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岸和田市公共施設マネジメントにかかる支援業務委託提案実施要領 

 

1. 趣旨 

本提案実施要領は、「岸和田市公共施設マネジメントにかかる支援業務委託」の相

手方を公募型提案(プロポーザル)方式にて、選定するための必要事項を記載する。 

 

2. 委託名 

  岸和田市公共施設マネジメントにかかる支援業務委託 

 

3. 提案する委託内容 

別紙、岸和田市公共施設マネジメントにかかる支援業務委託仕様書のとおり。 

 

4. 委託上限額 

  本業務に係る委託費用は、38,000,000円（税込）を上限額とします。 

上限額を超えた場合は失格となります。 

 

5. 日程・提出期限 

(1) 公示   平成 26年 7月 30日（水） 

(2) 質疑受付  平成 26年 8月 5日（火）17時まで 

(3) 質疑回答  平成 26年 8月 8日（金） 

(4) 1次審査書類提出期間 平成 26年 8月 11日（月）から 

平成 26年 8月 21日（木）17時まで 

(5) 1次審査結果通知発送 平成 26年 8月 25日（月） 

(6) 2次審査書類提出期間 平成 26年 8月 26日（火）から 

平成 26年 9月 9日（火）17時まで 

(7) ヒアリング実施日 平成 26年 9月 16日（火）（予定） 

詳細時間・場所等については 1 次審査通過者へ別途

連絡します。 

(8) 2次審査結果通知発送 平成 26年 9月 19日（金） 

(9) 契約締結期限  平成 26年 9月 30日（火） 

 

6. 参加資格要件 

  本提案に参加できる者は、以下に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(1) 個人による応募でないこと。 

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

ないこと。 
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(3) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更正手続き開始の申立てをし

た者にあっては、更正計画の認可がされていないもの又は、民事再生法（平成

11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計

画の認可がなされていないものではないこと。 

(4) 国税及び地方税を滞納していないこと。 

(5) 岸和田市契約関係暴力団排除措置要綱(平成 25年 10月 1日施行)に基づく入札

等除外措置を受けていないこと及び、同要綱別表各号に掲げる措置用件に該当

しないこと。 

(6) 私的独占の禁止又は公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号）等

に抵触する行為を行っていない者であること。 

(7) 本業務を総括する主任技術者は、技術士(建設、経営工学、情報工学)、一級建

築士または認定ファシリティマネジャー(CFMJ)の有資格者であること。 

 

7. 提出書類届け先と提出に関する注意点 

(1) 提出先 

岸和田市 企画調整部公共施設マネジメント課 

住所 岸和田市岸城町 7 番 1 号 

電話 072-447-4581（直通） 

FAX 072-423-6749 

E-mail koukyoum@city.kishiwada.osaka.jp 

担当   岸本・上田 

(2) 提出方法 

提出書類は CD-ROM に記録したデータとともに持参すること。 

ただし、質疑(第 2 号様式)についてのみ、電子メールにて送信し、送信後、

電話による着信確認をしてください。 

(3) 費用、経費について 

本提案の作成に要した費用ならびに要した経費については、提案者の負担と

します。 

(4) 注意点 

① 提出した書類に関し、担当者から説明を求められた場合は、随時それに応

じること。 

② 提出された書類は返却しません。 

③ 提出された書類は、この提案以外の目的で使用することはありません。 

④ 提出された提案書等については、提出後の差替え、変更、削除等をするこ

とはできません。 

⑤ 参加表明書による参加表明後に提案を辞退する場合には、辞退届（任意様
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式）を提出してください。 

⑥ 業務の大部分または全部を下請(再委託)させることはできません。また、

業者間での紛争が生じた場合は受託者が責任を以って解決してください。

本業務において岸和田市に対し、下請(再委託)者からの直接請求には一切

応じられません。 

 

8. 質疑受付回答 

本提案実施要領及び仕様書等に関する質疑は、電子メールにて行うものとし、

回答は市ホームページにて公表する。 

(1) 質疑書(第 2号様式) 

(2) 添付する質疑書は送信前にセキュリティソフトによるウイルス検査を実施し

安全を確認すること。 

(3) メール件名を ｢プロポーザル質疑＋会社名｣ として送信すること。 

 

9. 参加表明 

本提案への参加について、1 次審査提出書類の提出期限までに参加表明書を提

出すること。 

(1) 提出書類 

参加表明書（第 1号様式） 

会社代表者印を押印のこと、ただし岸和田市における入札参加資格が

ある場合は、岸和田市に届出の契約時使用印鑑を押印のこと。 

(2) 提出部数 

   １部 

 

10.  1次審査 

(1) 1次審査提出書類 

① 参加資格確認書（第 3号様式） 

会社代表者印を押印のこと、ただし岸和田市における入札参加資格が

ある場合は、岸和田市に届出の契約時使用印鑑を押印のこと。 

② 会社概要書（第 4号様式）(以下証明書類添付のこと) 

※ 直近 2ヶ年の損益計算書の写し 

※ 国税及び地方税の完納証明書(平成 25年度分) 

③ 業務実績書（第 5号様式） 

④ 1次審査点数表 

(2) 提出部数 

   各１部 
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11.  1次審査結果 

(1) 1次審査通過者は 1次審査点数表による点数の上位より 3者とします。 

(2) 同点数の場合は、業務実績の点数順により決定します。 

(3) 結果は 1次審査参加者全員に結果を通知します。 

 

12.  2次審査提出書類 

（1） 提出書類 

① 提案書（第 6号様式）  

② 参考見積書（任意様式） 

委託に要する費用とシステム導入後のメンテナンス費用(10年間) 

（2） 作成上の留意点 

① 提案書は、Ａ4 版、用紙縦置き、横書き両面印刷、左綴じで製本してくださ

い。 

② 提案書(正本表紙を除く)には提案者を特定または類推できる記述は行わない

でください。 

③ 提案書は、10ページ以内にて簡潔に記載してください。なお、文字の大きさ

は、原則として 10ポイント以上とします。 

■記載すべき項目は、次のとおりです。 

(ア) 業務実施方針（実施体制及び実施工程を含む） 

(イ) 劣化診断調査の実施 

(ウ) 保全計画の策定 

(エ) 保全マニュアルとチェックリストの作成 

(オ) FM支援システムの構築とメンテナンス(10年間)の考え方 

(カ) 再配置基本計画の策定 

(キ) その他提案 

官民連携での公有資産活用の推進を行うことや、庁内各部署から

集約された公共施設情報を精査し、FMを推進するにあたり不足す

る項目について台帳データの整備を行うこと、施設利用のしやす

さ（利用可能曜日・時間帯、アクセス性、情報案内等）、施設機能

（レイアウト、貸室スペース・設備、付帯施設、バリアフリー対

応、災害時避難、セキュリティ）などの観点から、利用者満足度

や改善の重要度を尺度評価して、個々の施設の改善点を検討する

など、追加提案があれば提案されたい。 

（3） 提案書(正本)の表紙には、タイトル「岸和田市公共施設マネジメントにかか

る支援業務委託」、提出年月日、会社名・代表者名を記載し、代表者印（岸和
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田市の入札参加資格がある場合は届出の契約時使用印鑑）を押印してくださ

い。 

（4） 提案書(副本)の表紙には、タイトル「岸和田市公共施設マネジメントにかか

る支援業務委託」を記載してください。 

（5） 提出部数 

提出部数は、正本各 1部、副本各 10部 

 

13. ヒアリング 

提案書に基づくヒアリングを行います。概要は以下のとおりです。 

(1) 内容 

提案書に沿って順次説明していただきます。 

説明の際にパワーポイント等や追加説明資料を用いた補足説明を行うこ

とや、参考となるシステムソフトウエアのデモンストレーションを行うこと

ができます。 

(2) 持ち時間 

30 分以内（ＦＭ支援システムのデモを含む）にて、提案内容の説明を行

っていただきます。その後、審査員による 10 分程度の質疑を行います。 

(3) 出席者 

説明は、提案書の作成者とします。（5 名以内とします。） 

(4) 使用備品 

ヒアリング時にプロジェクター(EPSON EB-1761W)及びスクリーンは市

で用意します。使用するパソコンとの動作確認は提案者にて行ってください。 

接続ケーブル、その他の使用機材、備品につきましては、必要に応じて、

提案者にて用意してください。 

 

14. 2次審査結果 

本業務委託の選定にあたっては、別に定める評価基準にもとづき、1 次審査、2 次

審査（提案内容、ヒアリング）の結果から総合的に審査を行い、最も優秀な提案者か

ら順に委託候補者として順位付けします。 

選定結果については、2次審査に参加した提案者に通知します。 

 

結果に対する異議申し立ては受け付けませんので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 



提案実施要領 

企画調整部公共施設マネジメント課扱 

 6 / 6 

 

問合せ先 

〒596-8510 大阪府岸和田市岸城町 7番 1号 

岸和田市 企画調整部公共施設マネジメント課 

 担当（岸本・上田） 

TEL: 072-447-4581（直通） FAX: 072-423-6749 

E-mail : koukyoum＠city.kishiwada.osaka.jp 


