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会津若松市定住コネクトスペース運営業務委託プロポーザル募集要項

１　業務概要

　⑴　業務の名称

　　　会津若松市定住コネクトスペース運営業務（以下「業務」という。）

　⑵　業務の概要・目的

　本市への定住・二地域居住の推進を目的として、移住やテレワーク等に関する相談や情

報提供、コワーキングスペースの提供等を行う「会津若松市定住コネクトスペース（以下

「施設」という。）」の管理運営を行うとともに、本市に滞在中の人や企業に向けた体験

コンテンツの発掘や地域住民・団体との交流を生み出す仕組みづくりの企画・運営を行う。

　本業務は、会津若松市及び関係機関で組織する「会津若松市定住・二地域居住推進協議

会」（以下「協議会」という。事務局：会津若松市役所地域づくり課）からの業務委託に

より実施する。

　協議会では、これまで本市への定住・二地域居住の推進のため、移住希望者の相談や空

き家バンクの運営、首都圏等でのイベント・相談会、移住体験ツアー等の事業を行ってき

た。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、以前にも増して地方移住の関心が高まっ

ていることや、テレワーク・ワーケーションを実践する人や企業の増加が見込まれること

から、本市においても気軽に相談や体験ができる移住推進の拠点が必要であり、移住後も

地域住民と情報交換・交流ができる場が求められていることから、本施設を移住推進・交

流の拠点として本業務を実施し、本市の定住・二地域居住の促進につなげていく。

　⑶  施設の概要

　会津若松市の中心部にある「旧黒河内胃腸病医院」は、木造２階建ての建物で、本来の

医療機関としての役目を終え、令和２年度までは本市への企業誘致のためのサテライトオ

フィスとして活用してきた。本業務においては、この施設を「定住コネクトスペース」と

して業務目的のために活用する。

名　称 会津若松市定住コネクトスペース（旧黒河内胃腸病医院）

所在地 福島県会津若松市中町１-20

施設構造 木造２階建て　昭和11年建築、平成29年に改修

施設面積 延床面積  189㎡

施設内容 １階：オフィスルーム（２室）、給湯スペース、トイレ

　 ２階：会議室（４室）、トイレ、シャワールーム

※２階の会議室４室については、引き続きサテライトオフィスとして活用（協

議会が運営）するが、空き部屋がある場合は、本業務への活用も可能とする。

主な設備 機械警備、全館WiFi、全室エアコン、複合機１台、モニター１台、オフィス

テーブル４台、イス20脚、キャビネット９台、シュレッダー２台　ほか

　

　⑷　業務の内容 「定住コネクトスペース運営業務委託プロポーザル要求水準書」のとおり

※施設には機械警備が導入されているので警備業務は不要（機械警備に要する

費用も協議会が直接負担する）。
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　⑸　委託期間 契約締結日（令和３年11月１日を予定）から令和４年３月31日まで。

※本事業は令和６年３月 31日までの実施を予定しており、本業務の成果に基

づき、引き続き次年度以降の業務について別途随意契約をすることがある。

　⑹　委託料の上限額 ３，３２６，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む。）

　　　※施設管理経費（家賃、WiFi 通信費、水道光熱費、複合機のレンタル費用、

機械警備料、火災保険料）は協議会が直接、支払うため委託料に含まない。

　　　※コワーキングスペース等運営の利用料収入は受託者に帰属する。

　⑺　収益事業の実施

　事業者が本施設において独自に収益事業を実施する場合は、業務の目的に沿うものとし、

あらかじめ協議会に対し、申請書を提出し、許可を受けること。

　　

２　参加資格要件

本プロポーザルに参加することができる者は、参加意向申出書の提出期限の日から契約締結

までの間、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

　⑴　会津若松市競争入札参加資格及び審査等に関する規程（平成16年会津若松市告示第 90号）

第５条の規定に基づき作成した名簿（以下「資格者名簿」という。）の「業務：一般委託業

務」に登録された者であること。

　⑵　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。

　⑶　会津若松市入札参加停止等措置基準（平成25年３月 22日決裁）に基づく入札参加停止措置

期間中でないこと。

　⑷　プロポーザルに参加する他の者と資本関係（親会社・子会社の関係等）又は人的関係（取

締役等の兼務）がないこと。

　⑸　会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱（平成 19年 12月 14日決裁）に定める

排除措置対象者でないこと。

　⑹　前各号に掲げるもののほか、この募集要項において求める要件を満たしていること。

３　スケジュール

項目 日程

公募開始（公告日） 令和３年８月 26日（木）

現地確認　※希望者のみ 令和３年８月 27日（金）～

令和３年10月7日（木）まで随時

質問書の受付期限 令和３年10月１日（金）正午まで

質問書への回答期限 令和３年10月５日（火）

参加意向申出書の提出期限 令和３年10月８日（金）正午まで

企画提案書の提出期限（郵送：会津若松郵便局留）

　　　　　　　　　　（電子データ：事務局必着）

令和３年10月 15日（金）まで

（電子データ：同日正午まで）

選考委員会（プレゼンテーション・ヒアリング）の

開催

令和３年10月 22日（金）

　午後を予定

選考結果の通知 令和３年10月下旬

契約締結 令和３年11月上旬
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４　募集要項等の入手方法

　募集要項及び各種様式については、会津若松市定住・二地域居住推進協議会及び市のホー

ムページからのダウンロードにより入手すること。なお、窓口又は郵送による配布は行わな

い。

（掲載場所）

協議会ＨＰ http://aizuwakamatsu-iju.jp/

市役所ＨＰ https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/  b  unya/nyusatsujoho/  

５　質問の受付

　　　本募集要項等に関する質問は、次のとおり受け付ける。

　⑴　質問の受付期限

　　　令和３年10月１日（金）正午までに必着。

　⑵　提出先

　　　会津若松市定住・二地域居住推進協議会（会津若松市役所地域づくり課）

　　電話：0242-39-1202　ＦＡＸ：0242-39-1403

　　メールアドレス：shinko＠tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

　⑶　提出方法

　　　質問書（第２号様式）により、電子メール（様式添付）で提出すること。

　送付後、⑵の提出先あてに確認の電話をすること。直接窓口に持参した場合は、受理しな

い。

　⑷　回答

　　　質問書に対する回答は、随時行う。質問者には電子メールにより 10月５日（火）までに回

答することとし、併せてその内容について協議会及び市のホームページに掲載する。回答内

容は、本募集要項の追加変更又は修正として取り扱うものとする。

６　現地確認の実施

　　　現地確認については、希望する事業者に対し下記期間内に随時実施する。

　⑴　現地確認の期間・時間

　　　令和３年８月 27日（金）～令和３年10月７日（木）※土・日曜、祝日を除く。

　　　時間は午前10時～午後５時のうち、30分程度とする。

　⑵　現地確認の申し込み先

　　　会津若松市定住・二地域居住推進協議会（会津若松市役所地域づくり課）

　　（５の⑵に同じ）

　⑶　現地確認の申し込み方法及び実施方法

　電話、電子メールにより希望する日時を申し込み、協議会と日程を調整のうえ、協議会職

員の立ち合いのもとに実施する。１回当たりの時間は 30分程度とする。

７　参加意向申出書の提出等

　　　プロポーザルに希望者は、「参加意向申出書（第３号様式）」を次のとおり提出すること。

　⑴　参加意向申出の受付期限

　　　令和３年      10      月８日（金）正午までに必着  

　⑵　提出先
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　　　会津若松市定住・二地域居住推進協議会（会津若松市役所地域づくり課）

　　　（５の⑵に同じ）

　⑶　提出方法

　参加意向申出書（第３号様式）を上記⑵あて、電子メール（様式添付）で提出すること。

　送付後⑵の提出先あてに確認の電話を行うこと。直接窓口に持参した場合は、受理しない。

　⑷　辞退方法

　　　参加意向申出書を提出後に辞退する場合は、提案書の提出期限の日までに辞退届（第４号

様式）を電子メールにより提出すること。

８　企画提案書の提出等

　企画提案書は、参加意向申出を行って参加資格の確認を受けた者のみ、提出できるものと

し、次により提出すること。

　⑴　提出期限

　　　令和３年      10      月      15      日（金）会津若松郵便局必着  

　⑵　郵送宛先（封筒に記載すること）

　　　会津若松市定住・二地域居住推進協議会（会津若松市役所地域づくり課）

　　　〒  965-8799  　会津若松郵便局留　会津若松市役所地域づくり課行き  

「会津若松市定住コネクトスペース運営業務委託プロポーザル参加書類在中」と記載。　

　⑶　提出方法

　　①郵送による提出

　「簡易書留郵便」又は  「一般書留郵便」で「会津若松郵便局留」  として郵送すること。な

お、郵便局留の保管期間は 10日間であるため、⑴の提出期限までに到着するよう、十分に留

意すること。

　　　※直接、窓口に持参した場合は、受理しない。

　　②電子データの提出

ア 提出先 メールアドレス： shinko＠tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

イ 表題 「会津若松市定住コネクトスペース運営業務委託プロポーザル参加書類」

ウ 提出期限 令和３年      10      月      15      日（金）正午までに必着  

エ 方法 テキストデータ（マイクロソフトワード、エクセル等）をＰＤＦ形式に変換

（※「文書のプロパティ」で「作成者」等の情報が設定されていないことを

確認）し、zip形式（パスワード付き）に圧縮のうえ、ファイル転送サービ

スなどにより送付すること（※事務局によりダウンロードを行うものとす

る。）送付後、⑵の郵送先あてに確認の電話を行うこと。なお、直接窓口に

持参した場合は、受理しない。

オ 留意点 ・データ送信にかかる費用は提案者の負担とする。

・協議会は、データ送信中の破損、遅延などの責任を負わない。

　⑷　提出書類

　　（別紙様式１）表題 　　　※副本には添付不要

　　（別紙様式２）会社概要書 　　　※副本には添付不要

　　（別紙様式３）業務実施方針・実施体制

　　（別紙様式４）類似業務の実績

　　（別紙様式５）業務に対する基本的考え方
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　　（任意様式）　企画提案書

　　（任意様式）　工程計画

　　（任意様式）　見積明細書

　⑸　提出部数　

　　　正本１部、副本７部（ただし、正本には押印し、副本は正本のコピーで可）

　⑹　企画提案書作成上の注意点

　　①　企画提案書は、Ａ４判縦、横書き、文字は 11ポイント以上とすること。また、左綴じで

１冊にまとめること。

　　②　書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量

法（平成４年法律第51号）に定める単位に限る。

　　③　企画提案書の内容に不足がある場合、その項目は０点とする。

　　④　審査を公平に行うため、応募者が特定できるような表現はしないこと。（厳守）

　　　

９　提出資料の取扱い等

　⑴　企画提案に要する一切の費用は、応募者の負担とする。

　⑵　提出された企画提案書について書き換え、引き換え又は撤回することはできない。

　⑶　提出された企画提案書は、返却しない。

　⑷　企画提案書は、審査以外には無断で使用しない。ただし、会津若松市情報公開条例その他

関係法令に基づき、開示する場合がある。　　

10　審査方法

　⑴　審査方法

　本プロポーザル参加者による企画提案を受け、協議会が組織する選考委員会が別紙「会津

若松市定住コネクトスペース運営業務委託プロポーザル企画提案審査基準」に基づき評価を

行い、受託候補者を選定する。

　⑵　選考委員会によるプレゼンテーション・ヒアリングについて

　　①開催予定：令和３年      10      月      22      日（金）※午後を予定  　

　　②場所：会津若松市役所本庁舎南側棟３階会議室（地域づくり課の隣）

　　③出席者：参加者側の出席者は２名までとする。

　　④順序及び集合時間　

　　　参加順及び集合時間については、参加意向申出書を受理した後に電子メールにて連絡する。

　　⑤説明時間：各参加者15分以内。

　　⑥資料配布等

　　　選考委員会では、提出した企画提案書の内容以外の資料の配布や投影は禁止する。

11　結果の通知及び公表

審査において選定された受託候補者名について、提案者全員に電子メールで通知する。また、

契約締結後、選考結果をホームページに公表する。

なお、本プロポーザルの審査結果に関する異議申し立て、質問等には応じない。

12　失格又は無効

本プロポーザル参加者が、次のいずれかの事項に該当した場合は失格又は無効とする。
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　⑴　「１　業務概要　⑹」に定める委託料の上限額を超える金額による提案。

　⑵　「２　参加資格要件」に定める要件を満たさない（満たさなくなった）者による提案。

　⑶　「７　参加意向申出書の提出等」に定める参加意向申出書を提出しなかった者による提案。

　⑷　「８　企画提案書の提出等」に定める提出期限を過ぎて提出された提案。

　⑸　企画提案書その他提出書類が民法（明治 29年法律第 89号）の第 94条（虚偽表示）又は第

95条（錯誤）に該当する提案。

　⑹　誤字、脱字により意思表示が不明瞭である提案。

　⑺　選考委員会の委員に対する働きかけなど、審査の公平性に影響を与える行為があったと認

められた場合。

　⑻　その他本要項に違反すると認められた場合。

13　契約手続等

本プロポーザルは、本業務に適した提案者を選定するものであり、契約締結前に協議会と契

約関係は生じない。

⑴　業務内容に関する協議

　本業務の内容は、協議会が示した要求水準書及び受託候補者が提出した企画提案をもとに

確定するが、業務目的達成のために必要と認められる場合は、協議会と受託候補者の協議に

より、企画提案の内容を変更したうえで業務内容を確定することがある。

　受託候補者との協議が整わなかった場合や受託候補者が契約を辞退した場合は、審査結果

において次点であった者と協議を行う。

⑵　契約手続き

　協議会は、随意契約によりあらためて受託候補者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内

であることを確認したうえで契約を締結する。また、契約締結に当たっては、会津若松市財

務規則に定める契約保証金を協議会に納付しなければならない。ただし、同規則第 105条各

号に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。

⑶　契約金額

　契約金額は、⑴の協議結果に基づき、見積書を徴取し決定する。なお見積金額は委託料の

上限額を超えないものとする。

14　その他留意事項

　⑴　本プロポーザルの参加に要する費用は、全て参加者の負担とする。

　⑵　提出した企画提案書の書き換え、引き換え又は撤回をすることはできない。

　⑶　提案者が１者しかいない場合においても、提案書及びヒアリングにより選定を行う。

　⑷　今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、本要項に定めるプロポーザルの

実施方法を変更する場合がある。
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7 

■旧黒河内医院の概要 

 

【概要】 

・所在地：福島県会津若松市中町１-20 

・広 さ：木造２階建て  １階：118㎡  ２階：71㎡  計 189㎡  

・部屋数：1階：オフィスルーム×２、２階：会議室等×４ 

       給湯スペース、男女別トイレ、シャワールーム 

・駐車場：５台程度駐車可） 

・昭和 11年建築、平成 29年に内装をオフィススペース、会議室に改修。 

・平成 15年度には、市の歴史的景観指定建造物にも指定された趣のある建物。 

 

 

[ 外 観 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[１階オフィススペース① （44.3㎡）]       

 

 

 

 

 

 

 

 

[１階オフィススペース②（37.0㎡）] 

 

 

 

 

 

 

 未使用 

エリア 
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[２階会議室等×４室（各室 9.9㎡）]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未使用 

エリア 

シ
ャ
ワ
ー 

ト
イ
レ 


