新居浜市景観計画策定業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領
１ 目 的
この実施要領は、新居浜市（以下「本市」という。
）が発注する「新居浜市景観計画策
定業務委託」（以下「本業務」という。）の委託業者を、公募型プロポーザル方式（以下
「本プロポーザル」という。
）により選定するために必要な事項を定めるものである。
２ 業務概要
（１）業務名
新居浜市景観計画策定業務委託
（２）業務内容
「新居浜市景観計画策定業務委託仕様書」のとおり
（３）履行期間
契約締結日から平成３２年３月３１日（水）まで
（４）委託料上限額
４，４８３，０００円（消費税及び地方消費税を含む。
）
３ 担当部署
新居浜市建設部都市計画課調査計画係
〒７９２－８５８５ 愛媛県新居浜市一宮町一丁目５番１号
電

話 ０８９７－６５－１２７０ （直通）

ＦＡＸ

０８９７－６５－１２７６

Ｅ-mail tokei@city.niihama.lg.jp
４ 参加資格
本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。
（１）本市の平成３１・３２年度入札参加資格登録業者名簿に記載されていること。
（２）四国内に本店、支店又は営業所を有すること。
（３）新居浜市税、国税及び県税を滞納していないこと。
（４）地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定に該当しないこと。
（５）公募開始の日から契約締結までの間において、新居浜市入札参加資格停止要綱に基
づく指名停止期間中又は指名留保期間中でないこと。
（６）新居浜市暴力団排除条例（平成２３年１２月２８日条例第２９号）第２条の規定に
該当しない者であること。
（７）公募開始の日から契約締結までの間において、会社更生法（平成１４年法律第１５
４号）の規定に基づく更生手続き開始の申し立て又は民事再生法（平成１１年法律第
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２２５号）の規定に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていない者であること。
（８）平成２６年度から現在までに、本業務又は本業務と類似の業務について、国又は地
方公共団体と契約実積を有する者であること。
【類似の業務の例】
・

景観計画策定業務

・ 都市計画マスタープラン策定業務
・

公共交通網形成計画 等

（９）本業務を統括する管理責任者は、
（８）の実務経験を有すること。
５ スケジュール
本プロポーザルの実施スケジュールは次のとおりとする。
項

目

期

間

等

公募開始

平成３１年４月１１日（木）

参加申込書受付期間

平成３１年４月１１日（木）～平成３１年４月１９日（金）

質問受付期間

平成３１年４月１１日（木）～平成３１年４月１５日（月）

質問回答日

平成３１年４月１７日（水）

一次選考結果通知発送

平成３１年４月２５日（木）

企画提案書提出期間

平成３１年５月７日（火）～平成３１年５月２１日（火）

プレゼンテーション

平成３１年５月２７日（月）～平成３１年５月３１日（金）の
間の１日

委託業者の決定

平成３１年６月上旬

委託契約締結

平成３１年６月下旬

６ 参加申込の手続き等
本プロポーザルへの申込みを希望する場合は、次により参加申込書を提出すること。
なお、参加申込書、プロポーザル実施要領等、公募に関する資料・様式類は、本市ホー
ムページからダウンロードすること。
（１）提出書類
ア

公募型プロポーザル参加申込書兼誓約書（様式１）

イ

会社概要書（様式２）

ウ

業務受託実績書（様式３）

エ

業務実施体制及び業務従事者情報（様式４）
契約締結後における業務の実施体制（管理責任者、主任技術者及び担当者の氏名、
経験及び担当する業務）について記載すること。

オ

納税証明書
国・愛媛県・新居浜市税を滞納していない証明書
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（２）提出期間
平成３１年４月１１日（木）から平成３１年４月１９日（金）まで
（３）提出方法
持参（閉庁日を除く８時３０分から１７時１５分までの執務時間内）又は郵送（簡易
書留郵便に限り、提出期限までに必着のこと。）により提出すること。
（４）提出先
新居浜市 建設部 都市計画課 調査計画係
７ 質問及び回答
本プロポーザルに関する質問は、以下のとおり質問書を提出すること。
（１）質問受付期間
平成３１年４月１１日（木）から平成３１年４月１５日（月）まで
（２）提出方法
質問箇所及び内容を分かりやすく記載し、電子メールにより提出すること。なお、
質問書提出後に電話により受信確認を行うこと。
（３）提出先
新居浜市 建設部 都市計画課 調査計画係
（４） 提出書類
質問書（様式５）
（５） 回答方法
質問に対する回答は、平成３１年４月１７日（水）に市のホームページに掲載する。
なお、質問のあった事業者名は公表しない。
８ 辞退届の提出
参加申込書の提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する者は、次の方法により辞退を
提出すること。
なお、この場合、その他の事業に不利益を被ることはないものとする。
（１）提出書類 辞退届（様式６）
（２）提出期限 平成３１年５月２１日（水）１７時１５分まで
（３）提出方法 持参または郵送（簡易書留郵便に限る。）
（４）提出先

新居浜市 建設部 都市計画課 調査計画係

９ 一次審査（書類審査）
（１）参加申込書の審査
一次審査は提出書類について資格審査を行い、一次審査通過者を選定する。ただし、
参加申込者が６者以上ある場合は、選定基準（１）に基づき提出書類を精査し、市が
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設置する審査委員会において、上位５者程度を選定する。
（２）一次選考審査結果の通知
審査結果の通知については、平成３１年４月２５日（木）に全ての申込者へ書面に
て通知する。
１０ 企画提案書等の提出
（１）提出書類
ア

企画提案書（任意様式）

イ 業務工程表（任意様式）
ウ 見積書（様式７）
（２）作成上の留意点
ア

企画提案書は、A４判、用紙縦置き、横書き両面印刷、左綴じで製本すること。

イ

文字の大きさは、原則として１１ポイント以上にする。

ウ

企画提案書は、表紙を除いて５ページ以内とする。

エ

文書を補完するための写真、イラストの使用は任意とする。

オ

企画提案書の印刷の色は、カラー、白黒を問わない。

カ

使用言語は日本語とし、企画提案書の一部に日本語以外の言語を使用する場合は、
同一ページに注釈をつけること。

キ

企画提案書の表紙には、タイトルを「新居浜市景観計画策定業務委託」とし、提
出年月日を記載し、正本には、会社名、会社印、代表者名・代表者印を記名押印す
ること。

（３）提出部数
企画提案書、業務工程表 正本各１部、副本各１０部
見積書 正本１部
（４）提出期間
平成３１年５月７日（火）～平成３１年５月２１日（火）（ただし、土日を除く。
）
時間：８時３０分から１７時１５分
（５）提出方法
持参（閉庁日を除く８時３０分から１７時１５分までの執務時間内）又は郵送（簡易
書留郵便に限り、提出期限までに必着のこと。）により提出すること。
（６）提出先
新居浜市 建設部 都市計画課 調査計画係
１１ 二次審査（プレゼンテーション）
一次審査通過者に選定された者は、提出された企画提案書に基づき、プレゼンテー
ション及びヒアリングを行う。
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（１）日 時
平成３１年５月２７日（月）から平成３１年５月３１日（金）までの間の１日とし、
詳細については、対象者に別途通知する。
（２）所要時間
準備 １０分以内
企画提案プレゼンテーション ３０分以内
企画提案ヒアリング １５分程度
（３）内 容 企画提案書の内容
（４）出席者 ３名以内とする。
なお、企画提案書に記載された管理責任者は必ず出席すること。
（５）その他
ア

プレゼンテーションに必要な機器は持参すること。

イ

プレゼンテーションで使用する資料は、提出された提案書のみとし、提案書にな
い追加提案の資料配布は認めない。

ウ

プレゼンテーションは非公開とする。

１２ 二次審査（委託予定者）の選定
（１）審査手順
ア

本市が設置する審査委員会において、提案内容の評価を選定基準１、
（２）に基づ
き審査する。審査基準の最高得点者から交渉権第１位及び第２位となる委託予定者
を選定する。なお、最高得点者が２提案者以上になった場合、審査委員会の委員長
が決定する。

イ

交渉権第１位に選定された委託予定者とは、契約内容等について協議を行う。な
お、交渉権第１位に選定された委託予定者との協議の結果、合意に至らなかった場
合等は、交渉権第２位に選定された委託予定者と交渉を行いう。

（２）結果通知
審査結果は、全ての提案者に書面で通知するとともに、受託業者決定後、速やかに業
者名、各業者の評価結果を市のホームページで公表する。
１３ 契約の手続き
業務仕様書及び委託予定者の企画提案書等の内容を基本に協議の上、新居浜市契約規
則に基づき契約を締結する。委託予定者の企画提案書等の記載内容を原則として契約時
の仕様とするが、本業務の目的達成のため、必要な範囲において、委託予定者との協議
により、項目を追加、変更及び削除する場合がある。
また、これにより見積額を超えない範囲で、契約内容及び契約額等の調整を行う場合
がある。
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１４ その他留意事項
（１）プロポーザルに要する経費及び提出にかかる費用は、すべて参加者の負担とする。
（２）企画提案書は、１事業者につき１案とする。
（３）提出期限後の企画提案書等の修正、変更は一切認めない。
（４）提出された企画提案書等は返却しない。
（５）企画提案書については、委託予定者の選定のために使用するものとし公表しないが、
情報公開請求があった場合、新居浜市情報公開条例に基づき公開する場合がある。
（６）電子メールなどの通信事故については、本市はいかなる責任も負わない。
（７）次のいずれかに該当する場合は失格とする。
ア

参加資格の要件を満たさなくなった場合

イ

企画提案書等が提出期限までに提出されなかった場合

ウ

提出書類に虚偽の記載があった場合

エ

見積額が委託料上限額を超えている場合

オ

プレゼンテーションに参加しなかった場合

カ

選定の公平性を害する行為があった場合

キ

アからカまでに定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合

選定基準
①事業者の評価（選定基準１）
評価項目
企業評価

評価基準

配点

事業者として過去５年間に（平成２６年度～平成３０年度）
に国、地方公共団体において本業務又は本業務と類似の業務

５

の実績があるか。
業務実施体制

適切な人員配置がおこなわれているか。
業務実施体制表に記載されている配置予定担当者の有資格
状況。

１０

業務実施体制表に記載されている配置予定担当者の本業務
及び類似業務の実務経験の有無及び経験年数。
計

１５

②提案の評価（選定基準２）
区分
企画提

選定項目
業務工程等

選定内容

配点

適切な業務工程と役割分担が具体的に提案さ

案書の

れ、それらが実現可能であるか。

評価

詳細なスケジュールが適切に示されているか。
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１０

提案全般について

仕様書の内容を踏まえ、目的や条件等を理解し
た提案となっているか。

現況の習熟度

本市の現状と課題等を把握し、計画に反映でき
る提案となっているか。

他部門の施策・計

上位計画や他の関連計画との目的及び施策の

画等との整合性

整合性が取られた提案となっているか。

実現性

提案内容は説得力があり、実現性の観点からも
適切であるか。

独創性

専門的見知に基づき、独創的で効果的な手法と
なっているか。

プレゼ 資料作成・説明能

文書表現、図や表、重要事項について分かりや

ンテー 力

すく整理されているか。

ション

コミュニケーション能力が高く、説明は分かり
やすく論理的で説得力があるか。

１０

１０
１０
１０
１５

１０

業務遂行に必要な意欲、熱意を有しているか。
質疑に対し、的確な応答ができているか。
見積書

提案価格

（最も安価な業者の見積金額／当該業者の見
積金額）×１０点（小数点以下第１位で四捨五
入）

１０

※最も安価な業者は満点（１０点）とする。
計

８５

合計（選定基準１＋選定基準２）

１００
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