
 

 1 

新たな移動手段の検討支援業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

第１ 業務概要 

 （１）件  名  新たな移動手段の検討支援業務委託 

 （２）目  的  本業務委託は、東村山市地域公共交通あり方検討会においてまとめ

られた「東村山市における新たな移動手段確保の方向性に関する提

言書」をもとに、今後の技術開発を視野に入れ、新たな移動手段の

実験運行に係る運賃収入・運行経費の試算等、当市の実情に合った

移動手段の検討が進むよう支援する。 

 （３）業務内容  別紙「新たな移動手段の検討支援業務委託仕様書（案）」のとおり 

          詳細な仕様は、プロポーザルにて決定した受託候補者と東村山市と

の協議により調整し、決定することとする。 

 （４）業務期間  契約締結日翌日～令和５年３月３１日（予定） 

 

第２ 業務に要する費用 

  予定上限額  ５，１１４，０００円（税込） 

  なお、参考見積書の金額が、業務に要する費用（予定上限額）を超過した場合は失格

とする。 

   

第３ 実施形式等 

 （１）実施形式  公募型プロポーザル方式 

 （２）費用負担  このプロポーザルに要する費用は参加者の負担とする。 

 

第４ 参加資格（公募条件又は指名基準） 

   プロポーザル方式に参加できる者は、次に掲げる条件をすべて満たしていること。 

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

当しないこと。   

 （２）営業種目「都市計画・交通関係調査業務」及び「その他の業務委託等」のいずれ

かについて、東村山市での競争入札参加資格を有していること。 

（３）東村山市から現に指名停止又は入札参加排除措置を受けている者でないこと。 
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（４）経営不振の状態（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項の規

定に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）第２１条第１項の規定に基づき再生手続開始の申立てをしたとき等をい

う。）にないこと。 

（５）東村山市との協議や調整に十分な能力を有し、契約及び本事業の実施、諸条件の

変更等について、柔軟な対応ができ、かつ、業務を確実に遂行させることができ

る者であること。 

（６）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）第２

条第２号に規定する暴力団又は同条第６項に規定する暴力団員が経営する法人若

しくは暴力団員が実質的に経営を支配する法人若しくはこれらに準じる者でない

こと。 

（７）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７

号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

（８）公共交通に関する各種計画策定・調査業務委託等の同種業務に関し、受託業務実

績またはそれに準ずる業務実績があること。 

 

第５ 応募方法及び参加資格の審査 

プロポーザルに応募する事業者は、参加申込書等を提出し、参加資格の有無につ

いて審査を受けなければならない。 

 （１）申込方法 

   ① 提出期限：令和４年５月２日（火）正午まで（土・日曜日、祝日を除く。） 

② 受付時間：午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

③ 提出方法：持参又は郵送 

④ 提 出 先：「第１４ 担当部署」のとおり 

⑤ 提出書類：プロポーザル参加申込書（様式１） １部 

     誓約書（様式２）         １部 

     会社概要書（様式３）       １部 

     業務実績書（様式４）       １部 

（２）参加審査結果通知 

    令和４年５月２０日（金）までに、応募者全員へ個別の結果を電子メールにより



 

 3 

通知する。 

 

第６ 質疑応答 

   このプロポーザルに対する質問方法及び回答については，次のとおりとする。 

  ○第１回 

（１）提出期限 

     令和４年４月１８日（月）から令和４年４月２２日（金）正午まで（必着） 

  （２）質問方法 

     電子メールにより提出すること。なお、提出期限後に提出された質問や、 

指定した方法以外で提出された質問に対しては、回答しない。 

     【質問用メールアドレス】 

     kotsu@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 

     ※質問の際、件名は「新たな移動手段の検討支援業務委託に関する質問」とし、

本文に「事業者名」「担当者名」「担当者連絡先（電話番号）」を記載すること。 

  （３）回答期限 

     令和４年４月２７日（水）までに回答する。 

  （４）回答方法 

     市ホームページに掲載する。但し、本業務に関係のない質問については、原則

回答しないものとする。 

なお、質疑に対する回答は、本要領と同等の効力が生じるものとする。 

 

  ○第２回 

  （１）提出期限 

     令和４年５月２３日（月）から令和４年５月２７日（金）正午まで（必着） 

  （２）質問方法 

     電子メールにより提出すること。なお、提出期限後に提出された質問や、 

指定した方法以外で提出された質問に対しては、回答しない。 

     【質問用メールアドレス】 

     kotsu@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 

     ※質問の際、件名は「新たな移動手段の検討支援業務委託に関する質問」とし、



 

 4 

本文に「事業者名」「担当者名」「担当者連絡先（電話番号）」を記載すること。 

  （３）回答期限 

     令和４年６月１日（水）までに回答する。 

  （４）回答方法 

     市ホームページに掲載する。但し、参加申込書を提出していない事業者からの

質問及び本業務に関係のない質問については、原則回答しないものとする。 

なお、質疑に対する回答は、本要領と同等の効力が生じるものとする。 

 

第７ 企画提案書等の作成及び提出 

   指名を受けた事業者は、次に定めるところにより、企画提案書等を提出しなければ

ならない。 

  （１）提出期限等 

     ① 提出期限：令和４年６月７日（火）正午まで（必着） 

            （土・日曜日、祝日を除く。） 

     ② 受付時間：午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

     ③ 提出場所：東村山市役所本庁舎４階  まちづくり部交通課 

            （〒１８９－８５０１ 東京都東村山市本町１－２－３） 

     ④ 提出方法：持参又は郵送 

なお、持参で提出する場合は、前日までに日程調整のうえ提出

すること。また、郵送で提出する場合は、受け取り日時及び配

達されたことが証明できる方法とすること。 

  （２）提出書類・必要部数 

     別紙「新たな移動手段の検討支援業務委託に係るプロポーザル企画提案書等作

成要領」及び「新たな移動手段の検討支援業務委託に係るプロポーザル企画提案

書等作成要領（補足資料）」のとおり書類を作成し、提出すること。 

 

第８ 審査方法及び審査基準 

   プロポーザルの審査は、次のとおりとする。 

  （１）第１次審査（書類審査） 

提出された企画提案書等を、審査項目及び配点に基づき審査し、高い得点を得
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た順に、上位３事業者までを次の第２次審査の対象とし、複数の事業者が同得点

の場合は、委員会の総合的な審査により選定する。 

但し、プロポーザルの提案者が３事業者以下であった場合は、第１次審査を省

略し、第２次審査において提出書類審査及びプレゼンテーション審査による審査

を実施できるものとする。 

また、第１次審査結果の通知については、令和４年６月２０日（月）までに提

案者全員へ個別の結果を電子メールにより通知する。 

なお、審査結果の内容に対する問い合わせは、審査結果を通知された日から３

日後までとする。 

（２） 第２次審査（プレゼンテーション審査） 

     第１次審査により選考された事業者に対し、企画提案についてのプレゼンテー

ションを実施し、審査項目及び配点に基づき再評価し、最高得点を挙げた事業者

を契約候補とする。ただし、得点については、審査委員会総得点の平均点が７２

点以上（満点は１２０点）でなければならないものとし、プロポーザルの提案者

が１事業者の場合も審査を行い、審査委員会総得点の平均点が７２点以上（満点

は１２０点）であれば、これを決する。複数の事業者が同得点の場合は、委員会

の総合的な審査により選定する。 

① 第２次審査（プレゼンテーション審査）実施日 

令和４年６月３０日（木）予定 

午前９時から午後５時までの間で、市が指定した時間（後日通知）で事業

者毎に実施する。 

     ② プレゼンテーションの内容 

企画提案書等の内容について個々に提案を行うこと。 

１社あたり準備５分、説明２０分、質疑応答２０分を予定とする。プレゼ

ンテーションの順番は市が無作為に決定した順番とし、開始１０分前に声掛

けを行うので、それまで指定された待機場所にて待機すること。 

③ プレゼンテーション会場は、東村山市役所いきいきプラザ３階マルチメデ

ィアホールとする。（待機場所については、別途通知する） 

④ 説明及び質疑に対する回答は、委託契約を請け負った場合の管理責任者又

は業務を担当する主たる者が行うこと。なお、会場への入室は、説明者を含
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む３名以内とする。 

⑤ プレゼンテーションは、企画提案書の内容を補足するものであり、既に提

出された資料によって行うものとし、提案した内容の変更は認めない。 

⑥ プレゼンテーションの際に、プロジェクター等を使用する場合には、事前

に申し出ること。パソコン、プロジェクター及びスクリーンについては、市

において用意するものとする。用意するパソコンには、Windows10、

MicrosoftPowerPoint2016 が導入されているため、当該環境において動作可

能なプレゼンテーション資料とすること。なお、プレゼンテーション時にお

ける新たな資料の配布は認めない。また、使用する記録媒体は USBメモリー

（ウイルスチェック済）とし、各自で用意すること。 

⑦ 提案者が１事業者のみの場合でも、企画提案書の審査を実施する。 

⑧ プレゼンテーションにおいて口頭で提案したことについては、契約内容に

含むものとする。 

⑨ 第２次審査結果の通知 

       令和４年７月４日（月）までに提案者全員へ個別の結果を電子メールによ

り通知する。審査結果の内容に関する問い合わせは、審査結果を通知された

日から３日後までとする。 

  （３）審査項目 

     審査項目は、別紙「審査基準」のとおりとする。 

      

第９ 契約 

   受託候補者特定後、随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契

約の手続きを行うものとする。（この協議に要する費用は、受託候補者の負担とする。） 

   なお、特定された者は、改めて見積書を提出する。 

 

第１０ 日程 

   公示               令和４年４月１８日（月） 

   第１回質問受付締切        令和４年４月２２日（金）正午 

   第１回質問回答          令和４年４月２７日（水） 

   受付申込提出期限         令和４年５月２日（月）正午 
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   参加審査結果通知         令和４年５月２０日（金） 

   第２回質問受付締切        令和４年５月２７日（金）正午 

   第２回質問回答          令和４年６月１日（水） 

   企画提案書等受付締切       令和４年６月７日（火）正午 

   第１次審査結果通知        令和４年６月２０日（月）（予定） 

   第２次審査実施日         令和４年６月３０日（木）（予定） 

   第２次審査結果通知        令和４年７月４日（月）（予定） 

   契約締結             令和４年７月上旬（予定） 

   業務期間             令和４年７月～令和５年３月（予定） 

 

第１１ 参加の辞退 

  本件の参加申込後、参加を辞退する場合は、速やかに事務局に電話連絡のうえ、社名

（社印の押印）、代表者名（代表印の押印）、担当者名を明記した辞退届（任意書式）を

事務局に持参し、又は郵送すること。なお、参加辞退届は東村山市長宛とすること。 

 

第１２ 情報公開 

  提出された企画提案書等の書類は、法人・個人の著作物であっても「東村山市情報公

開条例」に基づき情報公開の対象となる。情報公開請求があった場合は、同条例第 6条

各号に定める非公開情報（個人情報や、公開すると法人等の正当な利益を害するおそれ

がある情報など）が記載されている部分を除き、原則公開となる。 

なお、本プロポーザルの受託候補者特定前において、決定に影響が出るおそれがある

情報については決定後の公開とする。 

 ※ 著作権法第 42条の 2（行政機関情報公開法等による開示のための利用）により、市

が情報公開条例に基づく公開に用いる目的であれば、著作物の利用が認められている。 

 ※ 未公表の著作物（市と契約締結した事業者の企画提案書は除く）について著作者か

ら公開に同意しない旨の申出があった時は、情報公開請求があっても原則非公開とな

る。 

 

第１３ その他留意事項 

  （１）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。 
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  （２）提出された書類等については、理由の如何にかかわらず返却しない。 

  （３）次に掲げるいずれかに該当する場合、その提案を失格とする。 

     ①提案書の提出先、提出場所、提出期日、必要書類、書類内容が実施要領等に

示された要件に適合しないもの 

     ②提案書等提出期限後に参考見積書内の金額に訂正を行ったもの 

     ③理由もなく、説明会及びプレゼンテーションに出席しなかったもの 

     ④参考見積書の金額が、上限額を超過したもの 

  （４）提出書類に虚偽の記載をした場合は、その提案を失格とするとともに、指名停

止措置を行うことがある。 

  （５）書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。 

  （６）プレゼンテーションにて口頭で提案したことについては契約内容に含むものと

する。 

  （７）記載した予定担当者は、原則として変更できない。ただし、病気、死亡、退職

等やむを得ない理由により変更を行う場合は、市の了解を得ること。 

  （８）審査により特定された受託候補者が契約に至らなかった場合は、次に得点が高

かった者を受託候補者とする。 

  （９）本プロポーザルは受託候補事業者を選定するものであり、契約の締結を担保す

るものではない。 

  （10）新型コロナウイルスの影響により、プレゼンテーション審査の時期、審査方法

等を変更、または選定を中止することがある。その場合は、参加者に通知すると

ともに、市ホームページに掲載する。 

 

第１４ 担当部署 

   東村山市役所まちづくり部交通課  担当 小宮山、香西 

   〒１８９－８５０１ 東村山市本町１－２－３   

電 話 042-393-5111(代表) 内線：3707 

   ＦＡＸ 042-393-6846 

   メール kotsu@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 

 


