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岡山市パークマネジメント方針等作成業務委託企画競争実施の公示

岡山市委託業務企画競争実施に関する要綱第７条第１項の規定により、次のとおり公示

します。

平成２６年１０月１０日

岡山市長 大森 雅夫

１ 目的

岡山市パークマネジメント方針等作成業務委託を実施するにあたり、提案書の公募によ

る企画競争を実施し、受注事業者を特定するものです。

２ 業務の概要

（１）委託名 岡山市パークマネジメント方針等作成業務委託

（２）業務内容 別添仕様書を参照のこと。

（３）委託期間 契約日から平成 27年 3月 31日まで

（４）概算予算額 総額 5,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）以内

※本業務について上記金額内で提案を募集するものであり、契約締

結に関する予定価格ではない。

（５）支払条件 完了後払い

３ 参加資格

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4及び岡山市契約規則（以

下「契約規則」という。）第 2条第 1項に掲げる者でないこと。

（２）参加申請書の提出日から契約までの間、岡山市競争入札参加資格及び審査等に関す

る事項について（昭和 61 年市告示第 120 号）に基づき、岡山市一般競争（指名競

争）入札参加資格有資格者名簿（以下「有資格名簿」という。）に登載され、「土

木関係建設コンサルタント業務」部門の業種「造園」ならびに「都市計画及び地方

計画」に登録のあること。

（３）参加申請書の提出日から契約までの間、岡山市指名停止基準に基づく、指名停止又

は指名留保期間中でないこと。

（４）技術士・建設部門(都市及び地方計画)、１級造園施工管理技士もしくは公園管理運

営士、一級建築士を有する者が３か月以上継続して自社に所属していること。

（５）主任技術者を当該業務に配置できること。主任技術者は技術士(建設部門：都市及

び地方計画)を有すること。

（６）平成１１年４月１日以降に、国又は地方公共団体が発注した公共空間(公園・道路

等) における市民協働事業または指定管理者として公共施設の管理運営実績を有す

ること。(元請・ＪＶ・下請を問わない)

（７）平成１１年４月１日以降に、国又は地方公共団体が発注した公園、緑地、広場、ス

ポーツレクリエーション施設の設計もしくはパークマネジメント業務の完了実績を
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有すること。(元請・ＪＶ・下請を問わない)

（８）岡山市建設コンサルタント業務等低入札価格調査実施要綱第 15 条又は岡山市建設

コンサルタント業務等最低制限価格の設定に関する要項第 5条に定める入札参加制

限の対象となった者で、当該入札に係る契約の履行が完了していない者は、この企

画競争に参加できない。

４ 日程及び期限

内容 日程・期限

仕様書等の交付 公示日～平成 26年 10月 17日(月)午後 4時まで

仕様書等に関する質問受付 公示日～平成 26年 10月 17日(月)午後 4時まで

仕様書等に関する質問回答 平成 26年 10月 21日(火)午後 4時掲載

企画提案書の提出 平成 26年 10月 21日(水)～ 10月 30日(木)午後５時まで

必着

第一次審査 平成 26年 11月 5日(水)頃

第二次審査 平成 26年 11月 7日(金)頃

審査結果の通知 平成 26年 11月 10日(月)頃

５ 仕様書等の交付方法

岡山市ホームページ（事業者情報＞入札・契約＞その他の入札情報＞企画競争・その

他）からダウンロードすること。

●ホームページアドレス（http://www.city.okayama.jp/category/category_00001456.html）

６ 仕様書等に関する質問の受付及び回答

仕様書等に関する質問を受け付けます。ただし、評価基準の配点等、審査に支障をき

たす質問については受け付けない。

（１）受付方法

電子メールで岡山市都市整備局庭園都市推進課へ提出すること。

●電子メール：teientoshi@city.okayama.jp
（２）回答方法

岡山市ホームページ（事業者情報＞入札・契約＞その他の入札情報＞企画競争・そ

の他）へ掲載する。

７ 企画提案書等の提出

（１）提出書類

以下の書類をそれぞれの様式に従い提出すること。

①様式１ 応募書（正本は押印すること。）

②様式２－１ 応募資格に係る業務実績（１）

③様式２－２ 応募資格に係る業務実績（２）

④様式３ その他業務実績

⑤様式４ 実施体制
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⑥様式５ 業務の推進方法

⑦様式６ 実施スケジュール

⑧様式７ 業務責任者の経歴等①

⑨様式８ 業務責任者の経歴等②

⑩様式９ 担当者の経歴等①

⑪様式１０ 担当者の経歴等②

⑫様式１１ 協力者の経歴等①（応募者とは別に協力者を得る場合のみ提出）

⑬様式１２ 協力者の経歴等②（応募者とは別に協力者を得る場合のみ提出）

⑭様式１３－１ 専門的知識・能力（１）

⑮様式１３－２ 専門的知識・能力（２）

⑯様式１３－３ 専門的知識・能力（３）

⑰様式１４ 見積書

⑱様式１５ 確認書（応募者とは別に協力者を得る場合のみ提出）（押印するこ

と。）

⑲添付書類

・「様式２－１応募資格に係る業務実績（１）及び様式２－２応募資格に係る業務

実績（２）」に記入した実績について、次のア～イを各々添付すること。ただ

し、発注者の了解を得られない場合はこの限りではないので、その旨を通知（様

式自由）すること。

ア 委託契約書の写し

イ 仕様書等の写し（業務内容・規模等が把握できるもの）

・「様式７」「様式９」「様式１１」における業務責任者等の保有資格については、

資格証の写しを提出すること。

・業務責任者については、応募者と直接的な雇用関係の確認ができる健康保険被保

険者証等の写しを提出すること。

（２）提出部数

・社名、代表者印（岡山市に届け出た使用印）のあるもの 1部（正本）

・社名、代表者印のないもの 10部（副本）

（３）提出期限 平成２６年１０月３０日（木）午後５時まで（必着）

（４）提出場所 岡山市都市整備局庭園都市推進課（【提出先・問い合わせ先】参照）

（５）提出方法 持参または郵送により提出すること。郵送の場合は封筒の表に「岡山

市パークマネジメント方針等作成業務委託企画競争実施 提案書在

中」と朱書きの上、一般書留郵便又は簡易書留郵便で提出すること。

（６）注意事項

①書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本国通貨とする。

②用紙の規格は A4版（片面印刷）とし、綴じないこと。

③提出書類に記載する文字の大きさは、原則として 10.5から 12ポイントとし、書

体は任意とする。

④文字を補完するために最小限のイラスト、イメージ図等を様式中で使用すること

は差し支えない。
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⑤匿名で審査を行うため、「様式 1 応募書」「様式１４ 見積書」「様式１５ 確

認書」以外は、提出者を特定することのできる内容（社名･住所等）を除くこと。

⑥各様式は、各々 1 枚にまとめること。（「様式９ 担当者の経歴等①」「様式１１

協力担当者の経歴等①」について記入欄が不足する場合は複製して記入すること。

「様式１３ 専門的知識・能力」については、５項目についてＡ４用紙３枚以内

とし、項目ごとの分量は適宜変更すること。）

⑦主任技術者等届、企画提案書に記載した予定技術者は、原則として変更できない。

ただし、病休、死亡、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

等以上の技術者であるとの了解を岡山市より得ること。

⑧提出書類は、1応募者につき 1件とする。

⑨提出期限までに提出されなかった提出書類は、いかなる理由でも受付けない。

⑩提出書類の提出期限後の訂正や再提出は認めない。

８ 審査及び特定について

（１）審査体制

「岡山市パークマネジメント方針等作成業務委託に係る公募型プロポーザル審査

委員会」が審査する。

（２）審査方法

事業者の選定は、以下に示す第一次審査と第二次審査をもって行う。

①第一次審査

提出書類による審査を行う。応募者が多数の場合は、５者程度を選定する。

②第二次審査

第一次審査で選定された応募者に対して、ヒアリングによる審査を行う。

第一次審査と第二次審査の合計得点により最適な応募者を選定する。

（３）審査日程

①第一次審査 平成２６年１１月５日（水）予定

②第二次審査 平成２６年１１月７日（金）予定

・ヒアリング日時、場所等の必要事項については、第一次審査で選

出された応募者に対してのみ、別途通知する。

・ヒアリングを受ける者は 3人以内とする。

・本業務の主担当となる業務責任者が必ず出席し、提出書類の説明

をすること。

・業務責任者を補佐する者が出席する場合は、様式９における担当

者或いは様式１１における協力者とする。

・業務責任者とは、本業務を受注した場合において、本業務の主た

る担当者として実際に業務を行うとともに、本業務の運営におけ

る総括者をいう。

（４）審査基準

別紙審査基準のとおり
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(５）失格要件

次のいずれかに該当した者は失格とし、市から通知する。

①提出期限内に必要な書類を提出しない者

②提出書類に重大な不備があると認められる者

③提出書類に虚偽の記載がある者

④ヒアリングの時間に正当な理由がなく遅れた者

⑤応募資格を満たしていないと判断される者

⑥本要領に違反している又は適合しない者

（６）審査結果

①第一次審査結果

提出書類を提出した応募者全員に対し、第一次審査翌日に電子メールで第一次審

査結果を通知する。

②第二次審査結果

第二次審査から概ね３日以内に文書で第一次審査を通過した応募者全員に審査結

果（点数及び順位）を通知する。

③その他

審査結果の問い合わせは、一切受け付けない。

（７）契約手続き等

審査の結果、最適な応募者として特定された者と協議し、地方自治法第 234 条に

定める随意契約の方法により速やかに契約手続きを進めるものとする。

なお、最適な応募者が応募資格を満たさないと判明した場合、その他の理由により

契約締結が不可能となった場合には、次点の者と順次交渉するものとする。

契約は、委託契約書（案）に基づき締結するものとし、契約保証金及び契約保証人

について、次のとおりとする。

・契約保証金 本契約に係る契約保証金の種類は、①銀行等の金融機関の保証、②

前払金保証事業会社の保証、③公共工事履行保証証券による保証、

④履行保証保険による保証、⑤契約保証金の納付のいずれかとする。

・契約保証人 免除

９ その他

（１）応募者とは別に、当該業務推進上必要な協力者の協力を得ることができるものとす

る。ただし、同一の協力者が、他の応募者の協力者として重複参加することはでき

ない。

（２）本プロポーザルに係る一切の費用は、応募者の負担とする。

（３）市は提出された書類について、本業務以外の目的で使用しない。

（４）特定しなかった提案書は、原則としてすべての審査が終了した後、応募者へ返却す

る。返却が不要な場合は、提案時にその旨を申し出ること。

（５）提案書は、岡山市情報公開条例（平成 12 年市条例第 33 号）の規定に基づき開示

請求されたときは、開示することにより、当該法人又は当該事業を営む個人の権利、
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競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、開示の対象とな

る。ただし、提案書特定期間中は、同条例第 5条第 1項第 2号の規定により、開示

の対象としない。

（６）本プロポーザル実施要領の公表の日から本業務の契約に至るまでの間、市又はその

関係者に対し、本プロポーザルの公正な執行を妨げるような行為を一切禁止する。

（７）提案書に虚偽の記載を行った場合、当該提案書を無効とするとともに、応募者に対

しては指名停止を行うことがある。

（８）この企画競争の概算予算額は、この業務の契約締結に係る許容（予定）価格ではな

い。

（９）その他契約に関する事項は岡山市契約規則に定めるところによる。

【提出先・問い合わせ先】

岡山市都市整備局庭園都市推進課（岡山市役所本庁舎６階）担当：織田・宮内・寄鑓

〒 700-8544 岡山市北区大供一丁目１番１号

電話：(086)803-1395
FAX：(086)803-1740
電子メール：teientoshi@city.okayama.jp


