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東村山市施設再生アクションプラン策定支援業務に係る公募型プロポーザル

実施要領 

 

１ 業務概要 

 （1） 件 名 東村山市施設再生アクションプラン策定支援業務 

（2） 目 的 複合化・多機能化等の施設再生のアクションプラン策定における、

各種シミュレーション等の業務支援を委託する。 

（3） 業務内容 調査、検討、整理及び資料作成等業務、まちづくりの効能等を踏ま

えた、学校機能を核とした複合化による市内全公共施設の適正規模・

適正配置のシミュレーション、アクションプランの素案作成、施設再

生に関する会議等の資料作成支援など。詳細は別添の参考仕様書を参

照のこと。 

（4） 業務期間 契約締結日から令和５年３月 31日まで（予定） 

（5） プロポーザル実施理由 

当該業務においては、施設再生に係る基礎資料作成のために、市民へのわかり

やすさを重視し、かつ市の実情に沿った施設再生を実現するために、価格のみの

競争ではなく、受託者の経験、技術力、企画力等の適格性を確認するため、プロ

ポーザル方式を採用するものである。 

 

２ 業務に要する費用 

予定上限額 8,150,000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。 

 

３ 実施形式 

公募型プロポーザル方式 

また、このプロポーザルに要する費用は参加者の負担とする。 

 

４ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる条件をすべて満たしていること。 
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（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） 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにより、入札参加資格審査申請を行

い、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。 

（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 225

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） 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。 

 

５ 応募方法 

本プロポーザルに応募する事業者（以下「応募者」という。）は、参加申込書及び次

の指定された書類を提出すること 

（1） 募集方法 

令和４年３月 31日（木）から、市ホームページにより実施要領を公表する。 

（2） プロポーザル参加申込方法 

ア 提出期限 令和４年５月６日（金）（土・日曜日、祝日を除く。） 

イ 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。） 

ウ 提出方法及び提出書類 次の内容をメールにて提出すること。 

（ア） プロポーザル参加申込書（様式１） 

（イ） 誓約書（様式２） 

（ウ） 業務一覧実績（様式３） 

（エ） 業務実施体制について（任意様式） 

 

６ 質疑応答 

本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。 

（1） 提出期限 

令和４年４月 18日（月）午後５時まで（必着） 
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 （2） 質問方法 

質問書（様式４）を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。 

（3） 回答期限及び回答方法 

令和４年４月 26日（火）までに市ホームページに掲載する。 

（4） 質疑応答による各種書類等の変更について 

質疑応答により本プロポーザルに係る書類等の内容が変更された場合は、市ホ

ームページに掲載する。 

 

７ 企画提案書等の作成及び提出 

指名を受けた応募者は、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 

ア 提出期限 令和４年６月６日（月）（土・日曜日、祝日を除く。） 

イ 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。） 

ウ 提出場所 東村山市役所本庁舎３階 経営政策部公共施設マネジメント課 

エ 提出方法 メールにて提出すること。 

（2） 提出書類 

ア 企画提案書の pdfデータ 

イ 参考見積書の pdfデータ 

※市のメール受信容量が最大５メガバイトのため、送付の際に留意すること。 

※ファイルストレージの活用による提出も可とするが、ダウンロードができない

場合は、CD-R又は DVD-R等のディスクによる郵送提出依頼に応じること。 

（3） 企画提案書について 

企画提案書の構成は、参考仕様書及び審査基準書の内容に沿った形で構成する

こととし、詳細は次のとおりとする。 

ア 企画提案書の様式は任意とするが、提案書の用紙サイズは、日本工業規格Ａ

４判横書きにて作成し、内容によってはＡ３判横書きも可とする。 

イ ページ数は、表紙・目次を除き合計 10ページ以下とし、両面印刷可とする。 

ウ 社名入りの表紙を必ず付け、目次の作成は任意とする。 
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（4） 参考見積書の記載項目について 

あて先は「東村山市長」（市長の氏名は記載しないこと）とし、参考見積額を

示すにあたって、応募者が想定する業務内容を簡易に明示すること。 

 

８ 審査方法及び審査基準 

本プロポーザルの審査は、東村山市が別に定める審査委員会（以下「委員会」という。）

が次のとおり実施する。 

（1） 第１次審査（参加資格の有無確認、書類審査） 

ア 審査の概要 

提出されたプロポーザル参加申込書等について、参加資格の有無を確認し、

提出書面の不備及び失格事項がなければ、応募者を第２次審査の審査対象者と

して選定する。 

ただし、応募者が７者を超える場合は、提出されたプロポーザル参加申込書

等を審査項目及び配点に基づき審査し、第２次審査の対象として選定する。 

イ 審査実施日及び審査実施場所 

（ア） 第１次審査実施日（提案者が７者を超える場合のみ） 

令和４年５月９日（月）（予定） 

（イ） 第１次審査結果の通知 

令和４年５月 18日（水）発送の郵送により通知する。 

（2） 第２次審査（プレゼンテーション審査、基礎審査） 

ア 審査の概要 

企画提案についてのプレゼンテーション審査（以下「プレゼン審査」という。）

を実施する。詳細は、東村山市施設再生アクションプラン策定支援業務に係る

公募型プロポーザル提案審査基準書を参照のこと。 

イ 審査実施日及び審査実施場所 

（ア） 審査実施日 

令和４年６月 22日（水）及び６月 23日（木）の間で、東村山市が指

定した日程で応募者毎に実施する。 

また、プレゼン審査実施日は、第１次審査結果通知の際に通知する。 

（イ） 審査実施場所 
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審査実施場所は、東村山市役所又は市内公共施設とし、最終的な審査

実施場所は、参加審査結果通知の際に通知する。 

ウ プレゼン審査の内容 

（ア） プレゼン審査の概要 

企画提案書の内容について提案を行い、審査員は、自身の所有端末も

しくは印刷資料にて企画提案書の閲覧を行う。 

また、市にて、ＨＤＭＩ接続によるプロジェクター映像投影環境の準

備を行うが、投影に必要なパソコンは応募者にて準備すること。 

その際、何らかのトラブル等により映像投影ができなくとも、市は一

切責任を負わないものとする。 

（イ） 出席者 

１者３名以内とし、説明や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または業務を担当する主たる者が行うこと。 

（ウ） 所要時間の目安 

１者 60 分以内とする。時間配分の目安としては、準備５分以内、説

明 20分以内、質疑応答 30分、撤収５分以内とし、準備及び撤収は市職

員が補助を行うものとする。 

（エ） プレゼン審査の順番について 

プレゼン審査の順番は、企画提案書の提出順とする。 

（オ） 補足資料について 

応募者は、プレゼン審査の際に、企画提案書の補足として別のスライ

ド資料等（以下「補足資料」という。）を用いることできる。 

補足資料を用いる場合は、令和４年６月 15 日（水）午後５時までに

市へメールにより提出すること。 

また、審査の対象はあくまで企画提案書と補足説明による企画内容で

あり、提出された補足資料は直接的に審査の対象とならない。 

エ プレゼン審査結果の通知（予定） 

令和４年６月 29日（水）発送の郵送により通知する。 

オ 備考 

新型コロナウイルス感染症の状況等により、審査実施日及び審査実施場所に
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ついては、通知内容から変更になる場合があり、その際は、市から連絡を行う。 

また、同様に対面でのプレゼン審査が困難なときは、市が指定するＷｅｂ会

議ツールなどを利用しプレゼン審査を実施する場合がある。 

（2） 審査項目 

評価基準表のとおりとする。 

 

９ 契約 

優先交渉権者特定後、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。 

また、特定された者は、詳細は市との協議の上、改めて見積書を提出する。 

なお、協議が整わない場合にあっては、市と次点優先交渉権者が協議の上、契約を締

結する場合がある。 

 

10 日程 

公告    令和４年３月 31日 

質問受付締切   令和４年４月 18日午後５時まで 

質問回答   令和４年４月 26日までに 

プロポーザル参加申込期限 令和４年５月６日 

第１次審査結果通知  令和４年５月 18日 

企画提案書等受付締切  令和４年６月６日午後５時まで 

プレゼン審査実施日  令和４年６月 22日又は 23日 

プレゼン審査結果通知  令和４年６月 29日（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月中旬～令和５年３月 31日（予定） 

 

11 参加の辞退 

本件の参加申込後、参加を辞退する場合は、速やかに市に電話連絡のうえ、社名、代

表者名、担当者名を明記した辞退届（任意書式）を市にメールで提出すること。 

なお、辞退届は東村山市長宛てとすること。 
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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（市と契約締結した応募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。 

 

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。 

（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。 

ア 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 

イ 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 

ウ 理由もなく、説明会及びプレゼン審査に出席しなかったもの 

エ 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） プレゼン審査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。 

（6） 本プロポーザルは優先交渉権者を特定するものであり、契約の締結を担保する

ものではない。 

（7） 本プロポーザルにおいて応募者が提出する資料については、原則として応募者

の押印は求めない。 

（8） その他、本プロポーザルに関する書類等が変更された場合は、市ホームページ
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にて通知する。 

 

14 各種資料の提出先及び担当部署について 

東村山市役所 経営政策部公共施設マネジメント課  担当 大野・檜・今瀬 

住 所 郵便番号 189-8501 東京都東村山市本町１－２－３ 

電 話 042-393-5111(代表) 内線：3060、3061 

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


