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 公募型プロポーザル実施要領 

 

 

しもつけ風土記の丘資料館展示リニューアル業務を委託するに当たり、次のとおり

公募型プロポーザルを実施する。 

 

平成３０年７月５日 

 

下野市教育委員会 文化財課 

 

 

１．業務の概要 

（１）業務の目的 

本市には、500 か所以上の埋蔵文化財包蔵地が所在し、開発の事前調査として

恒常的に発掘調査を実施しており、出土資料の整理作業及び報告書の作成、展示・

活用・収蔵スペースの確保が困難となってきている。そのため、しもつけ風土記

の丘資料館を、発掘調査から報告書作成、展示・収蔵のできる埋蔵文化財センタ

ーとして整備を行い、市の歴史的魅力を広く発信できる文化財活用拠点として活

用する予定である。 

この整備事業に合わせ、現在の常設展示室のリニューアルを行い、埋蔵文化財

活用の拠点として活用するとともに、重要文化財である甲塚古墳出土品の展示・

収蔵も行うことのできる施設とすることを目的とする。 

（２）委託業務名 

しもつけ風土記の丘資料館展示リニューアル業務委託 

（３）委託業務の内容 

別紙「しもつけ風土記の丘資料館展示リニューアル業務委託仕様書」（以下「仕

様書」という。）のとおり。 

（４）委託業務の履行期間 

契約日から平成 33 年３月２日（金）まで 

（５）委託契約金額の上限 

２１６，７４６，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

２．整備スケジュール 

  改修・増築工事期間  契約締結有効の日から平成 32 年３月 31 日まで 
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  展示リニューアル期間 契約日から平成 33 年３月２日まで 

  開館予定  平成 33 年４月 

 

３．参加資格条件 

プロポーザルに参加できる者（提案者）は、次に掲げる事項をすべて満たす者で

なければならない。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項に規定する者

に該当しない者であること。 

（２）平成 29・30 年度下野市競争入札参加者資格者（建築関係建設コンサルタント・

内装仕上工事）として登録があること。ただし、企画提案の提出期限までに当該

登録をする場合にはこの限りではない。 

（３）参加表明書及び企画提案書の受付期間において、下野市建設工事等請負業者指

名停止等措置要領（平成 22 年 2 月 12 日付訓令第 3 号）に基づく指名停止期間中

でない者であること。 

（４）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条第１項若しくは第２項の規定に

基づく再生手続開始申立てがされている者（同法第 33 条第１項の規定に基づく

再生手続開始の決定を受けた者を除く。）又は会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）第 17 条第１項若しくは第２項の規定に基づく更生手続開始の申立てがされ

ている者（同法第 41 条第１項の規定に基づく更生手続開始の決定を受けた者を

除く。）でないこと。 

（５）下野市暴力団排除条例（平成 24 年下野市条例第３号）第２条第１号又は同条第

４号の規定に該当しない者であること。 

（６）下記①～③のすべての業務について、平成 30 年３月末時点で、過去５年間に元

請けとして完了した実績を有すること。 

① 地方公共団体等が発注する博物館等教育・文化施設に関する展示設計又は展

示製作業務。 

② 歴史に関連する博物館等施設の常設展示室（200 ㎡以上）の展示設計又は展示

製作業務。 

③ 重要文化財（考古資料）の展示・収蔵に関する業務。 

 

４．プロポーザル実施に係るスケジュール 

（１）実施要領の公開 

平成 30 年７月５日（木）  
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（２）実施内容等に関する質問書の提出期限 

平成 30 年７月 13 日（金）17 時必着 

（３）実施内容等に関する質問及び回答事項のホームページ掲載日 

平成 30 年７月 17 日（火）予定 

（４）参加表明書の提出期限 

平成 30 年７月 20 日（金）17 時必着 

（５）参加資格の確認結果通知 

平成 30 年７月 24 日（火）予定 

（６）企画提案書の受付 

平成 30 年８月３日（金）17 時必着 

（７）プレゼンテーション 

平成 30 年８月７日（火） 

（８）審査結果の通知・公表 

平成 30 年８月中旬 

 

５．プロポーザルの手続  

（１）質問書の受付及び回答 

プロポーザルに参加するに当たり質問事項がある場合は、簡易なものを除き、

質問書（様式１）により受け付ける。 

① 提出期限 平成 30 年７月 13 日（金）17 時必着 

② 提出方法 質問書に質問事項を記載し電子メールで提出 

③ 回答方法 提出された質問に対する回答は、一括して下野市ホームページに掲

載する。【平成 30 年７月 17 日（火）予定】 

（２）参加表明書 

プロポーザルへの参加を希望する者は、次のとおり参加表明書等を提出するこ

と。 

① 提出期限 平成 30 年７月 20 日（金）17 時必着 

② 提出書類 プロポーザル参加表明書（様式２） 

同種業務実績（様式３） 

③ 提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は、書留等受取日と配達されたことが証

明できる方法とすること。） 

※参加表明書提出後に参加を辞退する場合は、辞退届（様式任意）を提出するこ

と。 
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（３）参加資格の確認 

参加表明書の提出者に対して、参加資格について書類審査を行い、資格要件を

満たしている者（以下、「企画提案者」という）には、参加確認結果通知書及び提

案書提出依頼通知書を送付する。 

（４）企画提案書の作成 

企画提案者は、仕様書を熟読の上、次のとおり提案書等を作成し提出すること。

なお、提案は１者につき１案に限る。 

① 企画提案書用紙は、原則としてＡ４サイズを使用することとし、Ａ３サイズを

使用する場合には、Ａ４にサイズ折り込むこと。 

② 企画提案書の様式は任意とするが、次の事項に基づき作成すること。なお、記

載順序は任意とする。 

ア 企画提案（各Ａ３サイズ、合計５枚以内）（様式４） 

 ・本業務への取り組み方針 

 ・重要文化財の取り扱い、展示・収蔵方針 

 ・業務に対する具体的な提案 

 ・業務スケジュール 

イ 業務推進人員体制（Ａ４サイズ）（様式５） 

ウ 同種業務実績（Ａ４サイズ）（様式３） 

エ 見積書（総額、内訳、諸経費、消費税を明記すること）（様式任意） 

③ 企画提案書は、『しもつけ風土記の丘資料館展示改修基本計画』の内容に基づ

き作成すること。なお、基本計画データは企画提案者に事前に貸与する。 

④ 企画提案書には会社名等が判別できる表現、ロゴ等は一切記載しないこと。 

（５）企画提案書の提出 

企画提案書は次のとおり提出すること。 

① 提出期限 平成 30 年８月３日（金）17 時【必着】 

② 提出先  書類提出先及び問い合わせ先に同じ 

③ 提出方法 持参又は郵送 

※持参による提出の場合の受付時間は、休日を除く平日の９時～ 

17 時までとする。郵送による提出の場合は、提出期限までに必

着とする。 

※郵送の場合は、書留郵便に限る。 

⑤ 提出部数 提案書正本（会社名及び押印あり） １部 

       提案書副本（会社名及び押印なし） ８部 

       提案書副本電子データ（PDF 形式） １部 
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       ※副本は審査に用いるため、全ての書類において会社名等の特定で

きる記載及び押印は一切行わないこと。 

       ※電子データは CD-R 等で提出すること。 

（６）企画提案書等提出書類の取扱い 

① 提出期限後において、提出書類の変更、差替、再提出若しくは撤回は認めない。

（審査に影響を与えない軽微ものを除く）。 

② 提出期限後において、提出書類は理由の如何を問わず返却しない。 

③ 提出書類は、審査に必要な範囲において複製を作成することがある。 

④ 企画提案書は、下野市情報公開条例（平成 18 年 1 月 10 日付条例第 10 号）に

基づく情報公開請求の対象となる。 

（７）説明会等 

  説明会は開催しないが、資料館の視察については自由に行うことができる。 

（８）プレゼンテーション 

  ① 実施日  平成 30 年８月７日（火） 

  ② 会場等  時間及び会場等は、企画提案参加者に対して別途通知する。 

  ③ 審査基準 別紙「企画提案書評価基準」に基づき評価を行う。 

  ④ 選定委員 教育長、総合政策部長、総務部長、教育次長、教育総務課長、 

学校教育課長、文化財課長、しもつけ風土記の丘資料館長 

（９）選定及び審査結果の通知・公表 

  ① プレゼンテーションの結果及び提出された企画提案書等を市が設置する選定

委員会において審査し、契約候補者を選定する。ただし、審査結果によりいず

れの参加者も契約候補者に選定しない場合もある。また、参加者が１者だった

場合には、総合的に評価して契約候補者としての適否を判断する。 

  ② 審査結果については、企画提案者に書面で通知するとともに、下野市ホームペ

ージに掲載する。なお、審査内容に係る質問や異議は一切受け付けない。 

   【審査結果の通知・公表】平成 30 年８月中旬予定 

 

６．契約の締結 

（１）選定委員会において選定された契約候補者と契約締結の協議を行う。 

（２）契約締結の協議においては、企画提案内容をそのまま実施することを約束する

ものではなく、企画提案書の内容の追加、変更又は削除を求めることがある。ま

た、協議後の企画提案書は、仕様書と併せ契約時の仕様書として扱う。 

（３）契約締結の協議が整わなかった場合には、評価結果の上位者から順に協議を行

う。  
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（４）契約書の作成に必要な経費は、全て、受託者の負担とする。 

 

７．失格事由 

次のいずれかに該当した場合、当該参加者は失格とする。 

（１）提出期限を過ぎて企画提案書が提出された場合。 

（２）必要な記載事項又は書類が欠如していた場合。 

（３）企画提案書に虚偽の内容を記載した場合。 

（４）審査及び評価の公平性に影響を与える行為があった場合。 

（５）本要領に違反すると認められる場合。 

（６）その他担当者があらかじめ指示した事項に反したとき。 

 

８．その他 

（１）企画提案書の作成及び提出等プロポーザル参加に要する経費は、全て参加者の

負担とする。 

（２）プロポーザル及び契約の手続並びに委託業務の実施において、使用する言語は

日本語、使用する通貨は円とする。 

（３）参加者の企画提案書の著作権は、参加者に帰属し、契約候補者の企画提案書の

著作権は、委託契約締結時点で下野市に帰属するものとする。 

（４）企画提案書に特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対

象となる内容を含む場合、当該権利の使用に係る調整は参加者が行うとともに、

その使用に係る経費を委託料に計上すること。 

（５）委託業務における制作物の著作権は、下野市に帰属するものとする。委託契約

期間終了後、下野市が制作物を使用するに当たり制限がある場合には、企画提案

書にその旨を明記すること。 

（６）企画提案書の提出をもって、参加者が実施要領の記載内容に同意したものとす

る。 

 

９．書類提出及び問い合わせ先 

〒329-0492 栃木県下野市笹原２６番地 

下野市教育委員会事務局 文化財課文化財グループ（下野市役所３階） 

TEL 0285-32-6105 FAX 0285-32-8610 

E-mail:bunkazai@city.shimotsuke.lg.jp 

ホームペジアドレス http://www.city.shimotsuke.lg.jp 


