
1 

益城町新庁舎移転業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の目的 

本業務は、新庁舎供用開始に向け、住民サービスに支障が出ないよう通常業務への影響

を最小限に、公文書、転用備品・転用什器及びその他の物品（以下「移転物品等」とい

う。）を仮庁舎等から新庁舎への移転作業を円滑に実施することを目的としている。  

本業務は、対象となる部署が多く、また、分散している庁舎等からの移転であること、

限られた期間内において効率よく確実かつ安全に実施する必要があることから、実行力を

有する事業者を公募し、実績や提案等に視点を置いて評価することにより、移転業務に最

も適した事業者選定を可能とする公募型プロポーザル方式により実施するものである。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名称：益城町新庁舎移転業務委託 

（２）対象施設及び業務内容：別紙仕様書のとおり 

（３）委託期間：契約締結の翌日から令和５年５月２２日（月）まで 

ただし、新庁舎建設工事等の進捗に伴い変更となる場合がある。 

（４）選定方法：公募型プロポーザル方式 

 

３ 参加資格等 

本プロポーザルの参加者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。 

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

であること。 

（２）参加申込書提出の際において、益城町工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措

置要領（平成11年益城町告示第23号）に基づく指名停止等の措置を受けていない者で

あること。 

（３）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がなされてい

ないこと。ただし、裁判所からの更生手続開始決定を受けた者はこの限りでない。 

（４）民事再生法（平成11年法律第225条）に基づく再生手続開始の申立てがなされてい

ないこと。ただし、裁判所からの再生手続開始決定を受けた者はこの限りでない。 

（５）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（６）貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）に基づく、一般貨物自動車運送事業

の許可を取得していること。 

（７）応募する者及びその関係者が、暴力団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条に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれ

らに準ずるもの又はその構成員ではないこと。 

（８）過去１０年以内に日本国内において、国又は地方公共団体等の移転に係る業務完了

実績を有する者であること。 

 

４ 提案限度額 

￥１２，１００，０００－（消費税及び地方消費税相当額を含む。）を上限とする。 
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５ 主なスケジュール 

現段階において予定するスケジュールは次のとおりとする。 

 

項     目 日     時 

１ 公募開始 令和４年１１月２５日（金） 

２ 現地確認 令和４年１２月７日（水）１７時まで 

３ 質問の受付期間 令和４年１２月７日（水）１７時まで 

４ 質問への回答 令和４年１２月９日（金） 予定 

５ 参加表明書等の提出期限 令和４年１２月１３日（火）１７時まで 

６ 参加資格者の決定（通知） 令和４年１２月１５日（木）予定 

７ 企画提案書類等の提出期間 令和４年１２月２６日（月）１７時まで 

８ 結果の通知 令和４年１２月下旬～令和５年１月上旬 

９ 契約・委託業務開始（予定） 令和５年１月上旬 

※提出書類作成に係る留意点については、提出書類作成要領及び様式集を必ず参照する

こと。 

※参加表明書、企画提案書、質問書等については公募開始日の翌日から提出可能とす

る。 

 

６ 実施要領等の配布 

（１）配布場所 

実施要領等は、町ホームページ又は新庁舎等建設課窓口から入手すること。 

（２）配布資料 

実施要領、仕様書、提出書類作成要領及び様式集 

 

７ 参加申込方法 

（１）提出書類 ・参加表明書【様式１】 

・地方税の納税証明書【所在地の税の未納が無いことの証明書

で、提出時に発行から３か月以内のもの。】 

・国税の納税証明書【法人税と消費税及び地方消費税に未納が

無いことの証明書で、提出時に発行から３か月以内のもの。

（納税証明書その３の３）】 

・一般貨物自動車運送事業許可書（写し） 

・会社概要（概要が分かるパンフレットがあれば添付するこ

と。）【様式４】 

・業務実績（過去１０年以内（平成２４年度～令和３年度）に

完了した業務又は類似の事業に係る業務を元請として受託し

た実績について、一覧表及び個表に必要事項を記載するこ

と。）【様式５、様式５つづき】 

・予定統括責任者等の経歴及び予定統括責任者等の業務実績個
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表【様式６－１、様式６－２】 

（２）提出部数 ・正本１部、副本１部 ※正本のみ押印すること。 

（３）提出方法 ・持参又は郵送（書留郵便に限る。郵送の場合は、提出期限必

着） 

 

８ 参加申込の承認 

参加資格確認結果については、５に示す日程で通知する。 

 

９ 質問の受付及び回答 

（１）質問方法 ・本プロポーザルに関する質問は、提出書類の作成及び仕様書

に係るものとし、審査（評価）に係る質問は受け付けない。 

・質問書【様式２】に必要事項を入力の上、E-mail で事務局

あてに送信すること。 

・送信後、事務局に電話し到着を確認すること。 

（２）回答方法 ・町ホームページに掲載する。 

 

１０ 企画提案方法 

（１）提出書類 ・企画提案書：【様式３、様式７～様式９】（様式７～様式９

については、様式番号の記載があれば任意様式可能） 

・価格提案書（見積書及び積算内訳書）：任意様式。積算内訳

書は総括表と業務ごとの内訳が分かるもので構成すること。 

・各様式に添付する書類 

（２）提出部数 ・正本１部、副本５部 ※正本のみ押印すること。 

・提案書６部のうち、正本（社名入り）１部、副本（社名が特

定できないように無記名のもの）を５部用意すること。 

・提案書の各ページには、社名、商標等企業名等が特定できる

情報を記入しないこと。 

（３）提出方法 ・持参又は郵送（書留郵便に限る。郵送の場合は、提出期限必

着） 

（４）その他 ・提出書類は、各一式をＡ４サイズのファイルに綴り、両面印

刷とし、様式７～様式９については、２０ページ以内で提出す

ること。 

・企画提案書に記載した業務実施体制は、原則として変更でき

ないものとする。ただし、責任者の退職等のやむを得ない理由

により変更を行う場合には、同等以上の責任者、実施体制であ

ると町の了解を得なければならない。 

 

１１ 資料の閲覧 

企画提案書の作成にあたり、参加資格を得たものに対して以下の資料の閲覧を可とす



4 

る。 

（１）資料名  新庁舎図面関係等 

その他業務上必要と認める資料 

（２）閲覧場所 益城町が指定する場所 

（３）閲覧期間 参加資格を得た日から企画提案書の提出期限まで 

（４）その他  閲覧を希望する場合は、事前に１８に記載する事務局と日時等を協議す

ること。資料は、企画提案書作成以外の目的で利用しないこと。 

 

１２ 提出された応募書類の取扱い 

（１）提出書類の返却は行わない。 

（２）提出書類は、選定に必要な範囲において、複製を行うことがある。 

（３）提出書類の著作権は、提案者に帰属する。 

（４）提出書類に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者

の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負う。  

 

１３ 評価方法等 

Ⅰ 評価主体 

提案内容についての評価は、「益城町新庁舎移転業務委託事業者選定委員会（以下

「選定委員会」という。）」が行う。選定委員会は町職員等による委員で構成し、企画

提案の内容について公平かつ適正な評価を行う。 

Ⅱ 選定方法及び結果の通知 

（１）審査基準 

提出書類の内容について、別紙審査基準等を適用する。 

（２）選定方法 

① 事務局において、必要書類及び記載内容に漏れがないこと並びに別紙「審査基準

等」に掲げる事務局審査項目を基に形式審査を行った後、選定委員会において、事

業者名は伏せて審査（書類審査）を行うものとする。 

② 一次審査 

事務局は、参加表明書等を審査し、二次審査要請者を３者程度選定する。なお、

申込者が３者に満たない場合は、この限りではない。 

③ 二次審査 

ア 選定委員会は、提案内容について各選定委員が採点し審査を行い、一次審査を

含む合計点数により最優秀者及び次点者を選定する。 

④ 最高点の者が複数の場合は、価格提案金額が最も安価な者を受託候補者として選

定する。最高得点を獲得した候補者が辞退を申し出た場合や、下記「（５）留意事

項」に該当した場合は、次順位の者を受託候補者とする。 

（３）備考 

① 審査の結果、総合点が６割未満の場合は受託候補者として選定しない。 

② 参加資格者が１者のみの場合も評価を実施し、評価及び委託事業者の選定は前記

と同様の方法で行う。 
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（４）結果の通知 

選定結果は書面により各応募者に通知する。 

（５）留意事項 

次に掲げるいずれかの事項に該当する者は、失格とする。 

ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

イ 本実施要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合  

ウ 価格提案書の金額が提案限度額を超える場合 

エ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

オ 評価に係る委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 

カ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

 

１４ 契約の方法 

最高点を獲得した候補者と予定価格の制限の範囲内で業務委託の契約交渉を行う。た

だし、契約が不調となった場合は、次順位の候補者との交渉を行うものとする。  

 

１５ その他 

（１）応募に関する費用は、全て応募者の負担とする。 

（２）参加表明書の提出後に辞退する場合は、書面により届け出るものとする。  

（３）企画提案書及び価格提案書については、１者につき１提案に限る。 

（４）参加表明書を提出した後、企画提案書及び価格提案書の差替、訂正、再提出をする

ことはできない。ただし、町から指示があった場合を除く。 

（５）参加表明書を提出した後、町が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めるこ 

がある。 

（６）提出書類で使用する言語は日本語、通貨は円とする。また、提出書類等で用いる計

量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定める

ものとする。 

（７）提出された書類は、一切返却しない。 

（８）一定の適格性を満たす応募者がないときは、委託事業者を選出しない場合がある。 

 

１６ 事務局（書類提出先） 

〒８６１－２２９５ 

熊本県上益城郡益城町大字木山５９４ 

益城町新庁舎等建設課 

電  話：０９６－２８６－３３１２（直通） 

ＦＡＸ：０９６－２３４－６８７５ 

メールアドレス：chosya@town.mashiki.lg.jp 

 

１８ 別記様式  下記のとおり 
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[ 審 査 基 準 等 ] 

審査項目  審査基準  審査主体  審査段階  配点  

１業務実施  

体制等  

(1) 人員及び 

実績  

ア  本業務を遂行できるだけの経

験と実績を有しているか。 

【業務実績】 
事務局  一次審査  

5 

(2) 見積金額  
ア 適正な見積金額が提示されて

いるか。 【業務コスト】 
25 

２業務実施  

 方針等  

(1) 提案内容  

ア 提案内容に説得力があるか。

【具体性】 

選定委員会  二次審査  

10 

イ 提案内容の計画行程（スケジュ

ール）が具体的かつ現実的であ

るか。 【実現性】 

10 

ウ 新庁舎移転に関して、課題の

認識や解決策について具体的

事例を踏まえ提案しているか。

【対応性】 

10 

エ 本業務の実施体制、各責任者

の実績、引越し移転に係る計画

や実働体制が十分か。 

【妥当性】 

10 

オ 本業務実施にあたって、これま

での経験を踏まえ、新たな視点

でのアイデアが提案されている

か。 【先見性（独創性）】 

10 

(2) 業務内容

の総合的理

解度  

ア 総合的に本業務の目的及び内

容等の理解度が高く、業務実施

の方向性が的確かどうか。 

【理解度、専門性、将来性、コミ

ュニケーション能力】 
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合  計  100 

 


