
いきいき茨城ゆめ国体常陸太田市開催競技会場等設計業務委託 

事業者選定に係る公募型プロポーザル実施要領 

公募開始日 平成２９年４月４日 

第 74 回国民体育大会・第 19 回全国障害者スポーツ大会 

常陸太田市実行委員会 会長 大久保 太一 

 

１ 概 要 

（１）名 称：いきいき茨城ゆめ国体常陸太田市開催競技会場等設計業務委託 

（２）目 的：第 74 回国民体育大会・第 19 回全国障害者スポーツ大会常陸太田市実行委員会が主催す

る第 74 回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）のソフトボール競技（成年男子・成年

女子）の運営及びリハーサル大会の運営に必要な仮設物，物品及び看板等（以下「仮設物

等」という。）の設営，保守・管理及び撤去・処分を行い，円滑な大会運営が行われるよ

う準備することを目的とする。 

（３）業務内容：「いきいき茨城ゆめ国体常陸太田市開催競技会場等設計業務委託仕様書」のとおり 

（４）契約期間：「いきいき茨城ゆめ国体常陸太田市開催競技会場等設計業務委託仕様書」のとおり 

 

２ 選定方式 

選定方式は，企画提案書の内容，過去の実績，見積額等を総合的に比較検討し，最適な業者を選択す

る企画提案（以下「プロポーザル」という。）方式により選定する。 

 

３ 見積限度額（予定価格） 

上限金額：１，２５５，５００円 

※消費税及び地方消費税は含むものとし，この金額を超えることはできない。 

４ 日  程 

（１） 公表（ホームページへの掲載）    平成２９年４月 ４日（火） 

（２） 説明書の交付・質問書の受付開始   平成２９年４月 ４日（火） 

（３） 参加資格確認申請書の受付開始    平成２９年４月 ４日（火） 

（４） 参加資格確認申請書の提出期限    平成２９年４月１８日（火）午後５時１５分まで 

（５） 質問書の提出期限          平成２９年４月１９日（水）午後５時１５分まで 

（６） 質問への回答            平成２９年４月２０日（木） 

（７） 参加資格確認通知書の発送      平成２９年４月２１日（金） 

（８） 企画提案書の受付開始        平成２９年４月２４日（月） 

（９） 企画提案書の提出期限        平成２９年５月 ９日（火）午後５時１５分まで 

（10） 企画提案評価（プレゼンテーション） 平成２９年５月２３日（火）（予定） 

（11） 審査結果通知書の発送        平成２９年５月２４日（水）（予定） 

（12） 契約締結              平成２９年６月上旬（予定） 

 

５ 説明書の交付期間，場所及び方法 

（１） 交付期間 



公表日から平成２９年４月１８日（火）まで（土曜日，日曜日を除く。）の午前８時３０分か

ら午後５時１５分までとする。 

 

（２） 交付場所 

〒３１３‐８６１１ 茨城県常陸太田市金井町３６９０番地 

第 74 回国民体育大会・第 19 回全国障害者スポーツ大会常陸太田市実行委員会事務局 

（常陸太田市政策企画部国体推進室内） 

（３） 交付方法 

直接交付又は常陸太田市ホームページからダウンロードによる。 

 

６ 参加資格 

本プロポーザルに参加する資格を有する者は，次に掲げる要件を全て満たすものであること。 

（１） 次のいずれにも該当する者であること 

① 当該契約を締結する能力を有すること。 

② 破産者で復権を得ない者でないこと。 

③ 常陸太田市暴力団排除条例（平成２４年条例第２条）に基づく措置要件のいずれかに該当す

るものでないこと。 

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項または第２項に規定す

る者に該当しないこと。 

（２） 常陸太田市物品調達の契約事務に関する規程（平成１４年常陸太田市告示第３８号）に基づく

平成２６・２７・２８年度一般競争（指名競争）入札参加資格審査において審査を受け資格を有

する者であること。 

（３） 常陸太田市物品調達等契約に係る指名停止等措置要領（平成１９年常陸太田市告示第７１－２

号）に基づく指名停止措置を受けている期間中でないこと。 

（４） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定による更生手続開

始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るも

のを含む。）があった者にあっては同法の規定による更生計画認可の決定（同法附則第２条の

規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。）を受けた者，又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５条）第２１条第１項又は第２項の規定による再生手続開

始の申立てがあった者にあっては同法の規定による再生計画認可の決定を受けている者であ

ること。 

（５） 元請として，市町村又は市町村実行委員会等が平成２４年度から平成２８年度において発注し

た国民体育大会（正式競技）に係る会場設計業務又は会場設営業務の履行実績がある者。ただ

し，発注者と直接，契約を締結した者に限る。 

 

７ プロポーザル参加資格確認申請書（様式第１号）の提出 

（１） 提出書類 

① プロポーザル参加資格確認申請書（様式第１号） 

② 元請として，市町村又は市町村実行委員会等が平成２４年度から平成２８年度において発注



した国民体育大会（正式競技）に係る会場設計業務又は会場設営業務の履行実績を証する書類

（契約書の写し，業務完了確認書等） 

（２） 提出期限 

平成２９年４月１８日（火） 午後５時１５分まで（必着） 

（３） 提出先 

第 74 回国民体育大会・第 19 回全国障害者スポーツ大会常陸太田市実行委員会事務局 

〒３１３-８６１１ 常陸太田市金井町３６９０番地 常陸太田市政策企画部国体推進室内 

電話：０２９４‐７２‐３１１１（内線３５５） 

（４） 提出方法 

持参又は書留による郵送 

※持参する場合は，土曜日及び日曜日，祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分までと

する。 

（５） 参加に関する説明会は行わないものとする。質問がある場合については，１０ 質問の受付及

び回答を参照のこと。 

 

８ プロポーザル参加資格確認通知書（様式第２号）の送付 

提出された参加資格確認申請書の確認を行い，結果を送付する。 

発送予定日：平成２９年４月２１日（金） 

 

９ 参考資料の提供 

  参加事業者には，競技会場施設の参考資料（図面等）を提供する。 

 

10 質問の受付及び回答 

質問がある参加者は，質問書（様式第３号）を提出すること。 

（１） 受付期限 

平成２９年４月４日（火）から平成２９年４月１９日（水）午後５時１５分まで（必着） 

（２） 提出方法 

    質問書（様式第３号）を添付して下記アドレスに送信すること。 

    電子メールアドレス：kikaku4@ city hitachiota.lg.jp 

    件名は「競技会場等設計業務プロポーザル質問書」とすること。 

（３） 回答方法 

    質問者に対して電子メール回答書（様式第４号）による回答，または，市ホームページへの公

表によって行います。 

 

11 企画提案書の提出 

（１） 提出期限 平成２９年５月９日（火）午後５時１５分まで（必着） 

（２） 提出先 上記７（３）に同じ 

（３） 提出物 

    別紙１「常陸太田市開催競技会場等設計業務委託の提案書に係る提出物一覧」のとおり 



（４） 提出方法 

持参又は書留による郵送 

※持参する場合は，土曜日及び日曜日，祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分までと

する。 

（５） 提出制限 

企画提案書は，１提案者について１件を限度とする。 

（６）その他 

   ① 企画提案書の副本については，会社名や従事者実名が特定できないようにすること。 

   ② 個別提案に係る資料は，これまでの国体において培った経験やノウハウに基づき作成するこ

と。なお，作成においては，市実行委員会事務局や競技団体との接触は行わないこと。 

   ③ 個別提案の懸案事項については，別紙２「会場設計上の懸案事項」のとおりとする。 

   ④ 企画提案書の作成を目的とした各施設の見学・調査については，参加事業者からの申し出を

受け，市実行委員会事務局が日時を調整する。ただし，施設の利用状況，管理上の理由により

希望に沿えない場合がある。見学・調査を希望する参加事業者は，参加資格確認申請書の提出

時に申し出ること。 

     各施設を見学する場合は，各施設の施設管理者，一般利用者等の迷惑にならないよう十分に

配慮し，事故，トラブル等が生じないようにすること。 

 

12 企画提案の評価方法 

プロポーザルの評価は次のとおりとする。 

（１） 企画提案評価 

参加資格の確認された者から提出された企画提案書，プレゼンテーション及びヒアリングについ

て，別紙３「評価基準及び配点一覧」に基づいて評価し，最も高い評価を受けた企画提案を行っ

た者を当該契約の相手方となるべき候補者（以下「受注候補者」という。）として特定する。な

お，最高評価の者が複数となった場合は，審査委員会の合議により順位を決定し，本業務の受託

候補者として選定する。 

ただし，提出された全ての提案が基準を満たさないと判断した場合は，受注候補者を特定しな

い。また，プロポーザルへの参加希望者が５者以上となった場合は，予備評価として書類選考に

よりプレゼンテーションの対象者を選定する。 

（２） 開催日時及び場所等 

① 実施内容 

ア 企画提案説明（プレゼンテーション） ２５分 

イ 質疑応答（ヒアリング）       １０分 

ウ プレゼンテーションにおいては，会社名や従業員の実名が特定できないよう行うこと。 

エ プレゼンテーションは，事前に提出した提案書のうち，全体提案，個別提案について実

施すること。 

オ プレゼンテーションの実施後，審査員から質疑を行う。 

カ プレゼンテーションの出席者は，１社３名までとする。 

キ プレゼンテーションにパソコン，プロジェクター等を使用する場合は市実行委員会事務



局に事前に連絡の上相談すること。 

ク プロジェクター及びスクリーンについては，事務局で用意するが，パソコン等の機材は，

各参加者事業者にて用意すること。 

② 開催日時 

平成２９年５月２３日（火）（予定） 

③ 開催場所 

常陸太田市役所４階全員協議会室（予定） 

※ただし，正式な日時等については，プロポーザル参加資格確認通知書にて通知する。 

（３） 評価結果の通知 

評価結果をプロポーザル評価結果通知書（平成２９年５月２４日（水）発送予定）により企画

提案書の提出者全員に書面により通知する。 

（４） 受注候補者との契約 

受注候補者と協議のうえ委託内容を決定し，委託契約を締結する。なお，受注候補者との契約

交渉が不調の場合，次順位者と契約交渉を行うものとする。 

 

13 評価基準及び配点 

（１） 評価値について 

評価値は，内容等に関する評価点（以下「内容点」という。）及び見積額に関する評価点（以

下「価格点」という。）の合計値（最高値は「１００点」）とする。 

（２） 内容点について 

別紙３「評価基準及び配点一覧」基づき評価する。 

（３） 価格点について 

価格点は見積金額から算定し，価格点の最高点は１０点とする。 

価格点の算出式は次のとおりとする。 

価格点＝価格点の上限（１０点）－｛（見積金額／見積限度額）×価格点の上限１０｝ 

※端数は四捨五入する。 

 

① 見積金額は，提出された「経費見積書」の経費見積総額とする。 

② 見積限度額は，３ 見積限度額（予定価格）に記載のとおりとする。 

 

14 失格事項 

本プロポーザルの提案者若しくは提出された提案書が，次のいずれかに該当する場合は，その提案

者を失格とする。 

（１） 提案書の提出方法，提出先及び提出期限に適合しないもの 

（２） 提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しないもの 

（３） 提案書等提出期限後に経費見積書内の金額に訂正を行ったもの 

（４） プレゼンテーション等に出席しなかったもの 

（５） 虚偽の申請を行い，提案資格を得たもの 

（６） 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行ったもの 



（７） 経費見積書の金額が，見積限度額（予定価格）を超過したもの 

 

15 契約に関する事項 

（１） 前払い制度 

適用しない。 

（２） 部分払い制度 

適用しない。 

（３） 契約保証金 

不要である。 

（４） 契約書作成の要否 

必要である。なお，契約内容については，提案内容をもとに双方で協議し決定する。 

 

16 その他留意事項 

（１）企画提案書，調査書に記載した事項は，本業務を受託した場合には，実現できることが保証され

るものでなければならない。 

（２）提出期限までに必要書類が到達しなかった場合は本企画提案に参加できない。 

（３）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（４）提出書類に虚偽の記載をした場合は，提出書類を無効とする。 

（５）提出書類は返却しないとともに，受注候補者の特定以外には提案者に無断で使用しない。 

ただし，このプロポーザル結果の報告，公表等のために必要な場合は，提出書類の内容を無償で

使用できるものとする。 

（６）特定されたプロポーザルは，公正性，透明性及び客観性を期するため公表することがある。 

（７）このプロポーザルに参加する費用は，参加事業者１者につき２名分の報償費（１名あたり５，０

００円）を支払うこととするが，それ以外の書類の作成，提出及びその説明に係る費用は，提案

者の負担とする。 

（８）提案者が１者であっても企画提案評価を実施し，受注候補者として基準を満たしていると判断し

た場合は，受注候補者を特定する。 

（９）選定結果について，異議申し立ては一切受け付けない。 

（10）本事業により生じた財産権及び知的財産権は，原則として本市実行委員会に帰属することとする。 

（11）応募申込後に辞退する場合は，参加辞退届（様式第１１号）を提出すること。 

（12）電子メール等の通信事故については，発注者はいかなる責任を負わない。 

（13）本件に係る契約締結は、常陸太田市の平成２９年度予算が成立し、当該事業予算が市実行委員会

へ交付されることを条件とする。 

 

17 問合せ先 

第 74 回国民体育大会・第 19 回全国障害者スポーツ大会常陸太田市実行委員会事務局 

〒３１３‐８６１１ 常陸太田市金井町３６９０番地 常陸太田市政策企画部国体推進室内 

電話番号 ０２９４‐７２‐３１１１（内線３５５） 

電子メールアドレス kikaku4@city.hitachiota.lg.jp 

mailto:kikaku4@city.hitachiota.lg.jp


 


