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１ 趣旨 

この要項は、富士見市都市計画マスタープラン策定業務（以下「本業務」という。）

に当たり、企画提案を募り、価格評価のみならず、企画提案書、プレゼンテーショ

ンの内容等を総合的に判断し、最も優れた企画提案を行った事業者を本業務委託の

受託候補者として選定する方式（以下「プロポーザル」という。）の実施に関し必

要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名 

 富士見市都市計画マスタープラン策定業務 

(2) 業務内容（詳細は仕様書参照のこと） 

ア 現行のマスタープラン、富士見市まちづくり基本計画の現状の達成度の検

証 

イ 市の政策との整合性の検証及び諸法律、制度等の整理 

ウ まちづくりの理念や都市計画の目標の策定 

エ 全体構想の策定 

オ 地域別構想の策定 

カ 計画の進捗管理のあり方 

キ 市民協働による策定支援 

ク 会議録の作成 

(3) 契約方法 

公募型プロポーザル方式による随意契約 

(4) 履行期間 

契約締結の日から平成３３年３月３１日まで 

(5) 提案上限額  ２０，８９０，０００円 

ただし、各年度の上限額は以下のとおりとする。 

平成３１年度 １１，０９０，０００円（消費税及び地方消費税含む。） 

平成３２年度  ９，８００，０００円（消費税及び地方消費税含む。） 

※上記の上限額は、契約時の予定価格を示すものではなく、業務内容の規模を示

すためのものであることに留意すること。 

(6) 担当窓口（提出先） 

   〒354－8511 埼玉県富士見市大字鶴馬１８００－１ 

富士見市役所 まちづくり推進部 まちづくり推進課 都市計画グループ 

電話：０４９－２５１－２７１１ ＦＡＸ：０４９－２５１－２７２６ 

メール：seibi＠city.fujimi.saitama.jp 

 

３ 参加資格  

 プロポーザルに参加する者は、本業務に係る委託の趣旨を理解し、次の事項を全
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て満たしていなければならない。 

(1) 平成３１・３２年度富士見市競争入札参加資格者名簿に登載されている者又は

以下の書類を提出し、本業務のプロポーザルに参加を認められた者であること。 

ア 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書（申請日前３月以内に発行され

たもので、現状を反映しているものに限る。※写し可） 

イ 財務諸表（直近３年分の貸借対照表及び損益計算書の写し） 

ウ 納税証明書（「法人税、消費税及び地方消費税」及び「法人事業税、法人都

道府県民税及び法人市町村民税」について、未納の税額がないことの証明） 

 (2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定する資格

を備えていること。 

 (3) 富士見市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成２３年告示第１０４号）

に基づく入札参加停止の措置を受けている期間中でないこと。 

 (4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産

法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない

者若しくは手続中でない者。 

 (5) 富士見市の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成１９年告示第２４６号）に基

づく入札参加停止措置を受けている期間中でないこと。 

 (6) 日本国内に本社又は支社等を有し、専門技術者等の充分な業務遂行能力及び適

切な執行体制を有している法人とする。 

 (7) 提案者は単独法人であること。ただし、当該業務の一部を第三者に委任し、又

は請け負わせることを妨げるものではない。 

(8) 「仕様書 ８ 事業者の要件」を全て満たすこと。 

 

４ スケジュール 

 内   容 予 定 日 備  考 

１ 仕様書、実施要項の公告 ４月２６日（金）  

２ 質問書の提出期限 ５月 ９日（木）  

３ 質問に対する回答期日 ５月１５日（水）  

４ 参加表明書等提出期限 ５月２１日（火）  

５ 参加資格結果通知 ５月２４日（金）  

６ 企画提案書等提出期限 ５月２７日（月）  

７ プレゼンテーション審査の実施 
６月 ３日（月）（予定） 

６月 ６日（木）（予定） 

 

８ 審査結果通知書の発送 ６月中旬（予定）  

９ 契約締結 ６月下旬（予定）  

※参加資格に適合する参加者表明者が多数の場合は、一次選考を行うため、プレゼ

ンテーションの日時が変更となります。 
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※受託候補者となった事業者は、速やかに本市と契約に関する詳細な打合せを実施

し、契約について協議を行う。なお、受託候補者との契約締結交渉が不調に終わ

った場合は、次点の提案者と契約締結の交渉を行う。 

 

５ 質問書の提出及び回答 

  質疑がある場合は、質問書（様式第１号）を提出すること。ただし、質疑は本要

項に付随して企画提案書等を作成する上で必要な事項に限る。 

なお、口頭による質疑は受け付けない。 

(1) 受付期限 平成３１年５月９日（木） 

(2) 提出方法 電子メール 

※宛先は、「２(6)担当窓口（提出先）」とすること。 

      ※送信後、必ず電話にて送付した旨を連絡すること。 

(3) 回答期日 平成３１年５月１５日（水） 

※提出のあった質問及びその回答は、当市のホームページで公表す

るものとし、口頭による個別対応は行わない。 

※この回答は、実施要項をはじめとする本プロポーザルに関する書

類の記載事項追加又は修正とみなす。回答に対する再質問は原則

受け付けない。また、実施要項や仕様書、様式の欄外に明記して

いる場合には回答しない。 

 

６ 参加表明書等の提出 

  企画提案を行おうとする者は、下記書類を提出すること。 

(1) 提出書類  ア 参加表明書（様式第２号） 

        イ 会社概要書（様式第３号） 

          ※パンフレット１部添付すること。 

ウ 関連業務実績概要書（様式第４号） ３枚以内 

  ・過去１０年以内に市又は特別区が発注した都市計画マスター

プラン策定又は改定業務を完了させた実績を記載すること。 

  ※実績を証する資料（契約書の写し又はテクリス業務カルテ等）

１部添付すること。 

エ 実施体制概要書（様式第５号） 

・本業務に従事予定の総括責任者、担当者などを記載      

(2) 提出部数 各１５部（※は、１部） 

(3) 提出期限 平成３１年５月２１日（火） 

(4) 提出方法 「２(6)担当窓口（提出先）」に直接持参又は郵送 

※受付は、月曜日から金曜日（祝日を除く。）の午前８時３０分か

ら午後５時１５分までとする。 
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※郵送で提出する場合は、配達証明書等送付を証明する手段にて提

出期限までに必着で提出すること。 

 

７ 資格の確認等 

  市は、参加表明書の提出があった時は、「３参加資格」に定める要件について確

認し、その結果を次の期日に当該参加表明書を提出した者に通知する。プロポーザ

ル審査の詳細の日時等は、参加資格結果通知時に指定する。ただし、資格に適合す

る参加表明者がおおむね５者を超えるときは、企画提案書等（プレゼンテーション

以外）による第一次選考を実施するものとし、プレゼンテーション審査の詳細の日

時等は、第一次選考結果通知時に指定する。 

 【参加資格結果通知】 

(1) 通知期日 平成３１年５月２４日（金） 

(2) 通知方法 電子メールで連絡後、郵送で通知書を送付 

【第一次選考結果通知】 

(1) 通知期日 平成３１年６月４日（火） 

(2) 通知方法 電子メールで連絡後、郵送で通知書を送付 

 

８ 企画提案書等の提出 

  参加資格結果通知において、資格に適合した場合には、次に定めるところにより

企画提案書等を提出すること。 

なお、提出に当たっては、本業務に関する基本的な考え方及び具体的な取組方法

について、明瞭に記載すること。 

(1) 提出書類 

次に掲げる書類について、項目ごとにインデックスを付した上で順番にとじ込

み、正本１部、副本１４部（副本は、社名、ロゴ等提案者が特定される事項は全

て空欄又は墨入れ表記とすること。）を作成し、提出するものとする。 

ア 企画提案書（様式第６号） 

  ・正本：提案者の押印が必要 

  ・Ａ４版 １枚 

イ 企画提案内容書（任意様式） 

  ・本業務の基本的な考え方及び企画提案内容を記載 

  ・Ａ４版 ５枚以内 

ウ 実施計画書（任意様式） 

  ・実施手順、工程などを記載 

  ・Ａ４版 ２枚以内 

エ 見積書（様式第７号） 

  ・積算根拠を示した内訳書を添付 

(2) 提出期限 平成３１年５月２７日（月） 
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(3) 提出方法 「２(6)担当窓口（提出先）」に直接持参又は郵送 

※受付は、月曜日から金曜日（祝日を除く。）の午前８時３０分か

ら午後５時１５分までとする。 

※郵送で提出する場合は、配達証明書等送付を証明する手段にて提

出期限までに必着で提出すること。 

 

９ プレゼンテーション審査の実施 

  企画提案者によるプレゼンテーションを実施する。 

  なお、「３参加者の資格」に定める要件を満たしていない者は、プレゼンテーシ

ョンを行うことができない。 

(1) 日  時 平成３１年６月３日（月）、６月６日（木） 

     ※第一次選考を実施しない場合は、６月３日（月）に実施する。 

※第一次選考を実施した場合は、６月６日（木）に実施する。 

 (2) 手  法 企画提案書に沿ったプレゼンテーション 

        ※追加資料及び資料の差し替えは認めない。 

        ※訂正がある場合は、プレゼンテーション時に説明すること。 

 (3) 所要時間 ３０分間程度 

※２０分間以内のプレゼンテーション及び１０分間程度の質疑応

答とする。 

 (4) 出席者数 ３名以内 

(5) そ の 他 プレゼンテーション時のスクリーン及びプロジェクターは、市で準

備する。（パソコン及びその他の備品は参加者が用意すること。） 

 

１０ 評価基準 

   評価基準は以下の表のとおりとし、評価の配点は１００点満点とする。評価点

の端数処理は、少数第二位を四捨五入する。 

区分 評価項目 評価事項 配点 

関連実績調書 関連業務の実績 企業の業務実績 5 

実施体制概要書 実施体制 本業務を実施する体制 10 

企画提案内容書 

業務理解度 本業務に対する理解度 10 

企画提案内容 

課題整理の的確性 15 

提案の実現性 20 

提案の独創性 20 

実施計画書 業務工程の妥当性 工程計画の妥当性 5 

見積書 見積額   5 

プレゼンテーション プレゼン内容 企画力及び意欲 10 

合計 100 
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１１ プロポーザルの審査及び結果 

(1) 第一次選考及びプレゼンテーション審査は、選定委員会が、評価基準に基づき

審査を実施する。 

(2) 評価基準に基づき、選定委員会が評価点を算出し、最も高い評価合計点を獲得

した提案者を受託候補者とし、併せて、評価合計点の順位に基づき、次点者を特

定する。ただし、最も高い評価合計点が６０点未満の場合は、受託候補者として

特定せず、該当者なしとする。 

(3) 最も高い評価合計点の提案者が複数ある場合は、選定委員会の協議により受託

候補者の順位付けを行うものとする。 

(4) 審査結果は、全ての提案者に対して個別に文書で通知する。 

 

１２ 参加の辞退 

(1) 参加申込手続を行った者は、プレゼンテーション審査の実施までの間は、参加

を辞退することができる。 

(2) 参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式第８号）を「２(6)担当窓口（提出

先）」に直接持参すること。 

 

１３ 失格 

  次のいずれかの事項に該当する者は、失格とする。 

(1) 参加者の資格要件を満たしていない者 

(2) 企画提案書を提出期限までに提出しなかった者 

(3) プレゼンテーションに参加しなかった者 

(4) 提出書類に故意に虚偽の記載をした者 

(5) 提出した企画提案書の内容が業務仕様書の水準を満たしていないことが明ら

かであると認められる者 

(6) 提案価格が提案上限額を超える金額である者 

(7) 前各号に掲げるもののほか、失格に相当する事由があると選定委員会の委員長

が認める者 

 

１４ 契約の締結 

(1) 最終受託者に決定した者と契約内容等の諸条件を協議の上、富士見市契約規則

（平成１８年富士見市規則第４号）に基づき契約を締結する。 

(2) 契約の仕様書については、提案書の内容に基づき、富士見市と受託者との協議

により定めるものとする。 

 

１５ その他注意事項 

(1) 本プロポーザルに参加するために要した一切の費用は、提案者の負担とする。 

(2) 提出された全ての書類については、返却をしない。 
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(3) 書類の作成に用いる言語は日本語とし、通貨は日本円とする。 

(4) 企画提案書の提出は、一提案者につき、一提案とする。 

(5) 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は認めない。 

また、実施体制概要書に記載した本業務の従事予定者は、原則として変更する

ことはできない。 

(6) 企画提案に係る全ての書類は、本業務の受託候補者の選定以外の目的には使用

しない。 

(7) 提出された企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属す

る。ただし、受託先に特定された者が作成した企画提案書等は、市が必要と認め

る場合において、その一部又は全部を使用（複製、転記又は転写等）することが

できるものとする。 

(8) 市は、提出された企画提案書等については、富士見市情報公開条例（平成１３

年富士見市条例第２６号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することが

できるものとする。 

(9) この要項に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、協議により定める。 

 

 


