
 

西尾市岩瀬文庫書庫・西尾市立図書館おもちゃ館保存活用計画策定支援業務に係る 

公募型プロポ－ザル募集要領 

 

 

１ 趣旨 

「西尾市岩瀬文庫書庫・西尾市立図書館おもちゃ館保存活用計画策定支援業務」について、

高い知識と豊富な経験を有する事業者による技術提案において、最優秀提案者を選定するため、

次のとおりプロポーザルを実施します。この要領は、委託事業者を選定するためのプロポ－ザ

ルに関して必要な事項を定めるものです。 

 

２ 業務概要 

（1）業務名   西尾市岩瀬文庫書庫・西尾市立図書館おもちゃ館保存活用計画策定支援業務 

（2）業務期間    契約締結日から令和４年３月２０日まで 

（3）業務内容    別紙１「仕様書」のとおり 

（4）提案上限額 令和２年度  12,925,000円（消費税及び地方消費税含む。） 

  令和３年度  23,628,000円※（消費税及び地方消費税含む。）  

※予定価格 

（5）留意事項 

本業務は文化庁の「国宝重要文化財等保存活用事業費補助金（建造物保存活用（登録

有形文化財公開活用）」の採択を受け実施しています。本計画は２か年での策定を予定し

ていますが、契約は単年度契約となります。また、令和３年度については「国宝重要文

化財等保存活用事業費補助金」の採択状況等により上限額が変更になる可能性がありま

す。 

 

３ 参加資格（参加者は、次のすべての要件に該当していること。） 

（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 項の規定に該当する者

でないこと。 

（2）本プロポ－ザルの公告の日から契約候補者特定までの間に「西尾市競争入札参加停止措置

要綱」に基づく入札参加停止措置を受けてないこと。 

（3）本プロポ－ザルの公告の日から契約候補者特定までの間に「西尾市が行う調達契約からの

暴力団排除に関する要綱」に基づく入札参加排除措置を受けてないこと。 

（4）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更正手続開始の申し立てがなされていな

い者及び民事再生法（平成 11年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申し立てがなさ

れていない者 

（5）過去 5 年（平成 27～令和元年度）以内に元請けとして、地方公共団体から文化財、文化

振興、観光振興計画等の計画を受託し、全て誠実に履行した実績を有していること。 

（6）愛知県内に契約営業所を有していること。 

（7）別紙１「仕様書」に定める業務について業務遂行能力を有し、適正な実施体制を有する者

及び西尾市の指示に柔軟に対応できる者 



 

４ 提出書類等 

（1） 提出書類 

① 参加申込書（様式１号） 

② 企画提案書（任意様式 10ペ－ジ以内（両面５枚以内）） 

企画提案書に記載する主な提案項目は下記のとおりです。 

ア 業務実施方針 

イ 本市の基本認識 

ウ 現況建築調査について 

エ 計画の策定について 

オ その他独自提案について 

本計画は２か年で策定する予定ですので、提案内容は２か年分の内容について記載し

てください。 

③ 会社概要書（任意様式） 

既存の会社概要パンフレット等でも可。 

④ 業務実施体制調書（任意様式） 

業務を受託した場合の体制、担当予定者の氏名、業務の分担内容等について記載して

ください。１枚に記載しきれない場合は複数枚可。 

⑤ 業務実績調書（任意様式） 

管理技術者及び主たる担当技術者が地方公共団体の発注する同種（文化財保存活用地

域計画等、文化振興に関する計画）・類似（観光基本計画等、地域活性化に関する計画）

の業務を実施した実績（業務名、発注者名、履行期間、履行内容）を記載してください。

１枚に記載しきれない場合は複数枚可。 

⑥ 見積書及び積算内訳（見積書は様式３号 積算内訳は任意様式） 

２か年分の見積を作成してください。年度ごとに内訳が分かるように作成してくださ

い。 

⑦ 業務工程表（任意様式）  

２か年分の工程を作成してください。１枚に記載しきれない場合は複数枚可。 

（2） 提出部数 

上記①～⑦を１つに綴じ、10 部（正本１部、副本９部）を提出してください。なお、

副本については押印の必要はありません。（①及び⑥の副本は押印なし又は正本の複写で

可） 

（3） 提出方法 

持参または郵送（必着）してください。 

（4） 提出期限 

令和２年８月６日（木）午後５時まで 

（5） 提出先 

445-0847 西尾市亀沢町 480番地 

西尾市教育委員会文化財課 担当 鈴木とよ江 

 



５ 質問の受付及び回答 

（1） 質問の受付期限 

令和２年７月２８日（火）午後５時まで 

（2） 質問書の提出方法 

「質問書（様式２号）」に記入のうえ、下記「12 連絡先及び提出先」の担当あて電子

メ－ルで送付してください。件名は「プロポ―ザル質問 ○○○（法人名）」と入力して

ください（来庁、電話等による受付は行いません）。 

（3） 回答 

質問に対する回答は、質問内容と合わせて、質問者名等をふせて本市のホームペ－ジ

（本要領を掲載している画面と同一画面上）にて随時公表します。 

※原則、令和２年７月３１日（金）までに回答します。 

（4） その他 

この募集要領の内容に変更があった場合は令和２年７月３１日（金）までに本市のホ

ームペ－ジ（本要領を掲載している画面と同一画面上）でお知らせします。 

 

６ 選定方法及び審査基準 

（1） 選定方法 

公募型プロポ－ザル方式とします。 

① １次審査（書類審査） 

応募者数が４社を超えた場合は、１次審査を実施し、企画提案書の内容を書類審査し、

上位４社を選考します。なお、応募者が４社以下の場合でも、提出書類に不備等があっ

た場合には失格とします。 

ア 実施日時 

令和２年８月７日（金）までに選考委員にて実施します。 

イ 結果通知 

応募者全員に選考結果を電子メ－ルで通知します。なお、１次選考が実施されなかっ

た場合は、その旨を通知します。 

② ２次審査（プレゼンテーション） 

１次審査入選者に対し実施します。 

ア 審査は西尾市の職員等で組織するプロポーザル委員会において、企画提案書等応

募書類及びプレゼンテーションの内容を総合的に評価します。 

イ 別紙「評価基準」に基づき各委員が採点を行い、評価点数の総合計が最高得点の

応募者を契約候補者として選定します。 

ウ 応募者が１社の場合であっても、選考会議を行うものとし、審査の結果、提案内

容が仕様を満たしていると認められた場合には、その応募者を契約候補者として

選定します。 

エ プレゼンテーションの実施後、西尾市が必要と認めた時は、提案書の内容につい

て説明や資料の提出を求める場合があります。 



（2） プレゼンテーション及び質疑応答について 

① 実施場所及び日時 

令和２年８月２０日（木）午後２時より 西尾市岩瀬文庫地階ホールにて実施します。

時間・場所等の変更がある場合は８月１２日（水）までに電子メ－ルにて通知します。 

② 実施時間 

１社につき３０分程度を予定しており、事業者から２０分間の企画提案内容の説明を

実施していただいたのち、１０分程度の質疑応答を行います。 

③ プレゼンテーションの方法 

新たな資料の提出は不可とし、提出した提案書に基づき説明をしていただきます。ス

クリーン、プロジェクター、レーザーポインタを当市にて準備いたします。 

④ 説明者 

原則として、提案書の推進体制に記載されている主たる担当技術者及び管理技術者が

行ってください。また、会場への入室は３名以内でお願いします。 

⑤ その他 

プレゼンテーションにおける質疑に対する応答の内容については、提出書類と同様に

公式なものとして取り扱います。 

（3） 審査基準 

「評価基準」に基づき審査を行います。 

（4） 審査結果 

電子メ－ルにて通知します。なお、審査経過については公表しません。また、審査結

果について異議申立ては受け付けません。 

 

７ 応募者の失格 

応募者が次の事項に該当すると西尾市が判断した場合は失格とします。ただし、西尾市がや

むを得ない事情があると認めた場合は、この限りではありません。 

（1） 参加資格がないと認められた場合 

（2） 指定する提出期限を超えて提出（到達）した場合 

（3） 談合その他の不正行為が行われたと認められた場合 

（4） 提出書類に虚偽の記載をした場合 

（5） 参加申込書に申請者の記名・押印がない場合 

（6） 提案上限額を超える金額で参考見積書を提出した場合 

（7） その他本要領を遵守しない場合 

 

８ 契約の締結 

（1）選定後、契約候補者は西尾市と委託業務について、契約に必要な事項を協議した後、西尾

市が作成した契約書によって契約を締結します。 

（2）次に掲げる事態が生じたときは、契約候補者の選定において定めた順位の高かった者の順

に協議を行い、契約相手を決定します。 

① 契約候補者が契約の締結を辞退したとき 

② 契約締結時までに上記３の参加資格を欠いていることが判明したとき 



③ 契約締結時までに上記７の応募者の失格の要件に該当していることが判明したとき 

④ 契約に向けて必要な協議が不調に終わったとき 

⑤ その他やむを得ない事情で契約に至らなかった場合 

（3）契約保証金等、契約にあたっては西尾市契約規則に基づくこととします。 

（4）契約にあたっては、改めて見積書の提出を依頼します。契約候補者は提案書に記載してい

る見積金額を基に提出してください。 

 

９ プロポ－ザルの全体日程 

項目 日程 

募集要領の配布 令和２年７月１６日（木）から 

質問の締め切り 

 

令和２年７月２８日（火）午後 5 時まで 

E メ－ルの件名に「プロポ－ザル質問（法人名）」と入力のうえ、

所定の質問表に記入して送付してください。 

質問の回答 いただいた質問の回答に関しては、令和２年７月３１日（金）ま

でに随時ホームペ－ジ上（本要領を掲載している画面と同一画面

上）に掲載します。 

企画提案書等 

応募書類提出期限 

令和２年８月６日（木）午後 5 時までに、文化財課まで持参また

は郵送（必着）してください。 

書類審査 

（第１次審査） 

応募者が 4 社を超えた場合は、令和２年８月７日（金）までに書

類審査により上位 4 社を選定します。 

プレゼンテーション

（２次審査）  

令和２年８月２０日（木） 

上記日程の中で 1 事業者 30 分程度（プレゼン 20分 質疑応答 10

分）のプレゼンテーションを実施します。 

選定結果通知 令和２年８月２５日（火）までに、電子メ－ルにてすべての応募

事業者へ選定結果を通知します。 

 

10 企画提案書等応募書類の取り扱い等について 

（1）提出された企画提案書等応募書類は、一切返却しません。 

（2）選定された事業者の企画提案書等応募書類は、公開の対象とします。選定されなかった事

業者の企画提案書類は、原則、非公開とします。ただし、本市情報公開条例その他の法令

で規定があるときは、当該規定が優先されるものとします。 

（3）この募集に伴い、プロポ－ザル応募に要した事業者の費用負担に対して、西尾市は一切補

償しません。 

 

11 その他 

参加申し込み後に提案を辞退する場合は、辞退理由等を明記した参加辞退届（様式第

２号）を提出して下さい。 

 

12 連絡先及び提出先 

445-8407 西尾市亀沢町 480 番地 

西尾市教育委員会文化財課 担当（鈴木とよ江） 

TEL 0563-56-2459 

Email iwasebunko@city.nishio.lg.jp 

 


