
美濃加茂市公告第３号 

 

美濃太田駅周辺整備将来基本構想策定業務に係る公募型プロポーザル方式実

施要領 

 

美濃太田駅周辺整備将来基本構想策定業務に係る公募型プロポーザル方式を以下

のとおり実施する。  

 

令和元年５月１５日  

 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

  

１ 発注主管課 

美濃加茂市建設水道部都市整備課  

 

２ 業務概要 

(1) 業務名 

美濃太田駅周辺整備将来基本構想策定業務 

(2) 業務場所 

美濃加茂市内（美濃太田駅周辺地区） 

(3) 履行期間 

契約締結日から令和２年３月２７日まで 

(4) 目的 

美濃太田駅周辺地区においては、市街地の中心である駅を境に南北で賑わい

の格差が生じている状況にある。特に駅南地区は、人口減少などによる商店街

の賑わい喪失並びに老朽木造家屋や狭隘道路などの課題があり、駅周辺地区と

して南北一体的な活性化を図るには、商業機能及び居住環境の両面において課

題解決が急務である。公共施設として既に駅南北自由通路及び駅前広場が整備

されているが、中心市街地としての機能を維持・向上させるためには継続的な

まちづくりに関する取組みをしていく必要がある。 

本業務は、これらの現状等を踏まえて美濃太田駅周辺における交流による賑

わいの場を創出するため、中心市街地としての機能である商業・サービス機能

の維持・向上、安全で快適な交通環境・生活環境の形成、及び防災・減災機能

の向上を視野に入れた将来基本構想を策定するものである。 

 

(5) 業務内容 

別紙「美濃太田駅周辺整備将来基本構想策定業務特記仕様書」（以下「仕様



書」という。）のとおり 

 

３ 参加資格 

参加事業者は、次の要件をすべて満たしていること。なお、共同企業体による

参加はできない。 

(1) 美濃加茂市プロポーザル方式等の実施要綱（平成２４年美濃加茂市訓令甲第

５号。以下「要綱」という。）第４条第１項各号に規定する者であること。 

(2) 美濃加茂市競争入札参加資格者名簿に登録されていない者であっても、要綱

第４条第２項に規定する書類を参加表明書に添付し、参加することができる。

ただし、参加表明後、速やかに入札参加資格者申請をすること。 

(3) 過去５年間において本業務と同種又は類似業務の受注実績があること。 

(4) 配置予定技術者は、主任技術者、照査技術者及び担当技術者を配置すること

とし、主任技術者及び照査技術者は次のいずれかの資格を有する者とする。 

ア 技術士（建設部門：都市及び地方計画） 

イ ＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画部門） 

(5) 主任技術者は、以下の要件を満たす者とすること。 

ア 総合計画や都市計画マスタープラン等のまちづくりに関する上位計画の主

旨を十分理解し、再開発事業等再整備に関する制度の活用や先進的なまち

づくり事例等の十分な知識を有すること。 

イ 都市計画決定（用途地域・道路）や再開発事業等における本市の設定方針

や基準などについて、高度な提案能力を有すること。 

ウ ＧＩＳデータや各種統計資料等を有効に活用し、都市構造上の課題や施策

の効果を示す指標の設定などについて、高度な分析能力を有すること。 

 

４ 失格要件 

参加表明書を提出してから候補者が決定されるまでの間に、次のいずれかに該

当した場合は、失格又は審査の対象より除外し、その理由を付して文書で通知す

るものとする。 

(1) 参加資格要件を満たさないこととなったとき。 

(2) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

(3) 一つの参加事業者が複数の提案を行った場合  

(4) 提案書等の作成に当たり、第三者の著作権を侵害する提案をしたとき。 

(5) 参加表明書又は提案書等に虚偽の内容が記載されている場合  

(6) 参加事業者が不渡手形又は不渡小切手を出した場合  

(7) 会社更生法の適用申請等により、契約の履行が困難と認められる状態に至っ 

た場合  

(8) 審査の公平性に影響を与える行為があった場合  



(9) 著しく信義に反する行為があった場合  

 

５  参加に関する留意事項  

(1) 参加事業者は、参加表明書の提出をもってこの実施要領の記載内容を承諾し

たものとみなす。  

(2) 参加に関して必要な費用は、参加事業者の負担とする。  

(3) 提案した内容は、実現を約束したものとみなす。  

(4) 参加事業者から実施要領に基づき提出される書類の著作権は、作成者に帰属

する。ただし、採用した提案書等の著作権は、美濃加茂市（以下「発注者」と

いう。）に帰属する。採用・不採用に関わらず、発注者は本プロポーザルの報

告、公表等のために必要な場合は、提出書類等の内容を無償で使用できる。 

(5) 参加事業者から実施要領に基づき提出される書類は、提出期間に限り補正す

ることができる。提出期間終了後は変更することができないものとし、また、

その理由如何に関わらず提案書の返却はしない。  

(6) 発注者が必要と認める場合は、追加書類の提出を求め、また記載内容に関す

る聞き取り調査を行うことがある。 

(7) 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、美濃加茂市情報公開条

例（平成１１年美濃加茂市条例第２０号）に基づき、提案書を公開することが

ある。 

 

６ スケジュール 

参加表明書の提出期限 令和元年５月２４日（金）午後５時まで 

質問の受付 令和元年５月１７日（金）午前９時から 

令和元年５月２２日（水）午後５時まで 

質問への回答  令和元年５月２３日（木） 

参加資格確認通知 令和元年５月２９日（水） 

提案書等の提出期間 令和元年５月２９日（水）午前９時から 

令和元年６月 ５日（水）午後５時まで 

第１次審査（書類審査) 令和元年６月 ７日（金） 

第２次審査（プレゼンテーシ

ョン及びヒアリング)      

令和元年６月１９日（水） 

 

最優秀事業者（受託候補者）及

び審査経過の公表及び通知  

令和元年６月２１日（金） 

契約の締結 令和元年６月下旬（予定）  

 

７ 参加表明書等の提出 

(1) 提出書類及び提出部数 



ア 公募型プロポーザル方式参加表明書（要綱様式第１号） １部 

イ 配置予定技術者の配置計画（任意様式）       １部 

ウ 予定技術者申告書（任意様式）           各１部 

主任技術者、照査技術者及び主たる担当技術者についてそれぞれ作成す

ることとし、技術者の資格を証明する資料（資格証の写し等）を添付する

こと。 

エ 誓約書（任意様式）          １部 

(2) 提出書類の作成上の留意事項 

①公募型プロポーザル方式参加表明書  

代表者印を押印の上、提出すること。 

②配置予定技術者の配置計画 

主任技術者、照査技術者及び担当技術者の配置計画について、任意の様式

で記載すること。 

③予定技術者申告書 

主任技術者、照査技術者及び担当技術者について記載することとし、担当

技術者が複数であるときは、主たる担当技術者１名について記載すること。

主任技術者が主たる担当技術者を兼務する場合は、その他の担当技術者の内

１名について記載すること。業務実績は、過去５年間の同種又は類似業務の

うち、平成３１年３月３１日までに完了したものを５件まで記載すること（件

数を評価するものではない。）。 

※同種業務…まちづくりに関する基本構想、基本計画、実施計画策定に係る

業務、及び再開発事業に係る業務 

※類似業務…都市計画に関連する計画等の策定や調査に係る業務 

④誓約書 

参考様式を基本に作成し、代表者印を押印の上提出すること。本委託契約

締結日までに、誓約書の記載事項に反した場合は、失格とする。 

⑤その他の注意事項 

ア 使用する言語は日本語とし、通貨及び単位は、日本国通貨、日本の標準

時及び計量法に定める単位とする。提出された書類の訂正、追記、返却は

認めない。また、要求する内容以外の書類や図面等は受理しない。 

イ  参加表明書等についてのヒアリングは、実施しない。ただし、記載内容 

が不明確で参加資格を確認できない場合には、説明を求めることがある。 

ウ  受託候補者として選定された者は「参加表明書等」に記載した配置予定

技術者に当該業務を担当させなければならない。ただし、変更がやむを得

ないと発注者が認めた場合については、この限りでない。 

(3) 提出先 〒５０５－８６０６ 美濃加茂市太田町３４３１番地１  

美濃加茂市建設水道部都市整備課（本庁舎３階） 



ＴＥＬ ０５７４－２５－２１１１（内４２７）  

※郵送する場合は、簡易書留とすること。 

 

８ 説明会   

本業務の説明会は実施しない。 

 

９ 質問の受付・回答 

(1) 提出方法 

参加表明書提出予定者は、法人名、担当者名、担当者連絡先、及び質問内容

を簡潔にまとめ、電子メールで提出するものとし、送信時には必ず電話で受信

の確認を行うものとする。  

(2) 提出先 

建設水道部都市整備課 電子メール toshiseibi@city.minokamo.lg.jp 

(3) 回答方法 

質問とその回答は、まとめて発注者のホームページで公表する。なお、質問

の内容によっては回答しない場合がある。 

 

１０ 提案書等の提出 

(1) 提出書類 

参加資格確認通知を受け、資格を有することを認められた事業者（以下「提

案者」という。）は、次に掲げる書類を提出すること。 

ア 提案書 

・鑑文（任意様式）    １部 ※参考様式参照 

・業務実施方針及び手法（自由記載） １２部 

イ  工程表（任意様式）   １２部 

ウ 見積書・内訳書（任意様式）  １２部 

(2) 提案書等の作成の注意事項 

ア 提案書 

（鑑文） 

a) 代表者印を押印の上、提出すること。 

b) 参加資格確認通知書において通知した提案番号を記載すること。 

（業務実施方針及び手法） 

a) Ａ４判縦置き、横書きで５枚、１０頁以内（両面印刷）で記載するこ

と。 

b) 文字の大きさは、原則として１０．５ポイント以上とすること。 

c) 次に掲げる事項については、仕様書により必ず記載すること。 

（１）上位・関連計画等の現状把握に関する手法 



（２）地区の現状調査に関する手法 

（３）構想（案）の検討・作成に関する手法 

（４）モデル区域の設定に関する手法 

（５）委員会の運営支援に関する手法 

e) 提案者を特定することができる内容の記述（商号や実績に係る業務名、

発注者の名称など）は行わないこと（プレゼンテーションにおいても同

様とする。）。 

イ 工程表 

a) 参考様式を基本に作成すること。提案の内容に応じ、項目の追加、修

正をして差し支えないものとする。 

b) Ａ３判を片袖折りにして提出すること。 

ウ  見積書 

業務の見積書を提出すること。なお、費用内訳、技術提案番号を記載し、

提案者を特定できる事項（社名等)は記載しないこと。 

エ  提案書等の提出期限後の差替え、追加等は一切認めない。 

オ 提出方法 建設水道部都市整備課へ持参 

 

１１ 審査委員会 

プロポーザルの審査は、美濃太田駅周辺整備将来基本構想策定業務プロポーザ

ル方式審査委員会（以下「審査委員会」という。）が行う。 

 

１２ 審査手順等 

審査は、第１次審査及び第２次審査の２段階で実施する。なお、両審査とも審

査過程は非公開とする。 

(1) 第１次審査（書類審査） 

第１次審査は、提案者が５者を超えた場合のみ実施する。審査委員会は、提

案書等について、１３審査基準に示す審査基準に従って評価を行い、得点の合

計が最も高い提案から上位５者を選考する。ただし、評価の低い提案者が複数

あるときは、５者に満たない提案者を選考することがある。なお、第１次審査

の最低基準点は、満点の７０％とする。 

※発注者は、第１次審査終了後、全提案者に対し書面で審査結果を通知する。 

※発注者は、第１次審査の点数を第１次審査の通過・非通過の決定のみに利用

し、第２次審査において利用しない。  

(2) 第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング）  

第１次審査を通過した者を対象に、次のとおりプレゼンテーション及びヒア

リングを行う。なお、開始時間及び場所は、第１次審査通過者に別途通知する。 

① 審査場所  美濃加茂市生涯学習センター 



② 出席者   本業務を担当する主任技術者を含む３名以内 

③ 持ち時間  ・プレゼンテーション  １５分程度  

・ヒアリング      １０分程度  

・入退室、機材設置等  ５分程度 合計３０分以内 

④ 審査の順番 提案書の受付順 

⑤留意事項  ・プレゼンテーション等は、提案者が提出した提案書等の記

載内容をパワーポイント等で表現したもののみとし、新たな

内容の資料提示は認めない。 

・プレゼンテーションのパワーポイント等には、提案者の名

称等が分かる表示をしない。質疑応答においても同様の表現

をしない。 

※提案者は、提案書の内容を説明するためパワーポイント等のソフトウェ

アを利用することができる。これらを使用する場合は、事前にその旨を発注

者へ連絡すること。発注者は、スクリーン及び電源コンセントは用意するが、

それ以外に必要な機材（ＰＣ、プロジェクター、ケーブル等）は提案者が準

備すること。 

 (3) 最優秀候補者の選考 

    審査委員会は、プレゼンテーション及びヒアリングにおいて審査基準に従っ

て審査を実施し、第２次審査の最低基準点に達した者の中から、合計得点の最

も高い者を最優秀候補者、２番目に高い者を次点者に選考する。第２次審査の

最低基準点は満点の７０％とする。なお、第１次審査及び第２次審査において、

各提案者の点数は、各審査員が採点した合計点数（１００点満点）の全審査員

の合計とする。ただし、提案者ごとの評価点数のうち最高点数と最低点数を除

いた上で合計点を算出するものとする。なお、最高点数又は最低点数が複数存

在する場合でも、削除するのは最高点数１つ、最低点数１つのみとする。 

(4) 審査の結果 

審査結果は、全提案者に文書で通知する。また、最終審査結果は、発注者の

ホームページでも公表する。 

 

１３ 審査基準 

第１次審査及び第２次審査の評価項目及び配点は、次のとおりとする。最優秀

候補者の選定は、審査委員会において、配置予定技術者、業務実績等による客観

評価、提案書に基づくプレゼンテーション及びヒアリングによる技術提案評価及

び見積書のコスト評価の審査を実施する。 

 

 

 



 

評価項目 内容 配点 

１．予定技術者の

経験及び業務実施

能力 

（２５点） 

（１）主任

技術者 

技術者が有する技術者資格及び業務の実績

の内容 
10 

（２）照査

技術者 

技術者が有する技術者資格及び業務の実績

の内容 
5 

（３）担当

技術者 

技術者が有する技術者資格及び業務の実績

の内容 
10 

２．業務実施方針及び

手法 

（５０点） 

（１）業務内容の理解度 

（内訳）市の現況の習熟度・業務に対する理解度 

10 

（２）業務実施方針の妥当性 

（内訳）提案の的確性・独創性・実現性 

15 

（３）業務実施手法の妥当性 

（内訳）現況把握・住民意見の聴取、案の作成 

25 

３．企画提案書 

（１０点） 

（１）企画提案書の見やすさ・分かりやすさ 5 

（２）取組意欲 5 

４．価格と提案内容 

（１５点） 

コスト評価 

見積価格に対する技術提案内容の高度さ 
15 

合計  100 

 

１４ 業務価格の上限 

本業務にかかる業務価格の上限は６，３００千円（※金額には消費税及び地方

消費税を含まない（税抜））とし、提案書で提出された金額をもとに、候補者か

ら見積書を徴取して契約を締結する。 

 

１５ 契約の締結 

審査により、最優秀候補者として決定した提案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、次点者と契約締結の交渉を行う。なお、契約書

は、仕様書及び提案書に基づいて決定するものとし、当初仕様書に変更が生じる

可能性があることから柔軟に対応すること。なお、金額の支払は業務完了後に全

額支払うものとする。 

 


