
米沢市屋内遊戯施設展示遊具設計・設置業務 公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務概要 

（1）業務名 米沢市屋内遊戯施設展示遊具設計・設置業務 

（2）業務内容 別紙「要求水準書」のとおり 

（3）履行期間 契約締結の日から令和５年１０月３０日 

（4）委託上限額 ￥７５,０００,０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

２ スケジュール 

（1）公告 令和３年 ８月 ６日（金） 

（2）質問書の締切 令和３年 ８月２０日（金） 

（3）質問書の回答 令和３年 ８月２７日（金） 

（4）参加申込書の提出締切 令和３年 ８月３１日（火） 

（5）提案書の提出期限 令和３年 ９月２２日（水） 

（6）審査会 令和３年１０月 ３日（日）･･･予定 

 ※ 審査会の日程は変更になる場合があります。 

 

３ 参加者の資格要件 

本プロポーザルに参加する意思のある者（以下「参加者」という。）は、次に掲げる要

件をすべて満たしていること。 

（1）建築設計業務と並行して当業務を推進していくため、建築との与件調整を執り行え

る一級建築士の資格を有する技術者を統括責任者として配置すること。 

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

こと。 

（3）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の

申し立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき更

生手続開始の申立てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、

民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く）でないこと。 

（4）国税（法人税及び消費税及地方消費税）及び地方税の滞納がないこと。 

（5）企画提案募集に係る告示の日から企画提案書提出の日までの期間に、米沢市の指名

競争入札において指名停止措置を受けていないこと。 

（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号に掲げる暴力団の構成員若しくはそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

（7）宗教活動及び政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 

 

４ 質問等の受付 

質問については、以下により受付けます。 

（1）受付期間 

令和３年８月２０日（金）１７時まで  



（2）提出方法 

質問書（様式５）により、米沢市健康福祉部子育て支援課宛に電子メールにて提出し

てください。電話による質問の受付はしません。 

（3）回答方法 

質問書に対する回答は、令和３年８月２７日（金）までの間に米沢市ホームページに

て公表します。なお、個別回答は行いません。 

 

５ 参加申込書の提出 

参加者は以下提出書類を下記期限まで提出してください。なお、この提出がない者の企

画提案は受付けません。 

（1）提出書類 

№ 提出書類 様式等 部数 留意事項 

1 

 

参加申込書 様式１ １部 ・代表者印を押したもの。 

２ 会社概要書 様式２ １部 ・会社概要について以下の項目は必

ず記載すること。 

会社名、所在地、業務内容、連絡先

（担当者氏名、電話番号、FAX番

号、E-mail） 

３ 同種業務実績 様式３ １部 ・平成２２年４月以降において、国

又は地方公共団体が発注した、子ど

も向け屋内遊戯施設（ただし、幼稚

園、保育所を除く。）において展示

設計業務及び展示製作・施工業務を

元請として受注・履行した実績を記

載すること。 

４ 配置予定主任技

術者の経歴及び

業務実績 

様式４ １部 ・平成２２年４月以降において、国

又は地方公共団体が発注した、子ど

も向け屋内遊戯施設（ただし、幼稚

園、保育所を除く。）において展示

設計及び展示製作・施工業務を元請

として受注・履行した実績を記載す

ること。 

※ 公告日において米沢市競争入札参加資格を有しない者については、以下の書類を

提出すること。 

ア 直前年度の財務諸表（貸借対象表・損益計算書等） 

イ 法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書（税務署で発行３か月以内） 

ウ 登記事項証明書（法務局で発行３か月以内） 

エ 暴力団排除に関する誓約書（様式１１） 

 

※様式３・４は業務実績が証明できる資料を一緒に添付すること。 

※様式４は保有資格記載の場合は、資格証の写しを添付すること。 

※様式４は参加者と直接雇用関係を証明する書類を添付すること。 

  



（2）提出期限 

令和３年８月３１日（火）１７時まで 

（3）提出先 

米沢市 健康福祉部 子育て支援課 

（4）提出方法 

郵送又は持参してください。 

※宅配便、レターパック、簡易書留等の送付記録が残る方法で送付してください。 

 

６ 企画提案書等の提出 

参加者は、「５参加申込書の提出」による手続を行った上で、企画提案書を提出してく

ださい。 

  

（1）提出書類 

提出書類は以下のとおりとする。なお、各様式の留意事項に注意すること。 

№ 提出書類 様式等 部数 留意事項 

１ 企画提案届出書 様式６ 正本１部 ・代表者印を押したもの。 

２ 実施体制及び業

務実施工程表 

様式７ 正本１部 

副本 20部 

・本業務を適切かつ確実に実施でき

る体制を有しているか、次の①から

③の項目について記載すること。 

① 本業務を遂行するにあたり、能

力のある経験豊富な者を委託期間中

常時確保し、役割と責任が明確な体

制となっているか。 

② 本業務を遂行するにあたり、発

注者と十分なミーティングが可能

で、要望に素早く対応でき、緊密な

連絡調整が可能な体制か。 

③ 予期せぬ事態にも、迅速に対応

できる体制を備えているか。 

・体制図を用いるなどわかりやすく

記載すること。 

・現実的かつ具体的な業務スケジュ

ールやフローを記載すること。 

３ 配置予定技術者

の概要 
様式８ 正本１部 

副本 20部 

・全ての予定技術者についての概要

を記載すること。 

４ 企画提案書 様式９ 正本１部 

副本 20部 

・業務実施方針や業務全体のコンセ

プトについて記載すること。 

・企画構成案、制作する屋内遊戯施

設のコンセプトを明確にするととも

にあらすじや具体的な構成案等を掲

載すること。 

・提案のアピールポイント等。 



５ パース図（完成

イメージ図） 

様式任意 正本１部 

副本 20部 

・２方向からのイメージ図 

６ 配置図（平面図） 様式任意 正本１部 

副本 20部 

・遊具等の配置がわかるもの 

７ 構造図 様式任意 正本１部 

副本 20部 

・個々の遊具等のイメージや構造が

わかるもの 

８ 提案見積書 様式１０ 原本１部 

副本 20部 

 

９ 参考見積書 

（維持管理経費） 

任意様式 原本１部 

副本 20部 

・設置予定遊具の定期点検にかか

る経費や維持管理にかかるランニ

ングコストがわかるもの 

10 №１～７の電子

データ 

ＣＤ－Ｒ １枚  

 

（2）提出期限 

令和３年９月２２日（水）１７時まで（必着） 

（3）提出先 

米沢市 健康福祉部 子育て支援課 

（4）提出方法 

郵送又は持参により提出してください。 

※宅配便、レターパック、簡易書留等の送付記録が残る方法で送付してください。 

 

７ 企画提案書等の提出に際しての留意事項 

（1）失格又は無効 

以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効となる場合があります。 

① 提出期限を過ぎてから参加申込書が提出された場合 

② 提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合 

③ 提出書類に不備があった場合 

④ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

(2)複数提案の禁止 

参加者は、複数の提案書の提出はできません。 

(3)辞退 

提出書類を提出した後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出してください。 

  



(4)費用負担 

提出書類の作成、提出、ヒアリング等に要する経費は、参加者の負担とする。 

(5)その他 

① 参加者は、参加申込書の提出をもって本実施要領の記載内容を承諾したものとみ

なします。 

② 提案の実現可能性を検討するため、必要に応じて提案者に対し、任意で追加資料

の提出を求めることがあります。 

③ 提出された企画提案書等は、返却しません。 

④ 提出された企画提案書等は、情報公開請求の対象となりません。 

⑤ 提案書を提出した後に提案を追加することは認めません。 

⑥ 契約の相手方の決定後、契約対象となる業務内容は、提案書の記載内容に拘束さ

れるものではありません。 

 

８ 企画提案書の審査及び選定方法 

（1）審査方法 

「米沢市屋内遊戯施設展示遊具設計・設置業務審査会」（以下、「審査会」とい

う。）が、審査基準により、提出のあった書類による書類審査及びプレゼンテーショ

ン審査を実施します。 

ただし、参加者が多数であった場合は、事務局で書類審査による１次審査を実施し、

１次審査を通過した参加者のみプレゼンテーションを実施します。２次審査対象者に

は、２次審査の日程等について通知します。 

なお、審査結果に対する異議申し立て、質問等は一切受付けません。 

（2）審査基準 

別紙１のとおり 

(3) 審査委員会の委員は次のとおり 

副市長、健康福祉部長、子育て支援課長、子ども子育て会議の委員（14名）、 

親子 2組程度 

（4）業務委託予定者の選定方法 

① 審査員が評価基準により採点し、各審査員の採点の合計点（以下「総得点」とい

う。）が最も高い参加者を契約の相手方として選定します。 

② 総得点が総配点の６割を超えていることを条件とします。 

 

９ プレゼンテーション 

提出された企画提案書により、審査員が評価を行うために、プレゼンテーションを実

施します。 

（1）実施日 

令和３年１０月３日（日）･･･予定（審査会の日程は変更になる場合があります。） 

（2）実施方法 

米沢市役所内会場に審査員が集まり、参加者のプレゼンテーションをズームにより

ヒアリングし、当該会場で審査します。 



（3）プレゼンテーション及びヒアリング時間 

１者あたり３０分程度を予定としています。 

（プレゼンテーション：20 分、ヒアリング：10 分）  



（4）その他 

① ズームによるプレゼンテーションの参加者は、最大２名までとします。 

② プレゼンテーションに関する詳細については、後日参加者に対して通知します。 

③ プレゼンテーションに参加しなかった場合、企画提案書は無効となります。 

④ プレゼンテーションの実施方法を変更する場合があります。 

 

１０ 審査結果発表 

参加者に対して、書面で通知するとともに、業務委託予定者については、米沢市ホー

ムページで公表します。なお、審査結果に対する異議申し立て、質問等は一切受付けま

せん。 

 

１１ 契約の締結等 

（1）仕様書の協議等 

① 業務委託予定者と米沢市が協議し、委託に係る仕様を確定した上で、米沢市契約

規則の規定により契約手続きを行います。提出された提案書、事業計画の内容等に

ついて、修正協議する場合もあります。 

② 業務委託予定者の提案を尊重するが、必ず提案どおりに実施されるものではなく、

協議して進めることとします。 

（2）契約金額の決定 

契約金額は、協議結果による仕様書に基づき、改めて見積書を徴収し、決定します。 

（3）その他 

① 業務委託予定者が地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４

の規定のいずれかに該当することとなった場合、または協議の結果契約締結までに

至らなかった場合、その者とは、契約の締結を行わないことがあります。この場合

は、次点者と契約の締結交渉を行います。 

 

１２ 問合せ先及び各種書類の提出先 

〒992-8501 

山形県米沢市金池 5丁目 2番 25号  

米沢市 健康福祉部 子育て支援課 施設担当 

電話番号：0238-22-5111（内線 3707） 

E - mail：kodomo-ka@city.yonezawa.yamagata.jp 


