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官民共創企画・運営等支援業務委託プロポーザル 実施要領 

 

１ 業務概要 

（１）業務名 

    官民共創企画・運営等支援業務委託 

 （２）目的 

本市では、市制 100 周年の節目となる令和６（2024）年度の全国都市緑化かわさきフェア

の開催をきっかけとして、これまでの川崎のみどりの歴史、資源、強みなどを振り返りなが

ら、みどりについて市民、企業等の皆様と一緒に考え、行動することで、新たな川崎のみど

りの文化を醸成し、誰もが心豊かに、住み続けたいまちへとつなげていきたいと考えている。 

そのため、本業務では、市民、企業、大学、行政等の多様な主体が相互に連携する中で生

まれる柔軟なアイデアや発想を活かして、本市のみどりをツールとした、地域課題の解決、

地域の魅力や価値の向上に向けた取組（以下、「共創プロジェクト」という。）を進めてい

く仕組みの構築、プロジェクトテーマの創出、そして具体的な取組の実証につなげるための

プロセスの総合的な企画・運営・コーディネートを支援するための技術、ノウハウを有する

事業者を公募型プロポーザル方式にて募集するものである。  

（３）履行期間 

    契約締結日から令和５年３月３１日まで 

 

２ 提案上限額 

  金 ６，９９６，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 実施形式 

  公募型プロポーザル方式 

 

４ 担当部局 

  川崎市建設緑政局緑化フェア推進室 

  〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町 12 番地 1 川崎駅前タワーリバークビル１７階 

  電話 ０４４－２００－１７３６ ＦＡＸ ０４４－２００－３９７３ 

  電子メール 53grfair@city.kawasaki.jp 

 

５ 参加資格 

  プロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる要件を備えた者とする。 

（１）川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中又は川崎市競争入札参加資格者指名
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停止等要綱による指名停止期間中の者でないこと。 
（２）令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種・種目「９９ その他業務 ９９その

他」で登載されているか、業者登録申請中又は当該業種・種目に未登載の場合は、審査会当

日までに当該業種・種目に登載見込みであること。 
（３）法人であること。 
（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更生手続開始の申立てがな

されていないこと又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定に基づく再生手

続開始の申立てがなされていないこと。 

（５）本市及び他官庁ならびに企業等のいずれかにおいて、市民、企業、地域団体等の多様な主

体が参画し、課題解決や都市の価値向上を図る仕組みの構築・運営などの業務又はこれに類

する業務実績を有すること。 

 

６ 参加意向申出方法 
令和４年５月２３日（月）から本要領を川崎市ホームページ上で公表し、同時に窓口での配

布を開始する。プロポーザル参加申込み方法は以下のとおりとする。 
（１）提出期間 
  令和４年５月２３日（月）から令和４年６月１日（水）まで 

（２）提出場所 
 「４ 担当部局」のとおり 

（３）参加資格審査書類 
参加を希望する場合、次の書類を１部ずつ提出すること。 

ア プロポーザル参加意向申出書（第１号様式） 
イ 会社概要書（第２号様式） 
ウ 同種業務実績調書（第３号様式） 

  （同種業務の実績については、参加意向申出書等の提出日までに履行が完了したものに限

る。） 
エ 同種業務の実績を証する契約書の写し等 

 （４）提出方法 次のいずれかの方法にて提出 
持参の場合 受付：午前８時３０分～午後５時１５分 

ただし、閉庁日（土曜日、日曜日及び休日）を除く。 

    郵送の場合 令和４年６月１日（水）までに必着 

          ただし、書留郵便等の配達記録が残る場合に限る。 
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７ 参加資格の審査等 

 （１）参加資格の審査 
    提案者について、「５ 参加資格」に規定する参加資格の有無を審査する。 
 （２）審査結果の通知 
    参加資格の審査結果は、参加資格確認結果通知書（第４号様式）を用いて、令和４年６月

６日（月）までに、参加申出者に対し電子メールにより通知する。 

 
８ 質疑応答 

  仕様書等に関する質問及び回答方法については次のとおりとする。 
（１）質問方法 
   質問書（第５号様式）を用いて、電子メールにて提出すること。 
（２）質問先 
  「４ 担当部局」を確認すること。 
（３）質問期間 
   令和４年６月６日（月）から令和４年６月１３日（月）まで 
（４）回答方法 

令和４年６月１５日（水）までに電子メールにより回答する。なお、回答は参加申出者全

てに対して質問者を明らかにしない形で送付する。 

 
 ９ 提案書の提出 

参加資格の審査の結果、参加資格を有するとされた者は、提案書を、必要部数揃えて提出す

ること。 
（１）提出期間、場所及び方法 
  ア 提出期間 

令和４年６月１６日（木）から令和４年６月２４日（金）まで 

  イ 提出場所 「４ 担当部局」のとおり 
  ウ 提出方法 次のいずれかの方法にて提出 

持参の場合 受付：午前８時３０分～午後５時１５分 

ただし、閉庁日（土曜日、日曜日及び休日）を除く。 

     郵送の場合 令和４年６月２４日（金）までに必着 

           ただし、書留郵便等の配達記録が残る場合に限る。 
 （２）提案書の必須記載項目 

提案書の作成にあたって、次に掲げる項目を必須記載項目とする。なお、各項目の記載内

容については、別紙「提案書評価項目及び評価基準」の評価基準を参考とすること。 
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   ア 事業目的の理解度 

   イ 実施体制・役割分担 

   ウ 業務実績 

エ 情報収集・現状分析 

オ 企画提案 

カ 見積金額（消費税及び地方消費税除く）※内訳を含む 

 （３）提案書の取扱い 

   ア 提出された提案書は返却しない。 

   イ 提出後の差替え、変更または追加は不可とする。 

   ウ 提案書は、あくまで本業務の受託候補者を選定するための資料であり、提案内容がすべ

て反映されるものではない。 

エ 提出書類に関して説明を求められた場合は、可能な範囲で応じること。 
（４）提案書の提出にあたっての留意事項 

   ア 書式は任意とする。Ａ４版縦横どちらでも可。片面印刷で、ページ番号を記載の上、部

ごとにまとめて、Ａ４フラットファイルに綴じて提出すること（表紙を除き２０ページ以

内とする）。 
イ 正本１部 副本１０部を提出すること。 

※副本１０部については、審査における公平かつ適正な評価が阻害されることを防ぐため、

社名や個人を特定できるような情報（ロゴマークや資格番号などを含む。）はすべて黒

塗りにすること。（下請け業者などもすべて同様に社名等は黒塗り） 
   ウ 提案書は１者１提案とし、２以上の提案書が提出された場合は失格とする。 
   エ 提案書の内容は、専門的な知識を持たない者でも理解できるよう、イラスト等を用いて

分かりやすい内容とし、簡潔に記載すること。 

 
１０ 審査 

 （１）審査方法 
    審査・評価は、公正かつ客観的に行うため、官民共創企画・運営等支援業務委託プロポー

ザル評価選考委員会（以下「評価選考委員会」という。）を設置し、書類及びプレゼンテーシ

ョンによる審査を行う。 
（２）審査日時及び場所等 

   ア 審査日時 
令和４年６月３０日（木）又は令和４年７月１日（金）のうちいずれか１日を予定 

（具体的な日時については、別途、参加者に通知する。） 
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イ 審査場所 
未定（具体的な場所については、別途、参加者に通知する。） 

   ウ 審査環境 
     プレゼンテーション等に必要な機材のうち、スクリーン、プロジェクタ以外は、全て提

案者が用意すること。 
   エ 審査体制 

プレゼンテーションは、本業務に携わる者が行うこと。なお、会場に入室できる人数は３

人までとする。 
（３）提案書評価項目及び評価基準 

    別紙「提案書評価項目及び評価基準」のとおり 
（４）受注候補者の特定 

   ア 評価選考委員会での審査の結果、最高得点の提案書等を提出した者を受注候補者として

特定する。ただし、評価点が６割に達していないと判断された場合においては、この限り

ではない。 
イ 最高得点者が複数いる場合は、評価選考委員会で協議の上、受託候補者を特定する。 
ウ 最高得点者が辞退その他の理由で契約交渉ができない場合は、次点の者を受注候補者と

する。 
（５）審査結果の通知 

受注候補者を特定した後は、結果通知書（第６号様式）により、令和４年７月６日（水）

までに提案者全員に対してその結果を通知する。 
 （６）審査結果の公表 

審査の結果、特定した受注候補者と契約を締結した後、速やかに提案者名、各提案者の審

査結果（順位、点数を含む。）を川崎市ホームページにおいて公表する。 

 
１１ 参加の辞退 

本件の参加申込み後、参加を辞退する場合は速やかに担当部署に電話連絡の上、辞退届（任

意様式）を郵送又は持参により提出すること。 

 
１２ その他 

（１）次に掲げるいずれかの場合に該当する場合は本件の参加を無効とする。 
   ア 「５ 参加資格」の条件を満たさなくなった場合 
   イ 提出書類が期限に間に合わなかった場合 
   ウ 提出書類に不備があった場合 
   エ 提出書類に虚偽の記載があった場合 
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   オ 見積書が提案上限額を超過した場合 
   カ 談合その他不正行為があった場合 

（２）書類作成及び提出に係る一切の費用は、参加者の負担とする。 
（３）提出書類及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
（４）前払金 否 
（５）契約書作成 要 
（６）契約保証金は、川崎市契約規則（昭和３９年川崎市規則第２８号）第３３条各号に該当す

る場合は免除する。 
（７）この要領に定めるものの他必要な事項は別に定める。 

 



別　紙

評価基準 配点

１　事業目的の理解度

事業目的の理解度
・フェアや本業務の意義や目的を的確に捉え、本市の方向性と合致した考え
方が示されているか。

30

２　実施体制

(1)実施体制
・業務内容に対して、遂行可能な人員が確保されており、本市の要望等に迅
速・柔軟に対応できる体制が備わっているか。
・役割分担が明確かつ適切であるか。

20

(2)類似業務の実績
・当該業務に関連した契約実績があって、業務を遂行するにあたり有益な知
見があると判断できるか。

20

３　企画提案

(1)情報収集力
・本業務の遂行にあたって必要となる、本市の強みや課題などに関する各種
情報の収集ができているか。

30

(2)現状分析力
・収集した情報に基づく的確な現状分析や幅広い知見を有しているか。
・本市の特徴や強み、課題を的確に捉えているか。

30

(3)企画提案
・情報収集や現状分析をした結果を踏まえた提案内容となっているか。
・本業務の目的や意義を的確に捉え、かわさきフェアをきっかけとした都市の
価値向上につながるような提案内容となっているか。

50

(4)独自視点及び創意工
夫

・提案者のこれまでの業務経験やノウハウ、ネットワークを活かした、独自の
視点や創意工夫が表現された提案内容となっているか。

50

(5)業務に対する費用の
妥当性

・仕様書を適切に反映した見積内容となっているか。不適当な金額設定となっ
ていないか。

10

(6)資料作成
・企画提案書の文章、レイアウト等が分かりやすく、イラストなどを用いて伝わ
りやすい表現、デザインになっているか。

10

４　プレゼンテーション

(1)説明能力 ・提案内容の説明が明確で分かりやすく、伝わりやすいか。 10

(2)質疑応答 ・回答内容が明快で適切であるか。 10

(3)担当者の能力
・業務の目的、内容を十分理解しているか。
・本業務に関する専門的な知識を有しており、川崎市の現状等を的確に認識
しているか。

10

(4)意欲 ・事業者、担当者として本業務に対する意欲はあるか。 10

(5)その他 ・独創性や他の事業者より優れたノウハウがあるか。 10

300

提案書評価項目及び評価基準（官民共創企画・運営等支援業務委託）

評価項目

合　計


