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宮崎市木造住宅耐震診断士派遣事業業務委託プロポーザル方式実施要領

１．業務の目的

旧耐震基準の住宅所有者等が住宅の耐震化を行うにあたり、その導入部分である耐震診断に

おいては、耐震診断士を選定する際、どこに頼んでよいのかわからない、診断費用に差がある

などが、診断実施を躊躇する理由となっている。

このことから、耐震診断の無料化を行い、さらには住宅所有者等が選定しなくても耐震診断

士が派遣されるよう調整を行うことで診断件数の増加を図り、耐震改修につなげていくことを

目的とする。

２．業務の概要

（１）名称 宮崎市木造住宅耐震診断士派遣事業業務委託

（２）内容

別紙「宮崎市木造住宅耐震診断士派遣事業業務企画提案仕様書」のとおり

３．プロポーザル方式及びその理由

以下の理由から公募型プロポーザル方式とする

（１）専門的な技術やノウハウが必要とされる。

・耐震診断士から耐震診断報告書を受け付け、審査において耐震診断士同等の専門的な知識が

要求される。

（２）事業者の発想力や企画力に基づく優れた成果が期待できる。

・耐震診断費を無料化することで相当数の申込みや問い合わせが予想されることから、効率の

よい体制づくりを期待したい。

・目的は耐震化の促進であるため、ただ診断士を派遣するだけではなく、住宅所有者等が耐震

診断を申請しやすく、耐震改修につながりやすい仕組みづくりを期待したい。

・耐震診断士は設計事務所や工務店など所属が様々であり、診断費用にも差があるため、1件あ

たりの単価をできるだけ安価に抑え、申請件数を増やす取組を期待したい。

４．スケジュール（予定）

（１）公募開始日 平成31年4月15日（月）

（２）質問の受付期間（第一次） 平成31年4月19日（金）～4月23日（火）

（３）質問に対する回答日（第一次） 平成31年4月26日（金）

（４）公募締切（提出書類Ａ提出締切日）平成31年（2019年）5月7日（火）

（５）質問の受付期間（第二次） 平成31年（2019年）5月8日（水）～5月10日（金）

（６）参加資格確認結果通知日 平成31年（2019年）5月10日（金）

（７）質問に対する回答日（第二次） 平成31年（2019年）5月15日（水）

（８）提出書類Ｂ提出締切日 平成31年（2019年）5月21日（火）

（９）プレゼンテーション 平成31年（2019年）6月6日（木）
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（１０）選定結果の通知、公表 平成31年（2019年）6月12日（水）

（１１）契約締結 平成31年（2019年）6月21日（金）

※ただし、各実施日については、事務の都合等により変更の可能性あり。

５．参加資格

企画提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。

（１）地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者でないこと。

（２）成年被後見人、被保佐人、契約の締結に関し同意権付与の審判を受けた被補助人、営

業を許可されていない未成年者及び破産者で復権を得ない者のいずれにも該当しないこ

と。

（３）会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更正手続開始の申し立て又

は民事再生法（平成11年法律第225条）に基づく再生手続開始の申立てをしている者でな

いこと。

（４）国税、県税及び宮崎市税について滞納がないこと。

（５）法人等にあっては役員等（個人にあってはその者）が宮崎市暴力団排除条例（平成23

年条例第47号）第2条第1項第3号に規定する暴力団関係者ではないこと。

（６）参加申込書の提出期限から受託候補者の選定までの間に、宮崎市の競争入札において

指名停止措置を受けていないこと。

（７）宮崎県木造住宅耐震診断士、国土交通大臣登録木造耐震診断資格者、建築基準適合判

定資格者、構造計算適合判定資格者又は構造設計一級建築士を有しているもの。

６．参加申込みの手続き

（１）事務局（問い合わせ先）

〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目 1番 1号

宮崎市都市整備部建築指導課企画管理係（市役所第 2庁舎 8階）

電話：0985-21-1813 FAX：0985-21-1815

E-mail: 30sidou@city.miyazaki.miyazaki.jp

（２）提出書類

提出書類Ａ ＜平成 31年（2019 年）5月 7日(火)までに提出するもの＞

番号 書 類 名 様式等

１ 業務委託候補者応募意思表示書 様式第２号

２ 定款、寄附行為、規約又はこれらに準ずる書類 任意様式

３

決算に関する次に示す書類（直近２事業年度）

ⅰ）貸借対照表又はこれに準ずる書類

ⅱ）損益計算書又はこれに準ずる書類

ⅲ）事業報告書又はこれに準ずる書類

ⅳ）財産目録又はこれに準ずる書類

任意様式

４ 法人等の概要 様式第３号

５ 役員の氏名・住所等一覧表 様式第４号
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提出書類Ｂ ＜平成 31 年（2019 年）5月 21 日(火)までに提出するもの＞

（３）提出部数

提出部数は 10部とし、表紙等に会社名等を明記したものを 2部、無記名のものを 8部

とする。また、無記名のもの 8部については、会社名等が特定される部分を全て空欄に

６ 組織の運営体制に関する書類（組織図など） 任意様式

７ 誓約書兼照会承諾書 様式第５号

８
グループ協定書兼委任状

（グループでの応募をする者のみ）
様式第６号

番号 書 類 名 様式等

１ 企画提案書 [※（１５）参照] 任意様式

２

納税証明書（法人においては法人及び代表者のもの。法人以外の団体において

は団体の代表者のもの。）

①所轄税務署発行の納税証明書（未納の税額のない証明）

法 人：法人税、消費税及び地方消費税

代表者：申告所得税、消費税及び地方消費税

〔市税が課税されている場合（支店・営業所及び法人代表者を含む）は次の証

明も必要〕

②市発行の市税完納証明書（下記の市税について滞納していないことの証明。）

法 人：固定資産税、市県民税（特別徴収分）、軽自動車税、

法人市民税、事業所税

代表者：固定資産税、市県民税、軽自動車税、国民健康保険税

※宮崎市分については、指定様式「税証明交付申請書」にて、市民課又は各総

合支所地域市民福祉課へ証明請求すること。

３
法人にあっては法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書）、その他の団体に

あっては同証明書の記載事項に準じた事項を明らかにする書類

４

宮崎県木造住宅耐震診断士、国土交通大臣登録木造耐震診断資格者、建築基準

適合判定資格者、構造計算適合判定資格者又は構造設計一級建築士が確認出来

るもの

①宮崎県木造住宅耐震診断士：宮崎県木造住宅耐震診断士登録証の写し

②国土交通大臣登録木造耐震診断資格者：国土交通大臣登録木造耐震診断資格

者証の写し

③建築基準適合判定資格者：建築基準適合判定資格者登録証の写し

④構造計算適合判定資格者：構造計算適合判定資格者登録証の写し

⑤構造設計一級建築士：構造設計一級建築士免許証の写し
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すること。

（４）提出書類の著作権

事業計画書等提出書類の著作権は、申請法人等に帰属します。

（５）提出書類の情報公開

提出された書類は、宮崎市情報公開条例の適用を受ける場合があります。

（６）提出書類の留意事項

① 提出書類は、選定された法人以外には、選考結果通知とともに返却いたします。

② 提出書類は、選定等のために必要な範囲内で複製を作成することがあります。

③ 申請に際して使用する言語は日本語、通貨単位は日本国通貨、時刻は日本標準時に

限ります。

④ 用紙はすべてＡ4判（長辺とじ）で統一してください。必要であれば、図表添付も

可とします。

⑤ 証明書類は、証明年月日が申請書提出時の 3 ｶ月以内のもので、それぞれ発行官公

署において定められた様式を使用してください。

⑥ 申請書等の提出期限は厳守してください。期限を過ぎた提出は一切受け付けません。

⑦ 申請書類の提出後、審査において必要な場合は、追加書類の提出や書類の補正を求

めることがあります。

（７）実施要領等の配布期間及び配布場所

①配布期間

平成 31年 4 月 15 日（月）～平成 31 年（2019 年）5月 7日(火)(土、日、祝日を除く。)

午前 8時 30 分から午後 5時 15 分まで

②配布場所

建築指導課（市役所第 2庁舎 8階）

又は市のホームページからダウンロード

(ホームページアドレス http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp)

（８）募集内容等に関する質問の受付【第一次】

①受付期間

平成 31年 4 月 19 日(金)～4月 23 日(火)午後 5時まで

②提出方法

募集内容等の質問書に記入の上、FAX 又は電子メールに添付して建築指導課に提出して

ください。

※FAX 又は電子メールの未到着を防ぐため、事前に送信の連絡・事後に着信の確認をお

願いします。

（９）募集内容等に関する質問の回答【第一次】

①回答方法

市ホームページに掲載

②回答日時

平成 31年 4 月 26 日(金)、午後 1時ごろ

（１０）提出書類Ａの受付（＝公募締切）

http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp


5

①提出締切

平成 31年（2019 年）5月 7日(火)、午後 5時 15 分まで

②申請関係書類の提出先

建築指導課（市役所第 2庁舎 8階）

③提出方法

６．（２）の提出書類Ａを、上記提出先に直接持参のうえ提出してください。

なお、提出期限後における申請書類の変更及び追加はできません。

※ 提出書類Ａを上記の受付期間内に提出されなかった法人等については、以後の受付

（提出書類Ｂの受付）を行いませんのでご注意ください。

（１１）参加資格確認結果通知

参加申込みの結果について、平成 31年（2019 年）5月 10 日（金）までに通知します。

（１２）募集内容等に関する質問の受付【第二次】

①受付期間

平成 31年（2019 年）5月 8日(水)～5月 10 日(金)午後 5時まで

②提出方法

募集内容等の質問書に記入の上、FAX 又は電子メールに添付して建築指導課に提出して

ください。

※FAX 又は電子メールの未到着を防ぐため、事前に送信の連絡・事後に着信の確認をお

願いします。

（１３）募集内容等に関する質問の回答【第二次】

①回答方法

市ホームページに掲載

②回答日時

平成 31年（2019 年）5月 15 日(水)、午後 1時ごろ

（１４）提出書類Ｂの受付

①提出締切

平成 31年（2019 年）5月 21 日(火)、午後 5時 15 分まで

②申請関係書類の提出先

建築指導課（市役所第 2庁舎 8階）

③提出方法

６．（２）の提出書類Ｂを、上記提出先に直接持参のうえ提出してください。

なお、提出期限後における申請書類の変更及び追加はできません。

（１５）企画提案書の作成方法

次の事項を記載した企画提案書を作成すること。

①企画提案内容（12 貢以内）

(ア) 別紙「宮崎市木造住宅耐震診断士派遣事業業務企画提案仕様書」に応じた提案。

(イ) 本業務を進めるにあたり、本事業の特性を踏まえて想定される課題等の抽出とそ

の対応策についての提案。

(ウ) 業務フロー及び工程表の提案。
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(エ) 見積書及び内訳書の提案。

②その他留意事項

(ア) 提出書類は、Ａ4判両面印刷を基本とすること。また、文字サイズは、11 ポイン

ト以上とすること。（図表等に含まれる文字を除く。）提案は、考え方を文書、イ

メージ図・イラスト等を使用し、分り易く簡潔に記述すること。

(イ) 企画提案に応じて、業務内容の追加等は可能とし、その場合は、追加等の理由を

記載すること。

(ウ) 任意様式とする。

(エ) １事業者１件の提案に限り、複数の提案は認めない。

(オ) なお、真に必要な場合を除き、提案書等には、個人情報やそれを類推されるよう

な情報は記載しないこと。

７．審査及び選定

（１）建築指導課による審査（＝一次審査）

資格要件への適合、その他の形式的要件を建築指導課が審査します。

（２）選定委員会による審査（＝二次審査）と候補者の選定

選定委員会において、提出書類の審査に加え、応募者による企画提案説明（プレゼンテー

ション）及びヒアリングを実施して審査を行います。

選定委員会に出席した委員の過半数によって受託候補者の順位を決定します。

ただし、合計得点が配点合計の６割未満である場合は受託候補者として選定しないことと

します。

選定委員会は、平成 31 年（2019 年）6月 6日（木）を予定しています。応募者に対し、

日時や会場等を後日連絡します。

（３）選定結果等の通知及び公表

受託候補者を決定後、応募者全員に郵送で通知します。（6月中旬予定。）また、選定理

由等をまとめた資料を、ホームページで公表します。

（４）審査項目

審査項目は、次のとおりです。

選定の基準 審 査 項 目 配点

１ 全体評価

（35 点）

(1) 業務内容の的確性

①企画提案仕様書の内容を的確に捉えた提案となって

いるか
１０

②提案内容は具体性があり、実現性があるか

（業務フロー・工程表等の妥当性）
１０

(2) 業務内容に対する理解及び対応

① 事業内容を理解しているか ５

② 多くの相談、問い合わせ等に対する対応策は十分か １０

２ 提案項目の評 (1) 的確性
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（５）選定対象除外事項

応募者が次のいずれかに該当する場合は、受託候補者の選定の対象から除外、又は受

託候補者の決定を取り消します。

①提出書類の記載内容に虚偽があったとき

②応募者若しくは応募者の代理人、その他の関係者が選定に関して不当な要求を行った

場合、又は、当該応募において、選定委員会委員及び関係職員に対して、選定されるよ

うに個別に接触した場合

③提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかった場合

④書類提出後に企画提案書の内容を変更した場合（やむを得ない変更であると市長が認

める場合を除く）

⑤その他、申請等に関して不正な行為があったと市長が認めた場合

８．その他

（１）申請の辞退

申請を辞退する場合には、辞退書を提出してください。様式第 7号

（２）申請の費用

申請に関して必要となる費用は申請者の負担とします。

９．契約に関する事項

価 (30 点） 申請件数増につながる提案であり、業務内容に即して

いるか
１０

(2) 実現性

提案内容が具体的かつ実現可能な提案となっているか １０

(3) 独創性

独自のノウハウや知識・経験を活かした創意工夫がな

され、効果が見込める提案となっているか
１０

３ 提案限度額に

関する評価

（15点）

(1) 提案する委託限度額に対する効率化

① 多くの申請件数が望める単価設定となっているか。 １０

② 見積書及び内訳書は妥当かつ適正か ５

４ 運営体制

（20点）

(1) 人的体制の確保

① 職員の配置及び組織の責任体制は適正か ５

② 職員が業務遂行のために必要な知識・経験を有して

いるか
５

(2) 申請者の安定性、信頼性

① 法人(団体)の財務状況は良好か ５

② 個人情報の保護対策は十分か ５

合 計 １００
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（１）契約の締結

受託候補者と宮崎市の間で、委託内容、経費等について再度調整を行った上で協議が整

った場合、単価契約による契約を締結する。

（２）契約保証金

契約締結にあたっては、受託者又は受注者は宮崎市財務規則（平成元年規則第1号）第105

条第1項の規定に基づく契約保証金を納付しなければならない。ただし、同規則第105条第1

項各号に該当するときは免除とする。

（３）その他

①契約代金の支払は、精算払いとする。

②受託候補者の選定後、特別な事情により契約を締結しない場合は、その理由を記載し

た辞退届を提出すること。なお、この場合、次順位者を受託候補者とする。

③契約書の作成に要する費用は受託者の負担とする。

④消費税率の変更があった場合は、変更時点以降の報告分を対象に変更率分の変更契約

を行うものとする。

附則

この要領は、平成31年4月15日から施行し、本業務の契約締結をもって、その効力を失う。

【問い合わせ先】

宮崎市役所 都市整備部 建築指導課 企画管理係

（市役所第 2庁舎 8階）

電話：0985-21-1813 FAX：0985-21-1815

E-mail: 30sidou@city.miyazaki.miyazaki.jp


