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杉戸町新庁舎整備基本構想策定業務プロポーザル実施要領 

  

本実施要領は、杉戸町新庁舎整備基本構想策定業務の委託業者を公募型プロポーザル方式

（以下「プロポーザル」という。）により選定するために必要な事項を定める。 

１ 業務名 

杉戸町新庁舎整備基本構想策定業務 

２ 業務内容 

別紙仕様書のとおり 

３ 予定業務期間 

契約締結日から令和６年３月２５日まで 

４ 選定方法 

公募型プロポーザル方式 

５ 委託費限度額 

５，９８４，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）（令和５年度末に一括支出） 

６ 各種様式 

プロポーザルの各種様式は次による。 

様式１  質問書 

様式２  参加表明書兼誓約書 

様式３  辞退届 

様式４  企画提案書等提出届 

任意様式 企画提案書 

様式５  会社概要書 

様式６  業務執行体制 
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任意様式 業務工程表 

様式７  参考見積書 

任意様式 参考見積書内訳書 

様式８  共同事業体届出書兼委任状 

７ 参加資格要件 

【１】本実施要領の公告日において、次の全ての要件を満たしている者であること。 

（１）杉戸町の令和３・4 年度（建設・物品）入札参加有資格者名簿（測量・建設コンサルタント等

業務）に登録されている者であること。 

（２）杉戸町の契約に係る指名停止等の措置要綱（令和２年告示第６０号）による入札参加等の

停止期間中でないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て及び民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく更生手続き開始の申立てがなされていない者である

こと。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項又は杉戸町財務規則（昭

和６１年規則第１０号）第１２２条の規定により入札に参加できないとされた者でないこと。 

（５）過去１０年間において、国又は地方公共団体等の庁舎建設に係る基本構想策定又は基本計

画策定に関する業務実績を有していること。 

（６）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）に抵触する行

為を行っていない者であること。 

（７）杉戸町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者に該当する者

でないこと。 

（８）杉戸町暴力団排除条例に基づく入札等排除措置を受けていないこと。 

（９）埼玉県、東京都に本社又は支店等を有するものであること。 

（１０）以下の実施体制を確保できること。 

①管理技術者、照査技術者として、一級建築士又は技術士（都市及び地方計画）（総合技術

監理部門：建設－都市及び地方計画）（建設部門－都市及び地方計画）、認定ファシリティ

ーマネージャのいずれかの資格を有した者を配置できること。 

②配置技術者は参加表明書の提出期限日において３箇月以上の恒常的な雇用関係がある

こと。 

③管理技術者と照査技術者が兼任していないこと。 
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【２】共同企業体（以下、ＪＶという。）として本プロポーザルに参加する場合は、次の各号に掲げ

る要件を全て満たすものとする。 

（１）代表構成員が【１】（1）から(１０)の要件を全て満たしていること。 

（２）全ての構成員が【１】（２）から(４)、（６）から(９)の要件を満たしていること。 

（３）自主結成されたものであり、共同企業体協定書を締結していること。 

（4）各構成員は、他の共同企業体の構成員として又は単独で本プロポーザルに参加していな

いこと。 

８ 選考日程 

 項目 期日等 備考 

１ 公告（公募開始） 令和４年５月２０日（金）  

２ 質問受付開始 令和４年５月２５日（水）  

３ 質問受付終了 
令和４年５月２７日（金） 

１７時１５分必着 

 

４ 質問回答 令和４年６月１日（水）  

５ 
参加表明・企画提案書

等の提出 

令和４年６月１０日（金） 

１７時１５分必着 

 

６ 
一次審査 

（書類） 
令和４年６月中旬 

※参加表明者の数により２段階選

考となるため、以降のスケジュー

ルは予定 

７ 一次審査結果通知 令和４年６月中旬  

８ 
二次審査 

（プレゼンテーション） 
令和４年７月上旬 

日時確定後に再通知 

９ 二次審査結果通知 令和４年７月上旬  

１０ 契約締結 令和４年７月中旬  

９ 質問 

（１）提出期限 令和４年５月２７日（金）１７時１５分必着 

（２）提出書類 質問書（様式１） 
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（３）提出方法 事務局へ電子メールで送信 

①送信時件名は、「プロポーザル質問（事業者名）」とすること。 

②電子メールを送信した後に、事務局まで送信した旨の電話をすること。 

③質問は、参加表明書、提案書等の記載方法及び仕様書の内容等に関するものに限 

り受け付けるものとし、メールでの提出以外の方法では受け付けない。 

④送信する電子メール及び添付書類について、コンピュータウイルス対策を実施するこ

と。 

（４）回答方法 令和４年６月１日（水）に杉戸町ホームページに掲示する。 

※質問者毎への回答は行わない。 

※会社名、担当者氏名及び連絡先等は公開しない。 

※回答は、本実施要領及び業務仕様書の追加事項又は修正事項とみなす。 

１０ 参加表明及び企画提案 

本プロポーザルで提案を行おうとする者（以下「提案者」という。）は、次により参加表明及び

企画提案の書類を提出すること。 

（１）提出期限 令和 4 年６月１０日（金）１７時１５分必着 

（２）提出書類 

①参加表明書兼誓約書（様式２） 

②企画提案書等提出届（様式４） 

③企画提案書（任意様式）  

・仕様書の目的、業務内容を踏まえ、次の（ア）～（オ）の事項について具体的な手法や業

務の進め方等を記載すること。 

・提案書は A４サイズ縦置き（モノクロ、カラーは指定しない。）10 枚以内とし、文字サイ

ズは 10.5 ポイント以上、フォントは UD フォントとする。 

（ア）実施方針 

（イ）実施体制 

（ウ）業務工程表 

（エ）特定テーマ 

〇 業務目的に沿った、より良い計画策定のための工夫について 

〇 時代に即した庁舎のあり方について 

（オ）仕様書の目的を踏まえ業務実施上有効と考えられる事項があれば提案する。（任意
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様式） 

④会社概要書（様式５） 

⑤実施要領７（５）に定める実績が確認できる書類 

（契約書の写し及び検査済証又はそれに類するもの） 

⑥業務執行体制（様式６） 

⑦業務工程表（任意様式） 

⑧参考見積書（様式７） 

⑨参考見積書内訳書（任意様式） 

⑩企画提案に関する上記全ての電子データを収めたＣＤ－Ｒ等 

⑪共同事業体届出書兼委任状（様式８）（該当する場合のみ） 

（３）提出方法 事務局への持参又は郵送、宅配（必着） 

持参の場合は、土日・祝日を除く８時３０分から１７時１５分まで受付を行う。 

（４）その他 

①各提出書類ともＡ４サイズ縦置きとし、Ａ３サイズの資料がある場合は折り込んでＡ４サイ

ズにすること。 

②副本９部には提案者の名称及びそれを推測できるものの記載は行わないこととし、契約

書の写し等でこれを消せない場合は該当箇所にシールを貼付する等して対応すること。 

③提出は、１事業者につき１提案に限る。 

（５）提出部数 

提出書類の①～⑪の順序で製本し、インデックスを貼付し提出すること。 

なお、提出部数は次のとおりとする。 

①正本１部（①～⑪ A４フラットファイル） 

②副本９部（③、⑥、⑦、⑧、⑨ 左上１箇所とめ） 

③CD-R 等１枚（正本を PDF 形式で保存したもの） 

１１ 辞退 

本プロポーザルへの参加表明後、参加を辞退する場合は、辞退届を提出すること。 

（１）提出期限 令和４年６月１３日（月）１７時１５分 

（２）提出書類 辞退届（様式３） 

（３）提出方法 １0 と同様 
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１２ 審査 

（１）一次審査（書類審査） 

『【別紙１】評価基準書』に基づき、提出された書類に対し提案者名を伏せて書類審査を行

い、上位３者を選定する。 

①実施予定日 令和 4 年６月中旬 

②結果通知日 令和 4 年６月中旬 

③通知方法等 全提案者へ審査結果通知を送付する他、一次合格者のみ二次審査参加依

頼書を送付する。 

（２）二次審査（プレゼンテーション審査） 

①実施予定日 令和 4 年７月上旬 

②実施場所等 詳細な時刻や実施場所については、一次審査の結果通知と併せて連絡す

る。 

③実施時間 １者につき４０分（プレゼンテーション２０分、質疑応答２０分） 

④出席者 １者につき３名までとし、本業務の責任者となる者は必ず出席すること。 

⑤選考方法 

（ア）実施順は、企画提案書の受付順とする。 

（イ）審査委員が『【別紙１】評価基準書』に基づき点数付けをすることにより決定する。 

二次審査の参加者の内、一次審査及び二次審査の総合計が最も高い提案者を候補

者とし、随意契約の交渉を行い、選定された候補者との契約が成立しない場合は、次

点候補者と交渉を行う。 

ただし、審査においては、『【別紙１】評価基準書』における配点の合計値の６割を最

低基準点とし、各審査委員の採点の合計の平均が最低基準点に満たない提案者は、候

補者となりえない。 

（ウ）総合計点数が同点の場合は、審査委員会で協議の上、候補者を決定する。 

（エ）選考結果は、全ての提案者に通知する。 

（オ）提案者が１者となった場合でも評価を行う。 

⑥結果の公表 令和 4 年７月上旬に二次審査へ参加した全ての提案者に審査結果通知を

通知するとともに、後日杉戸町ホームページで公表する。 

⑦留意事項 

（ア）当日に出席者の確認を行うため、所属会社を確認できるものを提示すること。 
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（イ）プレゼンテーションは、提出した企画提案書等を基に行うものとし、追加提案や追加

資料の配付は認めない。ただし、これらを踏まえた上でパソコン、プロジェクター、スク

リーン等による説明は許可する。当日使用するプロジェクター、スクリーンは町で用意

する。（型番については二次審査ご案内時にお知らせします。）  

（ウ）プレゼンテーション及び質疑応答は、提案者名を伏せて行うので自己紹介は行わな 

いこと。 

１３ 契約の締結 

企画提案により決定された候補者は、本町と協議の上、契約に必要な書類を揃え、随意契約

を締結するものとする。なお、提案内容に不要な部分が生じた場合には、提案見積を参考とし

て減額変更を行い、提案内容以外の業務等が発生した場合には、前記「５ 委託費限度額」の範

囲内で必要に応じ変更を行う。 

また、契約保証金は、契約請負代金額の１０分の１以上を納付することとするが、杉戸町財務

規則第１４６条各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部又は一部を免除するこ

とができる。 

１４ 失格事項 

提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）参加資格を有しない場合又は提出書類等の記載内容に虚偽があった場合 

（２）本実施要領、業務仕様書に定める事項に適合しない場合 

（３）提出書類に不備、錯誤があり、事務局が再提出を求めたにもかかわらず、期限内に提出さ

れなかった場合 

（４）公告の日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合 

（５）公正を欠いた行為があったとして審査委員会が認めた場合 

１５ 留意事項 

（１）本プロポーザルに係る一切の費用は、提案者の負担とする。 

（２）提出後の提出書類の差し替え、修正、追加等は認めない。ただし、本町の判断により補足資

料の提出を求めることがある。 

（３）提出された書類は、返却しない。 



8 

 

（４）提出された企画提案書等の著作権は提案者に帰するものとし、第三者の著作権の使用の

責は、使用した提案者に全て帰するものとする。 

（５）企画提案書等のため作成した資料や本町から受領した資料は、本町の許可なく公表又は

使用することはできない。 

（６）提出された企画提案書等は、必要な範囲において複製を作成することがある。  

（７）提出された企画提案書等は、杉戸町情報公開条例（平成１１年条例第２２号）に基づき、公

開することがある。 

（８）本プロポーザルは、優先交渉権者の特定を目的に実施するものであり、契約内容において

は必ずしも提案内容に沿って実施するものではない。 

（９）本実施要領に定めのない事項については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）等、関係法令等の定めるところによる。 

（１０）審査に対する異議申立てはできないものとする。 

１６ 事務局 

〒３４５－８５０２ 

埼玉県北葛飾郡杉戸町清地 2 丁目 9 番 29 号 

杉戸町管財契約課管財担当：篠原・山口 

TEL：０４８０-３３-１１１１（内線２７５） 

FAX：０４８０-３３-４５５０ 

メールアドレス：kanzaikeiyaku@town.sugito.lg.jp 
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【別紙１】 杉戸町新庁舎整備基本構想策定業務 

評価基準書 

 評価項目 評価の視点 配点 

一

次

審

査 

実績 事業者として本業務と類似の実績があるか。 ５ 

実施体制 本業務を遂行するうえで、責任者・担当者が十分な経験、実績を有

しているか。また管理技術者は専門的な知見を裏付ける有資格者

か。 

１０ 

工程表 本町に有益となる実施工程計画が立案されているか。 ５ 

実施方針 町の現状、特性、地域性等を踏まえた実施方針の基本的考え方が

示されているか。 

１０ 

二

次

審

査 

提案内容 町が重要と認識するポイントについて十分な理解があり、満足なレ

ベルでの提案がなされているか。 

４０ 

プレゼンテ

ーション 

上記評価項目を、本業務の目的及び内容等に沿って適切に表現で

きているか。また、本業務に対しての考え方や本業務への姿勢に

ついて、期待ができるか。 

１０ 

総合的評価 独自提案を含め、業務目的を理解し、本町に有益な提案内容とな

っているか。 

１０ 

費用 提案に対しての見積額を評価する。 １０ 

合計 100 

※各審査における配点の合計値の６割を最低基準点とし、各審査委員の採点の合計の平均が

最低基準点に満たない提案者は、候補者となりえない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


