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◆はじめに 

本事業は、大磯多世代まちづくり－「近居」による新たなコミュニティの創出（府地活第 163号

平成 26年５月 23日付、特定地域再生事業費補助金事業で選定された事業）に基づいて実施します。

本業務に応募するにあたっては、選定された事業の事業計画書は必ず確認してください。 

 

１．委託業務等の内容 

（１）業務の名称   

特定地域再生計画策定業務委託 

（大磯多世代まちづくり－「近居」による新たなコミュニティの創出） 

 

（２）業務の内容 

特定地域再生計画策定業務委託特記仕様書を参照してください。 

なお、本業務は、内閣府が所管する特定地域再生事業（国庫補助金）を活用しています。 

 

（３）委託業務期間 

本業務の委託期間は、契約締結の日から平成 26年 12月 19日までとします。 

 

（４）委託料上限額 

9,993,240円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

２．応募資格要件 

次の各号の要件をすべて満たすものとします。 

（１）競争入札参加資格 

かながわ電子入札共同システムの競争入札参加資格認定を受け、当町の入札参加資格を有し、登

録が一般委託認定業者で営業種目が調査業務委託である者又はコンサルタント認定業者で認定業種

が都市計画及び地方計画である者とします。 

 

（２）業務実績  

次の（ア）から（ウ）の実績をすべて満たす者とします。 

（ア）神奈川県又は県内の自治体において人口分析に関する調査研究の実績があること。 

（イ）コミュニティづくり又は地域活性化に関する調査の受託実績があること。 

（ウ）居住・住宅に関する調査の受託実績があること。 

 

（３）欠格事由 

次の欠格事由に該当しない者であること。 

（ア）「地方自治法施行令」第１６７条の４の規定に該当する者 

（ウ）国税、地方税その他公租公課について滞納処分を受けている者 

（エ）「大磯町入札指名停止取扱基準」に基づき指名停止を受けている期間中である者 

（オ）破産、民事再生、会社更生その他これらに準ずる手続き開始の申し立てを受けた者 

  又は申立てをした者 
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３．配置予定技術者 

予定技術者は、次の各号の要件を満たす、管理技術者１名と主任技術者数名を配置することとし

ます。 

（１）管理技術者 

管理技術者※１は、２（１）の業務において２件以上の実績のある者を置くものとする。 

※１：管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者をいう。 

 

（２）主任技術者 

主任技術者※２は、人口分析、コミュニティづくり、居住・住宅に関する調査など、提案内容等

に応じた業務実績のある者を置くものとする。 

※２：主任技術者とは、専門分野に対して高度な技術もしくは知見、十分な実務経験を有し、担

当業務内容において中心的に業務を実施する者をいう。 

 

４．応募手続き 

（１）関係書類の配布 

（ア）配布期間 平成 26年７月４日（金）から７月 14日（月） 

（イ）入手方法 配布期間中に大磯町のホームページよりダウンロードしてください。 

 

（２）質問及び回答 

本募集要項に係る質問及び回答は、電子メールにて行います。 

（ア）提出期限 平成 26年７月４日（金）から７月８日（火）（午後５時まで） 

（イ）提出書類 質問書【様式１】 

（ウ）提出方法 事務局へ電子メールにより提出してください。 

未到着等の事故を防ぐため、電話で送付の旨の連絡をお願いします。 

E-mail：seisaku-t@town.oiso.kanagawa.jp 

（エ）回答方法 質問書の回答を集約し、平成 26年 7月９日（水）午後３時に町ホームページ

に掲出します。 

 

（３）参加表明書・技術提案書及び参考見積書等の提出 

本業務の技術提案に参加しようとする場合は、10．参加表明書及び 11．技術提案書作成要領に基

づき作成してください。 

 

なお、提出にあたっては、選定委員会に提出された参加表明書、技術提案書等について書類確認

を行いますので、窓口へ持参してください。郵送及び提出期限以降の提出は、受付けませんのでご

注意ください。 
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（ア）提出期限 

平成 26年７月 14日（月）（午後５時必着） 

 

（イ）提出先 

大磯町政策総務部 政策課 政策係 

電話：0463（61）4100 内線 205 

     〒255－8555 大磯町東小磯１８３番地 

 

（ウ）提出書類 

・参加表明書（様式２－１～様式２－５） 

・技術提案書（様式３～６） 

     ・参考見積書 

 

（エ）提出方法  

窓口に持参してください 

（事前に提出時間について電話連絡等を行った上で、担当課へ持参してください。） 

 

（オ）留意事項 

参加表明書に記載した業務の実績について、業務内容が判断できるよう、契約毎に契約書、

仕様書等の写しを１部添付すること。 

また、技術提案書等については、提出期限後の変更は認めません。また、提出された全て

の書類は返却しないものとします。 

 

 

５．参加表明書・技術提案書及び参考見積書等の審査 

（１）選定委員会の設置 

最優秀提案者を選定するために、大磯町特定地域再生計画策定業務事業者選定委員会（以下「選

定委員会」という。）を設置します。 

 

（２）審査方法 

公開プレゼンテーション・ヒアリングを行います。 

提出された技術提案書等の内容について、選定委員会によるヒアリングを実施し、最優秀提案者

及び次点者を選定します。 

公開プレゼンテーション・ヒアリングの結果は、書面にて、選定者、非選定者に対し平成 26年７

月 23日（水）までに連絡します。（予定） 

 

（３）評価項目 

選定委員会による評価項目は、別添審査要領を参照してください。 
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（４）公開プレゼンテーション・ヒアリングの開催 

（ア）開催日 平成 26年７月 17日（木）午前中を予定しています。 

（イ）実施場所 大磯町役場４階第２委員会室 

（ウ）ヒアリング時間 

ヒアリングは 1者あたり 45分程度とし、説明を 20分程度、質疑を 25分程度とします。 

（エ）ヒアリング方法 

ヒアリングにおける説明は、参加表明書及び技術提案書に記載した内容の範囲内とします。

また、説明の際に、提出書類の他、パワーポイント等の使用を認めます。 

ヒアリングにおいては管理技術者を予定する者は必ず出席することとし、説明者は管理技

術者を予定する者を含め３名以内とします。 

   （オ）公開 

     プレゼンテーション・ヒアリングは、一般公開により実施します。 

ただし、参加応募者及び利害関係人は、他の応募者のプレゼンテーション・ヒアリングを

傍聴することは出来ません。 

 

（５）選定結果 

選定委員会が選定した最優秀提案者を委託業務契約の締結に向けた優先交渉権者として決定し、

連絡します。また、その結果については、書類提出者全員に連絡します。 

 

６．委託業務の契約手続き 

当町は選定委員会で選定された優先交渉権者との契約等に関する協議を経て、優先交渉権者を委

託業者として決定します。優先交渉権者を委託業者として決定できなかった場合は、次点交渉権者

と協議を行い、次点交渉権者を委託業者として決定します。 

最優秀提案者及び次点提案者の選定、委託業者の決定、審査結果講評等について、大磯町ホーム

ページにて結果を公表します。 

 

７．その他の留意事項 

（１）委託業務契約を締結するまでの間、次に掲げる事由に該当した場合は、参加資格を喪失する

ものとします。 

（ア）「２．応募資格要件」のいずれかが満たされなくなった場合 

   （イ）提出された書類に虚偽が判明した場合 

（ウ）本業務に関わる事項において、他の応募者と技術提案の内容等について相談した場合 

（２）参加表明書（添付書類を含む）、技術提案書の作成及び提出（公開プレゼンテーションのため

の交通費等を含む）に要する費用については、応募者の負担とします。 

（３）提出した参加表明書、技術提案書等の全ての書類は返却しません。 

（４）提案者が１者の場合も有効なものとして取り扱うものとします。 

（５）適切な提案がない場合は、最優秀提案者等の特定を行わない場合があります。 

（６）書類提出後、プロポーザルを辞退する者は、辞退届（様式任意）を提出してください。この

場合辞退者に不利益が生じることはありません。 
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（７）本業務に係る参考見積書に１．（４）の委託料上限額を超える見積額を記載した場合は、失格

とします。 

（８）提出後における参加表明書及び技術提案書等の差替え、追加、削除等は認めません。 

ただし、選定委員会が指示した場合は除きます。 

（９）提出された参加表明書及び技術提案書等は、提出者に無断で使用しません。 

（10）提出された技術提案書等の著作権は、提案者に帰属するものとし、第三者の著作権の使用に

ついては、提案者の責任において必要な手続を行ってください。 

 

８．担当課 

大磯町 政策総務部 政策課 政策係 

〒255－8555 大磯町東小磯 183番地 

電話：0463（61）4100 内線 205  

ＦＡＸ：0463（61）1991 

電子メール：seisaku-t@town.oiso.kanagawa.jp 

 

９．スケジュール 

（１）関係書類の配布期間 

平成 26年７月４日（金）～７月 14日（月）午後５時まで 

（２）質問書の提出期限 

平成 26年７月４日（金）～７月８日（火）午後５時まで 

（３）質問書の回答をホームページに掲示：７月９日（水）（予定） 

（４）応募書類等提出期限 

平成 26年７月４日（金）～７月 14日（月）午後５時まで 

（５）公開プレゼンテーション・ヒアリング、優先交渉権者の選定 

平成 26年７月 17日（木）午前中（予定） 

（６）契約：平成 26年７月下旬（予定） 

 

10．参加表明書作成要領 

参加表明書については、本要項に沿って作成すること。 

（１） 参加表明書の様式等 

（ア）参加表明書は様式２－１～２－５のとおりとし、用紙はすべてＡ４判で作成すること。 

（イ）使用する文字のポイントは 10ポイント以上とすること。 

（ウ）記載欄等が不足する場合は、適宜追加しても構わない。  

（２） 提出部数 

（ア）参加表明書【様式２－１～２－５】 10部（正本１部、副本９部） 

※正本の表紙には朱印を押印するものとし、副本は写しで可とする。 

（イ）その他の提出書類 

ア） パンフレット【様式２－５会社概要書に付随するもの】 １部 
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（３）参加表明書の記載上の留意事項 

（ア）様式２－１～２－５に記載している注記にも留意すること。 

（イ）各項目の内容に関する留意事項は下表のとおり。 

 

11．技術提案書作成要領 

技術提案書については、本要項に沿って作成すること。 

（１）技術提案書の様式等 

（ア）技術提案書は様式３～６のとおりとし、用紙はすべてＡ４判で作成すること。 

（イ）使用する文字のポイントは 10ポイント以上とすること。 

（ウ）記載欄等が不足する場合は、適宜追加しても構わない。 

ただし、様式の注記に枚数制限があるものについては、超過しないこと。 

（エ）様式４以降の全ての様式において、会社名称、商品名、ロゴマーク等、提案会社名（構

成員を含む）が類推できる記載（表現）はできないこととする。必要な部分は、ＡＢＣ・・

を用い、「Ａ」は代表構成員とし、以下構成員、協力会社、商品名等とし、別紙で対照表

（様式任意）を１部作成し提出すること。なお、会社名が類推できないと思われる協力会

社、商品名等の記載については、自由とする。 

 

項 目 内容に関する留意事項 

１ 業務の実績 

【様式 2-2】 

・２（１）に関する完了した業務の実績を記載すること。 

・完了した業務とは検査が終了し成果品の引渡しが終了している業務とすること。 

・業務内容が判断できるよう、契約毎に契約書、仕様書等の写しを各１部添付する

こと。 

２ 業務実施体

制 

【様式 2-3】 

・配置予定の管理技術者、主任技術者を記載すること。 

・技術提案書の提案者以外の会社等に所属する者を主任技術者とする場合には、会

社名等を記載すること。 

・提案内容が再委託や技術協力を受けることを想定している場合は、その旨と相手

先を明記すること。 

３ 管理技術者

及び提案内

容等に応じ

た主任技術

者の経歴 

【様式 2-4】 

 

・配置予定の管理技術者、主任技術者について、経歴等を記載すること。 

・業務への従事経歴に記載する業務は、当該技術者が管理技術者又は担当技術者と

して従事した業務とし、業務概要の欄に、「管理」、「担当」を明記すること。 

なお、複数の担当技術者が配置されている業務で主任技術者として従事した場合

は、「担当(主)」と明記すること。 

・手持ち業務は、公告日現在で、全ての発注者（国内外問わず）のものについて記

載すること。手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている全ての業

務をいう。 

・プロポーザル方式による本業務以外の業務で配置予定技術者として特定された未

契約業務がある場合は、手持ち業務の記載対象とし、業務名の後に「特定済」と

明記すること。 

４ 会社概要書 

【様式 2-5】 

・パンフレットなどを１部添付すること。 
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（２）技術提案書等の提出部数等 

技術提案書等の提出部数 10部（正本１部、副本９部） 

※１ 正本の表紙には朱印を押印するものとし、副本は写しで可とする。 

※２ 提出部数には、参考見積書、根拠（工数等）の資料も含む。 

 

（３）技術提案書の記載上の留意事項 

（ア）専門知識を有しない者でも理解できるよう、できるだけ分かりやすい表現とするよう配

慮すること。 

（イ）提案内容について、簡潔かつ明瞭に記載することとし、必要に応じて図表等を利用する

こと。 

（ウ）業務内容や業務範囲について数値等を用いて表すことができる場合には、可能な限り数

値で示すこと。 

（エ）各項目の内容に関する留意事項は下表のとおり。 

項 目 内容に関する留意事項 

１ 業務方針・事業の

進め方【様式４】 

・本業務の業務項目について、業務の実施方針及び進め方並びに業務遂行上

の配慮事項を記載すること。 

・紙数２枚以内とすること。 

２ 特定テ－マ  

【様式５】 

 

・次に示す特定テーマについて本事業における考え方を簡潔に述べること。 

・特定テーマ（３）（４）は、実現に向けた具体的な次年度以降のスケジュール 

及び実施内容について財政面も踏まえて示すこと。 

・紙数 10枚以内とすること 

特定テーマ（１） 

人口動向分析の着眼点及びその方法について 

特定テーマ（２） 

町民のニーズ把握（アンケート、ワークショップ、協議会）及び活動拠点発掘調

査を行う際の着眼点及び作業方針について 

特定テーマ（３） 

先行的に推進する暮らしサポート事業の検討を行う際の着眼点、検討手法、事

業を継続的に実施するために必要な体制構築の考え方について 

特定テーマ（４） 

「（仮称）多世代共創おおいぞ大学」のあり方検討を行う際の着眼点、検討方

法、事業を継続的に実施するために必要な体制構築の考え方について 

３ 業務の工程計画 

【様式６】 

・提案者が想定する作業スケジュールを具体的に示すこと。 

・紙数１枚とすること。 

４ 参考見積書 ・本調査業務の所要経費を見積もること。 

・項目及び業務の内容については、適宜挿入して記載すること。 

・項目はできるだけ特記仕様書の業務内容と整合させること。 

・算出内訳、根拠(工数)等の資料を添付すること。 

・本調査業務に係る見積り額は、募集要項に提示する委託料上限額以内とす

ること。 

なお、委託料上限額を超える見積額を記載した場合は、失格とする。 

 


