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１ 業務概要 

（１）業務名 

平成 31 年度小田原漁港交流促進施設階段室等内装装飾業務委託 

（２）業務内容 

   別紙「仕様書」のとおり 

（３）履行期間 

   契約締結日から平成 31年（2019 年）10 月 31 日まで 

（４）提案上限額 

   4,238,000 円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

※ 本プロポーザルは、小田原市議会の議決による平成 31 年（2019 年）度当初予算が成

立しない場合は中止する。 

２ 実施形式 

 公募型プロポーザル形式 

３ 参加資格要件等 

プロポーザルに参加する者（提案者となろうとする者）は、次を満たす者でなければなら

ない。 

（１）小田原市契約規則（昭和３９年規則第２２号）第５条の規定に該当する者であること。 

（２）小田原市工事等入札参加資格者の指名停止措置要領に基づく指名停止処分を受けて

いないこと。（参加申込書の提出期限から候補者の選定の日まで） 

（３）プロポーザル方式による業務（以下「該当業務」という。）に係る営業種目「デザイ

ン制作委託」において、小田原市競争入札参加資格者名簿に登録されている者である

こと。ただし、小田原市競争入札参加資格者名簿に未だ登録されていないが、参加申

込書を提出した時点で、該当業務に係る営業種目において現に申し込み中であり、候

補者を選定する期日までに登録が完了する場合は例外とする。 

４ 募集内容 

（１）実施要領等の交付場所、交付期間及び入手方法 

  ① 交付場所 

    〒250－0021 小田原市早川１－10－１ 

    小田原市役所水産海浜課（小田原市公設水産地方卸売市場２階） 

    電話 0465-22-9227 

  ② 交付期間 

    平成 31 年（2019 年）３月 11日（月）午前９時から平成 31 年（2019 年）４月 15日

（月）の午後５時まで（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭
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和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の間、随時交付する。 

  ③ 入手方法 

    上記①の場所で直接受け取る、又は小田原市のホームページからダウンロードす

ること。 

（２）現地見学会 

  次の日程で現地見学会を開催しますので、参加希望の方は、現地見学会申込書を用いて

電子メールにより提出するものとし、電話にて受信の確認をすること。 

  ① 開催日時 

    平成 31 年（2019 年）３月 19日（火）午前 10時から２時間程度 

    ※ＪＲ早川駅改札前に午前 10時に集合し、徒歩で現地に向かう。 

② 提出書類 

    現地見学会申込書（別紙様式１） 

  ③ 提出方法 

    電子メールにより次のアドレスに提出すること。 

    宛 先：小田原市経済部水産海浜課 

件 名：平成 31年度小田原漁港交流促進施設階段室等内装装飾業務委託プロポー

ザルに係る現地見学会の申し込みについて 

E-mail：su-seisaku@city.odawara.kanagawa.jp 

  ④ 受付期間 

    平成 31 年（2019 年）３月 11 日（月）から平成 31 年（2019 年）３月 15 日（金）

午後５時（必着） 

（３）質問の受付 

  本プロポーザルに関する質問は質問書を用いて電子メールにより提出するものとし、

電話にて受信の確認をすること。なお、電話、持参等による問い合わせは不可とする。 

  ① 提出書類 

    質問書（別紙様式２） 

  ② 提出方法 

    電子メールにより次のアドレスに提出すること。 

    宛 先：小田原市経済部水産海浜課 

件 名：平成 31年度小田原漁港交流促進施設階段室等内装装飾業務委託プロポー

ザルに係る質問について 

E-mail：su-seisaku@city.odawara.kanagawa.jp 

  ③ 受付期間 

    平成 31 年（2019 年）３月 19 日（火）から平成 31 年（2019 年）３月 25 日（月）
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午後５時（必着） 

  ④ 質問に対する回答 

    平成 31 年（2019 年）４月１日（月）までに、質問者に電子メール等で回答する。 

期日までに回答がなかった場合は、電話にて問い合わせすることとする。なお、市

が必要と判断した場合は、ホームページ等に掲載する。 

（３）参加申込書の受付 

  本公募に応募する者は、企画提案書の提出の前に、参加申込書を提出するものとする。 

① 提出書類 

    参加申込書（別記様式３） 

  ② 提出方法 

    持参又は郵送等による。ただし、郵送等による場合は、下記③の期限までに必着す

ることとする。   

③ 受付期間 

    平成 31 年（2019 年）４月１日（月）から平成 31年（2019 年）４月３日（水）午

後５時（必着） 

  ④ 審査 

    参加申込みをした者の参加資格を実施要領に基づき審査し、当該審査の完了後に

審査結果を申込者全員に対して、平成 31年（2019 年）４月８日（月）までに、参

加資格審査結果通知書により通知するものとする。この場合において、参加資格を

満たさないと判断された者がその理由についての説明を求めることができる期間

を定めるものとする。 

（４）企画提案書類の受付 

  ① 提案受付期間 

    参加資格の審査結果通知（平成 31 年（2019 年）４月８日（月）までに通知予定）

から平成 31 年（2019 年）４月 22 日（月）の午後５時まで（ただし、土曜日、日

曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を

除く。） 

    なお、企画提案を行うことができる者は、参加資格審査結果通知書において、参加

資格を有することを認められた者のみとする。 

  ② 提出書類 

    ア 公募型プロポーザル参加申請書（別紙様式４） 

    イ 企画提案書提出届（別紙様式５） 

    ウ 企画提案書（任意様式） 

    エ 業務工程表（任意様式） 

    オ 見積書（任意様式） 
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    カ 団体概要（類似業務の実績を含む）（任意様式）  

    キ 連携協力事業者調書（別紙様式６） 

※ 連携協力事業者 

本業務に応募するに当たり、他に協力できる事業者と連携して業務を行うことがで

きる。この場合、連携協力事業者は、上記参加資格要件等の（１）から（３）までの要

件を満たすものとするが、小田原市競争入札参加資格者名簿に登録されている営業種

目は問わないものとする。 

  ③ 提出部数 

    正本１部、副本（コピー）６部 

  ④ 提出方法 

    持参又は郵送等による。ただし、郵送等による場合は、上記①の期限までに必着す

ることとする。 

  ⑤ 提出先 

    〒250-0021 小田原市早川１－10－１ 

    小田原市役所水産海浜課（小田原市公設水産地方卸売市場２階） 

    電話 0465-22-9227 

  ⑥ 作成要領 

   ＜企画提案書＞ 

    ア 企画提案書については、任意様式による提案書に加え「内装デザイン案」を添

付すること。 

イ 用紙は、Ａ４判両面使用（Ａ３判は折込）とすること。 

    ウ ページ番号は表紙を除き通し番号とし、各ページの下部中央に印字すること。 

    エ 企画提案書は、デザイン制作に関し、専門的な知識を有しない者でも理解でき

るよう、分かりやすい内容とすること。また、専門用語を使用するときは、注

釈を付すこと。 

   ＜見積書＞ 

    ア 宛先を小田原市長、業務名は「平成 31 年度小田原漁港交流促進施設階段室等

内装装飾業務委託」とし、業務者の所在、商号又は名称、代表者職氏名を記載

の上、代表者印を押印すること。 

    イ 人件費、諸経費等の積算の内訳が判別できるように、見積書についてはできる

だけ詳細に記載すること。 

    ウ 金額については、本業務の総額の本体価格（税抜）、消費税額（地方消費税相

当額を含む）を別々に記載し、さらにそれらの合計金額を明記すること。 

    エ 見積金額に係る消費税及び地方消費税については、業務完了日における消費
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税及び地方消費税の税率（10％）を適用すること。 

５ 審査概要 

（１） 審査方法 

事務局による参加資格の審査及び「平成 31 年度小田原漁港交流促進施設階段室等内

装装飾業務委託公募型プロポーザル審査委員会」による審査（プレゼンテーション）を

実施する。 

企画提案書の審査では、各審査員の評価点数を合計し、総合点数順に事業者の交渉優

先順位を決定する。提案者が１者の場合も審査し、基準点に満たない場合は失格とする。 

① 参加資格の審査（書類選考） 

実施要領に定める参加資格要件等について、参加申込書等に基づき事務局が審査を

行う。 

審査結果の通知は、平成 31 年（2019 年）４月８日（月）までに通知する。 

② 審査委員会の審査（プレゼンテーション） 

日  時 平成 31年（2019 年）５月中旬 ※詳細は５月上旬に別途通知する。 

場  所 小田原市役所 

順  番 参加申込書提出の受付順とする 

持ち時間 １提案事業者あたり 20分、質疑応答 10 分、併せて 30 分程度 

資  料 プレゼンテーション資料には、企画提案書の記載内容のみを使用する

ものとし、資料の追加は認めないものとする。 

（２）の審査項目により審査し、審査員数×100 点を満点とする。なお、合計点数

が満点の 60％に満たない場合は失格とする。 

審査結果の通知は、優先交渉権者名と次点交渉権者名のみを企画提案書の審査を行

った全ての事業者に対して、平成 31 年（2019 年）５月下旬に文書で通知する。 

（２） 企画提案書審査基準 

企画提案書は、次の項目ごとに審査する。 

審査項目 審査の観点 配点 

業務実績 

同等の業務実績、デザイン制作委託に

ついて高い専門知識を有することを示

す実績を有しているか。 

10 点 

業務実施体制 

業務の実施にあたり、実効性の高い企画

力、技術提案力を有する体制を構築して

いるか。 

10 点 

業務工程 業務を着実に遂行できる工程か。 10 点 
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提案内容 

業務の目的・内装装飾方針に合致して

いるか。 
20 点 

来訪者・観光客にとって魅力的な媒体

となっているか。 
20 点 

装飾の内容が誰しも（外国人観光客を

含む）にとって、分かりやすく・見や

すいものになっているか。 

10 点 

安全性やユニバーサルデザインに配慮

しているか。 
10 点 

提案資料の構成が分かり易く、正確な

ものになっているか。 
５点 

連携協力事業者として地元企業を活用

しているか。 
５点 

合  計 100 点 

６ 日程 

① 実施要領の公表          平成 31 年（2019 年）３月 11 日（月） 

② 現地見学会            平成 31 年（2019 年）３月 19 日（火） 

③ 質問書の受付開始         平成 31 年（2019 年）３月 19 日（火） 

④ 質問書の受付期限         平成 31 年（2019 年）３月 25 日（月） 

⑤ 質問書への回答期限        平成 31 年（2019 年）４月 １日（月） 

までに回答 

⑥ 参加申込の受付期間        平成 31 年（2019 年）４月 １日（月） 

から４月３日（水） 

⑦ 参加資格の審査結果通知      平成 31 年（2019 年）４月 ８日（月） 

までに通知（※） 

⑧ 企画提案書の提出期限       平成 31 年（2019 年）４月 22 日（月） 

⑨ 審査委員会の審査         平成 31 年（2019 年）５月中旬 

⑩ 審査結果の通知          平成 31 年（2019 年）５月下旬 

⑪ 契約手続             平成 31 年（2019 年）６月上旬予定 

※ 参加資格審査を満たさないと判断された者がその理由についての説明を求めること

ができる期間は、上記⑥から平成 31 年（2019 年）４月 15日（月）までとする。 
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７ 契約 

（１）契約者の決定 

  ① 最優秀提案者を優先交渉先とし、提案内容に基づき仕様書等を作成し、価格交渉を

行った上で、契約交渉が成立した場合は、当該業者を契約者として決定し、契約締結

を行うものとする。 

  ② 優先交渉先との契約が成立しなかった場合は、次点者である優秀提案者が優先交

渉先となり、契約交渉を行う。成立した場合には、当該業者を契約者として決定し、

契約締結を行うものとする。 

（２）契約金額 

   契約金額は、提案された見積書の金額の範囲内とする。 

（３）契約保証金 

   小田原市契約規則（昭和３９年規則第２２号）による。 

８ 公正なプロポーザルの確保 

（１）企画提案者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第

５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

（２）企画提案者は、競争を制限する目的で他の企画提案者と参加意思及び提案内容につい

て、いかなる相談も行ってはならず、独自に企画提案書等を作成しなければならない。 

（３）企画提案者が連合し、又は不穏な行動等をなす場合において、プロポーザルを公正に

執行することができないと認められるときは、当該企画提案者をプロポーザルに参加

させず、又はプロポーザルの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 

９ 留意事項 

（１）費用負担 

   企画提案に関する全ての書類の作成及び提出にかかる費用は、企画提案者の負担と

する。 

（２）提出書類の取扱い 

   提出書類については、返却しないものとする。 

（３）市からの提供資料の取扱い 

   市が提供する資料は、企画提案に係る検討以外の目的に使用してはならない。 

（４）複数提案の禁止 

   企画提案者は、１つの提案しか行うことができない。 

（５）提出書類の変更の禁止 

   提出した書類の変更は認めない。なお、提出書類において後日参考資料を求めること

がある。 

（６）虚偽記載の禁止 
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   企画提案書等に虚偽の記載をし、又は重要な事実を記載しなかった場合は、参加申請

書又は企画提案書を無効とする。 

（７）使用する言語等 

   企画提案等手続において使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の

標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位とする。 
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別紙様式１ 

平成 31 年（2019 年）  月  日 

現地見学会申込書

団体等の名称

代表者の氏名

平成 31 年度小田原漁港交流促進施設階段室等内装装飾業務委託公募型プロポーザ

ル・現地見学会への参加を、次のとおり申し込みます。

団体等の名称

所 在 地

担当者所属氏名

電話番号・FAX 

電子メールアドレス

参加者氏名

備   考
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別紙様式２ 

質問書 

平成31年（2019年）  月  日 

小田原市長 あて 

提出者  所在地              

商号又は名称           

担当者氏名            

電話               

E-mail              

FAX                

 平成31年度小田原漁港交流促進施設階段室等内装装飾業務委託公募型プロポーザル

に関し、次のとおり質問します。 

質

問

事

項
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別紙様式３ 

平成31年（2019年）  月  日 

小田原市長 あて 

所在地 

会社名 

代表者      ㊞ 

参加申込書 

平成31年度小田原漁港交流促進施設階段室等内装装飾業務委託に関する公募型プロ

ポーザルに参加するに当たり、実施要領の「参加資格」に記載されている要件をすべ

て満たしているので、下記のとおり参加を申込みます。 

記 

１ 業務名     平成31年度小田原漁港交流促進施設階段室等内装装飾業務委託 

２ 入札参加資格  小田原市における競争入札参加資格 あり・なし 

※ 小田原市競争入札参加資格者名簿に未だ登録されていないが、参加申込書を提出し

た時点で、該当業務に係る営業種目において現に申し込み中であり、候補者を選定

する期日までに登録が完了する場合は、資格申請状況等が分かる資料を添付するこ

と。 

（事務担当者） 

所属名：             

氏 名：             

電 話：             

FAX：             

E-mail：             



12 

別紙様式４ 

公募型プロポーザル参加申請書 

平成31年（2019年）  月  日 

小田原市長 あて 

所在地               

商号又は名称               

代表者氏名             印 

平成31年（2019年）  月  日付けで公募のあった平成31年度小田原漁港交流促

進施設階段室等内装装飾業務委託公募型プロポーザルへの参加について、平成31年度

小田原漁港交流促進施設階段室等内装装飾業務委託公募型プロポーザル実施要領（以

下「実施要領」という。）の規定に基づき参加を申請します。 

申請にあたって、実施要領に掲げられた公募型プロポーザル参加資格要件等を満た

すこと及び企画提案書等の記載事項については事実と相違ないことを誓約します。 

（事務担当者） 

所属名：             

氏 名：             

電 話：             

FAX：             

E-mail：             
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別紙様式５ 

企画提案書提出届 

平成31年（2019年）  月  日 

小田原市長 あて 

所在地                 

商号又は名称              

代表者氏名             印 

平成31年（2019年）  月  日付けで公募のあった平成31年度小田原漁港交流促

進施設階段室等内装装飾業務委託公募型プロポーザルの企画提案書について、関係資

料を添えて提出します。 

提出書類 

min 平成31年度小田原漁港交流促進施設階段室等内装装飾業務委託に係る企画提案書 

min 内装デザイン案 

min 制作体制表（任意様式） 

min 業務工程表（任意様式） 

min 見積書（任意様式） 

min 団体概要（任意様式） 

 min 連携協力事業者調書（別紙様式６） 

（事務担当者） 

所属名：             

氏 名：             

電 話：             

FAX：             

E-mail：             
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（別紙様式６） 

平成31年（2019年）  月  日 

連携協力事業者調書 

平成31年度小田原漁港交流促進施設階段室等内装装飾業務委託公募型プロポーザル

の企画提案に当たり、連携協力を行う事業者は以下のとおりです。 

事業者 連携業務内容 

住所 

社名 

代表者職氏名 

連絡先 

住所 

社名 

代表者職氏名 

連絡先 

住所 

社名 

代表者職氏名 

連絡先 

※適宜追加してください 


