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１．目的 

本業務は、播磨町が所有する播磨町古宮２丁目地内に位置する「大池広場」

の土地を用いて東部コミュニティセンターの整備を計画立案するにあたり、そ

の整備方針、整備する施設の機能・構造・規模及び周囲の整備等を含めた基本

的な構想を作成するものである。 

 

２．業務概要 

（１）業務名称  播磨町東部コミュニティセンター整備に係る基本構想作成業     

         務委託 

（２）業務内容   

播磨町東部コミュニティセンターの整備に係る基本構想の作成について次の

内容の業務を実施する。 

なお、詳細については別紙「播磨町東部コミュニティセンター整備に係る基

本構想作成業務委託 仕様書」（以下「仕様書」という。）によるものとする。 

（３）業務期間 

契約日の翌日から令和４年１月３１日までとする。 

（４）見積限度額 

１１，６１０，０００円 （消費税及び地方消費税を除く。） 

（５）支払方法 

受託者との契約による支払いとする。 

（６）予定する成果品 

予定する成果品は次のとおり。なお、詳細は別紙「仕様書」による。 

① 基本構想 

② 整備計画書概要版 

③ 上記の内容を記録した電子媒体一式 

 

３．本業務は公募型プロポーザルにより優先交渉権者等を決定するものとする。 

 

４．参加資格 

本プロポーザルに参加しようとする者（以下「参加申込者」という。）は、こ

の公告日において次の要件を全て満たしているものとする。なお，共同企業体

での申込みは認めない。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 に該当しない

者であること。 

（２）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立

て中、又は再生手続中でないこと。 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立

て中、又は更生手続中でないこと。 

（４）播磨町財務規則（昭和 40 年 4 月 5 日規則第 1 号）第 72 条の 2 に基づく



入札参加資格を有する者（業種：測量・建設コンサルタント・建築関係コ

ンサルタント業務等）であること。 

（５）播磨町指名停止基準（平成 21 年 2 月 17 日告示第 7 号）に基づく指名停

止期間中でないこと。 

（６）播磨町における暴力団の排除の推進に関する条例（平成 24 年条例第 13

号）及び町契約からの暴力排除に関する要綱（平成 24 年要綱第 45 号）に

該当しないこと。 

（７）兵庫県内に契約締結先となる本店又は支店若しくは営業所を有している

こと。なお、播磨町競争入札参加資格及び審査等に関する要領に規定する

有資格者名簿に登録されている本店又は支店若しくは営業所について判断

するものとし、この公告日において本町に受理されていない変更は認めな

い。 

（８）建築士法（昭和 25 年法律 202 号）第 23 条の規定による一級建築士事務

所の登録を行っていること。 

（９）本業務において管理技術者並びに建築担当主任技術者をそれぞれ配置す

ること。 

（10）管理技術者は、担当主任技術者を兼任しないこと。また、担当主任技術

者についても他の担当主任技術者を兼任しないこと。 

（11）管理技術者は、技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）による技術士とし、

建設部門または総合技術監理部門の「都市及び地方計画」の資格を有する

自社の正社員（３か月以上の雇用契約がある者）を本業務に管理技術者及

び照査技術者として配置できる者（兼務不可）とする。また、建築担当主

任技術者は、１級建築士の資格を有する自社の正社員（３か月以上の雇用

契約がある者）とし、その他の条件は、別添「仕様書」による。 

 

５．参加申込について 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次の（１）のアからカに掲げる書

類（様式番号が付してあるものは、本実施要領に掲載している指定様式で作成

すること。以下同じ。） を作成し、期日までに指定の場所に提出する。 

（１）参加申込書等の作成 

ア 参加申込書（様式第１号） 

イ 会社概要書（様式第２号） 

ウ  業務実績書（様式第３号） 

エ  業務実施体制、業務担当予定者調書（様式第４－１～第４－４号） 

オ 企画提案書（任意様式） 

カ 業務見積書（様式第５号） 

 

○ 業務実施体制及び業務担当予定者調書（様式第４－１号～第４－４号） 

・業務実績は、過去５年以内（平成２８～令和２年度）において本業務と類似



する業務事績（例：公共施設の基本構想・計画等を含む）についてすべて記

載すること。また、特筆すべき事項があれば記載すること。 

・配置技術者の資格が確認できる書類を添付すること。 

・業務担当予定者の令和３年３月末現在の手持ち業務（庶務的業務を除く。）を

全て記載する。 

・専門家または識見者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、協力先及

びその理由を記載する。ただし、業務の主たる部分は、再委託できないもの

とする。 

 

○ 企画提案書は、次の事項に基づいて作成する。 

・様式は、任意とするが、日本工業規格Ａ４判縦型に横書き（縦長綴じ）、文

字サイズは １１ ポイントを基本とし、表紙・目次を除き、図面を含めて

１０ ページ以内とする。 

・図面等については、日本工業規格Ａ３判横型を可能とする。ただし、折り

込んでＡ４判縦型とする。 

・表紙には「播磨町東部コミュニティセンターの整備に係る基本構想作成業

務 企画提案書」及び企画提案者の名称を表示し、各ページに番号を付す。 

※ 企画提案書に記載を求める事項 

 

次に掲げる課題について、その考え方や手法を極力具体的に「企画提案書」

として取りまとめる。 

① 今回の基本構想のあり方について 

播磨町の南東部に位置する「播磨南小学校区」を主なエリアとする地域

住民が、コミュニティ活動の拠点として日常活用する現在の東部コミュニ

ティセンターが経年劣化したことに伴い、播磨町古宮２丁目地内に位置す

る「大池広場」の土地（約 4,300 ㎡）を用いて、新たなコミュニティ施設

を整備するために必要な基本的な考え方及び整備方策等を考えうる上で最

適な手法を示す。 

② 基本構想作成の進め方（工程、スケジュール、手順等）について 

基本構想を作成する上で効率的かつ効果的な進め方を示す。 

③ 基本構想の実行性及び実効性の確保について 

基本構想の実行性や実効性を確保するために、構想の作成段階においてや

るべきことや計画に記載しておくべきことなどについて、考え方を示す。 

④ 独自提案について 

上記のほか、当該業務を実施するに当たり、特に重要と考える事項（独自

提案）があれば、積極的に提案する。 

 

○ 業務見積書（様式第５号） 

・本実施要領及び別紙「仕様書」に定める業務について、見積金額を記入し、



見積内訳明細書（任意様式、業務内容ごと）を添付する。 

（２）参加申込書等の提出 

①提出期限：令和３年５月１４日（金）午後 5 時 00 分まで 

②提出場所：〒675-0182 兵庫県加古郡播磨町東本荘 1 丁目 5 番 30 号 

播磨町教育委員会 生涯学習グループ 

 ℡079-435-0565（直通） 

③提出部数 

ア 参加申込書（様式第１号） 

イ 会社概要書（様式第２号） 

ウ  業務実績書（様式第３号） 

エ  業務実施体制、業務担当予定者調書（様式第４－１号～第４－４号） 

〈配置技術者の資格が確認できる書類添付〉 

オ 企画提案書（任意様式） 

カ 業務見積書（様式第５号） 

〈見積内訳明細書（任意様式、業務内容ごと）添付〉 

各１０部（正本 １部・副本 ９部） 

※ ア～カの順位に編纂し見出しを付け A４判縦型ファイルでファイルして

提出すること。（表紙に社名を記入のこと） 

 

④提出方法 

  持参による 

※受付は、行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第 1 条に

規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を除く日の午前９時から

正午まで、午後１時から午後５時までの間とする。 

 

（３）資料の貸与 

基本構想の作成に当たり必要な資料は、申し出により貸与または閲覧を行う

ことができる。なお、貸与した資料は、企画提案書等の提出時に返却するこ

と。 

 

６．参加申込等に関する質疑及び回答について 

（１）質疑書の提出 

実施要領もしくは仕様書に関する質疑は、質疑書（様式第６号）により電子

メールで行う。なお、必ず着信していることを確認すること。 

① 提出先電子メールアドレス：sgaku＠town.harima.lg.jp 

② 質疑受付期限：令和３年４月２２日（木）午後５時００分まで 

 

（２）質疑に対する回答 

提出された質疑に対する回答は、令和３年４月２８日（水）午後３時、播磨



町ホームページにおいて公表する。 

 

７．一次審査 

提出のあった書類を審査し、概ね上位４者を選定する。 

（１）選定結果の通知 令和３年５月２０日（木）予定 

※一次審査の結果については、「参加申込書（様式第１号）」の担当者 E-mail 宛

に電子メールにより通知する。 

※審査結果についての異議申し立ては受け付けない。 

   

８．二次審査（ヒアリング審査） 

一次審査で選定された者について、企画提案等に対するヒアリング審査（プ

レゼンテーション）を実施する。 

（１）ヒアリング審査の実施 

①実施日時：令和３年５月２６日（水）（予定） 

②実施場所：播磨町役場 会議室 

③出席者 ：業務担当予定者（配置予定の管理技術者又は建築担当主任技術

者を同席させること） 

④実施内容：企画提案書に基づいて出席者から説明を受け、審査員等から質

問する。 

・ヒアリング時間は、出退に要する時間を含めて 40 分以内とし、プレゼン

テーション 25 分以内、質疑応答 15 分程度とする。 

・説明者は原則として、当該業務の主担当予定者とする。 

・ヒアリングは非公開とする。 

※ヒアリング時の追加資料は認めない。プロジェクタ等の使用について   

は事前に申し出ること。 

※実施時間や会場など詳細は、対象者に通知する。 

※参加申込書等の提出期限からヒアリングまで時間的な余裕がないため、連

絡などは電子メールを利用する場合がある。 

 

（２）優先交渉権者の選定   

「播磨町東部コミュニティセンター整備に係る基本構想作成業務」を委託す

るにふさわしい適切な者を優先交渉権者として選定する。 

提出書類並びにヒアリング内容を審査し、総合的に評価する。 

①業務実績 

②業務実施体制及び業務担当予定者の業務遂行能力、実績、経験、手持ち業

務の状況等 

③企画提案書の記載事項について、その的確性、実現性及び独創性並びに本

業務に対する意欲や姿勢等 

④業務見積書の金額と提案内容との整合性 



※ なお、提案者が１者であっても企画提案の評価を実施し、基準（６割）を

満たしていると判断した場合は、優先交渉権者とする。 

（３）優先交渉権者の選定及び結果の通知 令和３年５月下旬（予定） 

二次審査の結果については、「参加申込書（様式第１号）」の担当者 E-mail 宛

に電子メールおよび書面により通知する。 

※審査結果についての異議申し立ては受け付けない。 

 

９．選考審査の方法及び審査項目 

播磨町職員によるプロポーザル審査委員会を設置し、審査委員それぞれが下 

記により採点し、集計したものを得点とする。得点が最上位の者を優先交渉権

者とするが、得点が満点の６割に満たない場合は失格とする。 

 なお、提案者が１者の場合については、見積額に対する評価点（３０点）を

除き、得点が満点（１２０点）の６割に満たない場合は失格とする。 

評 価 項 目 評価割合 審査 

業務実績 20／150 

一次 

審査 
二次 

審査 

実施体制、業務担当予定者の能力及び手持ち業務 20／150 

業務見積額 

 

30／150 

企画提案書に対する評価 50／150 

プレゼンテーション及びヒアリング内容 30／150  

 

１０．契約の締結 

優先交渉権者として選定した者と契約について交渉する。この場合において、

契約交渉が 不調の場合は、評価により順位付けられた上位の者から順に、契約

締結の交渉を行う。 

 

１１．参加申込書等の無効 

次のいずれかに該当する場合は、提出された参加申込書等を無効とする。こ

の場合において、「８．」により選定した者の参加申込書等が無効となった場合

は、評価により順位付けられた順位を繰り上げる。 

（１）提出期日を過ぎて提出された場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）審査の公平性を害する行為があった場合 

（４）審査員または関係者に本企画に対する助言を求めた場合 

（５）「２.（４）」の見積限度額を超えた場合 

 

１２． その他 

（１）参加申込書等の作成、応募、ヒアリング等の本プロポーザルに要する費

用は、応募者の負担とする。 



（２）提出された書類等は、返却しない。 

（３）提出された書類等は、提出者に無断で本プロポーザル以外には使用しな

い。 

（４）提出された書類等は、審査及び説明のために、その写しを作成し使用す

ることができる。 

（５）本業務の受託者となった者から提出された書類については、播磨町情報

公開条例（平成 12 年 12 月５日条例第 26 号）の規定により公開することが

ある。 

（６）本プロポーザルの実施に関する情報（参加者から提出された資料を含む。）

は、播磨町情報公開条例に基づき公開することがある。 

（７）本プロポーザルに係る提出書類について、当該書類の受理後においては、

差し替え、追加、削除等は一切認めない。 

（８）参加申込書等で提示した業務担当予定者は原則として、変更できない。

ただし、やむを得ない理由により変更する場合は、同等以上の者であると

の本町の了解を得なければならない。 

 

 

１３．本プロポーザルのスケジュール 

○質疑期限           令和 3 年 4 月 22 日（木）午後 5 時 00 分まで 

○質疑回答           令和 3 年 4 月 28 日（水） 

○参加申込書等の提出期限    令和 3 年 5 月 14 日（金）午後 5 時 00 分まで 

○一次審査の選定結果通知    令和 3 年 5 月 20 日（木）予定 

○ヒアリング審査（二次審査） 

〔プレゼンテーション〕 令和 3 年 5 月 26 日（水）予定 

○二次審査の選定結果通知   令和 3 年 5 月下旬 予定 

 

■事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 添 付 様 式 等 □ 

○様式第１号 参加申込書 

○様式第２号 会社概要書 

 

〒675-0182 兵庫県加古郡播磨町東本荘 1丁目 5番 30号 

播磨町教育委員会 

生涯学習グループ  TEL 079-435-0565（直） 

FAX 079-437-4193 

担 当：草 部 



○様式第３号 業務実績書 

○様式第４－１号～第４－４号 

     業務実施体制、業務担当予定者調書 

○様式第５号 業務見積書 

○様式第６号 質疑書 


