
1 

 

岩倉市民プラザ受付等業務委託及び市民活動支援センター運営業務委託に係る公募

型プロポーザル実施要領 

 

１ 委託業務名 

  岩倉市民プラザ受付等業務委託及び市民活動支援センター運営業務委託 

 

２ 目的 

   この要領は、岩倉市民プラザの受付等業務及び市民活動支援センター運営業

務を行うにあたり、岩倉市の地域特性を踏まえ、民間の優れた創造力、技術

力、知識、経験などを生かした企画提案を求め、受託事業者を選定するために

実施する公募型プロポーザル方式に関して必要な事項を定めるものである。 

 

３ 委託業務の概要 

(1)  業務名 

   岩倉市民プラザ受付等業務及び市民活動支援センター運営業務 

(2)  業務内容 

別紙１、２「仕様書」のとおり 

(3)  委託期間 

令和２年４月１日から令和５年３月 31日 

(4)  実施場所 

ア 所在地 

岩倉市昭和町二丁目 17番地 岩倉市民プラザ 

イ 延床面積 

市民プラザ全体 1,088.40㎡（１階 702.08㎡、２階 386.32㎡） 

(5)  提案上限額 

令和２年４月１日から令和５年３月 31日までの３年間 

 岩倉市民プラザ受付等業務       13,810,000円以内 

 市民活動支援センター運営業務    19,885,000円以内 

 

(6)  契約方法 

公募型プロポーザル方式による随意契約 

(7)  発注者及び所管課 

岩倉市総務部協働安全課市民協働グループ（担当：小崎、早川、桑野） 

住所  〒482－8686 岩倉市栄町一丁目 66番地 

電話  0587-66-1111（代表）内線 635   0587-38-5803（直通） 

FAX    0587-66-6380 

E-mail  kyoudou@city.iwakura.lg.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.city.iwakura.aichi.jp 
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４ スケジュール 

   公募から事業者選定までの事務手順は次のとおりとする。 

内容 期間等 

募集要領等配布期間 
令和元年 10月１日（火）午前８時 30分から 

令和元年 10月 11日（金）午後５時 15分まで 

質問書の受付期間 
令和元年 10月１日（火）午前８時 30分から 

令和元年 10月 11日（金）午後５時 15分まで 

質問に対する回答日 令和元年 10月 18日（金） 

提出書類の受付期間 
令和元年 10月 21日（月）午前８時 30分から 

令和元年 10月 25日（金）午後５時 15分まで 

第１次審査（書類審査） 令和元年 11月７日（木） 

第１次審査結果通知 令和元年 11月中旬頃 

第２次審査（プレゼンテー

ションによる最終審査） 
令和元年 12月３日（火） 

第２次審査結果通知 令和元年 12月中旬頃 

 

 

５ 参加資格要件 

  本業務に係る企画提案に参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たすものとす

る。 

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

しないこと。 

(2) 提出書類の提出期限において、岩倉市から指名停止の措置を受けていないこと。 

(3) 国税及び地方税を滞納していないこと。 

(4) 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き 

開始の申し立てがなされていない者、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申し立てがなされていない者である

こと。 

(5) 本市より「岩倉市が行う契約等からの暴力団排除に関する合意書」に基づく排

除措置を受けていないこと。 
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６ 質問書の受付及び回答 

(1) 受付期間 

   令和元年 10月１日（火）午前８時 30分から 

令和元年 10月 11日（金）午後５時 15分まで 

(2) 提出方法 

   質問書（様式６）に記入の上、電子メールにより提出すること。 

(3) 質問への回答 

   令和元年 10月 18日（金）までに全ての質問及び回答についてまとめたデー 

  タを各電子メールアドレス宛に送信する。 

(4) その他 

    ア 質問者の名称は非公開とする。 

イ 審査に関する質問については回答の対象外とする。 

ウ 原則として、回答後の再質問は認めない。 

 

７ 提出書類について 

(1) 提出書類 

    ア 様式１ 参加表明書及び誓約書 

    イ 様式２ 応募者概要書 

ウ 様式３ 実施体制書 

    エ 様式４ 企画提案書 

    オ 様式５ 収支計画書 

    カ 定款 

    キ 登記簿謄本（現在事項証明書、３か月以内に発行されたもの。写しで可） 

    ク 直近の３決算期における財務諸表 

    ケ 団体の役員名簿その他これに類する書類 

    コ 前事業年度の国税及び地方税の未納のない納税証明書 

(2) 提出部数 

   正本１部・副本７部 

(3) 受付期間 

      令和元年 10月 21日（月）から令和元年 10月 25日（金）までとし、提出方法

は持参に限る。 

８ 事業者の審査・選定 

(1) 審査方法 

岩倉市民プラザ受付等業務及び市民活動支援センター運営業務委託候補者選定

委員会（以下「選定委員会」という。）で審査を実施する。 

(2) 第１次審査（書類審査） 

提出書類について ９ 審査基準 に基づき審査し、高い評価を得た提案者を数
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者選定する。 

    ア 実施日  令和元年 11月７日（木） 

    イ 結果通知 令和元年 11月中旬頃に各事業者あてに通知する。 

なお、この審査結果についての異議等は受け付けない。 

(3) 第２次審査（プレゼンテーションによる最終審査） 

第１次審査により選定された者に対し、企画提案についてのプレゼンテーショ

ンを実施し、審査基準に基づいて再評価の上、交渉権の順位を決定する。 

    ア 実施日   令和元年 12月３日（火） 

    イ 会場等   日時及び場所等の詳細については別途連絡 

    ウ 出席者   ３名以内 

エ 発表等   各事業者概ね 30分間(発表 20分･質疑応答 10分） 

なお、プレゼンテーション時にパソコン、プロジェクターを 

使用する場合は、協働安全課に事前に連絡すること。 

オ 結果通知 審査結果を全ての事業者に、令和元年 12 月中旬頃に書面にて

通知する。なお、事業者ごとに個別の点数は公表しない。ま

た、審査結果に対する異議申し立て等はできないものとする。 

(4) その他 

ア 選定委員会は非公開とし、審査内容については後日、公開する。 

イ 参加事業者が１者だった場合は、第２次審査を省略する場合もある。 

 

９ 審査基準 

  以下の評価項目に基づき別途採点基準・採点表を作成し、評価を行うものとす

る。 

(1) 評価項目 

評価項目 

1 団体の能力 

(1) 運営を安定して行う能力を有すること。 

(2) 施設運営の実績及び能力があること。 

2 運営の方針 

(1) 市民の公平な利用が確保されること。 

(2) 
運営に当たって、地域や関係団体との連携が図られてい

ること。 

(3) 
個人情報の保護及び情報公開のための適正な措置が講じ

られていること。 

(4) 利用者サービスの向上のための方針が適切であること。 

3 市民プラザ

受付等 
(1) 施設及び設備の適切な保守及び保全を行うこと。 
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(2) 安全性に配慮した運営を行うこと。 

(3) 緊急時及び災害時の対応を適切に行うこと。 

(4) 環境に配慮した運営に向けての取組を行うこと。 

4市民活動支

援センター

運営 

(1) 
市民活動に関する相談及び助言の取組が提案されている

こと。 

(2) 
市民活動を行う団体等の育成及び支援の取組が提案され

ていること。 

(3) 
市民活動に関する情報の収集、提供、発信等の取組が提

案されていること。 

(4) 
市民活動に関する文書の作成その他の事務の補助の取組

が提案されていること。 

(5) 
コンピュータ類の簡易な保守、維持、管理等について、

対応できること。 

5 収支計画 (1) 適正な収支計画であること。 

 

(2) 採点基準 

評価 不可 劣る やや劣る 標準 やや優れている 優れている 

採点 0 1 2 3 4 5 

   

提出書類の内容及びプレゼンテーション・ヒアリングについて審査する。見積

書の金額も審査の対象となる。各選定委員の評価点の合計を総合評価点として、

総合評価点の最も高い者を優先交渉事業者とし、総合評価点が２番目に高い者を

第２位優先交渉事業者とする。総合評価点の同じ者が複数ある場合は、各選定委

員の多数決で決定する。 

なお、参加事業者が１者だった場合は、総合評価点が７割未満の場合を除き優

先交渉事業者とする。 

 

10 契約の締結 

(1) 優先交渉事業者と協議が整い次第、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第

２号に規定された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。ただし、優先交渉事業者が契約を辞退した場合、また、参加事業者の失

格に該当することが判明した場合は、交渉権第２位の事業者と同様の手続を行

うものとします。以下、同様とします。 

 

11 参加事業者の失格 

(1) 参加資格の要件を満たさなくなった場合 
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(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(3) 審査の公平性を害する行為があった場合 

(4) 前各号に定めるもののほか、提案に当たり著しく信義に反する行為等、選定委

員会の委員長が失格であると認めた場合 

 

12 その他留意事項 

(1) このプロポーザルに参加する費用は、すべて参加事業者の負担とします。 

(2) 提出期限以降における書類の差替え及び再提出は認めません。 

(3) 提出された書類は返却しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


