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１．１．１．１．業務業務業務業務名称名称名称名称 

  大分城址公園整備活用検討業務委託 

 

２．２．２．２．業務業務業務業務目的目的目的目的 

  本業務は、「大分城址公園整備・活用基本計画」に基づき、大分文化会館跡地を含む大分城址公園の整備活

用にかかる基本設計を行うものである。 

   

３．委託業務概要３．委託業務概要３．委託業務概要３．委託業務概要 

 （１）対象エリア 

   大分文化会館跡地（5,320 ㎡）を含む大分城址公園（40,115 ㎡）。ただし、内堀（15,000 ㎡）は除く。 

 

 （２）履行期間 

   契約日 ～ 平成３０年１月３１日 

 

（３）業務内容 

大分城址公園に関する下記の①から⑩までの事項を業務とする。ゾーンの名称は基本計画において定めた

エリアを指す。 

※公開活用施設とは園路、広場、便益施設等を指し、受託者の提案も含めるものとする。 

※管理施設とは照明設備、給排水設備等の維持管理施設を指し、受託者の提案も含めるものとする。 

① 各種の検討条件及び設定条件の整理 

② 整備活用交流ゾーンにおける公開活用並びに管理施設の検討及び設定 

公開活用並びに管理施設の個々について、位置、規模及び内容を検討し、その概略構造を設定す

る。ただし、基本計画に位置づけられたガイダンス施設の建築に関することは除く。 

③ 史跡整備検討ゾーンにおいて、短期的な公開活用並びに管理施設の検討及び設定 

平成３１年度に開催されるラグビーワールドカップによって、本市を訪れる観光客の増加が想定

されるため、短期的な公開活用並びに管理施設の個々について、位置、規模及び内容を検討し、

その概略構造を設定する。 

④ トイレ整備に関する位置、規模及び内容の検討と設定 

基本計画における短期整備期間に予定しているトイレ整備について、位置、規模及び内容を検討

し、その概略構造を設定する。 

⑤ 各種の検討及び設定に必要な現地測量 

測量は、１０ｍ間隔で設定した測点にて縦横断測量を行い、平面測量も合わせて行うこと。 

⑥ 図面の作成 

今後行う予定である各種の詳細設計に必要な図面の作成を行う。 

⑦ 整備イメージ図の作成 

図面に基づき、全体（１枚、Ａ３版、１／１０００）、帯曲輪（１枚、Ａ３版）、大手門側入口（１

枚、Ａ３版）、東之丸広場（１枚、Ａ３版）の整備イメージ図を作成する。 

⑧ 概算工事費の算出 

概算工事費の積算を行う。 

 



⑨ 工程計画 

年次区分の工程計画を作成する。 

⑩ 委員会運営 

     「大分城址公園整備活用検討委員会」（仮称）の開催（３回を予定）及び庁内検討委員会の開催（作

業部会等を含む６回を予定）に際して、資料を作成するとともに、出席をしたうえで議事要旨の

作成等を行う。 

【整備活用検討委員会 概要（予定）全３回開催】  

      第１回委員会     ８月上旬予定 

      第２回委員会    １０月中旬予定 

      第３回委員会    １２月下旬予定 

 

【庁内検討委員会 概要（予定）全６回開催】  

      第１回作業部会      ７月下旬予定 

      第１回庁内検討委員会   ７月下旬予定 

      第２回作業部会     １０月上旬予定 

      第２回庁内検討委員会  １０月上旬予定 

      第３回作業部会     １２月中旬予定 

      第３回庁内検討委員会  １２月中旬予定 

 

（４）委託成果品 

   ○３．（３）業務内容をまとめた報告書１式    （電子データ一式、出力紙２部） 

   ○その他、必要と認められるもの 

 

（５）所有権並びに著作権 

   成果品及び委託業務で得た資料の所有権及び著作権については、大分市に帰属するものとします。 

 

（６）その他 

   本要項に定めのない事項については、協議の上、これを定めることとします。 

 

４．業務上の留意事項４．業務上の留意事項４．業務上の留意事項４．業務上の留意事項 

業務の遂行にあたっては、次の事項に留意すること。 

 （１）大分城址公園整備活用検討委員会（仮称）の意向に十分留意すること。 

 （２）文化財保護法など関係法令を順守すること。 

 （３）受託者は、業務上知り得た個人情報等の秘密事項を他人に漏らしてはならない。業務終了後も同様とす

る。 

 （４）受託者は、業務を円滑に遂行するために、随時本市と打合せを行うこととする。 

 （５）業務には、十分な経験と知識を有する者を配置すること。 

 （６）業務完了後、受託者の責めに帰すべき理由による報告書の不良個所が発見された場合は、速やかに本市

が必要と認める訂正、補足その他必要な措置を行うものとし、これに対する費用は受託者の負担とする。 

 （７）平成２９年１１月頃に、帯曲輪、大手門側入口、ウメ園の詳細設計の発注を予定しているため、該当箇

所の業務については一次成果品としてまとめること。一次成果品の引渡時期については、別途協議する

ものとする。 



 （８）以下の共通仕様書、てびきに基づき業務委託を実施しなければならない。 

   ○設計業務等共通仕様書（第１編 共通編）【平成２９年５月 大分市契約監理課工事検査室】 

   ○設計業務等共通仕様書（第１編 共通編を除く）【平成２８年１０月 大分県農林水産部、土木建築部】 

   ○下水道管渠実施設計業務委託一般仕様書 

   ○史跡等整備のてびき【平成１７年６月 文化庁文化財部記念物課 監修】 

 

５５５５．業務委託予算上限額．業務委託予算上限額．業務委託予算上限額．業務委託予算上限額 

 １５，５００千円（税込） 

 

６６６６．応募資格．応募資格．応募資格．応募資格 

 本プロポーザルに参加できる者は、参加申込書の提出日において、次に掲げる条件を全て満たす者であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者 

（２）大分市測量・建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査要綱（平成１７年大分市告示第１７０

０号）の規定により入札参加資格の認定を受けている者であること。 

（３） 公告日から優秀提案者特定の日までの間のいずれの日においても大分市建設工事等に係る指名停止

等の措置に関する要領（平成１２年大分市告示第４７７号）に基づく指名停止期間中でないこと。 

（４）公告日から優秀提案者特定の日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除

に関する措置要綱（平成２４年大分市告示第３７７号）に基づく排除措置期間中でないこと。 

（５）公示日以前３カ月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは

主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。 

（６） 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４条の規定に

よる改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条（会社法の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律第１０７条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）の規定に基づく

整理開始の申立て若しくは通告、破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条の規

定に基づく破産手続開始の申立て、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条の規定に基づく再生

手続開始の申立てがなされている者（会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生

計画の認可の決定が確定したものを除く。）でないこと。 

（７）平成１９年度（平成１９年４月１日）以降、元請けとして公示日までに完了した業務において「同種ま

たは類似業務」の実績を有すること。 

    同種業務とは、文化財保護法に基づいて史跡指定された城跡の整備に関する基本設計又は実施設計を指

す。 

類似業務とは、文化財保護法に基づいて史跡指定された城跡またはその他史跡の整備に関する基本設計

又は実施設計を指す。 

（８）建築士法に基づく「一級建築士」又は「二級建築士」の資格を有する技術者を、当該業務の技術者とし

て配置できること。 

（９）本提案競技に共同企業体（以下、「JV」という。）として参加する場合は、次の全ての要件を満たすこと

とします。 

    ・各構成員が上記（１）～（６）に示す要件を満たすこと。 

・（７）、（８）に関しては、構成員のどちらかが要件を満たすこと。 

※ただし、各構成員は、その他の JV の構成員及び提案者になっていないこと。 



７７７７．参加申込み．参加申込み．参加申込み．参加申込み 

 本提案競技への参加意向者は、下記のとおりお申し込みください。 

 （１）参加申込書（様式－１）の提出期限・提出方法 

    平成２９年６月１２日（月）１７：００までに、持参、郵送（必着）または電子メールで提出してくだ

さい。 

 （２）提出先 

    〒８７０－８５０４ 大分市荷揚町２番３１号 大分市役所本庁舎７階 

    大分市都市計画部まちなみ企画課 企画調整担当班 

    E-mail：matikikaku@city.oita.oita.jp 

    TEL：０９７－５７４－６６２８ 

（３）提出書類 

   「参加申込書」（様式‐１） 

 

８８８８．質疑．質疑．質疑．質疑 

文書（Ａ４判、書式自由）により行うものとし、持参、郵送（必着）、ファックス、電子メールのいずれかの

方法とする。 

なお、文書には貴社の担当窓口の部署、担当者氏名、電話、ファックス番号、電子メールアドレスを併記する

こと。 

（１）質疑の受付期間 

   平成２９年６月２日（金）から平成２９年６月１２日（月）１７：００まで 

（２）提出先 

    〒８７０－８５０４ 大分市荷揚町２番３１号 大分市役所本庁舎７階 

    大分市都市計画部まちなみ企画課 企画調整担当班 

    E-mail： matikikaku@city.oita.oita.jp 

    TEL：０９７－５７４－６６２８ 

FAX：０９７－５３４－６１２０ 

（３）回答 

   平成２９年６月１５日（木）までに、全ての質問に対して、提案競技参加者全員に電子メールで回答し

ます。 

９９９９．提案書．提案書．提案書．提案書等等等等の提出の提出の提出の提出 

（１）提出書類の内容及び留意事項 

記載事項記載事項記載事項記載事項 様式様式様式様式 留意事項留意事項留意事項留意事項 

参加申込書 様式－１ ・提案競技の参加に対する意思確認をする。 

提出提案書 様式－２ ・連絡先には、担当者氏名、電話、ファックス番号、電子メール

アドレスを必ず記載する。 

業務実施体制 様式－３ 本業務は、公園整備と史跡整備における専門的な能力が求められ

る。そのため、組織としての取組み体制を判断する参考として、

下記の項目について記載してください。 

・配置予定の管理技術者、照査技術者及び担当技術者を記載する。 

・担当技術者は、業務分野ごとに代表技術者を１名ずつ記載する。 

・貴社以外の企業に属する者を担当技術者とする場合には、企業

名等も記載する。 



・他のコンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合は、

再委託先、その理由（企業の技術的特徴等）を記載する。ただ

し、業務の主たる部分を再委託してはならない。 

予定管理技術者、予定

担当技術者の同種又

は類似業務実績 

（過去１０年間） 

様式―４ ・予定管理技術者、予定担当技術者が過去１０年間に従事した「同

種又は類似事業」の実績について記載する。 

・記載する事務は、過去に従事し、完了した事務とする。 

・貴社以外が受託した事務実績を記載する場合には、当該業務を

受託した企業名等も記載する。 

・同種業務とは、文化財保護法に基づいて史跡指定された城跡の

整備に関する基本設計又は実施設計を指す。 

・類似業務とは、文化財保護法に基づいて史跡指定された城跡ま

たはその他史跡の整備に関する基本設計又は実施設計を指す。 

業務の実施方針 様式―５ ・本業務の目的及び業務内容の特徴を踏まえ、業務へ取り組むた

めの実施手順、工程計画等に関する基本的な考え方を記載する。 

・記載は簡潔にＡ４，１枚とする。 

参考見積（概算） 様式は任意 ・作業量や業務内容の配分を確認し、業務コストの妥当性を判断

する。 

 

（２）提出提案書等（様式２～５及び参考見積）の提出期限・提出方法 

  平成２９年６月２３日（金）１７：００までに、持参または郵送（必着）で提出してください。 

（３）提出先 

   〒８７０－８５０４ 大分市荷揚町２番３１号 大分市役所本庁舎７階 

   大分市都市計画部まちなみ企画課 企画調整担当班 

   TEL：０９７－５７４－６６２８ 

（４）提出部数 

 ７部 

（５）その他 

 ・特別な理由なく提出期限に遅れた場合は、失格となります。 

 ・提案書の作成にかかる費用は、提案者の負担となります。 

 

１０１０１０１０．事前．事前．事前．事前審査審査審査審査 

（１）選考対象 

 提出された全ての提案書等。 

（２）選考項目 

   応募された提案については、事務局において、応募資格の条件を満たしているかの審査を行います。 

（３）結果通知 

  選考結果は、審査後速やかに全提案者に対して通知します。 

 

１１１１１１１１．本選考．本選考．本選考．本選考 

（１）選考対象 

事前審査によって選考された提案書。 

 



（２）選考方法 

提出された提案書等及びヒアリングの実施により、選考委員会において、評価基準により最高点を得た者 

を優秀提案者として、また、次点までを選考します。なお、具体的な評価項目及び基準と配点は、別添「評 

価基準」による。 

ただし、最高点を得た者が複数となった場合、以下の基準により優秀提案者を決定する。 

１．評価基準の「②実施方針」の合計得点の最高点を得た者を優秀提案者とする。 

２．１の結果においても最高点を得た者が複数となった場合、評価基準の「①配置予定技術者の評価」の

合計得点の最高点を得た者を優秀提案者とする。 

３．２の結果においても最高点を得た者が複数となった場合、評価基準の「③参考見積に関する確認」の

合計得点の最高点を得た者を優秀提案者とする。 

（３）ヒアリングの実施 

○日時 平成２９年６月２９日（木）１３：３０～１７：００（予定） 

○場所 大分市役所議会棟第４委員会室 

○内容 提出された業務の実施方針（様式‐５）を元にプレゼンテーションを約１０分、提出提案書等に

対して質疑応答を約５分、計１５分のヒアリングを行います。 

（４）選考過程の非公開 

   選考委員会は非公開とする。また、選考結果及び選考内容についての質問及び異議申し立ては一切受け付

けない。 

（５）結果通知 

選考結果は、選考会の実施から１０日以内に全提案者に対して文書にて通知します。 

 

１２１２１２１２．契約．契約．契約．契約 

選考結果に基づき、最も優秀と認められる提案者を決定し、平成２９年度競争入札有資格者名簿（平成２９年

６月作成予定）に登載されていることを確認した上で、建設コンサルタント業者業務委託契約手続きを行いま

す。平成２９年度競争入札有資格者名簿に登載が確認できない場合、次点の事業者と業務委託契約手続きを行

います。 

なお、最も優秀と認められる提案者と契約締結に至らない場合についても、次点の事業者と業務委託契約手続

きを行います。 

 

１３１３１３１３．その他．その他．その他．その他 

・提出された提出物等の一切の書類は返却しません。 

・提案書等に関する著作権は、これを提出した提案競技参加者に帰属します。 

・提案書の提出は、１事業者につき１案とします。 

・提出書類に虚偽の記載があった場合は、参加を無効とします。 

・原則として提案書等に記載された内容の変更を認めません。また、提案書等に記載した技術者は、原則とし

て変更できません。ただし、やむを得ない理由により変更を行う場合は、同等以上の技術者であることとし、

併せて発注者の了解を得なければなりません。 

・参加業者が１者であっても本プロポーザルを実施し、審査の結果、業務を適切に実施できると判断された場

合には当該参加者を契約の相手方として選定する。 

・本提案競技は、事業者の選定を目的としたもので、契約締結後の業務において、必ずしも本競技の提案に沿

って実施するものではない。 

 



１４１４１４１４．連絡先（事務局）．連絡先（事務局）．連絡先（事務局）．連絡先（事務局） 

 大分市 都市計画部 まちなみ企画課 

企画調整担当班  担当：梶原、岩崎 

TEL：０９７－５７４－６６２８ 

FAX：０９７－５３４－６１２０ 

E-mail：matikikaku@city.oita.oita.jp 


