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提出資料等

○プロポーザル参加意向表明書【別記様式第１号】

○質問書【様式ア】

○会社概要【様式イ】

○業務実績調書【様式ウ】

○業務実施体制【様式エ】

○配置予定技術者調書（管理技術者）【様式オ】

○配置予定技術者調書（主たる担当技術者又は担当技術者）【様式カ】

○企画提案書【様式Ａ】

○業務の実施方針【様式Ｂ】

○テーマ別企画提案書【様式Ｃ－１～Ｃ－４】

○見積書【様式Ｄ】

○内訳書【様式Ｅ】

○辞退届出書【様式Ｆ】

○（別紙）大泉町庁舎建設基本計画策定支援業務プロポーザル評価基準表
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１ 趣旨

本要領は、大泉町庁舎建設基本計画策定支援業務を委託するにあたり、受託事業者を

特定するために実施するプロポーザル方式に関して必要な事項を定めるものです。

２ 業務名称

大泉町庁舎建設基本計画策定支援業務委託（以下「本業務」という。）

３ 業務の目的

本業務は、本町の庁舎建設にあたり、「大泉町新庁舎整備の基本的な考え方」（以下

「基本的な考え方」という。）を踏まえ、具体的な課題や必要な機能、事業全体の方針

などについて、町民等の意見を聴きながら調査・検討し、設計の前提となる条件を整理

したうえで、庁舎の配置、規模、概算事業費、建設スケジュールなどを盛り込んだ基本

計画を策定するために必要な支援を行うことを目的とします。

４ 業務内容

大泉町庁舎建設基本計画策定支援業務委託仕様書のとおり。

ただし、契約時における仕様書は、契約事業者の提案内容等に応じて、契約事業者と

町が協議し、一部変更する場合があります。

５ 履行期間

契約締結日から令和４年１０月３１日（月）までとします。

６ 履行場所

大泉町内

７ 予定価格

７，７００，０００円（税込）

８ 選定方法

大泉町随意契約におけるプロポーザル方式実施要綱に基づく公募型プロポーザル方

式とし、参加者が１者の場合でも実施します。

９ 公募型プロポーザル方式の採用の具体的な理由

本業務は、庁舎建設全般にわたる広い知見かつ専門的な技術を要する業務であるため、

広く事業者を募る公募型プロポーザル方式により、価格のみならず、企画力、技術力、

実績等の点から受託事業者の選定を行います。
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１０ 参加資格

参加の資格を有する者は次に掲げるすべての要件を満たしている者とします。

（１）令和４・５年度大泉町入札参加資格者名簿（建築関係建設コンサルタント業務）

に搭載されている（見込みを含む）者であること。

（２）平成２４年４月１日からこの公告の日までの期間において、国もしくは地方公

共団体等（独立行政法人等を含む。）の庁舎整備に係る基本計画策定に関する業

務または国もしくは地方公共団体等（独立行政法人等を含む。）の公共施設（執

務室を含むもの）整備に係る基本計画策定に関する受注実績を有していること。

※国もしくは地方公共団体等（独立行政法人等を含む。）の公共施設（執務室を

含むもの）には、学校、病院、駐車場棟、清掃施設、浄水施設、下水処理施設は

含まないものとする。

（３）平成２４年４月１日からこの公告の日までの期間における（２）の業務実績を

有する管理技術者を配置できること。

※管理技術者は、技術士法（昭和５８年法律第２５号）に基づく技術士（建設部

門：都市及び地方計画）又は建築士法（昭和２５年法律第２０２号）に基づく一

級建築士の資格を有し、かつ、参加意向表明書の提出期限日において３か月以上

の恒常的な雇用関係があること。

（４）大泉町建設工事請負業者等指名停止措置要綱または大泉町物品購入等業者指名

停止等設置要綱による一般競争入札の参加停止または指名競争入札の指名停止

等の措置を受けている者でないこと。

１１ スケジュール

スケジュールは以下のとおりとします。

項目（内容） 日程

公告 令和４年３月１８日（金）

提案書作成に係る質問の受付 公募開始～令和４年３月２５日(金)

質問の回答日 質問書受理～令和４年３月３１日(木)

参加意向表明書類提出 公募開始～令和４年４月４日(月)

参加資格確認結果通知の発送 意向表明書受理～令和４年４月５日(火)

企画提案書の提出 令和４年４月５日(火)～４月１５日（金）

プレゼンテーション等日程通知の発送 令和４年４月１９日(火)

プレゼンテーションの開催 令和４年４月下旬

結果通知発送及び契約締結 プレゼンテーション開催後
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１２ プロポーザル参加意向表明書類の提出

本プロポーザルに参加しようとする事業者は、その意向を表明するために下

記の表に記載の書類を提出する必要があります。

（１）提出期限 令和４年４月４日（月）午後５時１５分まで

（２）提出場所 企画部企画戦略課

※令和４年４月１日から機構改革により、提出場所は、企画部「新庁舎建設室」

に変更する予定です。

（３）提出方法 持参または郵送（簡易書留郵便に限る）

※持参の場合は、受付期間の開庁日（土・日・祝日を除く）の午前８時３０分か

ら午後５時１５分までの間のみ受付。郵送の場合は必着。

１３ 質問の受付及び回答

本プロポーザルに関する質問を受け付けますが、内容は提出書類の作成に関するもの

のみとし、審査（評価）に係る質問は一切受け付けません。

（１）受付期間 令和４年３月１８日（金）から令和４年３月２５日（金）

午後５時１５分まで

（２）受付方法 質問書（様式ア）を使用し、企画部企画戦略課宛に直接持込、

ＦＡＸ、電子メールによる。

※持参の場合は、受付期間の開庁日（土・日・祝日を除く）の午前８時３０分か

ら午後５時１５分までの間のみ受付。郵送の場合は必着。

（３）回答方法 質問があった場合は、質問者の名称等を伏せたうえで、その回答

と併せて取りまとめ、令和４年３月３１日までに町ホームページに

掲載します。

提出書類 様式等 添付書類等

１．参加意向表明書 別記様式第１号

２．会社概要 様式イ 会社パンフレット

３．業務実績調書 様式ウ 契約及び業務完了を証するものの

写し

４．業務実施体制 様式エ

５．配置予定技術者調書 様式オ、カ 保有資格を証するものの写し

健康保険被保険者証等雇用関係が

確認できるものの写し

６．実績としての成果品 製本した冊子等 コピーしたものでも可
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１４ 企画提案書の提出

参加意向に基づき、企画提案する際には下記の表に記載の書類をすべて提出してくだ

さい。なお、提出期限までに提出がなかった場合は、参加の意思がないものと判断しま

す。

（１）提出期限 令和４年４月１５日（金）午後５時１５分まで

（２）提出場所 企画部企画戦略課

※令和４年４月１日から機構改革により、提出場所は、企画部「新庁舎建設室」

に変更する予定です。

（３）提出方法 持参または郵送（簡易書留郵便に限る）

※持参の場合は、受付期間の開庁日（土・日・祝日を除く）の午前８時３０分か

ら午後５時１５分までの間のみ受付。郵送の場合は必着。

（４）企画提案

テーマ別企画提案書は、以下のテーマ毎にそれぞれ作成し、簡潔に記載

してください。また、各ページにページ番号を附してください。

①テーマ１「まちづくりの拠点となる庁舎整備について」

新庁舎を中心として、周辺地域や町全体の賑わいを創出し、将来的な

まちづくりの拠点となる新庁舎整備について提案すること。

②テーマ２「町民の意見及び職員の意見を踏まえた合意形成手法について」

庁内検討組織及び外部有識者会議を組織し、基本計画の策定に関する

事項について検討を行う予定であるが、上記組織への支援方法のほか、

町民参画を踏まえた合意形成手法について提案すること。

提出書類 様式等 提出部数等

１．企画提案書 様式Ａ １部（原本）

２．業務の実施方針 様式Ｂ

Ａ３サイズ横長片面で１枚

２と３をホチキス留め

１０部

３．テーマ別企画提案書 様式Ｃ１～Ｃ４

テーマ毎にＡ３サイズ横長

片面で１枚

４．業務の工程表 様式自由。Ａ４サイズ１枚 １部（原本）

５．見積書 様式Ｄ １部（原本）

６．内訳書 様式Ｅ １部（原本）
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③テーマ３「事業手法の支援方策と工期短縮について」

最適な事業手法を検討するにあたっての支援方策、現庁舎の解体及び

駐車場整備を含めた工期短縮のための手法について提案すること。

④テーマ４「事業費及びライフサイクルコストの縮減について」

現庁舎の解体や備品購入までを含めた総事業費及びライフサイクルコ

ストの縮減について提案すること。

１５ 参加の辞退

プロポーザル参加意向表明書の提出後に参加を辞退する場合は、辞退届出書（様式Ｆ）

を提案書の提出期限までに「２０ 書類提出及び問合せ先」へ提出してください。なお、

辞退に際し、今後の指名等について不利益な取扱を受けることはありません。

１６ 事業者選定のプレゼンテーション

企画提案書等に基づき、事業者選定のプレゼンテーションを実施します。

（１）実施方法

①１者につき４５分程度（説明２５分以内、質疑２０分以内）を予定しています。

②日時、場所は別途通知します。

③発表の順番は、「１４ 企画提案書の提出」の資料提出順とします。

（２）その他

①発表の際の資料は、事前に提出した書類を使用することとし、当日の資料の差

し替え及び追加は一切認めません。

②参加しない場合は、辞退したものとし、企画提案書は無効とさせていただきま

す。

③出席者は、契約の相手方となった場合に業務の責任者となる者を必ず含むこと

とし、入室は３名以内とします。

④パワーポイント等の使用は可としますが、パソコンは参加する事業者が各自で

ご準備ください。スクリーンやプロジェクターは町側で準備しますので、必要

な場合は、「２０ 書類提出及び問合せ先」までご連絡ください。
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１７ 審査方法

大泉町庁舎建設基本計画策定支援業務委託事業者選定審査会（以下「審査会」とい

う。）を設置し、審査会での審議の結果に基づき、本業務に最も適すると認められる事

業者を選定します。

（１）評価基準

別紙「大泉町庁舎建設基本計画策定支援業務プロポーザル評価基準表」のとお

りです。

（２）審査方法

審査は、提出書類及びプレゼンテーションの内容について、評価基準に基づき、

審査会の各委員が個別に評価し、全委員の評価点の合計点が最も高い事業者を優

先契約交渉事業者とします。なお、辞退やその他の理由で契約ができない場合は、

次順位事業者と契約の交渉を行うものとします。

（３）結果通知

審査結果は、結果通知書によりプレゼンテーションに参加したすべての事業者

に通知します。なお、結果についての不服を理由とした意見を申し立てることは

できません。

１８ 優先契約交渉事業者の公表

優先契約交渉事業者の名称については、町ホームページで公表します。

１９ その他の留意事項

（１）企画提案書は、１事業者につき、１点のみできるものとします。

（２）提出書類は返却しません。

（３）提出書類に虚偽または不正の記載があった場合は失格とします。

（４）提出後の提出書類の記載内容の変更は原則認めません。

（５）大泉町が本案件のプロポーザルに関する報告、公表等で必要とする場合は、参

加者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとします。また、本

案件に係る情報公開請求があった場合は、提出書類を公開できるものとします。

（６）本案件のプロポーザルに関する一切の情報に関して、参加する事業者は、事前

の書面による町の承諾なく、情報を第三者に対して開示または漏洩してはならな

いものとします。

（７）提出書類の提出をもって、応募条件等の公募内容を承諾したものとみなしま

す。

（８）参加等に要する一切の費用は、参加者の負担となります。

（９）仕様書は当該業務に関して基本的な事項を示したものであるため、その他必要

と考えられるものについては、適宜、創意工夫をして提案してください。
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２０ 書類提出及び問合せ先

事務局：大泉町企画部企画戦略課

住 所：〒３７０－０５９５

群馬県邑楽郡大泉町日の出５５番１号

大泉町役場

電 話：０２７６－６３－３１１１

ＦＡＸ：０２７６－６３－３９２１

メールアドレス：kikaku@town.oizumi.gunma.jp

※機構改革により、令和４年４月１日から事務局が企画部「新庁舎建設室」へ変

更する予定ですが、令和４年４月２８日までは記載の住所、電話番号、ＦＡＸ番

号、電子メールアドレスに変更はありません。


