
 

 

 

 

 

うるま市公文書等保存施設整備基本計画策定業務 

実施要領 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年９月 

うるま市 

 

 

 

 

 



 

 

目次 

 

 

１ 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２ 業務の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

３ 事務局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

４ 参加資格要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

５ 選定に係るスケジュール（予定） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

６ 質問及び回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

７ 参加申請書等の提出書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

８ 企画提案書等の提出書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

９ 企画提案書の作成要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

10 提案見積書の作成要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

11 プレゼンテーション等の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

12 企画提案内容の審査及び評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

13 優先交渉事業者の選定、選定結果の通知及び公表・・・・・・・・・・・５ 

14 契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

15 企画提案への参加に際しての注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

 

うるま市公文書等保存施設整備基本計画策定業務実施要領 

 

 

１．目的 

うるま市（以下「市」という。）では、現在、公文書の保存については、本庁舎（東 

棟・西棟）及び石川庁舎地下倉庫を仮書庫としている状況であるが、市公共施設マネ 

ジメント計画による石川庁舎跡利用の観点から、地下倉庫に保存する公文書を移転さ 

せる必要がある。 

行政及び市民の重要な財産である公文書の適正管理が図られるためには、本来ある 

べきである文書保存書庫施設（以下「書庫」という。）を整備する必要があり、当該公

文書の移転先として立地条件、利便性、費用等を総合的に勘案し、候補地を選定する

ことを目的に、うるま市公文書等保存施設整備基本計画（以下「基本計画」という。）

を策定する。 

 

２． 業務の概要 

（１） 業 務 名 うるま市公文書等保存施設整備基本計画策定業務 

 （２） 業 務 内 容 うるま市公文書等保存施設整備基本計画策定業務委託仕様 

           書（以下「仕様書」という。）のとおり 

 （３） 委 託 期 間 契約締結の日から令和３年２月２８日まで 

 （４） 見積上限額 ３，６００，０００円（税抜） 

 （５） 業者選定方法 公募型プロポーザル方式 

 

３. 事務局 

 〒９０４－２２９２ 沖縄県うるま市みどり町一丁目１番１号 

  うるま市役所（西棟３階） 総務部総務課 担当：比嘉、城間 

  電話：０９８‐９７３‐０６０６ 

  電子メールアドレス：soumu-ka@city.uruma.lg.jp 

 

４．参加資格要件 

参加資格を有する者は、本業務の公告日現在で、次に掲げる要件をすべて満たす者

であること。 

（１） 沖縄県内に本社又は支社等があり、継続的な活動拠点として設置している 

法人であること。 

（２） 納付すべき国税及び地方税の滞納がないこと。 

（３） 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。 

（４） 地方公共団体からの指名停止を受けていないこと。 

（５） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立てが
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なされていないこと及びその開始が決定されていないこと（同法附則第２条の規

定によりなお従前の例によることとされる更正事件に係るものを含む。）。 

（６） 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が 

  なされていないこと及びその開始が決定されていないこと。 

（７） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

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が、代表者若 

   しくは準ずるべき地位に就任し、又は、実質的経営に関与している法人等でない 

こと。 

（８） 参加申請は単独に限らず、共同企業体でも可とし、この場合の要件は次のと 

  おりとする。 

① 共同企業体を代表する事業者が申し込みを行うこと。 

② 共同企業体を構成する全ての事業者は、上記の（１）から（７）までに定める 

   参加資格要件の全てを満たす者であること。 

 

５. 選定に係るスケジュール（予定） 

  令和２年 ９月 １日（火） 

     ～ ９月２５日（金） 申込関係書類掲載期間（市ホームページ） 

  令和２年 ９月１４日（月） 質問期限日 

  令和２年 ９月１８日（金） 質問回答日 

  令和２年 ９月２５日（金） 参加申請書類等締切日 

  令和２年１０月 ２日（金） 企画提案書等提出締切日 

  令和２年１０月１５日（木） プレゼンテーション実施 

  令和２年１０月１９日（月） 選定結果通知日 

  令和２年１１月 ２日（月） 委託契約締結 

 ※スケジュールは予定のため、変更になる場合があります。 

 

６. 質問及び回答 

  仕様書に関する質問は次の内容で行うこと。なお、応募方法や必要書類等に関する

質問は、随時質問者に回答する。 

（１） 質問期限 令和２年９月１４日（月）午後５時まで 

（２） 質問方法 質問書（様式第１号）を記入し、電子メールに添付して事務局に送 

信すること。なお、件名に「うるま市公文書等保存施設整備基本計 

画策定業務に係る質問」と記載し、電子メール送信後、事務局にメ 

ール到着確認の電話連絡を行うこと。 

（３） 送 信 先 「３.事務局」のとおり 

（４） 回答方法 質問に対する回答は、市のホームページに掲載する。なお、質問者 

名等は公表しない。 

 

７．参加申請書等の提出書類 

７－１ 本業務に参加申請する者は、次のとおり書類を提出すること。 
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（１） 提出期限 令和２年９月２５日（金）午後５時まで（必着） 

（２） 提出場所 「３ 事務局」のとおり 

（３） 提出書類 

① 参加申請書（様式第２号） 

② 会社概要書（様式第３号） 

（４） 提出部数 １部 

（５） 提出方法 上記（３）①及び②の書類を、持参又は郵送により事務局まで提 

出すること。なお、郵送の場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便で提出する 

こと。 

７－２ 参加資格審査結果の通知 

事務局が参加資格を審査し、結果を参加申請事業者に対しメールで通知す 

る。 

７－３ 留意事項 

共同企業体で参加申請する場合は、共同企業体を構成する全ての事業者が、

７－１（３）② 会社概要書（様式第３号）」を提出すること。 

 

８．企画提案書等の提出書類 

８－１参加資格審査の通過者は、次のとおり書類を提出すること。 

（１） 提出期限 令和２年１０月２日（金） 午後５時まで（必着） 

（２） 提出場所 「３ 事務局」のとおり 

（３） 提出書類 

① 企画提案書表紙（様式第４号） 

② 企画提案書（任意様式） 

③ 提案見積書（様式第５号） 

④ 提案見積内訳書（任意様式） 

（４） 提出方法 

上記（３）①から④までの順番で１冊に製本又はファイリングし、業務名、 

事業者名を表紙に記載の上、１０部（正本１部、副本９部（コピー可））を持 

参又は郵送により事務局まで提出すること。なお、郵送の場合は、一般書留郵 

便又は簡易書留郵便で提出すること。 

８－２ 提出書類留意事項 

（１） 「８－１（３）②企画提案書（任意様式）」は、「９ 企画提案書の作成要 

領」に沿って作成すること。 

（２） 「８－１（３）③提案見積書（様式第５号）」は、「１０ 提案見積書の作

成要領」に沿って作成すること。 

 

９．企画提案書の作成要領 

９－１ 企画提案書の規格等 

（１）表紙は「企画提案書表紙（様式第４号）」とし、裏面を目次とすること。 

（２）企画提案書（任意様式）は、Ａ４版とすること（Ａ３判は、２ページ相当分 

とカウントする。）。また、印刷は両面印刷を基本とし、表紙、目次を除きペ 

ージの下部にページ番号を付すこと。 

（３）企画提案書（任意様式）の内容は、提案見積書（様式第５号）の金額内で実

現できるものとすること。 

（４）記載内容はできるだけ平易な表現とし、難解な専門用語を使用しなければな 

らない場合は、必ず注釈を付すこと。 
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９－２ 企画提案書（任意様式）の構成 

     企画提案書（任意様式）の構成は、仕様書の内容を踏まえて次の表の項番順 

に記述すること。また、作業があるものについては、市と事業者の役割を明確 

にすること。 

項番 項目 記載内容 重要度 

１ 課題・改善 現状の課題と改善策の調査方法 高 

２ 規模 書庫に必要な規模の調査方法 中 

３ 費用 書庫整備概算費用の算出方法 中 

４ 候補地 適正箇所及び適正施設の調査方法 高 

５ 実績 他自治体の書庫整備実績 中 

６ 独自提案 追加提案がある場合に記載 高 

９－３ 追加提案 

   本業務において、見積上限額の範囲内で実現できる市に有益となる追加提案 

があれば記述すること。なお、当該追加提案に費用が発生する場合は、金額を 

記載し、提案見積書（様式第５号）には当該費用を含めないこと。 

 

１０．提案見積書の作成要領 

提案見積書（様式第５号）は、次の条件を遵守の上で作成すること。 

（１） 本業務の費用に関する総額(税抜)が、見積上限額３，６００，０００円を超 

えないこと。 

（２） 仕様書、企画提案書（任意様式）の内容に基づき、全ての経費を見積もるこ 

と。 

（３） 別途費用が発生する場合は、経費に含めること。 

（４） 代表者印を押印すること（原本以外では写しで可とする。） 

（５） 「９－２ 項番５ 追加提案」における費用は含めないこと。 

 

１１．プレゼンテーション等の実施 

参加資格審査の企画提案書（任意様式）の記載内容等の確認を目的に、プレ 

ゼンテーション等を次のとおり実施する。 

１１－１ 基本事項 

（１） 実 施 日 令和２年１０月１５日（木） 

（２） 実施会場 うるま市役所（東棟２階）第３会議室 

（３） 参加人数 ３名以内 

（４） 時間配分 各事業者の説明に要する持ち時間は５０分（プレゼンテーション 

３０分、質疑応答２０分程度）とする。 

１１－２ プレゼンテーション 

うるま市公文書等保存施設整備基本計画検討委員会の各委員（以下「選定委 

員」という。）が、事業者が提出した企画提案書（任意様式）の内容を正確に把 

握することを目的に、事業者によるプレゼンテーションを実施する。なお、提出 

した企画提案書（任意様式）に沿ってプレゼンテーションを行い、追加の資料を 

選定委員に配布することは認めない。 

 

１２．企画提案内容の審査及び評価 

次のとおり企画提案内容を審査し、評価を行う。 
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(１)  企画提案書の審査による企画提案書評価点（１００点満点） 

選定委員が、「１１－２ プレゼンテーション」で受けた内容を踏まえ、公平 

かつ客観的に企画提案書（任意様式）の評価を行う。 

なお、選定委員による評価点の合計点を、選定委員数で除したものを企画提案 

書評価点とし、小数点以下３桁で四捨五入を行う。 

（２） 提案見積書の審査による価格評価点（５０点満点） 

事務局が、公平かつ客観的に次のとおり評価を行い、価格評価点とする。 

価格評価点 ＝５０×（最低提案見積価格／提案見積価格） 

なお、最低提案見積価格及び提案見積価格は運用経費を含めた総額とし、価格

評価点は、小数点以下３桁で四捨五入を行う。 

 

１３．優先交渉事業者の選定、選定結果の通知及び公表 

１３－１ 優先交渉事業者の選定 

「１２ 企画提案内容の審査及び評価」の総合評価点が高い者を順次、優先交  

   渉事業者として選定する。なお、総合評価点が同点の事業者がある場合は、次 

のとおりとする。 

（１）当該事業者の「企画提案書評価点」が異なる場合、その評価点が高い者を高 

順位の優先交渉事業者とする。 

（２） 当該事業者の「企画提案書評価点」が同じ場合は、くじにより高順位の優先  

  交渉事業者を決定する。 

１３－２ 選定結果の通知及び公表 

選定結果は、「１１ プレゼンテーション等の実施」を行った全ての事業者 

に、優先交渉事業者の順位、事業者名及び総合評価点を電子メールで通知す 

るとともに、市ホームページに掲載する。 

 

１４．契約の締結 

（１） 高順位の優先交渉事業者と契約締結の交渉を行う。ただし、当該交渉が不調

の場合は、次順位の優先交渉事業者の順から契約締結の交渉を行う。 

（２） 契約交渉に当たっては、事業者が提案した業務内容を尊重するが、本業務の

目的達成のため、市と事業者との協議により、契約締結段階での業務内容の追

加、変更及び削除を行えるものとする。従って、優先交渉事業者の決定をもっ

て、企画提案書に記載された全内容を承認するものではない。 

 

１５．企画提案への参加に際しての注意事項 

１５－１ 失格 

本業務の企画提案に参加した者が、次のいずれかに該当したときは、失格と

する場合がある。 

（１） 「４ 参加資格要件」を満たさない場合 

（２） 「８ ８－１（３）③提案見積書（様式第５号）」の費用（税抜）が、「２

（４）見積上限額（３，６００，０００円）」を超えた場合 

（３） 「１１ プレゼンテーション等の実施」において、開始時間から５分以上遅 

  れた場合 

（４） 提出書類の作成に用いる言語を日本語以外、通貨を日本円以外とした場合 

（５） 正当な理由なく本実施要領に定めた提出書類、提出方法及び提出期限を守ら

なかった場合 

（６） 提出書類の内容に虚偽の内容が記載されている又は不正行為が判明した場合 
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（７） 上記（１）から（６）までのほか、市が失格と判断した場合 

１５－２ 複数提案の禁止 

本業務に係る企画提案は、１事業者につき１提案とする。 

１５－３ その他 

（１） 提出された書類は返却しない。 

（２） 提出期限後の提出書類の変更、差替え又は再提出は認めない。 

（３） 参加申請書（様式２号）の提出後に辞退する場合は、参加辞退届（任意様

式）に代表者印を押印の上、提出すること。 

（４） 本業務の企画提案に要する費用は、全て提案事業者の負担とする。 

（５） 本実施要領に規定されていない事項が発生した場合は、公平性を考慮の上、

市が判断するものとする。 

（６） 当該公募に関して最低制限価格は設けない。 


