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石岡市文化財保存活用地域計画作成支援業務委託にかかる業者選定公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣  旨 

この要領は，「石岡市文化財保存活用地域計画（以下「地域計画」という。）」の策定にあたり，

公募型プロポーザル方式により，技術的に最適な業者を選定するため，必要な事項を定めるも

のとする。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

石岡市文化財保存活用地域計画作成支援業務委託 

（２）業務内容 

   別紙，石岡市文化財保存活用地域計画作成支援業務委託仕様書のとおり 

（３）業務履行期間 

業務委託契約を締結した日から令和６年３月 19日まで 

※地域計画の作成作業は，令和５年度末まで行うものである。 

 ・令和３・４年度は，地域計画案の作成支援を行うものとする。 

 ・令和５年度は，作成した地域計画案を令和５年９月に文化庁へ認定申請する支援を行

うものとする。 

 

（４）見積上限額 

13,651,000円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

（内訳）令和３年度 5,500,000円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

令和４年度 4,785,000円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

令和５年度 3,366,000円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

   ※この金額は，契約時の予定額を示すものではなく，事業規模を示すためのものである。 

 

３ 参加資格 

  本プロポーザルに参加することができる事業者は，次の要件を全て満たす者とする。 

（１）本プロポーザル特定業者として決定後，契約日までに石岡市物品納入・役務の提供等入札

参加資格を有すること。 

（２）石岡市建設工事等請負業者指名停止等措置要綱（平成 17 年石岡市訓令第 15 号）に基づく

指名停止等の措置を受けていないこと。 

（３）石岡市暴力団排除条例（平成 23 年条例第 17 号）第２条に規定する暴力団及び暴力団員又

は暴力団員等に該当する者でないこと。 

（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項の規定に該当しない者で

あること。 

（５）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく会社更生手続開始の申立て，または民事再

生法（平成 11年法律 225号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者ではないこと。 
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（６）「文化財保存活用地域計画」又は「歴史文化基本構想」，平成 27年に業務内容が改正された

文化財に関する個別の「保存活用計画」，文化財に関する個別の「整備基本構想」「整備基本

計画」等の文化財・歴史に関わる計画策定業務について受託実績があること。 

 

４ 選考スケジュール 

日   程 内   容 

令和３年５月 10日（月） 募集開始 

令和３年５月 10日（月）～ ５月 27日（木） 参加意思表明書の受付期間 

令和３年５月 10日（月）～ ５月 21日（金） 質問の受付期間 

令和３年５月 24日（月） 質問の回答 

令和３年５月 28日（金）～ ６月 18日（金） 提案書類の受付期間 

令和３年６月 24日（月） 
 

プレゼンテーション審査通知 
（参加資格審査の結果通知） 

令和３年７月５日（月）ごろ プレゼンテーション審査の実施 

令和３年７月７日（水） 選考結果の通知 

令和３年７月上旬～中旬 契約の締結 

 

５ 実施要領等の配布 

（１）配布期間 

令和３年５月 10日（月）から 令和３年５月 27日（木） 

（２）配布方法 

〇石岡市ホームページ（http://www.city.ishioka.lg.jp/）からダウンロード 

  〇15 関係書類の提出先及び問合せ先での配布（土・日・祝祭日を除く午前８時 30分から午

後５時 15分まで） 

（３）配布書類 

  〇石岡市文化財保存活用地域計画作成支援業務委託にかかる業者選定公募型プロポーザル実 

施要領（本書） 

  〇石岡市文化財保存活用地域計画作成支援業務委託仕様書 

 

６ 参加意思表明書の提出 

本プロポーザルに参加を希望する事業者は，次により「参加意思表明書」（第 1号様式）を提

出すること。 

（１）受付期間 

令和３年５月 10日（月）から５月 27日（木）（土・日・祝祭日を除く）午後５時まで 

（２）提出方法 

〇郵送又は持参の場合 

・郵送の場合は，簡易書留とし，封筒の表に「石岡市文化財保存活用地域計画作成支援業

務委託プロポーザル参加申込書在中」と書き，提出期限内に必着させること。 
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・持参の場合は，受付期間中の午前８時 30分から午後５時 15分までの間に受け付ける（土

日・祝祭日を除く）。 

〇ＦＡＸまたは E-mailの場合 

・ＦＡＸまたは E-mailによる場合は，代表者印を押したもの送信すること。 

※送信後は，事務局に電話連絡をするとともに，提案書等の提出までに原本を持参また

は郵送すること（同時提出可）。 

（３）辞退表明の提出 

参加意思表明後に辞退する場合は，次により参加辞退届を提出すること。 

①提出期限 

   令和３年５月 27日（木）（必着） 

②提出書類 

   参加辞退届（様式は任意。代表者印を押したものを送付すること） 

③提出方法 

〇郵送又は持参の場合 

・郵送の場合は，提出期限までに必着させること。 

・持参の場合は，提出期限日までの午前８時 30分から午後５時 15分まで受け付ける。 

（土・日・祝祭日を除く） 

〇ＦＡＸ又は E-mailの場合 

・ＦＡＸ又は E-mailによる場合は，代表者印を押したものを提出期限までに送信すること。 

※送信後は，事務局に電話連絡をすること。また，受付期間中の午前８時 30分から午後

５時 15分までの間に受け付ける。（土・日・祝祭日を除く） 

④提 出 先 

   15 関係書類提出先及び問合せ先のとおり 

 

７ 質問受付及び回答 

（１）質問受付期間 

令和３年５月 10日（月）から５月 21日（金）午後５時まで 

（２）提出方法 

質問書（様式第 6 号）に質問内容を簡潔にまとめ，ＦＡＸまたは電子メールにより提出す

ること。なお，いずれの場合も確認のため，提出先に電話連絡をすること。 

〇ＦＡＸまたは E-mailによる提出の場合 

※電子メールにより提出する場合は，タイトルを「石岡市文化財保存活用地域計画作成支

援業務委託に関する質問（事業者名）」とすること。 

（３）質問に対する回答日 

回答は，すべての質問を取りまとめた上で，すべての参加者に「参加意思表明書」（様式第

１号）に記載されているメールアドレスへ電子メールにて回答する。 

（４）提 出 先 

   15 関係書類提出先及び問合せ先のとおり  
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８ 企画提案書等の提出 

（１）受付期間 

令和３年５月 28日（金）～６月 18日（金）午後５時まで 

（２）提出書類 

   次の書類について，正本１部 （下記提出書類②～⑦），副本７部 （下記提出書類③～⑦）

を提出すること。 

※副本は，社名等の判断できるものをすべて削除し用意すること。 

≪提出書類一覧≫ 

提出書類名 提出上の注意 

②提案書（様式第２号） ・正本のみに添付 

※要押印（代表社員） 

③企画提案書（任意様式） ・Ａ４判横書き。書式自由。片面印刷で 15 枚以内

（※表紙，目次，裏表紙は含まない）。左綴じ。た

だし，内容上Ａ３判が適当とされるものはＡ３判

の利用可。この場合，Ａ４サイズにして綴じ込む

こと。 

・仕様書に基づき，作成に向けた基本的な考え方，

保存活用の方針等について具体的に記載するこ

と。 

・提案趣旨やアピールポイント等を簡潔に分かり易

く記述すること。 

・その他独自提案がある場合は，添付可とする。 

④会社概要書（様式第３号） ・事業者等の経歴，役員の構成及び氏名，組織体制，

従業員数，事業概要等がわかるもの。 

※同様の記載があればパンフレット等でも可。 

⑤事業実績調書（様式第４号） ・文化財保存活用地域計画又は歴史文化基本構想等

の受注実績を記入する。 

⑥業務実施体制調書（様式第５

号） 

・本業務を担当する管理責任者１名及び担当スタッ

フについて記入すること。なお，他事業所やアド

バイザー等の社外協力体制がある場合は，その内

容も記載すること。 

⑦担当スタッフの経歴等調書 ・管理責任者１名及び担当スタッフについて実務経

験年数，類似業務従事実績を記入すること。※管

理責任者については，他業務（委託業務）との兼

務状況も併せて記入すること。 

⑧見積書（任意様式） ・本業務に必要な経費を算出し，積算内訳を具体的

に記載すること。 

・見積及び内訳の金額は，消費税及び地方消費税を

含む額とすること。 

※会社及び代表者名並びに代表社員を記名押

印すること。 

 

（３）提出方法 

〇持参または郵送 
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・持参の場合は，受付期間中の午前９時から午後５時までに受け付ける（土・日・祝日を

除く）。 

（４）提出期限 

   15 関係書類提出先及び問合せ先のとおり 

 

９ プレゼンテーションの実施 

事前に送付された提案書類に基づき，プレゼンテーションを実施する。緊急事態宣言が茨 

城県でも宣言されるなど新型コロナウイルスの状況によってはＺＯＯＭを利用した開催や日

程の変更なども視野に入れることとし，詳細な事項に関しては，別途通知する。 

（１）開 催 日 

令和３年７月５日（月）ごろを予定。最終的な日時は後日連絡する。 

（２）開催場所 

本市の指定する場所（※詳細については，別途通知する） 

（３）提案内容の説明 

参加者を対象に提案内容に基づくプレゼンテーション及びヒアリングを行う。１者あたり

の時間は 30分程度とする。（プレゼンテーション 20分以内，ヒアリング 10分程度） 

① 出席者はパソコン等の操作員を含めて２名以内（参加者及びその協力者に限る）とし，

事業を実施する際の責任者は必ず出席することとする。 

② 説明用ＰＣ等を使用する場合は，各自で準備することとする。プロジェクター及びスク

リーン等は事務局で用意するが，その他必要な機材は参加者が持参し，機材の操作を行う

こと。 

 

10 審査基準および業者選定方法 

① 企画提案書等の内容については，下表の審査基準により審査する。 

② 業者の選定は，選定委員会において，提出書類およびプレゼンテーションを審査したう

えで総合的に評価し，総合計点により第 1位の者を優先交渉権者と決定する。 

③ 参加者（提出者）が１者のみの場合，審査の結果において評価得点が５割以上であると

きは，その者を優先交渉権者とする。 

④ 最高点の者が複数いる場合は，原則として安価な見積額を提示した者を優先交渉権者と

する。 

⑤ 本業務の目的を達成するための独自提案を可能とする。ただし，提案限度価格内で実行

可能なもので追加予算を必要としないものに限る。 
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【審査基準】 

審査項目 審査の主な視点 配点 

１．提案内容 

 ①理解度・実現性 事業主旨を理解し，実現可能な提案か 15 

 ②情報収集・活用 本業務に関連する類例が反映されているか 15 

 ③提案の訴求性 本事業の目的を達成するに十分な訴求力があるか 15 

 ④企画性 企画力の高い具体的な提案となっているか 15 

２．業務実績 技術力，知識，実績数は豊富か 20 

３．業務体制 スタッフの構成と実績は妥当か 10 

４．見積額 見積金額による評価 10 

合 計  100 

 

11 結果通知，結果公表 

選定結果は，審査終了後に参加者全員に通知するとともに，市ホームページでも掲載する。

なお，公表項目は，次のとおりとする。 

・参加者の名称（第１位優先交渉権者及び第２位優先交渉権者の名称） 

・審査結果 

・得点（第１位優先交渉権者及び第２位優先交渉権者以外は，名称を伏せた上で公表） 

※審査結果等に関する問い合わせ，異議申し立ては受け付けない。 

 

12 業務委託契約 

契約の締結は，第１位の優先交渉権者と本市の間で協議を行い，協議が成立した場合に地方

自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の２第２項に基づき随意契約を締結すること

を原則とする。第１位優先交渉権者と契約に至らなかった場合は第２位優先交渉権者と協議を

行う。 

 

13 その他 

 ① 提案書の作成・提出およびプレゼンテーション等に係る一切の経費は，参加者が負担する

ものとする。 

 ② 提出された書類について，一切返却しないものとする。 

   提案書等の受付期間終了後の変更，差し替え又は再提出は認めない。 

 ③ 提出された書類は，プロポーザル以外で参加者に無断での使用はしない。 

 ④ 提出期限後の書類の差し替えおよび再提出は，認めない。 

 ⑤ 選定経緯及び結果に対する意義申し立ては，一切受け付けない。 

 

14 欠格事項 

次のいずれかに該当した場合，参加資格または選定資格を無効とする。 

  （ア）提出書類等に虚偽の記載をした場合 
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  （イ）選定結果に影響を及ぼすような不誠実な行為を行った場合 

 

15 関係書類の提出先及び問合せ先 

  〒315-0195  茨城県石岡市柿岡 5680番地 1（八郷総合支所内） 

    石岡市教育委員会 文化振興課   担当 小杉山 

ＴＥＬ：0299-43-1111（内線 1451） 

ＦＡＸ：0299-43-1117 

E-mail：bunkashinkou@city.ishioka.lg.jp 

 


