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西尾市立図書館分館業務委託西尾市立図書館分館業務委託西尾市立図書館分館業務委託西尾市立図書館分館業務委託プロポーザル実施要領プロポーザル実施要領プロポーザル実施要領プロポーザル実施要領    

    

１１１１    目的目的目的目的    

西尾市立図書館の分館（「吉良図書館及び幡豆図書館」をいう。）の業務を委託するにあ

たり、「西尾市立図書館分館業務委託仕様書」に基づく業務について、複数の業者から提案

を受け、利用者サービスの向上及び安全、確実かつ効率的な図書館運営の履行可能な業者を

選定します。 

２２２２    事業事業事業事業の概要の概要の概要の概要    

((((１１１１))))事事事事業業業業名名名名    

西尾市立図書館分館業務委託 

((((２２２２))))契約形態契約形態契約形態契約形態    

委託契約 

((((３３３３))))委託対象施設委託対象施設委託対象施設委託対象施設    

西尾市立吉良図書館、西尾市立幡豆図書館 

((((４４４４))))事業事業事業事業場所場所場所場所及び事業期間及び事業期間及び事業期間及び事業期間    

ア 吉良図書館   

場所：西尾市吉良町荻原大道通１４番地１ 

期間：令和４年８月１日～令和７年７月３１日 

イ 幡豆図書館   

場所：西尾市寺部町林添８９番地１ 

期間：令和４年８月１日～令和７年７月３１日 

((((５５５５))))契約期間契約期間契約期間契約期間    

契約締結日～令和７年７月３１日 

ただし、令和４年７月３１日までを引継ぎ期間とし、引継ぎに係る費用は、受託事業者

の負担とする。 

((((６６６６))))提案上限提案上限提案上限提案上限額額額額    

１３３，０６５，０００円（消費税別） 

((((７７７７))))その他その他その他その他    

受託者が委託者の指示に従わないとき、又は委託業者への委託業務を継続することが適

当でないと認めるときは、委託者は、その契約を取り消し、または期間を定めて業務の停

止を命ずる場合がある。 

３３３３    審査基準及び審査方法審査基準及び審査方法審査基準及び審査方法審査基準及び審査方法    

西尾市が選任する者をもって審査委員会を構成し、提出された企画提案書、プレゼンテ

ーションの内容を総合的に評価、採点し、その審査結果を基に委託先候補を決定する。な

お、応募多数の場合は事務局員による第一次審査を行う場合がある。 

また、審査内容、審査結果に対する異議の申し立ては、一切受け付けないものとする。 

４４４４    プロポーザルプロポーザルプロポーザルプロポーザルの実施方法の実施方法の実施方法の実施方法    
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((((１１１１))))業務業務業務業務内容内容内容内容    

「西尾市立図書館分館業務委託仕様書」による。 

((((２２２２))))選定スケジュール選定スケジュール選定スケジュール選定スケジュール    

項番 手続 日程 

１ 参加資格申請書提出期間 令和４年５月６日(金)午後４時まで     

２ 質問受付期限 令和４年５月１２日(木)午後４時まで 

３ 質問回答 令和４年５月１７日(火)  

４ 辞退届受付期限 令和４年５月１８日(水)午後４時まで 

５ 企画提案書等提出期限 令和４年５月３１日(火)正午まで 

６ プレゼンテーション 令和４年６月８日(水)午後 

７ 審査結果通知 令和４年６月１０日(金)付 送付予定 

※書面審査に変更する場合があります。 
※書面審査を想定し、補足事項が無いよう企画提案書を作成すること。 

((((３３３３))))参加資格要件参加資格要件参加資格要件参加資格要件            

プロポーザルに参加できる者は、本委託業務を効果的かつ効率的に実施できる法人であ

り、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。 

ア 愛知県内に主たる営業所（本店又は支店等）を置く者である。 

イ 西尾市入札参加資格者名簿（物品等）に搭載され、以下の営業種目分類のいずれにも該

当する者（参加資格申請書提出日までに搭載され、該当する者）であること。 
大分類「03.役務の提供等」中分類「16.その他業務委託等」に登録されていること。 

ウ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4の規定に該当しない者であ

る。 

エ 西尾市の入札参加指名停止等の措置を受けていない者である。 

オ 本店及び西尾市に所在する営業所等が税を滞納していない者である。 

カ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき、更生手続き開始の申し立てがなさ

れている者でない、又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき、再生手続

き開始の申し立てがなされている者でない。  

キ 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よる排除措置を受けていな

いこと。 

ク 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人でない。 

ケ 過去５年以内に公共図書館業務委託請負実績がある者 

コ プライバシーマークを取得している者 

((((４４４４))))提出書類提出書類提出書類提出書類    

ア  提出書類一覧 

項番 書類名称 

提出形態 

及び部数 

備考 

１ 参加資格申請書（様式第１号） １部 令和4年5月6日(金)午後4時 

  

※辞退届（任意） ２ 会社概要書（様式１） １部 
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３ 実績書（様式２） １部 

令和4年5月18日(金)午後4時 

４ プライバシーマーク登録証（任意） １部 

５ 企画提案書(様式第５号) 

原本１部 

写し10部 

令和4年5月31日(火)正午 ６ 見積書（様式３） １部 

７ 見積内訳明細書（様式４） １部 

イ 書類の提供、提示 

参加資格申請書等（様式第１号・様式１・様式２）以外の所定様式等については、参

加資格申請書提出後に、届け出のあったメールアドレスに電子メールで提供する。なお、

実施要領等関係書類については、本プロポーザル終了後、提案者の責任において破棄す

ること。 

ウ 参加表明（項番１～４）について 

①項番１～４ 本プロポーザルへの参加については、「参加資格申請書」の提出をもっ

て参加表明があったものとみなす。同一様式が複数枚となる場合は、表裏印刷するこ

と。 

②提出期限 令和４年５月６日(金)午後４時 持参  

③提出場所 西尾市立図書館 愛知県西尾市亀沢町４７４番地  

④参加辞退 参加資格申請書提出後に辞退する場合は、参加辞退届（任意様式）を令和

４年５月１８日(水)午後４時までにFAXまたは電子メールで提出すること。 

エ 提案（項番５～７）について 

①項番５ 企画提案書は原本を１部 写しを１０部提出すること。 

②項番６、７は封筒に封入して別添提出すること。封筒表面には、「西尾市立図書館分

館業務委託 見積書在中」と提案者名を記載し、裏面の封筒の継ぎ目は、代表者印を

用いて封印すること。 

③提出期限 令和４年５月３１日(火)正午まで 持参または郵送（必着） 

※郵送の場合は、書留郵便又は配達証明に限る。 

 提出期間経過後の提出書類は受付しない。 

④提出場所 西尾市立図書館 愛知県西尾市亀沢町４７４番地 

((((５５５５))))説明会の開催について説明会の開催について説明会の開催について説明会の開催について    

事前説明会についは開催しない。質問等ある場合は、質問受付期間内に質問書を提出。 

((((６６６６))))質問質問質問質問受付受付受付受付    

ア 受付方法 

質問書（任意）に記入の上、FAXまたは電子メールで提出すること。（送信確認の電話

をすること。） 

イ 受付期間 令和４年５月１２日（木）午後４時 

ウ 回答方法  

令和４年５月１７日(火)までに、参加資格申請書の提出のあった事業者の内、参加資

格要件を満たす事業者すべてに、電子メールにて送付する。ただし、質問及び回答が優
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先交渉権者選定の公平性を保てないと判断した場合には、その旨電子メールで連絡し、

回答を差し控える場合がある。なお、回答については、提示した書類の解釈、追加、修

正として取り扱う。 

((((７７７７))))企画企画企画企画提案書提案書提案書提案書のののの作成作成作成作成方法方法方法方法    

企画提案書の作成にあたっては、「西尾市立図書館分館業務委託仕様書」の内容に基づ

き、下記の要領に基づいて作成すること。 

ア 記載順序は、次のとおりとする。 

①業務運営の基本方針について 

②業務運営体制と人員配置について 

③業務従事者の資格及び雇用計画について 

④業務従事者の教育・研修計画について 

⑤接遇及び利用者からの要望への対応 

⑥利用者サービス向上及び利用促進事業に関する提案について 

⑦法令等の遵守及び利用者情報の取扱い 

⑧危機管理について 

イ 任意様式とし、すべてＡ４縦判両面印刷で２０頁以内（表紙・目次を除く）、長辺２

穴にし、提出すること。Ａ３判の使用も可能とするが、２ページとしてカウントする。 

ウ １１ポイント以上の文字を使用し、表紙、目次を除き、本文には頁を付し、見やすい

構成とすること。 

エ  専門知識が無くても理解しやすいよう平易な言葉で、わかりやすく記述すること。 

オ 提出された書類の内容の変更及び書類の追加はできない。ただし、選考審査委員会が

認めた場合はこの限りではない。 

カ 提出書類は理由を問わず返却しない。 

５５５５    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    

((((１１１１))))日日日日    時時時時    

令和４年６月８日（水） 午後 

開始１５分前に、西尾市立図書館３階 第２研修室または視聴覚室で待機 

※時間はメールにて通知する。 

((((２２２２))))場場場場    所所所所    

西尾市立図書館 会議室（３階） 

((((３３３３))))時間配分時間配分時間配分時間配分    

プレゼンテーション２０分、質疑応答１０分を予定。 

((((４４４４))))実施順実施順実施順実施順    

参加資格申請書提出時に、くじで順番を決定する。 

((((５５５５))))実施者実施者実施者実施者    

プレゼンテーションは、本業務を受託した際の担当者が行うこと。なお、実施会場への

入室は２名までとする。 

((((６６６６))))プレゼンテーション内容プレゼンテーション内容プレゼンテーション内容プレゼンテーション内容    
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企画提案書の内容に基づき実施すること。当日、追加資料の配付は認めない。 

((((７７７７))))資機材資機材資機材資機材    

    パソコンなど電子機器を利用する場合は参加業者が用意すること。会場ではプロジェク

ター、スクリーンとコンセント（電源）を用意する。 

６６６６    評価について評価について評価について評価について    

   評価は、企画提案書についてのプレゼンテーション及び見積書により総合的に評価し、第

１位を優先交渉権者とし、第２位を次点交渉権者とする。なお、同点の場合は、価格点を除

いた得点が高いものを上位とする。価格点を除いた得点も同点の場合は、くじで順位を決定

する。 

   評価の方法は、西尾市図書館業務の委託業者選定審査委員会において提案内容を公平かつ公

正に評価し選定する。 

選定結果については、提案参加者全員に通知するが、評価内容についての質問には回答し

ない。 

 

７７７７    その他その他その他その他    

(１)プロポーザルへの参加者は、本要領等を熟読し、それらを遵守し内容を理解したうえで参

加すること。 

(２)プロポーザルへの参加者は、実施要領等の内容や決定事項について、不明確、錯誤等によ

る異議申し立てを行うことはできない。 

(３)企画提案書に用いる言語は日本語とし、そのほか通貨は円、時間は日本の標準時など日本

において通常使用する単位を用いること。 

(４)提案、検証に要する費用は、例外なく全て提案者の負担とする。 

(５)業務の委託については、第一位の優先交渉権者と本市と協議の上、合意が得られた場合に

契約する。なお、次点交渉権者との協議は、優先交渉権者が辞退等により、交渉権を放棄・

辞退または交渉不成立・失格の場合に実施する。 

(６)提案者の失格について 次のいずれかに該当した者は、失格とする。 

ア 提出方法、提出期限など実施要領等に適合しない者 

イ 本要領「参加資格要件」のいずれかを満たさない者 

ウ 本案件に関して、公告後、図書館業務の委託業者選定審査委員会委員と当該案件に関

して接触を求めた者または接触した者 

エ 提案価格が提案上限額を超過した者 

オ 直近３年における法人税・消費税の滞納者 

(７)虚偽の記載 

ア 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類全てを無効とする。 

イ 虚偽の記載をした者に対して、西尾市の入札参加資格停止措置を講じる場合がある。 

(８)提案内容の取扱い 

本プロポーザルで知り得た事項は、他に漏らさないこと。また、市が提示する書類等や

提出された書類等の著作権は、それぞれの者に帰属する。ただし、市が必要と認めるとき
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は、提出書類等の全部又は一部を無償で使用できるものとする。 

(９)情報公開等 

提出書類については、西尾市情報公開条例（昭和６３年西尾市条例第８号）における公

文書となり、同条例に基づき情報公開請求等により公開される場合がある。また、本プロ

ポーザルで得た個人情報は、事務連絡等プロポーザルの実施に必要な事項にのみ用いるこ

ととし、他の目的では使用しない。 

８８８８    問合せ問合せ問合せ問合せ    

            西尾市教育委員会事務局図書館 

   〒445-0847 西尾市亀沢町 474 番地 

電 話：0563-56-6200 

F A X：0563-62-6588 

E-mail：tosyokan@city.nishio.lg.jp 


