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道の駅整備基本計画・事業手法検討調査業務委託 

に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

本市は、人口減少や少子高齢化のほか、若い世代の市外への流出等により各

種産業が衰退し、雇用の減少も進むなど、多くの課題を抱えている。 

本業務は、「勝浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略」において位置づけら

れている地域交流・地域振興施設として、本市の特性と特色ある地域資源を活

かし、観光、農業、漁業振興と雇用の創出及び交流人口の拡大を図ることに寄

与する機能を合わせもつ「道の駅」の整備を検討するにあたり、「道の駅」と

しての認可登録を前提とした施設整備の基本計画及びその事業手法の調査を目

的とする。 

 

２ 業務委託の概要 

（１）業務委託 名 

道の駅整備基本計画・事業手法検討調査業務委託 

（２）業務委託内容 

別紙「道の駅整備基本計画・事業手法検討調査業務委託仕様書」のとおり 

（３）業務委託期間 

契約締結日から平成 30年 3月 26日（月）まで 

（４）予 算 額 9,483千円（税込） 

 

３ 実施形式 

公募型プロポーザル方式 

 

４ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項をすべて満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当

しない者 

（２）平成 29年 1月 1 日までに納期の到来した国税、地方税及び社会保険料（健

康保険料、厚生年金保険料及び児童手当拠出金）を滞納していない者 

（３）本プロポーザル募集開始日から企画提案書の提出期限までの間において、

本市から指名停止又は指名回避の措置を受けている期間が存在しない者 

（４）破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条若しくは第 19 条の規定に基づ

く破産手続開始の申立て、民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条

の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法（平成 14年法律第
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154 条）第 17 条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない

者。ただし、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更

生法の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であっても、民

事再生法の規定に基づく再生計画認可の決定又は会社更生法の規定に基

づく更生計画認可の決定を受けた者で、再生手続開始又は更生手続開始

の決定を受けた日以降に、勝浦市の入札参加資格の再認定を受けた者に

ついては、当該再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされなかっ

たものとみなす。 

（５）勝浦市暴力団排除条例（平成 23 年条例第 21 号）第 2 条各号のいずれに

も該当しない者 

（６）平成 18年度以降公告日までに道の駅における基本計画策定業務を完了し

た実績があること。 

（７）平成 18年度以降公告日までに複合公共施設における民間活力（PFI・PPP）

事業導入可能性調査を完了した実績があること。 

（８）管理技術者として次いずれかの資格を持つ者を配置できること。 

・技術士（総合技術監理部門：建設‐都市及び地方計画） 

・技術士 (建設部門:都市及び地方計画) 

・ＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画） 

（９）管理技術者として次のいずれかの実績を持つ者を配置できること。 

・平成 18年度以降公告日までに複合公共施設における民間活力（PFI・PPP）

事業導入可能性調査の管理技術者としての実績。 

・平成 18 年度以降公告日までに複合公共施設における基本計画策定業務

の管理技術者としての実績。 

 

４ 書類の配布について 

プロポーザル実施要領、仕様書及び提出書類等各種様式については、平成 29

年 4 月 3 日（月）から 4 月 12 日（水）までの土曜日及び日曜日を除く、午前 8

時 30分から午後 5時まで、勝浦市役所企画課窓口で配布する。 

プロポーザル実施要領及び仕様書については、勝浦市ホームページからもダ

ウンロードにより入手可能。 

勝浦市ホームページＵＲＬ http://www.city.katsuura.lg.jp/ 

 

５ プロポーザルに係る質問及び回答 

本プロポーザルに関する質問等の取扱は次のとおりとします。 

（１）提出様式 様式第 2号 

（２）提出期限 平成 29年 4月 18日（火）午後 1時まで 
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（３）提出先  勝浦市企画課地方創生戦略班 

（４）提出方法 持参又は FAX（FAXによる場合は、必ず電話により着信を確認

してください。） 

（５）回答方法 提出された質問に対する回答は、平成 29年 4月 24日（月）ま

でに、質問者に対して FAX により行うほか、勝浦市のホームページに掲載

します。 

 

６ 参加意向申出書等の提出について 

（１）提出書類 

本プロポーザルの参加に当たり提出する書類は、次のとおりです。 

提出書類の名称様式 

① 参加意向申出書 （様式第 1号） 

② 会社定款 

③ 登記事項証明書（写し可） 

④ 県税に係る納税証明書（写し可） 

⑤ 国税に係る納税証明書（法人税・消費税）（写し可） 

県税に係る納税証明については、平成 29年 1月 1日までに納期が到来した県

税について、本社所在地の県が発行する滞納がないことの証明書又は滞納がな

いことが分かる証明書を提出してください。 

国税に係る納税証明については、平成 29年 1月 1日までに納期が到来した国

税について、本社所在地を管轄する税務署が発行する未納税額のない証明書を

提出してください。 

（２）提出期限 平成 29年 4月 26日（水）午後 5時まで 

（３）提出先  勝浦市企画課地方創生戦略班 

（４）提出部数 1部 

（５）提出方法 持参（土曜日及び日曜日を除く日の午前 8 時 30 分から午後 5

時まで。）又は郵送（書留郵便に限る。）により提出してください。 

 

７ 企画提案書の作成及び提出について 

（１）提出書類 

参加表明を行った事業者は、下記の書類等を作成し提出してください。 

① 企画提案書（様式第 3 号（鏡）及び下記項目に沿った企画提案（任意様式

にて６枚以内））正本１部（代表印押印）、副本 10部  

ア．本業務の実施方針 

イ．特定テーマによる提案 

   特定テーマ１「最適なスキームの考え方」 
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   特定テーマ２「民間事業者の参入意欲調査の具体的手法」 

ウ．業務実施体制 

エ．業務工程表 

② 見積書（任意様式･内訳額含む） １部  

※消費税及び地方消費税を含む総額を算用数字で記入。 

③ 団体概要書（様式第 4号）正本１部、副本 10部 

④ 団体実績書（様式第 5号）正本１部、副本 10部 

⑤ 業務体制書（様式第 6号）正本１部、副本 10部 

⑥ 管理技術者及び主任技術者実績書（様式 7-1号、7-2号）正本 1 部、副本 10部 

⑦ 参考見積書（任意様式・内訳額含む） １部 

※アドバイザリー業務（民間事業者選定支援）を行った場合で見積書を記入。 

（２）提出期限 平成 29年 5月 1日（月）午後 5時まで 

※ この期限までに必要書類のすべての提出がないものは、受付すること

ができませんのでご注意ください。（提出がなかった場合は、辞退したも

のと見なします。） 

（３）提出先 勝浦市企画課地方創生戦略班 

（４）提出方法 持参（土曜日及び日曜日を除く日の午前 8 時 30 分から午後 5

時まで。）又は郵送（書留郵便に限る。）により提出してください。 

（５）企画提案に当たっての留意事項 

① 企画提案書を受け付けた後の追加及び修正は原則認めません。 

② 提出された企画提案書が次の事項に該当するときは無効となる場合があり

ます。 

ア 虚偽の内容が記載されているもの 

イ 企画提案書の内容や提出方法等が本要領の規定に適合しないもの 

 

８ プロポーザルの審査 

（１）審査委員会の設置 

プロポーザルの審査を公正に行い、事業実施候補者及び次点者を選定するた

めに「道の駅整備基本計画・事業手法検討調査業務委託プロポーザル審査委員会」

（以下「審査委員会」という。）を設置します。 

（２）審査方法 

審査委員会が、提出された企画提案書等及びヒアリングを元に、別途定める

「道の駅整備基本計画・事業手法検討調査業務委託に係るプロポーザル審査要

領」に基づき実施します。 

（３）プロポーザル審査基準 

 プロポーザルは以下の審査基準に基づき審査します。 
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①企業の経験                      （10点） 

②管理技術者の資格及び経験推進組織設立業務に関する提案 （15点） 

③担当技術者の経験                   （ 5点） 

④執行体制                       （ 5点） 

⑤業務の実施方針                    （15点） 

⑥最適なスキームの考え方                （15点） 

⑦民間事業者の参入意欲調査の具体的手法         （15点） 

⑧ヒアリングにおける評価                （15点） 

⑨価格点による評価                   （ 5点） 

 

９ 審査結果 

（１）審査結果の通知 

審査結果は、参加者すべてに郵送で通知するとともに、ホームページ等で公表

する。なお、審査結果について、勝浦市情報公開条例の規定に基づき、その内容

の全部又は一部を公開する場合があります。 

 

10 契約の締結 

最優秀提案者として選定された者と契約締結の交渉を行う。ただし、当該交渉

が不調のときは、８.プロポーザルの審査による順位が高い者から順に契約締結

の交渉を行う。なお、契約交渉に当たっては、参加者が提案した業務内容を尊重

するが、必ずしも提案通り実施するものではなく、詳細な事項については改めて

提示するものとします。 

 

 

11 本プロポーザルの実施スケジュール（予定） 

内容・日付 

募集要領等の配布開始     平成 29年 4月 3日（月） 

質問の提出期限        平成 29年 4月 18日（火）午後 1時まで 

質問の回答期日        平成 29年 4月 24日（月） 

参加意向申出書等の提出期限  平成 29年 4月 26日（水）午後 5時まで 

企画提案書の提出期限     平成 29年 5月 1日（月）午後 5時まで 

ヒアリング等実施日（予定）  平成 29年 5月 8日（月） 

審査結果通知（予定）     平成 29年 5月 10日（水） 

 

12 その他 

（１）本プロポーザルへの参加に係る費用は、参加者の負担とします。 
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（２）提出書類の作成のために勝浦市から受領した資料等は、勝浦市の了解なく

公表し、又は使用できません。 

（３）提出された書類は、道の駅整備基本計画・事業手法検討調査業務委託の候

補者を選定するための資料であり、提出された書類に関する著作権等の主

張は認めません。 

（４）辞退することによって、今後の勝浦市との契約等について不利な取扱いを

することはありません。 

（５）提出された企画提案書等は、返却しません。 

（６）提出された企画提案書等は、審査に必要な範囲において複写することがあ

ります。 

（７）次の各号のいずれかに該当した場合、参加者は失格になる場合があります。 

① 提出書類に不備があった場合、又は指示した事項に違反した場合 

② 審査の公平性を害する行為があった場合 

③ 審査委員、勝浦市職員又は当該プロポーザル関係者に対して、当該プロポ

ーザルに関わる不正な接触の事実が認められた場合 

 

13 問い合わせ先 

住所：〒２９９－５２９２ 

勝浦市新官１３４３番地の１ 

担当：勝浦市企画課地方創生戦略班 山口 

電話：０４７０－７３－６６５０ FAX ０４７０－７３－９０６６ 

E-mail：senryaku-k@city-katsuura.jp 

 

 

 

（参考） 

○地方自治法施行令第 167条の 4 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第 167条の 4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般

競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権

を得ない者を参加させることができない。 

 

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいず

れかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて

一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使

用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 

mailto:senryaku-k@city-katsuura.jp
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一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質

若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価

格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたと

き。 

四 地方自治法第 234条の 2第 1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職

員の職務の執行を妨げたとき。 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

六 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととさ

れている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用

人として使用したとき。 

 

○勝浦市暴力団排除条例（抜粋） 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１） 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法

律第 77号。次号において「法」という。)第 2条第 2号に規定する暴力団

をいう。 

（２） 暴力団員 法第 2条第 6号に規定する暴力団員をいう。 

（３） 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過し

ない者をいう。 

 


