
野添であい公園複合遊具新設設計・施工工事に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

１． 目 的 

野添であい公園内に幼児用複合遊具（対象年齢３歳～６歳）等の設置を計画しており、より多

くの公園利用者に活用される遊具を設置するため、その選定を公平性及び透明性をもった公募

型プロポーザル方式により広く提案を求め、安全で優れた遊具の提案者を当該工事請負候補者

として選定することを目的とする。 

 

２． 概 要 

（1）  工事名 野添であい公園複合遊具新設設計・施工工事  

（2）  工事箇所 兵庫県加古郡播磨町上野添３丁目１９２０番２ 

（3） 工事概要 ア 実施設計      一式 

イ 遊具設置工事（土工・基礎含む）  一式 

ウ 安全施設設置工事（安全マット・注意看板等） 一式 

（4） 提案金額 ５,０００,０００円以上６,０００,０００円以下 

(消費税及び地方消費税相当額を含む。) 

（5） 工期  契約締結日の翌日から令和５年３月２４日まで 

 

３. 参加要件 

 プロポーザルに参加できる者は、次にあげる要件をすべて満たしている者であること。 

（1） プロポーザル方式により契約しようとする工事（以下「当該工事」という。）において播磨町

入札参加資格者名簿（登録業種：（建設工事）造園又は物品・サービス）に登録されているこ

と。 

（2） 播磨町指名停止基準（平成２１年告示第７号）による指名停止を受けていないこと。 

（3） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいずれにも該当しな

いこと。 

（4） 第１号における入札参加資格者登録申請において、提出された書類の記載事項に虚偽がない

こと。 

（5） 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は当該業務への参加表

明前６か月以内に手形、小切手の不渡りを出した者でないこと。 

（6） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立てを行

っている者でないこと。 

（7） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立てを行   

っている者でないこと。 

（8） 町契約からの暴力団排除に関する要綱（平成２４年要綱第４５号）に規定する暴力団等でな

いこと。 

（9） ＳＰマークを添付した遊具を設置する必要があるため、一般社団法人日本公園施設業協会に

加盟していること。 



４. 募集案内 

別紙「野添であい公園複合遊具新設設計・施工工事に係る公募型プロポーザルの実施について」

を播磨町のホームページに掲載する。 

その他の募集のための資料は、位置図、公園地形図(DXF)、埋設管等の資料も掲示する。 

 

５. 企画提案に関する質問書の受付及び回答 

（1） 提出期限  令和４年８月１日（月）１７時００分まで（必着） 

（2） 提出方法  別添の質問書（様式第５号）により電子メールで提出すること。 

（3） 回答期限  令和４年８月５日（金） 

（4） 回答方法  町ホームページに掲載 

 

６. 企画提案書等の作成要領 

 書類は次の①～⑦に挙げる項目を順に編纂すること。 

① 企画提案書鑑（様式第１号） 

② 会社概要（様式第２号） 

③ 工事実績調書（様式第３号） 

④ 配置予定技術者調書（様式第４号） 

⑤ 提案書  

・ 提案書は提案内容がよくわかるようにまとめることする。 

・ Ａ３判７枚以内及びイメージパース図（Ａ２判）とする。 

・ 提出物の内容は、全体平面図、立面図、構造図、イメージパースの縮小版、安全領

域図、基礎構造や地際の状態がわかる図面。（遊具の大きさがわかる図面や詳細な

図面でわかりやすくする） 

⑥ 見積書 

・ 見積書の記載内容は、本体価格、運搬費、据付費(歩掛、使用機械等も記載)、基礎

費を区分して明記する。 

・ 諸経費、消費税込みの金額を記載する。 

・ 可能な限り、区分できるように細かく単価を明記する。 

・ 見積書の有効期限は、令和５年３月２４日までとする。 

⑦ 工程表 

・ 任意様式とする。 

 

７. 企画提案書等の提出 

(1) 提出期限 令和４年９月１日（木）１７時００分まで（必着） 

(2) 提出場所 播磨町土木グループ 

(3) 提出方法 持参又は郵送 

(4) 提出部数  

① 提出書類は、正本１部・副本７部（前項⑤⑥⑦のみ）を提出するものとし、電子媒体（CD-



R 又は DVD-R）を添付すること。なお、電子媒体に格納する電子ファイルについては、 

Microsoft Office 及び Acrobat Reader にて参照可能な形式とすること。 

② 正本については、法人名又は団体名を記載し、副本については、企画提案者が把握でき

ないよう社名・社印・ロゴマーク等にマスキング処理を施すこと。 

③ 提出物は、1 部ずつファイル等に綴った状態で提出とする。 

④ 提出物に関しては返却をしない。 

   ※郵送で提出する場合は、提出期限までに必着とする。 

 

８. スケジュール 

（1） 実施要領の公告   令和４年６月２４日（金） 

（2） 提出書類・企画提案に関する質疑受付 令和４年８月 １日（月）１７時００分まで 

（3） 提出書類・企画提案に関する質疑回答 令和４年８月 ５日（金）１７時００分まで 

（4） 企画提案書等提出期限   令和４年９月 １日（木）１７時００分まで 

（5） 一次審査    令和４年９月中旬 

（6） 一次審査結果通知   令和４年９月下旬  一次審査を実施しない場合 

（7） プレゼンテーション   令和４年１０月初旬   令和４年９月中旬 

（8） 審査結果通知    令和４年１０月中旬   令和４年９月下旬 

（9） 審査結果の公表、契約締結  令和４年１０月下旬   令和４年１０月初旬 

 

９. ヒアリング及びプレゼンテーションの実施 

企画提案書を基に、次のとおり審査委員会が評価を行うためのプレゼンテーション及びヒア

リングを実施する。 

① プレゼンテーションの時間指定は届出順とし、時間は企画提案書鑑（様式第１号）に記

載している連絡担当者に書面にて通知する。 

② 企画提案書に基づき、企画の要点・製品の特長などについて説明を行うこと。なお、追

加資料の提出及び配布は認めない。 

③ プレゼンテーションの出席者（説明者）は４名までとする。 

④ 原則各社２０分のプレゼンテーション及び１０分程度のヒアリング（質疑応答）を順次

個別に行う。 

⑤ 説明にあたり、説明者はパソコン、プロジェクター及びスクリーンを使用することがで

きる。この場合、プロジェクター及びスクリーンは町が用意するものとする。 

 

１０. 審査方法 

町が設置する審査委員が審査基準に基づき、企画提案書についてのプレゼンテーションを受

け、総得点が高いものから順に順位付を行い、最も点数が高いもの及び次点のものを選定する。 

また、参加申込者が５者を超える場合プレゼンテーションを実施する前に企画提案書の内容

のみで１次審査を実施し、上位５者を決定したのち、上位５者によるプレゼンテーションを実施

する。 



 

１１. 審査項目、採点の割合等 

審査項目 採点の割合 評価指標 

企画提案書評価 60/100 要求水準書のとおり 

見積価格評価 5/100  

プレゼンテーション評価 35/100 
本業務に対する理解度、 

質問等に対する回答の適格性 等 

※参加者が１者のみの場合も審査を実施します。 

 

１２. 審査結果の通知 

（1） 審査結果は、すべての企画提案者に対して書面により通知する。 

（2） 審査委員会により選定された優先交渉権者は、播磨町公式ホームページ上に事業者名を公表

する。 

（3） すべての企画提案者について、事業者名は公表せずに、その総合得点及び優先交渉順位を播

磨町公式ホームページ上で公表する。 

 

１３. 契約の締結 

候補者選定後、設計内容についての協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契約の手続

を行うものとする。なお、協議の結果、企画提案の一部を変更することがある。 

１４. 企画提案書公募によるプロポーザルの中止等 

やむを得ない理由等により、プロポーザルを実施できないと認めるときには、中止又は取り消

すことがある。この場合において、プロポーザルに要した費用を播磨町に請求することはできな

い。 

１５. 参加の辞退 

企画提案書提出後、都合によりプロポーザルを辞退するときは、すみやかに「２０ 担当部署」

まで連絡の上、参加辞退届【任意様式】を提出すること。 

  提出期限は令和４年９月１日とする。 

 

１６. 参加申込に要する経費等 

企画提案等に係る関係書類等の作成経費や旅費等の必要経費等は、参加申込者及び企画提案

者の負担とする。 

 

１７. 企画提案書の無効（失格事項） 

  次のいずれかに該当するときは、その提案者を失格とする。 

(1) 提案者が次のいずれかに該当するとき。 

① ヒアリング又はプレゼンテーションに出席しなかったとき。 

② 虚偽の申請を行い、提案資格を得たとき。 



③ 参加要件を満たさないとき。 

(2) 提案書が次のいずれかに該当するとき。 

① 提出方法、提出先、提出期限に適合しないとき。 

② 定められた作成形式又は記載上の留意事項に示された要件に適合しないとき。 

③ 見積書の金額が提案金額を不足又は超過したとき。 

 

１８． 契約・工事関係書類・工事検査について 

播磨町財務規則・播磨町工事請負約款に基づき実施する。 

 

１９． その他留意事項 

（1） 提出期限後の書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（2） 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を失格とするとともに、指名停止措置を行う

ことがある。 

（3） 提出書類は返却しない。 

（4） 採択された企画提案書の著作権は播磨町に帰属する。 

（5） 播磨町は、本プロポーザルに関する公表、展示及びその他播磨町が必要と認めるときは、提

案者の承諾を得ずに企画提案書を無償で使用できるものとする。 

（6） 配置予定技術者調書に記載した配置予定の監理技術者及び主任技術者は、原則として変更で

きないものとする。やむを得ない理由により変更する必要が生じた場合には、町と協議の

上、変更の可否を決定するものとする。 

（7） 現場視察は、自由に行うことができるものとする。（公園有料駐車場有） 

（8） この要領に定めるもののほか、必要な事項については審査委員会が別に定める。 

 

２０. 担当部署（提出先・問合せ先） 

 〒675-0182 兵庫県加古郡播磨町東本荘１丁目５番３０号 

 播磨町役場 土木グループ 担当 下岩
さげいわ

 

 TEL 079-435-2365 

 FAX 079-435-0592 

 E-mail doboku@town.harima.lg.jp 

 

 


