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第 1 目的 

この要領は、都市づくり情報プラットフォーム構築によるワンストップ窓口事業の実施

に必要な「茅ヶ崎市都市づくりＧＩＳ整備事業業務委託」（以下、「本業務」という。）の

委託者をプロポーザル方式により選定（以下、「本選考」という。）する際の手続きについ

て、必要な事項を定めます。 

 

第 2 業務委託の内容 

(1) 業務名 

茅ヶ崎市都市づくりＧＩＳ整備事業業務委託 

(2) 業務内容 

「茅ヶ崎市都市づくりＧＩＳ整備事業業務委託企画提案用特記仕様書」（以下「仕様

書」という。）による。 

(3) 業務期間 

契約締結日の翌日から令和 5年 3月 31日まで 

(4) 提案上限額 

    90,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

第 3 スケジュール 

   本選考のスケジュールは、以下のとおりとする。 

 内容 期日・期間等 

１ 企画提案者選考実施要領の公表 令和 4年 6月 8日（水）から 

２ 参加意思確認書の受付 令和 4年 6月 8日（水）から 

令和 4年 6月 20日（月）正午まで 

３ 質問事項の受付 令和 4年 6月 8日（水）から 

令和 4年 6月 20日（月）正午まで 

４ 質問事項に対する回答 令和 4年 6月 24日（金）正午を目途

に市ホームページで公開 

５ 企画提案書及び価格提案書の受付 令和 4年 6月 21日（火）から 

令和 4年 7月 4日（月）正午まで 

６ 選考結果通知 令和 4年７月 14日（木）を予定 

７ 契約締結予定日 令和 4年 7月下旬を予定 
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第 3-1 本業務企画提案者選考実施要領の公表 

(1) 公表期間  令和 4年 6月 8日（水）から 

(2) 公開場所  「第 11 主催及び事務局」の窓口及び市ホームページ 

※本実施要領のほか本選考に関し、追加で資料を公表する場合があります。 

 

第 3-2 参加意思確認書の提出 

本選考に参加の意思を表明する者（以下、「参加者」という。）は、参加意思確認書（様

式 1-1）及び業務実績（様式 1-2）に必要事項を記入の上、電子メールにて「第 11主催

及び事務局」に提出してください。 

(1) 受付期間  令和 4年 6月 8日（水）から令和 4年 6月 20日（月）正午まで 

 

第 3-3 質問事項の受付及び質問事項に対する回答 

本業務に関する質問を次の通り受け付けます。 

(1) 受付期間  令和 4年 6月 8日（水）から令和 4年 6月 20日（月）正午まで 

(2) 提出方法  任意の様式に記述した質問を電子メールにて「第 11主催及び事務 

局」に提出してください。 

(3) 回答方法    全ての質問及び質問に対する回答は、令和 4年 6月 24日（金）正午 

を目途に市ホームページに掲載します。なお、質問に対する回答は、 

本実施要領を補完するものとします。 

 

第 3-4 企画提案書及び価格提案書の受付 

(1) 受付期間  令和 4年 6月 21日（火）から令和 4年 7月 4日（月）正午まで 

(2) 提出書類及び部数 

企画提案書               （様式 2-1  1部） 

・表紙                  (様式 2-2  副 6部) 

・提案内容：業務計画              （様式 2-3  正 1部 副 6部） 

・提案内容：システムの構成         （様式 2-4  正 1部 副 6部） 

・提案内容：ＧＩＳの統合について   （様式 2-5  正 1部 副 6部） 

・提案内容：窓口システム           （様式 2-6  正 1部 副 6部） 

・提案内容：提案者の独自提案      （様式 2-7  正 1部 副 6部） 

・提案内容：運用補助              （様式 2-8  正 1部 副 6部） 

価格提案書        （様式 3    1部） 

業務協力契約予定書              （様式 1-3  1部） 

誓約書                       （様式 1-4  1部） 

 法人税等の滞納がないことの証明書写し     （一式） 
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※様式 2-2～様式 2-8には参加者名（参加者名を類推できるブランド名、ロゴ

マークを含む。）を記載しないでください。 

(3) 提出方法  「第 11 主催及び事務局」に直接持参してください。 

(4) その他   提案は１参加者１提案とします。 

 

第 4 参加資格 

  本選考に参加することができる者は、次のいずれにも該当する者とします。 

(1) 茅ヶ崎市の入札参加資格者の登録業者であること。 

(2) 神奈川県若しくは東京都内に本社、本店又は支店を有すること。 

(3) 過去 5年間（平成 29 年度～令和 3年度）に「統合型ＧＩＳ」及び来庁者が統合型

ＧＩＳの一部の情報を 1 ヶ所で、検索から交付、金銭授受までを行える窓口のシ

ステム開発及び実装に関わる業務の実績を有する、または、同等以上の技術及び経

験を有すること。 

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

であること。 

(5) 企画提案の公募期間において、茅ヶ崎市から指名停止を受けていない者であるこ

と。 

(6) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条に基づく再生手続開始の申立てが

なされていない者（再生手続開始の決定を受けた者を除く）であること。 

(7) 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が

なされていない者（更生手続開始の決定を受けた者を除く）であること。 

(8) 茅ヶ崎市暴力団排除条例（平成 23年条例第 5号）第７条に規定する排除対象にな

っていないこと。 

(9) 国税及び地方税を滞納していないこと。 

(10) 個人情報等の機密情報の取り扱いに係る社内規定を整備し、その実質的な運用が

行われていること。 
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第 5 業務実績、企画提案書及び価格提案書の記載内容 

  記載にあたっては、「茅ヶ崎市都市づくりＧＩＳ整備事業業務委託企画提案書記載要

領」に従ってください。 

1 業務実績（様式 1-2） 

(1) 業務実績は、様式 1-2 によるものとし、参加者と配置技術者の事業実績について

記載してください。 

(2) 記載項目 

ア 業務実績 

参加者の所在地、従業員人数を記入してください。 

    イ 参加者の概要 

参加者が今までに行ってきた事業実績を最大３件まで記入してください。事

業実績は、統合型ＧＩＳ及び窓口システムの開発及び実装に関する業務の名称、

発注者、業務契約年及び概要（受注の形態（元請、協力会社の別）や本業務との

類似点など）を記載してください。なお、事業実績は平成２９年４月以降に従事

したもので、現在進行中のものも含めてかまいません。 

ウ 配置予定者の従事実績 

配置予定者等の氏名、実務年数を記載してください。また、業務責任者と担当

者の主要実績は配置者ごとに最大３件まで記入してください。主要実績は、統合

型ＧＩＳ及び窓口システムの開発及び実装に関する業務の名称、発注者、業務契

約年、及び概要（分担業務分野や立場など）を記載してください。なお、主要実

績は平成２９年４月以降に従事したもので、現在進行中のものも含めてもかま

いません。 

2 企画提案書（様式 2-1～2-8） 

業務内容について、「選考審査基準及び企画提案書記載項目」（資料１）に基づき、

具体的な提案を行ってください。 

・各項目の記載にあたっては、具体的な例示を盛り込むなどわかりやすい表現

を心がけるものとし、図表を適宜使用してください。 

・企画提案書は、様式 2-1～様式 2-8によるものとし、Ａ４縦長横書で、合計２

０ページ以内としてください。なお、様式ごとのページ数は任意とします。 

3 価格提案書（様式 3） 

価格提案書は、様式 3によるものとし、提案額及び内訳を明示してください。た

だし、当該プロポーザルの評価の対象とはなりません。 

4 その他 

・本選考への応募、書類の作成・提出にかかる費用は全て参加者の負担とします。 

・提出された書類の変更・差し替えは原則として認められません。 
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第 6 選考方法 

(1) 本選考に当たっては、「茅ヶ崎市都市づくりＧＩＳ整備事業業務委託企画提案者選

考会議」（以下、「選考会議」という。）を設置し、評価を行います。 

(2) 選考に先立ち、参加資格及び価格提案書の確認を行い、要件を満たさない場合は

当該参加者を失格とします。 

(3) 選考の評価は参加者から提出された業務実績及び企画提案書により行います。 

(4) （3）の評価は、選考会議の審査委員が個別に行います。評価基準は「選考審査基

準及び企画提案書記載項目」（資料１）の通りです。なお、配点は審査委員 1人当

たりが持つ配点となります。 

(5) 市は、評価基準に基づき評価された選考会議の個別の評価点を算定し、評価点の

合計が最も高い参加者を本業務の相手方として適当と認め、業務委託予定者とし

て選考します。また、業務委託予定者が辞退又は失格となった場合に備え、次に

評価点の合計が高い参加者を次点として選考します。 

(6) 評価点の合計（最大６００点）が３６０点（以下、「基準点」という。）に満たな

い者は、失格とします。 

(7) 参加者が１者のみの場合であっても評価は実施し、評価の結果において基準点以

上のときは、当該参加者を業務委託予定者として選考します。 

(8) 評価点の合計が最も高い参加者が複数ある場合は、企画提案における評価点の合

計点の高い者を上位者として選考します。なお、企画提案における評価点の合計

も同点の場合は、企画提案１、２及び３における評価点の合計点の高い者を上位

者として選考します。 

(9) 参加意思確認書の提出以降に、茅ヶ崎市から指名停止を受けた場合は、当該参加

者を失格とします。 

 

第 7 選考結果の通知 

(1) 選考結果は文書により通知するものとし、令和 4年 7月 14日（木）発送を予定し

ています。 

(2) 通知する内容は、評価点の合計とし、審査委員の個別の評価点については通知し

ません。また、選考結果の概要（業務委託予定者、評価点の合計点）は、市ホー

ムページで公表します。 

(3) 選考結果に対して、異議を申し立てることはできません。 
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第 8 提出書類の取り扱い 

(1) 提出された業務実績、企画提案書及び価格提案書は、本選考以外に使用しません。 

(2) 業務委託予定者及び次点の参加者を除き、企画提案書の正・副本は、選考後に返

却します。（次点の参加者の企画提案書の正・副本は、業務委託予定者との委託契

約を締結した後に返却します。） 

(3) 返却に要する費用は、市が負担します。 

(4) 企画提案書は、契約図書として扱います。 

 

第 9 契約について 

(1) 業務委託予定者（業務委託予定者が辞退又は失格となった場合は次点の参加者）

との業務委託は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第 2 項及び同法

施行令（昭和 22政令第 16号）第 167条の 2第 1項 2号の規定に基づき、茅ヶ崎

市契約規則（昭和 47 年茅ヶ崎市規則第 15号）に定めるところにより決定します。 

(2) 選考結果は、市の契約その他の行為の意思決定である支出負担行為のための手続

きが完了するまでは、市における契約上の効果はもちません。 

 

第 10 その他 

(1) 本実施要領第 3-2及び第 3-4 に記載する提出すべき書類がそれぞれの期限までに

提出されない場合には、本選考に参加する意思がないものとして扱います。 

(2) 企画提案に関する資料の情報公開請求がなされた場合は、茅ヶ崎市情報公開条例

（昭和 61年条例第 2号）に基づく範囲において公開します。 

 

第 11 主催及び事務局 

主催者  茅ヶ崎市 

事務局  茅ヶ崎市 都市部 建築指導課 指導担当 

住所   〒２５３－８６８６ 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号 

電話   ０４６７－８２－１１１１ 内線２３２５、２３２６ 

電子メール  kenshidou@city.chigasaki.kanagawa.jp 

 


