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別府競輪場特別室等改修業務公募型プロポーザル実施要領 

 

本要領は、「別府競輪場特別室等改修業務」にかかる企画提案の募集や最終提案者

の選定等に関し定めるものです。 

本業務の受注者の選定については、別府競輪場の特別なゲストに提供する別府らし

く高い創造性・利便性・快適性並びに心理的なやすらぎ空間を重視する業務であるこ

とから、最適な契約候補者を公募型プロポーザル方式により実施します。 

 

１ 業務の概要 

（１）業務名  別府競輪場特別室等改修業務 

（２）業務の目的   

本競輪事業は、近年の趣味やレジャーの多様化、若年層の公営競技離れ、ゲ

ストの高齢化、少子高齢化に伴う経済構造の変化、急速な景気の悪化などの影

響により車券発売金額の減少が続く状況にあり、競輪事業の財政運営に支障を

きたしかねない状況です。 

そのため、契約候補者の選定にあたっては、価格面のみの選定方法だけでは

なく、デザインセンス及び公営競技の特殊性などを十分に理解された提案を総

合的に評価し、特別室（有料）など主要な投票券購入エリアの施設の改善を行

うことで、よりゲスト満足度を向上させ誘客につながる事業展開を図ることを

目的とします。 

（３）業務内容  

Ａ 特別室フロアの改修 

① 特別室の利用促進と稼働率の向上のための特別室フロア全体の整備 

② 特別室を利用されるゲストのニーズに合わせた観戦環境の整備 

③ 特別室フロアを利用されるゲストへ快適なおもてなしサービスや上

質な接客サービス等を提供するための設備等 

Ｂ 各投票所の改善 

① メインスタンド１階及び３階の既設記載台の撤去及び利便性を向上

させるなど工夫された記載台への更新並びに設置箇所等の補修及び

廃棄等 

② メインスタンド１階及び３階の既設サポートベンチの撤去並びに設

置箇所等の補修及び廃棄等 

（４）業務期間   契約締結の日から平成３１年３月１５日まで 

ただし、経済産業省の確認調査があるため、詳細な施行計画

は別途発注者と協議の上決定するものとします。 

（５）履行場所   別府市亀川東町１番３６号 

（６）提案上限額  金７０，０００，０００円（うち消費税及び地方消費税額を

含む） 
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２ 参加資格  

本公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」という。）に参加することができる

者は、次に掲げる要件を全て満たす者とします。 

（１）別府市契約事務規則第２０条及び第３２条の規定により定められた規程等に

よる別府市の競争入札参加資格を有していること。 

（２）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）に規定する一級建築士の資格を有す

る者且つ本プロポーザルの申込日以前に３箇月以上の直接的かつ恒常的な雇用

関係があるものを本業務において配置予定技術者として選任できること。 

（３）別府市から指名停止を現に受けていないこと。 

（４）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

（一般競走入札に参加させないことができる事由など）に該当しない者である

こと。 

（５）市税を滞納していない者であること。 

（６）別府市に本社、支社または営業所もしくは事務所を有する法人であること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てを

している者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）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。 

（８）経営者等（事業主又は法人の役員、支配人若しくはその支店若しくは営業所

を代表する者をいう。）が、暴力団関係者（暴力団員（暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴

力団員をいう。）、暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）若しく

は暴力団員と交わりを持つ者又は暴力団若しくは暴力団員が経営を支配し若し

くは利用していると認められる企業若しくは団体をいう。）でないこと。 

 

  



3 

 

３ 選定スケジュール 

日 時 事 項 

平成３０年８月 ６日（月） 募集公告 

平成３０年８月 ８日（水） 
現地説明会 

依頼書提出期限 平成３０年８月７日（火） 

平成３０年８月 ７日（火）から 

平成３０年８月 ９日（木）まで 
質問の受付期間 

平成３０年８月１４日（火） 質問の回答 

平成３０年８月１６日（木） 

１５時まで 
参加申込書の提出期限 

平成３０年８月２０日（月）予定 
資格審査結果通知 

電子メールで通知 

平成３０年８月２８日（火） 企画提案書等の提出期限 

平成３０年８月３１日（金）予定 企画提案書の通知（一次審査） 

平成３０年９月 ４日（火） プレゼンテーション・ヒアリング 

平成３０年９月 ４日（火） 二次審査、最優秀提案者の選定 

平成３０年９月１０日（月）予定 審査結果の通知 

平成３０年１０月中旬 予定 委託業務契約締結 
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４ 参加手続等 

（１）担当事務局（書類の提出先及び問い合わせ先） 

〒８７４-００２２ 別府市亀川東町１番３６号 

別府市役所 経済産業部 公営競技事務所 （担当 佐藤） 

電話     ０９７７－６７－５５７８ 

FAX     ０９７７－６７－８３８２ 

E-mail     keirin-te@city.beppu.lg.jp 

 

（２）実施要領、参加申込書等の交付 

①交付期間 

平成３０年８月６日（月）から平成３０年８月１６日（木）までの土曜日、日

曜日及び祝祭日等の休日を除く毎日、午前８時３０分から午後５時００分まで。 

②交付場所 

上記４(1)に同じ。 

その他、別府市公式ホームページ   https//www.city.beppu.oita.jp/ 

においてもダウンロードすることができます。 

③交付する書類 

本実施要領、仕様書、その他様式 

 

（３）現地説明会の開催及び図面等の閲覧 

プロポーザルに係る現地説明会において参加を希望される方は現地説明会依

頼書（様式第７号）を下記のとおり提出してください。また、特別室等の図面等

の閲覧を下記のとおり行います。なお、現地説明会に参加されなくても本プロポ

ーザルには参加できます。 

（現地説明会） 

① 実 施 日 時 平成３０年８月８日（水）１７時～ 

② 会    場 別府競輪場メインスタンド４階特別室 

③ 参 加 方 法 現地説明会依頼書（様式第７号）を平成３０年８月７日

（火）の１７時までに、上記４(1)に示す場所へファク

ス又は電子メールで提出してください。その際必ず電

話等で着信したことを確認してください。 

④ 参 加 人 数  各者４名以内 

（図面等の閲覧） 

① 実 施 期 間 平成３０年８月６日（月）から平成８月１６日（木）ま

での土曜日、日曜日及び祝祭日等の休日を除く毎日、

午前８時３０分から午後５時００分まで。 

② 閲 覧 場 所  上記４(1)に同じ。 
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（４）実施要領等に対する質問の受付及び回答 

①質問方法 

（ア）質問票（様式第５号）により、公営競技事務所事務局に提出するこ

と。ただし、ファクス又は電子メールの場合は、必ず電話等で着信し

たことを確認してください。 

（イ）郵便の場合は、提出期限必着とします。 

（ウ）郵便事故等については提出者のリスク負担とします。 

（エ）電話又は口頭による質問は受け付けません。 

②受付期間 

（ア）平成３０年８月７日（火）～平成３０年８月９日（木）１７時まで 

（イ）質問期限以降の質問は、一切受け付けないものとします。 

③回答方法 

別府市公式ホームページに掲載する。ただし、質問の提出者名は公表せず、

質問者に対し個別に回答はいたしません。 

④回答日 

平成３０年８月１４日（火）予定 

 

（５）参加申込書の提出 

  ①申込方法 

   持参又は郵送。 

  ②申込期限 

   平成３０年８月１６日（木）１５時まで 

  ③提出書類 

   プロポーザルへの参加を希望する業者は本実施要領、仕様書、別府市契約

事務規則等の各規定を理解したうえで、次の書類を提出してください。 

 （ア）参加申込書（様式第１号）               １部 

（イ）会社概要（任意様式。パンフレット等でも可）     １部 

（ウ）暴力団排除に関する誓約書（様式第９号）       １部 

（エ）業務実績（任意様式）                １部 

※室内装飾業務のうち、業務実績に記載した過去５年間

に受注した業務名・契約金額・工期・契約相手方が確認

できるものを添付（写し可） 

④提出場所 

上記４(1)に同じ。 

   ⑤資格審査結果 

  資格審査結果通知書を電子メールにて通知します。この際、企画提案書に係

る「提案者番号」を併せて通知します。 

   平成３０年８月２０日（月）予定 
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５ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる書類を提出してください。 

 提出書類 様式、作成上の注意点 

１ 提案書表紙 

（様式第２－１号）正 

（様式第２－２号）副 

Ａ４判で作成すること。 

※副本には「提案者番号」のみを記入すること。 

２ 企画提案書 

（任意様式） 

日本工業規格Ａ４判サイズとし、様式は特に定め

ない。資料については日本工業規格Ａ３判の横折

込みも認める。使用する文字のサイズは１１ポイ

ント以上とすること。 

※副本には「提案者番号」のみを記入すること。 

３ 業務実施体制 

（様式第３－１号） 

配置予定技術者経歴・

業務実績書 

（様式第３－２号） 

業務主任技術者をはじめ、本業務に予定される担

当技術者を全員記載すること。様式第３－２号は

様式第３－１号に記載した技術者の全員分を作成

すること。 

１）業務主任技術者は別府市公共工事請負契約約

款に規定される現場代理人と同様の職務と権

限を有するものとする。 

２）正本には資格が確認できる書類を添付（写可） 

３）正本には業務実績に記載した内容が確認でき

る書類（契約書の写し等）を添付すること。 

４）副本には様式第３－１号及び第３－２号のみ

とし、添付書類は添付しないこと。 

４ サポート体制 

（任意様式） 

Ａ４判で作成すること。また、正本のみに添付し、

副本には添付しないこと。 

１）作業の主となるオフィスの組織的なサポート

体制を添付すること。（様式は自由） 

２）サポート事業者で本業務に従事予定の担当技

術者については氏名・所属・保有する資格・実

績等を明記すること。 

５ 誓約書 

（様式第４号） 

Ａ４判で作成すること。また、正本のみに添付し、

副本には添付しないこと。 

６ 業務工程表 

（任意様式） 

履行期間中における業務のスケジュールについて

Ａ４判２ページ以内又はＡ３判１ページ以内で作

成すること。Ａ３判の場合は横折込みとすること。 

様式は自由だが各工程を具体的かつ詳細に記載す

ること。 
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７ 見積書 

（様式第８号） 

※希望価格は参考見

積金額に消費税相当

額を加算した額 

※参考見積金額が契

約額ではありません。 

見積書には企画提案書に記載した全ての内容を実

現するための金額を記載すること。（税抜き） 

見積書は様式第８号を採用し、明細書については

自社様式で可とする。以下の点を考慮すること。 

・希望価格は提案上限額を超えないこと。 

・各項目の内訳及び単価、回数等を記載すること。 

・値引き等の記載は行わないこと。 

 

（２）作成方法 

（ア）Ａ４縦長左綴じで、正副本ホッチキス止めとし、正本（１部）と副

本（９部）の合計１０部作成してください。 

（イ）副本の全ての書類において事業者名が特定できるような表示や表

現は行わないでください。（特定できる場合は評価しない場合があ

りますのでご注意ください。） 

（ウ）企画提案書の提案事項の作成順序は別紙３「審査項目と配点」に記

載された項番順としてください。ただし、項番１１の価格得点は不

要とします。 

（エ）「１提出書類」の項番３から６の様式等は、企画提案書の後に項番

順に添付してください。また、見積書は様式第８号提出用封筒の例

に記載したとおり封入封緘し、企画提案書と分けて提出してくださ

い。 

正本：提案書表紙１号、企画提案書、業務実施体制１及び２号（添

付書類有）、サポート体制（添付書類有）、誓約書、業務工程

表 

副本：提案書表紙２号、企画提案書、業務実施体制１及び２号（添

付書類無）、業務工程表 

 

 （３）提案内容 

（ア）コンセプト（テーマ・ストーリー）の実現方法及び組織方針 

（イ）仕様書を具現化させる企画提案 

（ウ）ゲスト及び周辺環境等への安全性・静粛性の確保対策 

（エ）本業務の実施体制及び技術者等の実績並びに有資格者の配置等 

（オ）本業務を執行するために必要な知識・経験 

（カ）業務フロー及び工程等の実務実施の手続き 

（キ）本業務の目的達成のため、仕様書にない業務についての独自提案等 
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（４）企画提案書作成にかかる留意事項 

（ア）企画提案書の内容は、提案者が責任を持って必ず履行できる内容と

してください。 

（イ）仕様書は必要最低限の用件を定めたものであるので、仕様書の内容

を満たす代替提案についても認めるものとします。 

（ウ）仕様書に記載のない事項であっても、提案者の判断により本業務に

必要であると思われる業務がある場合は提案できることとします。

ただし、これにかかる経費は本業務の範囲内とします。 

（エ）記載内容については、明瞭かつ具体的な記載とし、専門知識を有し

ないものに対する配慮をしてください。 

（オ）専門用語、略語は説明を記載してください。 

（カ）ページ番号を記載してください。 

 

（５）提出場所 

上記４(1)に同じ。 

 

（６）提出方法及び期限 

（ア）持参による提出  平成３０年８月２８日（火）１５時まで 

期限厳守。 

（イ）郵送による提出   郵便書留とし、平成３０年８月２８日（火）ま

でに必着 

 

（７）失格となる企画提案書 

企画提案書が次の各号のいずれかに該当する場合は、失格となる場合があ

ります。なお、失格となった場合は、別途通知するとともに指名停止の措置を

行うことがあります。 

（ア）提出期限、提出場所、提出方法に適合しないもの 

（イ）指定する様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないも

の 

（ウ）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

（エ）虚偽の内容が記載されているもの 

（オ）提案内容等が著しく逸脱したもの 
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６ 審査の手続き及び候補者の選定 

（１）審査の実施 

本要領により提出された企画提案書等の提出者（以下「提案者」という。）

が６者を越える場合は、別府競輪場特別室等改修業務プロポーザル審査委員

会（以下「審査委員会」という。）において、企画提案書等による書類審査

（以下「一次審査」という。）を実施し、一次審査の結果、参加資格がある

と認められたもののうち、点数が上位５者に対し、審査委員会において企画

提案書等及びプレゼンテーション・ヒアリング等受け、本要領の９に示した

審査項目により審査（以下「二次審査」という。）を行います。なお、提案

者が５者以下の場合は一次審査を実施しないものとします。 

 

①一次審査（書面審査） 

（ア）提出された企画提案書等について、参加資格の確認及び本要領の９

に示した審査項目により書面審査を実施します。 

（イ）一次審査の結果及び二次審査の案内については下記のとおり書面

により通知します。 

  日  時   平成３０年８月３１日（金）予定 

 

②二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング審査） 

（ア）実 施 日  平成３０年９月４日（火） 

（イ）時間場所  別途メールにて通知 

（ウ）発表時間等 提案書類に基づく説明(２０分以内) 

委員会による質疑(１０分以内)とします。 

（エ）出 席 者  出席人数は５名以内 

（オ）そ の 他  プレゼンテーションは非公表とします。 

プレゼンテーションの際に必要な機器類(パソコン、

プロジェクタ等)は各提案者が持参するものとします。 

（２）契約候補者の選定 

（ア）提出された企画提案書等を審査し、最も優れているもの（評価得点

の最も高い提案者）を契約候補者として選定し、契約締結に向けた

手続きを行います。 

（イ）契約候補者となることができる最低基準点をあらかじめ定めるも

のとし、それ以上の点数を得た提案者の中から契約候補者を選定し

ます。 

（ウ）契約候補者との契約締結ができないと判断した場合は、次順位の者

を新たな契約候補者として手続きを行うものとします。なお、契約

候補者が契約の相手方として決定される前に指名停止又は契約締結

前に排除措置を受けた場合も同様とします。 
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（エ）提案者が１者であっても、本プロポーザルは成立するものとします

が、審査の結果、最低基準点以上の点数を得られなかった場合は契

約候補者として選定いたしません。また、提案者がない場合は、本

プロポーザルの公募を中止するものとします。 

（オ）本要領の２に示した参加資格がないと認められた者には、その旨及

びその理由を書面により通知し、その者が提出した企画提案書等は

審査しないこととします。 

（カ）プレゼン終了後、提出された見積書を開封し、価格審査得点を算出

します。 
（キ）本要領の５の規定により提出された見積書の積算根拠、金額その他

の内容について、審査委員会が不明又は不備な点がある場合におい

て、聴取の必要があると認めるときは、当該見積書を提出した者か

らその事項に関して説明を求めることができるものとします。その

結果、審査委員会が社会通念上、不適当な見積または業務の履行が

不能であると疑うに足りる判断をした場合は、本要領の５（７）に

規定する「著しく逸脱したもの」として参加登録を抹消します。 な

お、聴取に係る事務は別府競輪場特別室等改修業務プロポーザル審

査委員会設置要領第７条に規定する事務局に行わせるものとします。 

 

７ 審査結果 

（１）通知方法 

プレゼンテーション審査を受けた全ての申請者に文書にて通知します。 

（２）通知日 

  平成３０年９月１０日（月）予定 

 

８ 契約に関する事項 

（１）提案内容の調整 

候補者の企画提案書等の記載内容が契約締結時の業務内容の基本となります

が、本業務の目的達成のため、契約候補者との協議により、内容を修正・変更

する場合があります。 

（２）契約の締結 

選定された候補者との協議が整い、事業の仕様書が確定した後、見積書を提

出していただきます。見積金額が予定価格内であれば、別府市契約事務規則

（平成２年別府市規則第４６号）に基づいて契約を締結することとします。 
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９ 審査基準 

（１）提案上限額は、本要領１（６）のとおり 

（２）審査項目と配点は別紙３を参照してください。 

（３）各評価項目の得点は、審査委員の評価点の平均値とします。なお、平均値は

少数点以下第２位を切り捨てした値とします。 

（４）各評価項目の平均値を合計した得点を評価得点とします。 

（５）評価得点が２者以上同点の場合は評価項目の項番２、３、４、９の平均値を

合計した得点の高いものとします。左記の場合においても２者以上同点の場

合は抽選とします。 

（６）審査項目の合計の最低基準点は、各審査項目の合計点の６０％とし、評価得

点が最低基準点未満の場合又は（１）に示す希望価格が提案上限額を上回っ

た場合は、失格とします。 

 

１０ 情報公開について 

（１）提案者の提案書（別府市情報公開条例（平成１５年１２月２６日条例第２４

号）の規定による規定に基づく。ただし非公表とすべき箇所を除きます。）

を第三者に開示することができるものとします。 

 （２）プロポーザルの審査結果については、別府市公式ホームページ等により公表

します。 

 

１１ 失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とします。 

①参加資格要件を満たしていない場合 

②提出書類に虚偽の記載があった場合 

③実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留

意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

④選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

⑤ヒアリングを開催した場合において、正当な理由なく欠席した場合 

⑥希望価格が提案上限額を上回った場合 

 

１２ その他 

（１）書類作成及び提出に係る費用など、必要経費は全て提案者の負担とします。 

（２）参加申込書（参加承諾）の提出後又は企画提案書の提出後、都合により参加

を辞退することになった場合は、速やかに書面（様式第６号）により、本要

領４（１）あてに提出してください。 

（３）提案者は、プロポーザルの実施後、不知又は内容の不明を理由として、異議

を申し立てることはできません。 

（４）企画内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本
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国の法令に基づいて保護される第三者の権利となっている事業手法、工事材

料、施工方法、維持管理及び運営方法等を使用した結果生じた責任は、原則

として成案を行った提案者が負うものとします。これによって市が損失又は

損害を被った場合は、当該提案者は市に対して当該損失及び損害を補償及び

賠償しなければならないものとします。 

（５）企画提案書等の著作権は提案者に帰属するものとします。ただし、本業務に

関する公表その他市が必要と認めるときには、市は企画提案書等の全部又は

一部を無償で使用できるものとします。また、選定された提案者の提案書

は、提案者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるも

のを除き、縦覧等により公開します。 

（６）提出期限以降における企画提案書の差替え及び再提出は認めないものとしま

す。 

（７）全ての提出書類は、返却しないものとします。 

 

１３ その他の留意事項 

詳細は、別府競輪場特別室等改修業務仕様書（別紙１）及び記載台更新仕様書

（別紙２）によるものとします。 

   不明な点は、上記４(1)に問い合わせしてください。 
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別紙３ 

審査項目と配点 

項

番 

評価項目 評価のポイント 指標 配点 

（満点） 

１ コンセプトの的確

性・明確化及び組

織方針 

地域の現況･特有の課題を把握し、本業務

に関する基本的な考え方を理解し、テー

マ・ストーリーを分かりやすく具現化し

ているか。 

論理性・充足度・ 

新規性（独創性） 

※目的・条件・内

容の理解度が高

く、簡潔に記載さ

れているか。 

10 

２ 提案内容の的確性 特別室フロア共通事項の実現方法 独創性・充足度 5 

３ 観戦エリアの実現方法 

・共通事項 

・プラチナ/ゴールド/一般ＶＩＰ 

・サロンルーム 

新規性（独創性）・将

来性・創意工夫・実

用性 

25 

４ 共用エリア 

受付/トイレ/喫煙室/その他 

新規性（独創性）・創

意工夫・実用性 

20 

５ 安全性・静粛性 ・特別室フロアの静粛性は保たれるか。 

・施工や配線工事等に関し安全対策が適切

な対応しているか。 

・ゲストの安全面等の対応方法は適切か。 

・周辺環境等への安全対策が適切か。 

安全性確保の実現 

静粛性の確保 

5 

６ 実施体制 当該業務における体制が整っているか。 

※建設業法等に違反しない適正配置など 

担当者数、担当者の

配置、構成、資格等 

5 

７ 業務執行技術力 

・サポート体制 

当該業務を遂行するために必要な知識・経

験(特にインテリア系などの内装仕上工事等) 

同種・類似業務の実

績等 

5 

８ 実務実施の手続き 業務フロー又は工程表は妥当か。 実施フロー又は工程

表等の的確性 

5 

９ 独自提案（自由提

案）・総合的評価 

上記以外で評価できないその他の要素を含

めた全体的な総合評価として本業務を任せ

られるか。 

総合評価 5 

10                 

   満点   ×                      ＝得点（少数点以下第２位を切り捨て） 

            

※計算の結果、計算後の得点が満点を超える場合の得点は満点とする。 

※希望価格は、様式第８号で提出された参考見積金額に消費税相当額を加算した額。 

※希望価格が提案上限額を上回る提案の場合は失格とする。 

15 

合計点 100 

提案上限額  － Ｘ 

提案上限額  × 0.3 

（ Ｘ ＝ 希望価格 ）  


