別紙１

鴻巣市中央公民館エリア民間活力導入可能性調査業務 実施説明書
１ 業務の目的
老朽化等に課題のある対象エリア施設を再編整備するにあたり、公共機能集積エリアの強み
を生かし、複合化を前提にした施設整備から運営・維持管理を含めた民間提案の可能性等を検
証するための、導入方針の検討及び導入可能性調査を実施し、公民連携手法の導入について総
合的な評価をまとめることを目的とします。
２ 業務の概要
（１）業務名

鴻巣市中央公民館エリア民間活力導入可能性調査業務委託

（２）業務内容

「別紙２：鴻巣市中央公民館エリア民間活力導入可能性調査業務 仕様書」
のとおり

（３）履行期間

契約の日から平成３２年３月１２日（木）

（４）予算計上額

７，５００千円【消費税額及び地方消費税額含む】

（５）事務局

鴻巣市

市長政策室 総合政策課（担当：羽鳥・齋藤）

所在地：〒３６５－８６０１ 鴻巣市中央１番１号
電話番号：０４８－５４１－１３２１（内線２２３６・２２３７）
ファックス：０４８－５４３－５４８０
E-mail：sogoseisaku@city.kounosu.saitama.jp
（６）支払方法

本業務の支払方法に関しては、本市と選定された契約候補者で協議の上、
決定します。

３ 選考スケジュールの概要
（１）公募の開始

：平成３１年４月１５日（月）

（２）参加申込書の受領

：平成３１年４月１５日（月）～平成３１年４月２５日（木）
１２時まで

（３）質問書の受付

：平成３１年４月１５日（月）～平成３１年４月２２日（月）
１２時まで

（４）質問書の回答

：平成３１年４月２４日（水）まで

（５）提案者の選定

：平成３１年４月２６日（金）

（６）提案書の受付

：平成３１年５月２２日（水）午後５時１５分まで

（７）提案者ヒアリング

：平成３１年５月２３日（木）

（８）選定結果通知

：平成３１年６月１０日（月）

（９）契約締結

：平成３１年６月中旬

４ 参加資格
本プロポーザルに参加できる者は、以下のすべての条件を満たすものとし、契約締結までに参
加資格を有さなくなった場合には、その時点で参加資格を失うものとします。
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なお、複数企業による共同参加は認めません。
①

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でない
こと。

②

公表日以後に鴻巣市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加
停止を受けている期間がないこと。

③ 当該業務における競争入札参加資格を有していること。
５ 実施説明書・仕様書等の配布期間、場所及び方法
平成３１年４月１５日（月）から、市のホームページにて一連の提出書類のダウンロードがで
きます。
ＨＰアドレス：
http://www.city.kounosu.saitama.jp/soshiki/sichouseisaku/5/gyomu/koukyousisetumaneji
mennto/1554878868591.html
また、書類の直接配布は上記２（５）の事務局にて、平成３１年４月１５日（月）～平成３１
年４月２４日（水）までの土日を除く、午前８時３０分から午後５時１５分まで行っています。
６ 参加申込書の受領期限並びに提出場所及び方法
「別紙２：鴻巣市中央公民館エリア民間活力導入可能性調査業務 仕様書」記載の業務内容を熟
読の上、このプロポーザルに参加する意思がある場合には、以下の提出書類を、持参又は郵送で
提出してください。
この提出がない場合、このプロポーザルへの参加は認められません。
なお、参加申込書を提出された事業者へは、
「参考資料１：中央公民館エリア再編基本構想報告
書」「参考資料２：中央公民館エリア再編ワークショップ

まとめ提言」をメールで送付します。

（１）受付期間
平成３１年４月１５日（月）～平成３１年４月２５日（木） １２時まで
（郵送の場合は必着）
（２）提出書類
・「別紙４：参加申込書（様式第６号）」 １部
・「別紙５：技術資料（様式第７号）
」

１部

７ 質疑及び回答の受付期間及び方法
このプロポーザルに関して質問がある場合は、
「別紙６：質問書」を提出してください。
なお、口頭による質問及び提出期限までに到着しなかった質問については、いかなる理由でも
回答しません。
（１）受付期間
平成３１年４月１５日（月）～平成３１年４月２２日（月）
（２）提出方法

2

１２時まで

「別紙６：質問書」に必要事項を記入し、電子メールにて添付して「総合政策課」まで送付
ください。
なお、送信後は、必ず送信確認として電話連絡をしてください。
また、メールの件名は以下のとおりとしてください。
【会社名】鴻巣市民間活力導入可能性業務（質問書）
E-mail：sogoseisaku@city.kounosu.saitama.jp
（３）質問書の回答
質問の回答は、平成３１年４月２４日（水）までに、質問事業者へ電子メールにて回答する
と共に、ホームページにて公開します。
８ 提案者の選定
上記６に基づく提出書類及び、既提出の鴻巣市指名競争等入札参加資格申請時に提出された
「営業経歴書」
「決算書類（写）」に基づき、以下の評価項目を評価の上、提案事業者を４者選
定し、平成３１年４月２６日（金）に「提案者の選定結果通知書（様式第７号）
」を、参加申込
みいただいたすべての事業者へ文書及び電子メールにて通知します。
評価項目

評価の視点

指

標

経営規模

経営規模は妥当であるか

資本金、売上高等

業務遂行能力

業務遂行体制は妥当か

企業の技術者数等

履行保証力

履行保証の面で心配はないか

自己資本比率等

技術力

当該業務を遂行するために必要な知 同種又は類似業務の実績等
識及び経験を有しているか

精通度

市の特殊事情を熟知しているか

市における過去の業務実績等

専任制

当該業務に専念できる時間が十分あ 手持ち業務量等
るか

社会貢献（倫理観）

社会貢献度があるか

ＩＳО等の取得状況
育児、介護休暇等の優遇等

提案者として選定された事業者へは、
「提案書の提出依頼書（様式第９号）
」を送付しますの
で、下記９に基づき企画提案書の提出を依頼します。
９ 企画提案書の提出期限並びに提出場所及び方法
企画提案書は、提案者１者につき、それぞれ１つの提案に限ります。
（１）受付期間
平成３１年５月７日（水）～平成３１年５月２２日（水）の土日を除く、午前８時３０分
から午後５時１５分まで （※郵送の場合は、必着）
（２）提出方法
持参又は郵送で上記２（５）事務局まで提出してください。
（３）提出書類及び提出部数
① 「別紙７：誓約書（様式第１０号）」 １部
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② 会社概要を記載したパンフレット等 １部
③ 「別紙８：企画提案書」

１０部（押印正本は 1 部、残りは写しで可）

※ページ数は１０ページ程度としてください。
※別紙以降のページは自由様式とします。
④ 「別紙９：業務工程表」

１０部（押印正本は 1 部、残りは写しで可）

⑤ 「別紙１０：見積書」 １０部（押印正本は 1 部、残りは写しで可）
（４）依頼・注意事項
① 「別紙２：鴻巣市中央公民館エリア民間活力導入可能性調査業務 仕様書」に基づき、ど
のように目的に向け実現させるかについて、提案書をまとめてください。
② 仕様書記載事項を含め、鴻巣市に求める役割・作業提案がある場合は、その旨を記載して
ください。
（※ただし、提案内容は別途契約協議の上、確定します。）
③ 仕様書に記載する内容を実施しない提案も認めます。その場合はその旨を記載してくださ
い。
（※ただし、提案内容は別途契約協議の上、確定します。
）
④

提出書類のサイズは、日本工業規格によるＡ４縦サイズ（※一部Ａ３版による折り込み

ページの挿入は可とします。
）とし、左綴じとしてください。
⑤

提出された書類の内容について、本市より問い合わせを行う場合がありますので、その際

は速やかに回答してください。
⑥

提出期限を過ぎた申込については、遅延が提案事業者の瑕疵によるものでなく、またそれ

を証明でき、かつ本市がその理由を認めた場合のみ、受け付けます。
１０ 提案事業者の選考方法
受託者選定にあたっては、以下のヒアリング審査を実施し、企画提案を公平かつ客観的に評価
し、最も優れた提案を行った者を優先交渉事業者として選定します。
【提案者ヒアリング】
ヒアリング審査は、提案についてのプレゼンテーションを行っていただきます。プレゼン
テーションの時間及び質疑応答の時間を含め、１時間以内を予定しています。詳細は以下の
とおりです。
① ヒアリング審査日時・場所
平成３１年５月２３日（木）に、鴻巣市役所内にて実施します。
詳細の時間・場所等については、上記８に基づく「提案者の選定結果通知書（様式第８
号）
」送付時に、お知らせいたします。
② 審査
審査は、
「別紙３：鴻巣市中央公民館エリア民間活力導入可能性調査業務

審査基準書」

により行います。ヒアリング審査による評価の合計点が上位の者から順に優先交渉の予
定事業者として、順位付けを行います。
③ 選考結果
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選考結果は、平成３１年６月１０日（月）までに「プロポーザル審査結果通知書（様
式第１３号）を、郵送及び電子メールにて通知します。
また、本市のホームページにて優先交渉者の公表をします。
④ その他プレゼンテーションに係る留意事項
・ 提案事業者側の出席者は５名以内とします。
・

プレゼンテーターについては、必ず「別紙５：技術資料（様式第７号）」にて提示し
た、本業務受託後の管理技術者及び配置予定者によるものとします。

・ ヒアリング実施に当たり、本市にてプロジェクター及びスクリーンを用意します。パ
ソコンについては、各自でご用意ください。
機器の確認をしたい場合は、別途上記２（５）事務局にご連絡ください。
・ 機器のセッティング時間も提案時間に含みます。
・ ヒアリング審査は非公開です。ただし、審査資料として、録音等を行う場合がありま
すので、ご了解ください。
１１ 契約の締結について
本市にて最終的に選考された優先交渉事業者においては、契約仕様について協議の上、契約
に必要な書類を揃え、速やかに契約を締結するものとします。
なお、提案書およびヒアリング審査時において提示された企画提案については、契約仕様の
協議対象としますが、提案内容から逸脱する協議は認めません。
１２ 参加事業者の失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とします。
① 「参加資格」の要件を満たさなくなった場合
② 提出書類に虚偽の記載があった場合
③ 見積額が事業費限度額を超えている場合
④ ヒアリング審査に参加しなかった場合
⑤ 選考の公平性を害する行為があった場合
⑥

前各号に定めるもののほか、提案に当たり著しく信義に反する行為等、審査委員会委員長

が失格であると認めた場合
１３ その他留意事項
① このプロポーザルに参加する費用は全て参加する事業者の負担とします。
② 提出書類の提出後の修正又は変更は一切認めません。
また、提出された資料は返却しません。
③

提出書類については原則、外部へ公表はしません。ただし、本市が必要と認める用途につ

いては、全部または一部を無償で使用できるものとします。
また、このプロポーザルに係る情報公開請求があった場合には、鴻巣市情報公開条例に基
づき、提出書類を公開することがあります。
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④ 審査等に対し、異議申し立てはできません。
なお選考に基づき、不採用の通知を受けた者は、市長が通知をした日の翌日から起算して
７日（休日を除く。
）以内に、書面により市長に対して不採用となった理由についての説明を
求めることができます。
（書式自由）
この場合、市長は説明を求められた日の翌日から起算して１４日以内（休日を除く。）に、
書面により回答するものとします。
⑤ 参加申込後に辞退する場合は「別紙１１：辞退届」を提出するものとします。
⑥ 「別紙５：技術資料（様式第７号）
」に記載した本業務に携わる管理技術者等は、病休・死
亡・退職等の特別な場合を除き、変更できないものとします。
⑦ 次のいずれかに該当する場合は、無効とします。
ア 実施説明書等に示した参加に必要な資格を有しない者が行った提案
イ 参加者の記名及び押印を欠く場合
ウ 全ての提案のうち、いずれかに虚偽の記載を行った場合
エ ２通以上の提案を行った場合
オ

選考開始から受託事業者と契約を締結するまでに、本市職員及び公職にある者と不当

な接触を行った場合
⑧

本プロポーザルは、予算議決前の準備行為として実施するものであり、議会において予算

の減額、否決があったときには、本プロポーザルについて実施の効力を失う場合があり得る
ものとします。
⑨

本プロポーザル内容について、元号を改める政令が施行された後は、平成３１年５月１日

以降の年の表記は、新元号の年に読み替えるものとします。
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