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西宮中央運動公園・中央体育館等再整備基本計画策定及び事業者選定等支援業務 

に係る企画提案競技 募集要項 

 

１． 目的 

西宮市は、中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等の整備かつ運営を事業化するにあたっ

て(以下「本事業」という。)民間活力の導入により効率的かつ効果的に質の高い公共サービスの提

供を図ることを目指して、ＰＦＩ手法又はＤＢＯ方式により事業を進めることとし、本事業の施設

整備の基本計画策定や事業者の選定に係る一連の審査・選定、契約締結等の支援業務を委託するこ

とを目的として、当該業務の最適な受託候補者を選定するために公募型プロポーザル方式（企画提

案競技）を実施する。 

 

２． 業務名称 

西宮中央運動公園・中央体育館等再整備基本計画策定及び事業者選定等支援業務 

 

３． 業務内容 

（１）基本計画策定支援 

（２）事業者募集関連資料作成 
（３）調達関連手続支援 
（４）契約締結等支援 
 ※委託業務内容の詳細は別紙「仕様書（案）」参照のこと 
  

４． 業務スケジュール(予定) 

平成28年11・12月頃～   パブリックコメント実施 

平成29年５月頃まで     周辺道路についての公安協議 

再整備に伴う開発条件の整理 

都市計画変更に伴う資料作成 

多目的グラウンド立地可能性調査 

平成29年６月頃          基本計画(案)中間報告 

事業手法報告 

パブリックコメント報告 

平成29年10月頃から    事業者選定委員会設置 

平成30年３月頃       基本計画（案）報告 

実施方針（案）報告 

平成30年３月頃まで     要求水準書（案）作成 

平成30年５・６月頃から   事業者募集開始 

平成31年４月頃から     事業者選定開始 
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平成32年３月頃       契約締結 

 ※このスケジュールは事情により変更する場合がある。 
 

５． 業務履行期間 

契約締結日の翌日から平成32年３月31日まで 
 

６． 委託上限金額 

76,680千円（税込） 
※見積額における消費税率及び地方消費税率については、８％で見込むこと。 
※契約締結以後、本契約にかかる消費税及び地方消費税の税率の変更があった場合は、契約変更

を行う。 
※ＤＢＯ方式により事業を進めることになった場合は、不要となる関連業務（直接協定に規定す

べき内容の検討等）を減額し、契約変更を行う。 
※見積額のうち、特記仕様書第１節～第４節に定める業務内容別の見積額は下表の配分以内で積

算すること。 
 
節 項目 配分 

1 
基本計画策定支

援業務 

見積額のうち、45％

を乗じた金額 
第 1 節・第 2 節の合

計見積額配分は、見

積額のうち、65％を

乗じた金額 

第1節～第3節の合計

見積額配分は、見積額

のうち、85％を乗じた

金額 

2 
事業者募集関連

資料作成業務 
－ 

3 
調達関連手続支

援業務 
－ 

4 
契約締結等支援

業務 
配分は任意 

 

７． 支払い条件 

特記仕様書第１節～第４節に定める業務ごとに業務完了払いとする。 
 

８． 業者の選定方式 

公募型プロポーザル方式により企画提案書を求め、提案内容、プレゼンテーション、提案価格等

の評価基準を元に総合的に評価・審査し受託候補者を選定する。 
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９． 全体スケジュール 

項目 日程 備考 

①募集開始 平成28年10月７日（金） ＨＰへの募集掲載 

②質問書の提出期限 平成28年10月13日（木） 様式第５号、17時30分まで 

③質問書への回答 平成28年10月21日（金） ＨＰ公開 

④参加表明書の提出期限 平成28年10月26日（水） 様式第１号、17時30分まで 

⑤企画提案書の提出期限 平成28年11月４日（金） 様式第２～４号他、 

17時30分まで 

⑥１次選考：書類選考（予定） 平成28年11月７日（月）～８日（火） 原則５社を超えた場合 

⑦２次選考：プレゼン（予定） 平成28年11月10日（木） 詳細は別途通知 

⑧受託候補者の選定（予定） 平成28年11月14日（月） 選定結果通知 

⑨契約締結（予定） 平成28年12月中旬 契約課経由 

 

１０． プロポーザル手続等 
（１） 提出書類 

提出書類 様式 提出部数 

①参加表明書 様式第１号 １部（原本） 

②過去の業務実績 様式第２号 16部（社名等抜いたものを４部）、電子

データ 

③業務の推進体制（協力企業

含める） 
様式第３号 16部（社名等抜いたものを４部）、電子

データ 

④企画提案書 様式任意 16部（社名等抜いたものを４部）、電子

データ 

⑤会社概要（リーフレット等） 様式任意 １部 

⑥業務実績等を示す資料の写

し 
様式任意 一式 

⑦見積書 
（見積明細書・年度業務計画

も添付） 

様式第４号 
※見積明細書は様式任意 
 

見積書・見積明細書は１部（原本）、 
年度業務計画は16部（社名等抜いたも

のを４部） 

（２） 提出書類の作成要領及び注意点   
① 見積書は封筒に入れて封印し、封筒表面に参加者名を記入の上、提出すること。また、見積

明細書には算出根拠等を記載すること。なお、見積りは、税抜き金額とすること。 
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② 見積内訳の年度業務計画には、特記仕様書第１節～第４節ごとにスケジュール(月別)を線表

で示し、各業務区分の積算内訳額を記載すること。また、ＤＢＯ方式により事業を進めること

になった場合、不要となる業務及び減額される金額を明示すること。 
③ 用紙の大きさはＡ４又はＡ３とし、左端をホッチキスで綴じること（Ａ３は折り込むこと）。

また、支障のない範囲で両面印刷としても構わない。 
④ （１）提出書類②～④、⑦の年度業務計画（様式第４－２号）の16部のうち４部について

は、社名を「●●●」とするなど、提案者が特定されない状態にして提出すること。 
⑤ 企画提案書には以下のことについては必ず記載すること。（様式は任意） 

ア）実施方針及び取組方針（当該業務についての基本的な考え方）：Ａ４片面２枚以内（Ａ３

片面１枚も可） 
イ）実施フロー：Ａ４片面1枚以内 
ウ）主要検討事項：ⅰ～ⅵあわせてＡ４片面４枚以内（Ａ３片面２枚も可） 

次の内容についてどのように認識し、どのように取り組むのか。受注した場合の着眼点

や業務実施に対する考え方を記載すること。 
ⅰ今回の事業スキームを進める上で想定される課題や工程上の重要なポイント等（特記

仕様書第１節 ３（１）） 
ⅱ基本計画の具体的な策定手順及びその内容（特記仕様書第１節 ３（３）） 
ⅲ募集関連資料作成に関する業務（特記仕様書第２節 ３） 
ⅳ調達手続きに関する業務（特記仕様書第３節 ３（１）） 
ⅴ事業者選定における手順・スケジュール（特記仕様書第４節 ３（２）） 
ⅵ契約の締結に関する課題（契約書作成上の課題やリスク分担など）（特記仕様書第４節 

３（１）） 
エ）特定テーマに対する提案（様式は任意）：枚数任意 

次の内容について提案すること。 
ⅰ「西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備基本構想」17頁をさらに発

展させ、本事業によるスポーツや文化事業を通じて、まちの活性化や賑わい創出とな

る実現性の高い具体的なプラン。 
ⅱ特定テーマⅰを実現するにあたり、必要となる調査、分析及び法規制・条件整理等基

本計画策定における具体的な支援内容。 

オ）業務工程表・スケジュール：Ａ３片面1枚以内 
打合せ頻度とタイミングについても記載すること。 

カ）その他特に提案すべき事項：Ａ４片面1枚以内 
  ⑥ （１）提出書類②～④、⑦の年度業務計画（様式第４－２号）をPDFにし、収録した電子

データ（CD－R）を一部提出すること。 
  ⑦ 業務実績等を示す資料の写しは、契約書、業務仕様書、ＨＰで公開されている資料等から、

事業者の過去の実績（様式第２号）及び担当者の過去の実績（様式第３－２号）の担当業務が
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記載されている部分を抜粋のうえ、該当部分にマーキング等をすること。 
（３） 参加申込方法 

① 参加表明書の提出期限：平成28年10月26日（水） 17:30まで（必着） 
② 企画提案書等の提出期限：平成 28年11月４日（金） 17:30まで（必着） 
③ 提出方法：郵送（書留郵便等の記録が残る方法で提出）又は持参 

※土日祝及び下記受付時間外、提出期限を過ぎたものは一切受け付けない。 
④ 提出先・問合先 

西宮市 産業文化局 文化スポーツ部 文化スポーツ企画課  

住 所   〒662-8567  西宮市六湛寺町10番３号 

電 話  0798-35-3426 ／ ＦＡＸ 0798-35-4045 

受付時間  ９：00～17：30 

M a i l   vo_bs_kikaku@nishi.or.jp 

担 当 者    釘田 

（４） 質問等の受付 
本企画提案競技の内容について質問等がある場合は質問書（様式第5号）を以下の期限ま

でに提出すること。 
① 提出期限：平成28年10月13日（木） 17:30まで（必着） 
② 回答期日：平成28年10月21日（金） 

③ 提出方法：質問書を電子メールにて文化スポーツ企画課へ提出する。なお、質問書を提出し

たときは、事故防止のため必ず電話で提出した旨の連絡をすること。 
④ 回答方法：質問及び回答を一覧表にまとめ、ＨＰで公開する。ただし、個別回答は行わない。 

 
１１． 審査及び選考等 

（１） 審査及び選考の方法 
① １次選考：原則として、参加申込数が５社を超えた場合は、提出書類を審査した上で、業務

実績や提案見積額等、客観的審査基準により上位５社を選考する。参加申込数が

５社以下の場合は、提出書類の内容を審査した上で２次選考の対象者とする。 

② ２次選考：１次選考者によるプレゼンテーションを実施する。 

         日 程：平成28年11月10日（木）（予定） 

         説 明：約20分以内 質疑応答：約15分程度 

         ※日時・場所等の詳細は対象者に別途個別通知を行う。 

  

mailto:vo_bs_kikaku@nishi.or.jp
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（２） 評価項目と審査基準 

評価項目 評価内容 配点割合 

①業務実績と推進体制 事業者の同種業務の実績件数 等 

配置人員や体制、担当者の実績件数 等 
30／100 

②企画提案内容 業務に対する理解度・見識・実現性 

業務に対する姿勢・意欲 

提案内容の具体性・的確性 

資料調製能力、特定テーマ、プレゼンテ

ーション内容等 

60／100 

③業務費用 提案額 10／100 

※詳細については、別紙「選定評価基準」参照のこと 

（３） 審査・選定方法及び選定結果 

① 審査方法は、選定評価基準に基づく評価点により行う。評定にあたり、市職員で構成する選

定委員会を設置する。 

② 選定評価基準に基づき選定委員会が評価点を算出し、予め選定委員会が定める最低基準点を

超える場合に、最も高い評価点を獲得した参加者を受託候補者として選定する。 

③ 最も高い評価点の参加者が複数いた場合は、企画提案内容の評価点が最も高い参加者を選定

候補者とする。 

④ 選定結果については、全ての提案者に対して個別に文書で通知する。また、後日、ＨＰでも

選定結果を公表する。 

（４） 候補者選定後の流れ 

所管課と受託候補者は、発注業務の仕様内容（一般仕様書・特記仕様書）について企画提案

書、見積書等を元に協議し、その内容や特記仕様書第１節～第４節に定める業務完了時の支払

配分や端数処理などを決定する。 
その後、発注の準備が整った段階で、当該業務の契約を契約課に依頼して随意契約を締結す

る。 

（５） 失効及び無効 

以下のいずれかに該当する場合は、選定の前後を問わず失格とする。なお、内容によっては、

指名停止措置を行うことがある。 

① 提出期限、提出先、提出方法に適合していない場合 

② 提案額が委託上限金額を超えている場合 

③ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

④ 審査の公平性を害する行為や信義に反する行為があった場合 

⑤ 提出書類に重大な誤脱があった場合 
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１２． 参加者の資格要件及びその他注意事項等 

（１） 参加者の資格要件  

当該業務の公募型プロポーザル方式（企画提案競技）に参加できる者は、以下の要件をすべ

て満たしている者とする。また、業務の一部を他社（協力企業を含む）に再委託する場合にあ

っては、当該事業者が①、③～⑥の要件を満たすものであること。 

① 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと。 
② 平成28年度西宮市指名競争入札参加資格者名簿に登載されていること。 
③ 参加表明書の提出時点で西宮市の指名停止措置を受けていないこと。 
④ 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てをしていないこと。 
⑤ 民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをしていないこと。 
⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの

利益となる活動を行う者でないこと。 
⑦ 運動施設の基本計画策定支援業務又はそれに類する業務を国又は地方公共団体から元請とし

て受注した実績があること。 
⑧ 運動施設のＰＦＩ導入可能性調査業務又はそれに類する業務を国又は地方公共団体から元請

として受注した実績があること。 
⑨ ＰＦＩ若しくはＤＢＯアドバイザリー業務又はそれに類する業務を国又は地方公共団体から

元請として受注した実績があること。 
⑩ 別紙「仕様書（案）」で定める委託業務について、専門技術者等、充分な業務遂行能力を有し、

適正な執行体制を有していること。また、本市の指示に柔軟に対応できること。 
※上記の参加資格の確認基準日は参加表明書の提出日とし、確認基準日以降、契約締結日までに参

加資格を欠く事態に至った場合には、失格とする。 

（２） その他一般注意事項 

① 参加表明書及び企画提案書等は一参加者につき各１件のみとする。 

② 本企画提案競技に関して参加者が必要とした費用は、全て参加者の負担とする。 

③ 提出された参加表明書及び企画提案書等は返却しないものとする。 

④ 企画提案書等の提出後は、提出資料の差し替え及び追加等は認めない。ただし、本市の判断

により、記載内容の確認のため補足資料の提出を求めることがある。 

⑤ 参加表明後に参加を辞退する場合は、参加辞退書（任意様式）を企画提案書等の提出期限の

平成28年11月４日（金）17時30分までに持参または郵送（必着）にて提出すること。 

⑥ 配置予定の総括責任者、主担当技術者及び担当技術者は、傷病、死亡、退職等極めて特別な

場合を除き、履行期間終了まで変更できないものとする。なお、これら極めて特別な場合にや

むを得ず配置技術者の変更を行う場合は、変更前と同等以上の技術者であるとの本市の了解を

得なければならない。また、本委託業務では、総括責任者と主担当技術者の兼任、各主担当技

術者の兼務及び各担当技術者の兼務は認めない。 

⑦ 提出された書類等は著作物にあたる場合でも、西宮市情報公開条例の規定に基づき公開する
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ことがある。 

⑧ 選定結果については、市のＨＰ等で参加法人や選定経過、選定方法等を公表することがある。 

⑨ 協力企業となったものは、単独及び他の参加者の協力企業になっての参加はできないものと

する。 
⑩ 本業務に従事した事業者（協力企業を含む）に対して、本事業の事業者（構成企業及び協力

企業を含む）の選定において入札参加制限を行う予定である。 

⑪ 基本構想はＨＰにて公表しているので必要に応じて確認すること。 

⑫ 契約にあたっては、本市が定めた契約書を使用する。 

本市のホームページ（http://www.nishi.or.jp）の「事業者向け情報＞入札・契約＞規則・

要綱等＞契約書（契約約款）」で閲覧できるので、事前に記載内容を確認しておくこと。なお、

業務委託契約書第６条及び第７条の規定中「業務主任技術者」、「業務責任者」とあるのは「主

担当技術者」、「総括責任者」と読み替えるものとする。 

 

 

以 上 

http://www.nishi.or.jp

