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吉野ヶ里町新庁舎オフィス環境整備基本計画策定 

業務委託プロポーザル実施要領 

 

吉野ヶ里町新庁舎オフィス環境整備基本計画策定業務委託プロポーザル実施要領

（以下「本要領」という。）は、吉野ヶ里町（以下「本町」という。）がオフィス環

境整備基本計画策定業務の受託事業者を、公募型プロポーザル方式により選考する

ために、必要な事項を定めるものである。 

 

１ 業務目的 

 吉野ヶ里町統合庁舎等整備事業基本計画に基づき、来庁者及び職員等にとって、

快適で機能的なオフィス環境を整備し、より一層の町民サービスの向上と事務の効

率化につなげることを目的とする。なお、本業務の実施にあたっては、新庁舎等建

設基本設計・実施設計に有効に反映させるとともに、現庁舎等の文書や備品等の現

状把握、町民の利便性に配慮した窓口レイアウト、効率性と可変性を備えた各課レ

イアウト、諸室配置の最適化を目標に、各個別要件について実施するものとする。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

吉野ヶ里町新庁舎オフィス環境整備基本計画策定業務（以下「本業務」という。） 

（２）業務内容 

別紙「吉野ヶ里町新庁舎オフィス環境整備基本計画策定業務委託仕様書」（以下「仕

様書」という。）のとおり 

（３）履行期間 

契約締結日から令和５年３月 27 日まで 

なお、履行期間については、明許繰越しを予定していることから予算に係る繰越明

許費について、議会の繰越承認が得られるまでの間、契約締結日から令和５年３月

27 日までとし、承認が得られた場合は、履行期間を契約締結日から令和５年５月 31

日までとする。 

（４）契約限度額 

本業務の委託料金の上限は、４，６７５，０００ 円（消費税及び地方消費税含む）

とする。なお、この価格は予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を示すため

のものであることに留意すること。 

（５）委託条件 

①本業務の完了以降、吉野ヶ里町新庁舎オフィス環境整備基本・実施設計業務（以

下「予定業務」という。）を行う予定としていることから、提案内容は、本業務及
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び予定業務を考慮した内容とすること。なお、各業務の見積額については審査等

の対象外とする。 

②予定業務の履行期間は、令和６年度以降（新庁舎等の基本・実施設計及び建設工

事期間中）を想定しており、その他の概要は別紙仕様書のとおりとする。 

③予定業務は委託料の上限を設けないが、実施時期の予算編成時に査定する場合が

ある。 

④予定業務は、予算の議決（令和５年３月以降）がなされたうえで契約を行う。 

⑤予定業務は今後の事業進捗により、内容を変更、または実施しない場合がある。 

⑥予定業務は、本業務の受託者と優先的に契約交渉を行うが、本業務の履行状況等

を踏まえ、契約の相手方としてふさわしくないと本町が判断した場合は契約を行

わない。 

⑦各業務は、原則として本プロポーザル実施時に提出された書類に基づき協議を行

うものとし、見積額を超えた額での契約は行わない。（ただし、やむを得ない場

合はこの限りでない。） 

 

３ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加する者は、次に掲げる全ての要件を満たさなければならな

い。なお参加申込に際しては、誓約書（様式３）を提出すること。また別途、必要に

応じて本町から確認資料の提出を求めることがある。 

（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

い者であること。 

（２） 参加意向申出書提出時点において、国又は地方公共団体から、それぞれの規定に

よる指名停止措置を受けていないこと。 

（３）公告日以前３ヵ月以内に、手形交換所における取引停止処分、主要取引先から取 

引停止処分等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でな

いこと。 

（４）破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産の申立て、会社更生法（平成 14

年法律第 154 号）第 17 条に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成

11 年法律第 225 号）第 21 条の規定に基づく、再生手続開始の申立ての事実が

ある等、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。ただし、会

社更生法に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始

の申立てがなされた者であって、更正計画の認可が決定し、又は再生計画の認可

の決定が確定した者を除く。 

（５）民事保全法（平成元年法律第 91 号）の規定に基づく民事保全の手続きが常態と

して行われているものと認められるものでないこと。 

（６）吉野ヶ里町暴力団排除条例（平成 24年条例第 1 号）第 2条第 1 号から第 4号の規定
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に該当しないこと。 

（７）佐賀県内または福岡県内に本店・支店、又は営業所を有していること。 

（８）地方自治体において、平成 29 年度以降に延床面積 8,000 ㎡以上、かつ九州地区

の地方自治体においても平成 29 年度以降に延床面積 4,000 ㎡以上の本庁舎の新

築に係る本業務及び予定業務と同種の業務実績をそれぞれ元請として有してい

ること。 

（９）国税、都道府県税及び市町村民税の滞納がないこと。 

 

４ 事務局 

〒842-8501 

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 321 番地 2 

吉野ヶ里町役場 まち未来課 施設整備推進係（三田川庁舎１階） 

  電話：0952-37-0332（直通） ファクシミリ：0952-52-6189 

  電子メール：machimirai@town.yoshinogari.lg.jp 

 

５ スケジュール 

実施内容 実施期間または期日 

公告 令和 4年 10 月 11 日(火） 

参加意向申出の提出期間 令和 4年 10 月 11 日(火）～令和 4 年 10 月 19 日（水） 

質問受付期間 令和 4年 10 月 11 日(火）～令和 4 年 10 月 14 日（金） 

質問回答期日 令和 4年 10 月 17 日(月） 

プロポーザル関係書類提出要請書等

の通知 

令和 4年 10 月 20 日(木） 

プロポーザル関係書類等の受付期間 令和 4年 10 月 21 日（金）～令和 4 年 10 月 31 日（月） 

プレゼンテーション及びヒアリング 令和 4年 11 月 7日（月） 

特定結果の通知 令和 4年 11 月 8日（火） 

契約の締結 令和 4年 11 月中旬 

※本プロポーザルに係る説明会等は開催しない 

 

６ 質問の受付、回答 

質問の受付は下記のとおりとする。 

（１）提出期限 令和 4年 10 月 14 日（金）17 時 00 分まで（土日・祝祭日を除く） 

（２） 提出方法 事務局に電子メールにて提出すること。（必ず到着確認を行うこと） 

（３）提出様式 質問書（様式１）  

（４）回答方法 令和 4年 10 月 17 日（月） 

回答は一括して取りまとめ、町ホームページ上に公開することとし、個別の回 
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答は行わない。 

（５）注意事項 

① 表題は「吉野ヶ里町新庁舎オフィス環境整備基本計画策定業務委託に関する

質問」と明記すること。 

② 質問は提出書類並びに業務実施に関する事項に限ることとし、評価及び審査 

に関する質問や提案内容に関する質問は受け付けない。また、内容を確認する 

ため、本町から問い合わせる場合がある。 

③ 質問のあった事業者名は公表しないこととし、回答は、本要領及び仕様書等 

の追加又は修正とみなす。 

 

７ 参加意向申出等にかかる必要書類 

本プロポーザルへ参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）は、下記により参

加意向申出書等を提出すること。 

（１）提出期限 令和 4年 10 月 19 日（水）17 時 00 分まで 

（２）提出方法 事務局へ持参又は郵便（土日・祝祭日を除く 8 時 30 分から 17 時

00 分、郵便による提出の場合は期限内必着） 

（３）提出書類様式等は全て吉野ヶ里町公式ホームページからダウンロードすること。 

提出書類 様式等 提出部数等 

参加意向申出書類 様式２ 参加意向申出書 原本 1 部（クリップ留） 

写し 1 部（ステープル留） 

※片面印刷とする。 

様式３ 誓約書 

様式４ 会社（業務）概要書 

様式５ 業務実施体制書 

 

（４）参加意向申出書類の記載に関する留意事項 

① 様式規格は、Ａ４規格・縦のみとし、Ａ３規格の折り込みは不可とする。 

② 文字サイズは、10pt 以上とする。 

③ 参加意向申出書類による用語は、日本語に限る。 

④ 各種様式の記載は次のとおりとする。 

参加意向申出書類の記載に関する留意事項 

「様式２ 参加意向申出書」 

・会社名、所在地等を記載すること。 

・添付資料 別紙２委任状については、必要な場合に提出すること。 

「様式４ 会社（業務）概要書」 

・参加希望者の過去５年以内に受注したオフィス環境整備支援業務 

実績について 10件以内で記載すること（「３ 参加資格要件」（８）の業務

内容）。また、複数の実績がある場合は、上記参加資格要件を満たす範囲で、
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佐賀県内での実績を優先して記入すること。 

・企業概要や実施業務分野（オフィス環境整備等）が記載されたパンフレッ

ト等の資料があれば提出すること。 

「様式５ 業務実施体制書」 

・本業務遂行にあたり、必要と思われる技術者の業務別配置計画等を記載す

ること。 

・配置予定の管理技術者及び担当技術者について「保有資格」、「同種又は類

似業務実績数」等について記載すること。 

（５）参加資格の喪失 

参加資格を満たした者が次のいずれかに該当する場合は、本プロポーザルに参加す

ることができない。 

① 前記「３ 参加資格要件」を満たさなくなったとき。 

② 参加意向申出書等に虚偽の記載をしたとき。 

 

８ 参加資格審査・通知 

事務局において、「３ 参加資格要件」について審査する。資格要件を満たす者（以下

「参加者」という。）にはプロポーザル関係書類の提出を求めるものとし、電子メール

と文書にて通知する。ただし、資格を有する者が多数の場合は、会社及び配置予定技

術者の業務実績等を評価し、上位３者程度を選考するものとする。なお、選考されな

かった者からの非選考理由及びこれに関する一切の事項についての質問、説明請求、

意見等は受け付けないものとする。 

 

９ 企画提案 

参加者は、次のとおりプロポーザル関係書類を提出すること。 

（１）提出期限 令和 4年 10 月 31 日（月）17 時 00 分まで 

（２）提出方法 事務局へ持参又は郵便（土日・祝祭日を除く 8 時 30 分から 17 時

00 分、郵便による提出の場合は期限内必着） 

（３）提出書類 

提出書類 様式等 提出部数等 

プロポーザル関

係書類 

様式６ 提案書（鑑） 1 部（社名入り・押印あり） 

任意様式 ① 提案書 14 部（社名なし） 

② 見積書 2 部（正・副）（社名入り） 

 

（４）「提案書」の記載に関する留意事項 

①様式規格は、様式６提案書（鑑）及び任意様式②見積書についてはＡ４規格縦（片

面）とし、任意様式①提案書についてはＡ３規格横（片面）とする。また、特定
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のテーマについての提案を以下の枚数以内（表紙・目次は含まない）で作成する

こと。 

②文字の書体・サイズは問わないこととする。 

※図表内、写真等のキャプションについては、判読しやすい文字サイズとする。 

  ③図、絵、写真等の使用は可とする。 

④提案書に用いる言語及び通貨は、日本語及び日本円とする。 

⑤提案書には、参加者を特定できる名称を表示してはならない。 

⑥企画提案 

次の課題について簡潔に記載すること。 

a.実施方針 １枚以内 

今回の業務で特に重要と考える点や業務実施における方針、業務を行う体制、

従事者の経歴等について記述 

b.業務工程・フロー １枚以内 

業務工程、フローについて記述 

c.課題に関する提案テーマごとに各１枚以内 

〔テーマ 1〕行政サービスや働き方についての考え方 

      本町の現状から想定される、窓口及び執務空間の課題や、行政サー

ビス及び職員の働き方の変化に対応できる、職員の意識醸成を考慮

した解決策 

〔テーマ 2〕オフィス環境整備を行う上で重要だと考えること 

      DX 化などの社会潮流の変化や、防災・交流機能を考慮したスペース

の共用化による面積の効率化を想定した、吉野ヶ里町ならではのオ

フィス環境づくりに関する提案やその実績 

※企画提案については予定業務の内容を含めて記載すること。 

（５）「見積書」の記載に関する留意事項 

①見積書については、本業務及び予定業務の金額をそれぞれ記載すること。また、

仕様書に記載された全ての用務の見積金額及び内訳金額を記載すること。 

②内訳金額は、人件費及びその他の経費を記載すること。 

③提出様式及び文字サイズは特に問わず、また枚数も自由とする。 

 

１０ プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

プロポーザル関係書類提出後、参加者からの企画提案に係るプレゼンテーション

及びヒアリング（以下「プレゼン等」という。）を実施する。なお、プレゼン等に

出席しない場合は採点を行わない。 

（１）開催日 令和 4年 11 月 7日（月）※詳細は別途通知する。 

（２）場所   吉野ヶ里町役場 
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（３）時間構成 発表時間 35 分 

（プレゼンテーション 20 分以内、ヒアリング 15 分以内） 

（４） 留意事項 

① プレゼン等には、本業務を担当する管理技術者の出席を必須とし、出席者は５

人以内（パソコン操作員含む）とする。 

② プレゼン等は非公開とし、出席する者は、参加者を特定できる表示をしてはな

らない。 

③ プレゼン等は提出された提案書の内容に基づいて行うこととし、新たな内容の

資料提示は認められない。また、パワーポイント等で画像の投影を行う場合に

ついても、その内容は必ず提案書内に記載すること。 

④ プロジェクター・スクリーンは会場に設置されているものを使用し、提案者は

PC 及びデータのみ準備すること。 

⑤ プレゼン等の順番は、提案書の提出順とする。 

 

１１ 企画提案審査・通知 

（１）審査 

審査は、吉野ヶ里町新庁舎オフィス環境整備基本計画策定業務委託業者選定委員

会（以下「委員会」という。）が、提出された提案書並びにプレゼン等の説明、質

疑応答の内容を評価基準等により総合的に判断し、最優秀者１者及び次順位１者

を特定する。 

（２）１者提案 

提案者が１者のみの場合であっても、内容の審査を行い、選考の可否を決定する。 

ただし、審査の評価点の合計が満点の６割に満たない場合には、業務委託候補者と 

して認めないものとする。 

（３）審査結果通知 

全ての参加者に対し、電子メールと文書で通知する。 

（４）企画提案における審査基準と、審査項目及び配点（選定委員一人あたり）は下表

のとおり。 

評価基準 評価項目 配点 

a.実施方針 業務方針 30 

推進・支援体制 

b.業務工程・フロー 業務工程・フロー 

c.課題に関する提案

テーマ 

テーマ 1. 

「行政サービスや働き方についての考え方」 

①現状理解 

45 
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（５）質問等 

上記審査結果に関する一切の事項についての質問、説明請求、意見等は受け付 

けない。 

 

１２ 業務委託契約 

（１）契約手続 

最優秀者と業務内容、委託料等について協議し、契約を締結するための仕様書等

の調整を行い、見積書を再度徴取した上で、特定通知を受けた日から７日以内（土

日祝日を含む。）に契約を締結するものとする。なお、業務委託金額は、予算の範

囲内で、「９ 企画提案」（５）により提出された参考見積価格の金額に消費税を加

算した額を上限とする。ただし、最優秀者として選考された者が「３ 参加資格要

件」を満たさなくなったとき、又は協議が整わなかったときは、次順位者を最優

秀者とみなす。 

（２）契約保証金 吉野ヶ里町財務規則第１６７条第３項第６号により免除とする。 

 

１３ その他 

（１）本要領等に定める条件等に同意の上、参加すること。 

（２）プロポーザル関係書類等の作成経費や旅費等の必要経費は、参加事業者の負担と

する。 

（３）提出された書類の差替は認めない。 

（４）提出されたプロポーザル関係書類等は返却しない。 

（５）提出書類の著作権は参加者に帰属するが、審査に必要な範囲において無償で複 

製することができるものとし、本プロポーザルの実施及び選定結果の公表特定後、

公平性、透明性及び客観性を期するため公表することがある。 

②窓口及び執務空間の課題 

③行政サービス及び職員の働き方の変化 

④職員の意識醸成 

テーマ 2. 

「オフィス環境整備を行う上で重要だと考えること」 

①社会潮流をふまえた可変性、機能性 

②防災・交流機能 

③スペースの共用化による面積の効率化 

④吉野ヶ里町ならではのオフィス環境づくり 

参加意向申出書類 過去５年以内の同種の業務実績 25 

責任者及び担当者の経歴等 
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（６）参加意向申出書提出以降に辞退する場合は、プロポーザル参加辞退届（様式７）

を提出すること。 

（７）「吉野ヶ里町統合庁舎等整備事業基本計画」等の資料は、町ホームページ上で公

開しているので参照のこと。 

 


