米沢市業務委託契約書・契約約款 

キ 米沢市新庁舎建設基本設計説明書【概要版】 

(2) 支給木材の状態確認 

本プロポーザルの参加希望者は、事前に必ず庁舎敷地内に保管している伐採済の

記念樹木等の状態を確認してください。確認する際は事務局に電話で連絡し、次の

期間内で日程調整を行ってください。 

確認期間  令和元年７月 29日（月）から８月７日（水）まで 

 

７ 本プロポーザルに関する質疑受付及び回答 

(1) 受付期間 

令和元年７月 29日（月）午前９時から８月７日（水）午後３時まで 
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(2) 提出方法 

質問書（様式１）に質問内容を記入し、原本ファイル形式のまま保存した電子デ

ータを、事務局宛に電子メールで提出してください。送信後は、必ず事務局宛に電

話し、受信確認を行ってください。 

(3) 回答方法 

質疑に対する回答は一括して取りまとめ、回答書を令和元年８月 19日（月）に、

本市ホームページへ掲載します。なお、回答内容は、本実施要領及び関係する書類

の追加、修正として取り扱います。 

 

８ 参加申込書等の作成及び提出方法 

本プロポーザルの参加希望者は、次のとおり参加申込書及び企画提案書を提出して

ください。 

(1) 提出期間 

令和元年８月 20日（火）午前９時から９月６日（金）午後３時まで 

(2) 提出方法 

提出書類は、事務局に持参するか、郵送により提出してください。ただし、郵送に

より提出する場合は、必ず「特定記録郵便」又は「簡易書留」とし提出期限必着で送

付してください。送付後は、必ず事務局宛に電話し、到着確認を行ってください。 

(3) 提出書類 

ア 参加申込書（様式２）  １部 

イ 企画提案書（様式３、４、５）  各 10部 

ウ 提案価格見積書（様式任意、Ａ４判、見積内訳書を含む）  １部 

エ ア～ウの電子データ（PDF形式）を記録した CD-Rまたは DVD-R  １部 

※必ずウイルスチェックを行うこと 

(4) 企画提案書（様式３、４、５）作成の留意事項 

ア 企画提案書は、仕様書を満たす内容とし、評価基準書の各評価項目の「評価の

視点及び内容」に沿って作成してください。「評価の視点及び内容」に沿った提

案の記載がない項目は 0点としますので注意してください。 

イ 参加者が本業務の内、家具の製作部分を第三者に委任し、又は請け負わせる場

合は、委任先等の提案内容を記載してください。 

ウ 審査に当たりプレゼンテーションやヒアリングは実施しませんので、企画提案

書の記載内容は正確かつわかりやすく記載してください。企画提案書の内容に疑

義がある場合は、審査前に事務局から問い合わせる場合があります。 

エ 契約後、受注者側の責により企画提案書に記載した内容を実現できない場合は、

約款の規定に基づき契約を解除し違約金を請求する場合がありますので、企画提

案書は、実現可能な内容としてください。なお、本市が支給する木材について、

製材時に受注者側の責めによらないひび割れや虫食いなどが発見され、企画提案

書の内容を実現できない場合は、発注者と受注者で対応を協議するものとします。 
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オ 企画提案書の著作権は、参加者に帰属するものとします。ただし、優先交渉権

者（契約予定者）の企画提案書については、本プロポーザルに関する報告等のた

めに優先交渉権者が了解した部分を公表することがあります。 

カ 特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等、日本国の法令に基づいて保護され

る第三者の権利の対象となっている製造方法等を企画提案書の作成に使用する

ことにより生ずる責任は、参加者が負うものとします。 

キ 企画提案書は、参加者の技術情報保護の観点から、原則として非公開とします。

ただし、米沢市情報公開・個人情報保護審査会で公開を決定される場合があります。 

ク 企画提案書の審査は全て匿名で行いますので、企画提案書には会社名及び会社

名を類推できる固有名詞、ロゴマーク等は一切記載しないでください。記載があ

る場合は、審査委員会委員への提出資料を事務局で黒塗りする場合があります。

また、匿名性を担保するため、参加申込をした事実の公表は、審査結果の公表ま

で一切行わないでください。 

ケ 企画提案書の作成経費は、参加者の負担とします。 

 

９ 審査の実施及び結果の通知 

(1) 審査委員会の設置 

本事業の優先交渉権者及び交渉権者の選定は、「米沢市記念樹木等利用木製家具

製作業者選定審査委員会」（以下「審査委員会」という。）において評価基準書に基

づき行います。審査委員会での審査過程（審査委員会の会議録、各委員の採点表な

ど）は非公開とし、審査結果に対する異議申し立ては受け付けません。 

【審査委員会委員】 

総務部長（委員長）、こども課長、高齢福祉課長、農林課長、学校教育課長 

(2) 審査の方法 

ア 審査委員会委員の評価点（各 100点満点）の合計評価点が高い順に順位を決定

します。合計評価点が同点の場合は、提案価格が低い参加者を上位とします。 

イ 順位が１位の参加者を優先交渉権者（契約予定者）、２位以下の参加者を交渉

権者とします。ただし、評価の内容により本業務の実施が困難であると審査委員

会が決定した参加者については、非交渉権者とします。全ての参加者が非交渉権

者となった場合は、優先交渉権者なしとして、本プロポーザルを中止します。 

(3) 審査結果の通知等 

ア 審査結果は、参加者全員に対して、令和元年９月中旬を目途とし文書で通知し

ます。併せて、優先交渉権者に対しては、契約手続き等について連絡します。 

イ 審査結果については、次の内容を本市ホームページで公表する予定です。なお、

これ以外の審査内容の問い合わせは受け付けません。 

ａ 順位 

ｂ 優先交渉権者の名称（優先交渉権者以外の参加者は記号表記） 

ｃ 合計評価点 
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10 契約の締結 

(1) 契約方法 

優先交渉権者と協議し、協議結果及び企画提案書の内容を反映した仕様書等の調

整を行った上で、契約を締結します。したがって、提案内容が全て仕様書に反映さ

れるものではありません。 

なお、優先交渉権者との協議が不調となった場合又は優先交渉権者が契約を締結

するまでの間に本実施要領「11 参加者の失格」に記載している事項に該当して失

格となった場合は、交渉権者の順位の高い者から順に協議して契約を締結するもの

とします。 

(2) 契約金額 

契約金額は、原則として当該参加者が提出した提案価格見積書の金額以内としま

す。 

なお、支払いは業務完了後に一括して支払うこととします。 

 

11 参加者の失格 

参加者が次のいずれかに該当した場合は失格とします。 

ア 参加者が本実施要領「４ 参加資格等」に記載している要件を満たさなくなっ

た場合 

イ 提出書類等に虚偽の記載がある場合 

ウ 参加者に審査の公平性を害する行為や著しく信義に反する行為がある場合 

エ その他審査委員会が失格と認めた場合 

 

12 プロポーザルの中止 

自然災害等のやむを得ない理由により、本プロポーザルを実施できないと認められ

るときは、中止する場合があります。この場合、本プロポーザルの準備に要した費用

を本市に請求することはできません。 

 

13 契約者への広告宣伝場所の提供 

契約者から希望があれば、新庁舎の市民ホール等に地産木材利用家具の一般販売用

パンフレット、ポスター等の設置を１年間無償で許可します。 

 


