
簡易公募型プロポーザル実施要領簡易公募型プロポーザル実施要領簡易公募型プロポーザル実施要領簡易公募型プロポーザル実施要領    

    

１１１１    事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要    

１．名称１．名称１．名称１．名称    

    憩い・交流拠点施設整備基本計画策定業務委託 

 

２．目的２．目的２．目的２．目的    

    平成３０年７月に策定した「大分市西部海岸地区魅力創造拠点施設形成基本構想」では、西部海岸地区

の既存の観光資源と連携し誘客の促進に取り組むとともに、この地区に呼び込んだ観光客に市内中心部お

よび市内各地の観光スポットへ周遊してもらえるように、その情報発信などを行う拠点施設の整備が必要

であると定めている。 

本業務は、西部海岸地区の魅力をさらに高め、観光客の増加などの新たな活力を呼び込むため、田ノ浦

ビーチ周辺における「憩い・交流拠点施設」整備の事業化に向け、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の導入可能性を含

めた最適な事業手法などの検討を行い、基本計画の策定を行うことを目的とする。 

 

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 

     大分市大字神崎 

 （２）履行期間 

     契約締結日から平成３１年３月１５日 

（３）業務内容 

    別紙「憩い・交流拠点施設整備基本計画策定業務委託仕様書」のとおり 

（４）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および著作権については、本市に帰属するものとする。 

（５）その他 

     本要領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する。 

 

４４４４．業務上の留意事項．業務上の留意事項．業務上の留意事項．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）上位計画等（「大分市総合計画」、「大分市都市計画マスタープラン」、「大分市観光戦略プラン」、「大

分市西部海岸地区魅力創造拠点施設形成基本構想」等）と整合性を図ること。 

（２）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。 

（３）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。 

（４）業務には、十分な経験と知識を有する者を配置すること。 

（５）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。 

 



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    

   １３，０００千円（税込） 

 

２２２２    プロポーザルに係る事項プロポーザルに係る事項プロポーザルに係る事項プロポーザルに係る事項    

１１１１．．．．参加資格要件参加資格要件参加資格要件参加資格要件    

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）過去５年間において、地方公共団体等で本事業に類似する業務もしくは同等程度の履行実績があ

る者、または地方公共団体等で本事業に類似する業務もしくは同等程度の履行実績がある技術者

が所属し、その技術者が本業務に従事できる者であること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（３）公告日から契約締結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）公告日から契約締結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）公告日以前３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条第１項若

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正

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）管理・照査技術者としてそれぞれ、次のいずれかの資格を持つ者を配置できること。 

①管理技術者 

・技術士（総合技術監理部門：建設‐都市及び地方計画） 

・技術士 (建設部門:都市及び地方計画) 

・ＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画） 

・過去５年間において、管理技術者または同等の立場で、地方公共団体等で本事業に類似する業

務もしくは同等程度の履行実績があること 

②照査技術者 

・技術士（総合技術監理部門：建設） 

・技術士 (建設部門) 

・ＲＣＣＭ 

・過去５年間において、照査技術者または同等の立場で、地方公共団体等で本事業に類似する業

務もしくは同等程度の履行実績があること 



２．２．２．２．    書類の配布について書類の配布について書類の配布について書類の配布について    

プロポーザル実施要領、仕様書及び提出書類等各種様式については、平成３０年９月２８日（金）から

大分市ホームページからダウンロードにより入手可能。 

大分市ホームページＵＲＬ https://www.city.oita.oita.jp/ 

 

３３３３．事業者選定までの予定スケジュール．事業者選定までの予定スケジュール．事業者選定までの予定スケジュール．事業者選定までの予定スケジュール    

 項  目 期  間  等 

1 公募開始 平成３０年  ９月２８日（金） 

2 質問書の提出期限  平成３０年  １０月 ４日（木）１７時１５分まで 

3 質問書に対する回答 平成３０年 １０月 ９日（火） 

4 参加申込書提出期限  平成３０年 １０月１２日（金）１７時１５分まで 

5 参加資格確認結果の通知 平成３０年 １０月１６日（火）   

6 提案書の提出期限 平成３０年 １０月２５日（木）１７時１５分まで 

7 プレゼンテーション・ヒアリング実施 平成３０年 １１月 １日（木）予定 

8 選定結果の通知・公表 平成３０年 １１月 ６日（火）予定 

9 契約内容の調整 平成３０年 １１月 ６日（火） 

 

４４４４．質問及び回答．質問及び回答．質問及び回答．質問及び回答    

（１）質問 

①質問期限：公告日から平成３０年１０月４日（木）１７時１５分まで 

②質問方法：質問書（様式第１号）により、電子メールにて受け付ける。 

      電子メール：tokei4@city.oita.oita.jp 

※送信時、件名に「憩い・交流拠点施設整備基本計画策定業務委託質問」を付けること。 

         ※質問は参加申込書、提案書等の記載方法及び仕様書の内容に関するものに限る 

（２）回答 

①回 答 日：平成３０年１０月９日（火） 

②回答方法：質問内容と合わせ、質問者名等を伏せて、市のホームページ上で回答する。 

 

５５５５．参加申込書提出．参加申込書提出．参加申込書提出．参加申込書提出    

（１）提出書類 

① 参加申込書（様式第/２号） 

② 会社の概要が分かる書類（任意様式、パンフレット可） 

③ 本業務と類似する業務または、同等程度の履行実績が分かる書類（事業実績表及び契約書〈履行期

間、契約金額、契約者の押印等が確認できるページ〉の写し等〈JACIC（一般財団法人 日本建設情

報総合センター）の提供するテクリスにおける実績を証する書類でも可〉） 

（２）提出期限 



平成３０年１０月１２日（金） １７時１５分まで（必着） 

（３）提出方法 

持参、郵送（書留郵便に限る）による。 

（４）提出部数 各１部 

（５）提出場所 

 〒８７０－８５０４ 大分市荷揚町２番３１号 大分市役所７階  

大分市 都市計画部 都市計画課 計画調整担当班 

  TEL：０９７-５３７-５９６７（直通） 

（６）参加資格確認結果の通知 

  参加申込書の参加資格を確認し、参加資格の有無に関わらず、結果を全提出者に書面により通知する。 

併せて、提案者の資格を満たす者に対して、提案書等の提出を依頼する。 

 

６６６６．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 

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    

提出提案書 提案様式第１号 ・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。 

企業概要等に関する

提案書 

提案様式第２号  

業務実施体制 提案様式第３号 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、照査技術者および担当技術者を記

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。 

・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

または、学識経験者等の技術力を受けて業務を実施する場

合は、再委託先または協力先、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

定照査技術者、予定

担当技術者の同種 

または類似事業実績 

（過去５年間） 

提案様式第４号 ・予定管理技術者、予定照査技術者、予定担当技術者が過去

５年間に従事した「同種または類似事業」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。 

・同種または類似事業実績が証明できるものの提出 

 

業務工程計画 提案様式第５号  

業務の実施方針 提案様式第６号 ・本業務の目的および業務内容を踏まえ、業務へ取り組むた

めの実施方針（貴社の基本的な考え方）を記載する。 

・記載は簡潔にＡ３，１枚程度とする。 



参考見積（概算） 様式は任意 ・概算見積もりは、業務内容の配分を確認する意味のもので、

見積額のみにより選定することはない。 

（２）提出期限 

     平成３０年１０月２５日（木） １７時１５分まで（必着） 

  （３）提出方法 

持参又は郵送（書留郵便に限る）による。 

  （４）提出先 

     〒８７０－８５０４ 大分市荷揚町２番３１号 大分市役所７階 

大分市 都市計画部 都市計画課 計画調整担当班 

    TEL：０９７-５３７-５９６７（直通） 

（５）提出部数 

  正本１部 副本９部（正本１部以外はコピー可とする。） 

  ※確認しやすい場合は、カラーで作成すること。 

（６）その他 

① 提出書類は、Ａ４判縦の左綴じ２穴ファイル綴で横書きとする。 

資料の作成上、Ａ３判を利用した方が確認しやすい場合は、Ａ３判の利用は可。 

② 提出された書類は理由のいかんを問わず返却しない。 

③ 提案書提出後において、記載された内容の追加及び変更は認めない。 

④ 特別な理由なく提出期限に遅れた場合は、失格となる。 

⑤ 提案書の作成にかかる費用は、提案者の負担となる。 

 

７７７７．プレゼンテーション．プレゼンテーション．プレゼンテーション．プレゼンテーション    

（１）実施日 平成３０年１１月１日（木） 

※場所、時間の詳細は、参加資格確認結果の通知時に連絡する。 

（２）出席者 ３名以内とする。 

（３）実施時間 ３０分以内とする。 

     （提案書説明２０分、質疑応答１０分程度） 

（４）設営 プロジェクター・パソコンを使用する場合は、事前連絡の上、提案者が準備すること。 

（５）その他 順番は提案書の受付け順とする。 

 

８８８８．．．．選定方法及び選定方法及び選定方法及び選定方法及び評価評価評価評価基準基準基準基準    

選定するにあたり、参加申込者のうち参加資格を有する者に対し、提案書の提出を依頼するとともに、

プレゼンテーション・ヒアリングを実施し、選定委員会において、評価基準により最高点を得た者を受

託候補者として、また、次点までを選考する。 

（１）最高点を得た者が複数となった場合。 

① 評価基準の「特定テーマ」の合計得点の最高点を得た者を受託候補者とする。 

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「実施方針」の合計得点の最

高点を得た者を受託候補者とする。 

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「配置予定技術者の評価」の



合計得点の最高点を得た者を受託候補者とする。 

（２）評価基準及び配点 

別途「評価基準」による 

（３）選定過程の非公開 

選定委員会は非公開とする。また、選定結果及び選定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。 

（４）参加者の欠格事由 

参加者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

① 提出書類に虚偽の記載があった場合 

② 本実施要領に違反があった場合 

③ 公正に欠いた行為があったとして選定委員会が認めた場合 

④ 提出書類に不備、錯誤があり、選定委員会が再提出を指示したにもかかわらず、期限内に提出

されなかった場合 

⑤ 正当な理由なくプレゼンテーション・ヒアリングに応じなかった場合 

⑥ 公告の日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合 

⑦ その他、選定委員会が不適当と認めた場合 

（５）選定結果の通知・公表 

選定結果は、全提案者へ書面により通知する。 

併せて、市のホームページにおいて、受託候補者名を公表する。 

 

９９９９．．．．契約内容の調整契約内容の調整契約内容の調整契約内容の調整    

受託候補者と本市との協議により、業務内容等について調整を行い、仕様を確定させる。 

なお、協議が整わなかった場合は、次点者と協議を行うものとする。 

 

１０１０１０１０．契約の締結．契約の締結．契約の締結．契約の締結    

委託業務に係る仕様を確定させた上で、受託候補者と契約を締結する。 

受託者は契約金額の１００分の１０の額の契約保証金を契約と同時に納付しなければならない。 

ただし、大分市契約事務規則第７条の規定により免除することがある。 

 

１１１１１１１１．業務の一括再委託．業務の一括再委託．業務の一括再委託．業務の一括再委託    

業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、本市と協議の上、業務の一部を委

託することができるものとする。 

 

１１１１２２２２．個人情報保護．個人情報保護．個人情報保護．個人情報保護    

大分市個人情報保護条例に基づき、本業務に係る個人情報を適切に扱うこと。 

また、本業務により取得した個人情報は、業務終了後直ちに本市に引き渡すものとする。 

 

 



１１１１３３３３．守秘義務．守秘義務．守秘義務．守秘義務    

本業務を行うにあたり、業務上知りえた情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することは

できない。また、本業務終了後も同様とする。 

    

１１１１４４４４．その他．その他．その他．その他    

① 本プロポーザルに係る費用は、すべて参加者の負担とする。 

② 参加者が 1 社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、当該参加者を受託候補者として選定する。 

③ 提出された書類等は、大分市情報公開条例に基づき、公開することがある。 

 

１１１１５５５５．問い合わせ先．問い合わせ先．問い合わせ先．問い合わせ先 

〒８７０－８５０４ 大分市荷揚町２番３１号 大分市役所７階 

大分市 都市計画部 都市計画課 計画調整担当班 

担当者：宿理 板井 中野    

TEL：０９７-５３７-５９６７（直通） FAX：０９７-５３６-７７１９  

メール：tokei4@city.oita.oita.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



業務対象業務対象業務対象業務対象エリアエリアエリアエリア    
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業務対象範囲 
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