
あたご天狗の森公園改修基本計画策定業務に係る公募型プロポーザル実施要領

１ 趣 旨

あたご天狗の森公園改修基本計画策定業務（以下、「業務」という。）を発注するに当

たり、本業務は、創造性、企画力等を必要とすることから、価格以外の総合的な提案の内

容を評価するため、広く提案を募集する公募型プロポーザルにより候補者を選定すること

とし、手続き等についてこの実施要領に定める。

２ 業務概要

（１）目的

標高 306ｍの愛宕山の山頂付近に位置するあたご天狗の森公園は、天狗伝説と桜の名所と

して知られており、地元の人に愛される場所であるとともに、近年では森林浴、星座観察、

ハイキング、グランピングリゾートとしても注目を集めている。

一方、あたご天狗の森公園に備えられている休憩施設や遊具等は建設から約 20年が経過

しており老朽化が課題となっている。

本業務は、愛宕山地域の更なる活性化を図るため、あたご天狗の森公園のデザインリノベ

ーションを目指した公園改修基本計画を策定するとともに、公園施設の管理・運営方法につ

いて、公民連携も視野に入れた検討を行うものとする。

（２）業務名

３笠観第２４号 あたご天狗の森公園改修基本計画策定業務

（３）業務内容

別紙「あたご天狗の森公園改修基本計画策定業務仕様書」のとおり

（４）履行期間

契約日の翌日から令和４年３月２５日（金）まで

３ 予算上限額

８,０００,０００円（取引に係る消費税及び地方消費税相当額を含む）

※本価格は業務の予定価格を示すものではなく、予定価格は別途設定する。

４ プロポーザルの種類

創造性・企画力により大きく差異がでる業務であることから、業務提案の内容を評価するた

め、広く提案を募集する公募型プロポーザル方式による。



５ 参加資格要件

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たす者とする。

（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項の規定に該当

していない者及び同条第２項の規定に基づく笠間市の入札参加制限を受けていない

者であること。

（２）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

づく再生手続開始の申立てがされている者でないこと。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

てがされている者でないこと。

（３）笠間市暴力団排除条例(平成２３年笠間市条例第２６号）第２条第１号若しくは第３号

に規定する者又は次に掲げる者でないこと。

ア 暴力団員が事業主又は役員となっている者

イ 暴力団員以外の者が代表取締役を務めているが、実質的には暴力団員がその運営

を支配している者

ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者

エ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約、資材、原材料等の購入

契約を締結している者

オ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者

カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社

会的に非難されるべき関係を有している者

（４）公告日から契約締結日までの間に、笠間市建設工事請負業者指名停止等規程（平成１

８年告示第２１号）に基づく指名停止又は笠間市建設工事暴力団排除対策措置要綱（平

成１８年告示第２７号）に基づく指名除外等の措置を受けている期間中でないこと。

(５) 市区町村税に未納がないこと。

(６) 平成２２年以降に以下の業務実績を有していること。

・自然地形を生かした公園等の改修計画に関する業務



６ 参加表明書提出期限

（１）提出期限 令和３年１１月１７日(水)午後５時必着 【郵送の場合は当日消印有効】

（２）提 出 先 「１６ 担当部署」に同じ。

（３）提出方法 持参又は郵送

(電子メールも可。受信確認のため、電話にて提出した旨を連絡すること)

※ 持参による提出の場合の受付時間は、祝日を除く月曜日から金曜日午前９時から

午後５時までとする。

※ 郵送による提出の場合は、封筒に朱書きで「プロポーザル参加表明書在中」と明

記し、収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず受取日及び配達されたことが証明

できる書留等の方法によるものとする。

（４）提出書類

提出書類は、次のアからウで構成する。

ア プロポーザル参加表明書（様式第１号）

イ 機密保持誓約書（様式第２号）

ウ 納税証明書の写し

※本店の所在地（笠間市との契約を委任している支店及び営業所がある場合はそ

の所在地）における証明年月日が公告日以降の市区町村税の未納のないことを

証明するもの。

（５）参加資格確認結果通知

参加表明書を提出したものについて、参加資格審査を行い、資格要件の有無について、

当該事業者に書面にて通知する。

７ 質問の受付及び回答

（１）受付期間 令和３年１１月１１日(木)まで午後５時必着

（２）提 出 先 「１６ 担当部署」に同じ。

（３）提出方法 質問書（任意様式）を電子メールにより提出すること。

※電子メールの件名は「あたご天狗の森公園改修基本計画策定業務プロポーザル質

問書」とすること。

※受信確認のため、電話にて提出した旨を連絡すること。

（４）回 答 日 令和３年１１月１５日(月)

（５）回答方法 質問に対する回答は、一括して笠間市ホームページにて公開する。

※個別回答は行わない。



８ 提案書等の作成及び提出

（１）提出書類等

ア 企画提案書 (様式第３号)

イ 業務委託費内訳書（任意様式）

ウ 業務工程表（任意様式）

エ 業務実績書（様式第４号）※５ 参加資格要件（６）に該当する業務実績を記載

オ その他必要に応じて補足説明資料

（２）提出部数

(持参又は郵送の場合)

・アからオを左上で綴ったもの １部

・電子データ（PDF 形式） 一式

※ 電子データは CD-R で提出すること。

(電子メールの場合)

・電子データ PDF 形式 一式

（３）提出期限

ア 提出期限 令和３年１１月２５日（木）午後５時【郵送の場合は当日消印有効】

イ 提出場所 「１６ 担当部署」に同じ。

ウ 提出方法 持参又は郵送

(電子メールも可。受信確認のため、電話にて提出した旨を連絡すること)

※ 持参による提出の場合の受付時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の午前９

時から午後５時までとする。

※ 郵送による提出の場合は、梱包した外側に朱書きで「プロポーザル企画提案書

在中」と明記し、収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず受取日及び配達されたこ

とが証明できる書留等の方法とすること。

９ 審査方法等

（１）審査方法 参加者が提出した企画提案書について、審査委員会でプレゼンテーショ

ンを実施する。

（２）審 査 日 令和３年１１月２９日(月)予定

（３）会 場 会場等は、別途連絡する。

※コロナ感染状況によっては、オンライン形式で開催する場合もある。

（４）審 査 別紙「評価基準」に基づき審査を行う。



１０ 選定及び審査結果の通知・公表

（１）審査委員会において評価された点数を基に、総合評価点の高い順に順位を決定し、最

高得点の提案者を契約候補者とし、第２位を次点候補者とする。

審査の結果、総得点が同点だった場合は、業務委託費内訳書の金額の低い提案者を上位

の契約候補者とする。

（２）審査結果については、提案者に書面で通知するとともに、笠間市ホームページに掲載

する。

・審査結果の通知・公表 令和３年１２月上旬予定

・公表事項（契約候補者）

１１ 契約者の決定方法

（１）「１０ 選定及び審査結果の通知・公表」において特定した契約候補者から見積書を徴

し、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により随意契約を行う。

（２）契約はプロポーザルの内容・価格等に準拠して、締結されるものとする。

（３）契約候補者との契約が成立しない場合は、次点候補者から見積書を徴する。

１２ 日程

（１）公告 令和３年１１月 ５日（金）

（２）質問受付期限 令和３年１１月１１日（木）

（３）質問回答 令和３年１１月１５日（月）

（４）参加表明書提出期限 令和３年１１月１７日（水）

（５）参加資格結果通知 令和３年１１月１８日（木）予定

（６）企画提案書提出期限 令和３年１１月２５日（木）

（７）プレゼンテーション・審査 令和３年１１月２９日（月）予定

（８）結果通知 令和３年１２月上旬予定

（９）契約締結 令和３年１２月上旬予定

１３ 著作権及び提出書類等の取扱い

提出された企画提案書は、提案者に帰属するものとする。なお、第三者に帰属する著作権の使

用の責は、使用した提案者に全て帰するものとする。



１４ 失格事項

本プロポーザルの提案者若しくは提出された企画提案書が、次のいずれかに該当する場

合は、その提案は失格とする。

（１）提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。

（２）提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しないもの。

（３）提案書等提出期限後に内訳書の合計金額に訂正を行ったもの。

（４）ヒアリング等に出席しなかったもの。

（５）虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの。

（６）見積書の金額が、「３ 予算上限額」を超過したもの。

（７）その他失格とするに足る事実が明らかになった場合。

１５ その他留意事項

（１）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。

（２）提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、指名停止措置

を行うことがある。

（３）提出書類は返却しない。

（４）書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提案者の負担とする。

（５）参加表明書又は提案書の提出後、参加を辞退する場合は、速やかに辞退届を提出する

こと。

（６）本事業において知り得た笠間市の事業等の内容については、守秘義務を課すものとす

る。また、提案が終了した後は、コピーを含めて責任をもって廃棄すること。

（７）公募の関係者に対しては、接触を禁止する。

１６ 担当部署（提出及び問合せ先）

（１）所 在 〒３０９-１７９２ 茨城県笠間市中央三丁目２番１号

（２）担当者 笠間市産業経済部観光課 担当 中山、友部

（３）電 話 ０２９６-７７-１１０１(内線５１６)

（４）電子メール kanko@city.kasama.lg.jp

mailto:kanko@city.kasama.lg.jp


あたご天狗の森公園改修基本計画策定業務に係る公募型プロポーザル評価基準

本業務の公募型プロポーザルに係る評価基準については以下のとおりとする。

評 価 項 目

(得点配分)
主 な 評 価 基 準

企画の概要

(４０点)

業務目的を理解した提案となっているか。

業務の実施方針が明確に示されているか。

独自性のある提案となっているか。

実施体制

(２５点)

円滑に業務を遂行できる体制となっているか。

業務工程表は適正か。

本業務に対する積極的な熱意はあるか。

類似業務の受注実績は十分あるか。

利活用、活性化の

提案

(３０点)

具体的な方策が明確に提案されているか。

提案内容に実現性があるか。

見積価格

(５点)
内容に対する適正な価格となっているか。


