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  大館市初の名誉市民である故・石田博英氏（元労働大臣）の私庭であったローズガーデンは、市

中心部に位置し、貴重な品種を含む約 500 種類にも及ぶバラが植栽されています。同地は、狩野
か の う

良知
りょうち

・亨
こう

吉
きち

父子の生家跡であり、現在は、市民の憩いの場として６月から１０月まで無料開園され

ており、年２回、春と秋に行われるバラまつりは多くの来場者で賑わっています。これまで、寄贈

されたバラを市が委託管理してきましたが、この度、土地及び建物についても市に寄贈されました。 

  一方、石田邸が所在する三ノ丸地区は大館城跡に隣接し、歴史的風致である「天然記念物秋田犬」

を守り育てる活動が先人から大事に受け継がれていることから、大館市歴史的風致維持向上計画を

基軸に、大館城下の町割りや歴史的建造物を巡るまち歩きの回遊性の向上を図るため、道路の美装

化や電柱・電話柱の統合など、地域特有の風土を活かした整備を計画しています。 

  この度、歴史まちづくりで取り組んでいる町なみの良好な景観の保全と連携を図りながら、原種

のバラを体感する庭園として整備することを目的に、大館市石田ローズガーデンの全面改修を行い

ます。 

この実施要領は、大館市石田ローズガーデンの全面改修における外構整備工事に係る候補者を選

定する企画提案競技に関し、必要な事項を定めるものです。 

 

 

１ 工事内訳 

（１）工事名      

大館市石田ローズガーデン改修における外構整備工事 

（２）工事の内容   

別添仕様書のとおり 

 

 

２ 工事予定期間 

  契約締結の日から令和３年３月３１日（水）まで 

 

 

３ 工事費の上限 

  ４１，８００千円（消費税及び地方消費税を含む金額） 

 

 

４ 実施スケジュール 

（１）企画提案競技実施の公告            令和２年８月２１日（金） 

（２）質疑受付                   令和２年８月２８日（金）午後５時まで 

（３）質疑回答                   令和２年９月２日（水） 

（４）参加表明書等提出               令和２年９月７日（月）午後５時まで 

（５）参加資格の確認結果の通知           令和２年９月１０日（木） 

（６）辞退届                     令和２年９月１６日（水）午後５時まで 

（７）企画提案書の提出               令和２年９月１６日（水）午後５時まで 

（８）審査委員会（１次審査／書類審査）       令和２年９月２３日（水） 

（９）１次審査の結果の通知             令和２年９月２３日（水） 
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（10）審査委員会（２次審査／プレゼンテーション）  令和２年１０月１日（木） 

（11）２次審査の結果の通知             令和２年１０月２日（金） 

（12）審査結果通知後の流れ（予定） 

審査結果の通知 → 設計（１０月下旬） → 審査（１１月上旬） → 単価合意（１１月中

旬） → 契約締結（１１月中旬） → 施工（１１月中旬）→ 完成（令和３年３月末） 

 

 ※大館市石田ローズガーデンは閉園中ですが、現場説明会を実施しませんので、ご自由にお入りく

ださい（一部立入禁止箇所あり）。 

・期 間  令和２年９月１６日（水）まで 

・時 間  ９時から１７時 

 

 

５ 参加資格に関する事項 

本工事に関する公募型プロポーザルに参加できる者は、次の（１）掲げる参加資格要件（以下「参

加資格」という。）の全てを満たす者とします。 

（１） 参加資格要件 

  ア 令和元・２年度大館市有資格業者登録名簿（建設工事（造園））に登載されていること。 

イ 秋田県内に本社、支社、事業所（以下「事業所等」という。）のいずれかを有すること。 

ウ 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条の規定による建設業の許可（造園工事）を受けて

いること、かつ、当該許可業種について、請負契約を締結する日の１年７月前の日の直後の

事業年度終了の日以降に建設業法第２７条の２３の規定による経営事項審査を受けているこ

と。 

エ 本工事に関して、次に掲げる技術者を配置できる者であること。 

 ・一級又は二級造園施工管理技士 

  オ 本工事を行う者に選定された場合、本工事を履行期間内に行うことが可能な体制を有し、企

画提案書関係書類等を提出した時点において配置されていた全ての技術者が本工事の完了ま

で継続して本工事を行うことができる者であること。 

カ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定のいずれにも該当しない者

であること。 

キ 会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 475 条若しくは第 644 条の規定に基づく清算の開始、破

産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条第 1 項若しくは第 19 条第 1 項及び第 2 項の規定に基

づく破産手続き開始の申立て、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づ

く更生手続き開始の申立て、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定に基づく

再生手続き開始の申立てがなされた者（会社更生法又は民事再生法の規定に基づく更生計画

又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。）でないこと。 

ク 大館市指名停止要綱に基づく指名停止の措置を受けている者ではないこと。なお、参加申込

書を提出した日から契約締結までの間に、大館市から指名停止を受けたときは、参加資格を

喪失するものとする。 

 

（２）参加表明書等の提出 

参加者は、次の参加資格確認申請書類各１部を提出期限までに事務局に提出（持参又は郵送）
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してください。なお、提出された資料は審査資料としても使用いたします。 

 ア 提出期限 

    令和２年９月７日（月）午後５時まで（必着） 

  イ 提出書類 

① 参加表明書（様式１） 

② 誓約書（様式２） 

③ ５の（１）ウ及びエに示す参加資格の証明書類 

※参加表明書等提出時に、希望者には配置図 CAD データをお渡しします。 

※参加表明書等提出後に取下げる場合は、辞退届（様式４）を令和２年９月１６日(水)午後５

時まで（必着）に提出してください。 

 

（３）参加資格の確認結果の通知 

参加資格の確認結果について、令和２年９月１０日（木）に電子メール及び書面で通知します。 

なお、参加証明書等に虚偽記載があった場合や、参加資格確認後に要件に該当しなくなった場

合は、参加資格を失うものとします。 

 

 

６ 質問事項について 

  本件公募型プロポーザルに関する質問事項がある場合は、公告日から令和２年８月２８日（金）

午後５時までに提出してください（様式３）。 

（１）提出方法 

電子メール又は FAX に限ります。 

（２）回答方法  

令和２年９月２日（水）に電子メール又は FAX で回答します。 

 

 

７ 企画提案書の提出について 

  企画提案書は、次により提出してください。 

（１） 企画提案書は、仕様書を熟読して作成願います。 

（２） 企画提案書は次のとおりとします。 

  ア 企画提案書類提出書（様式５） 

  イ 現場代理人・主任技術者の資格及び工事経験（様式６） 

  ウ 実施体制（様式７） 

    連携企業や下請負（以下、「連携企業等」とする。）がある場合は、企業名等を記載してくだ

さい。なお、連携企業等については、５の（１）オからクを満たす者とします。 

  エ 設計・施工の工程計画（様式８） 

オ 提案書（任意様式・Ａ３判・横書き） 

別添の「大館市石田ローズガーデン改修における外構整備工事仕様書」に基づき提案してく

ださい。ただし、図面及びイメージ画の提出は必須とします。 

  カ 技術提案書（任意様式） 

    次の内容について提案してください。 
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    ・全体の進め方 

    ・類似業務の実績（会社及び従事予定者） 

キ 価格提案書（様式９） 

    価格提案書に示した金額の内訳書を任意様式で添付してください。 

（３） 提出できる企画提案は１案までとします。 

（４） 提出部数は、（３）に示す書類を正本１部、副本９部とします。 

・正本のみ代表者印を押印してください。 

（５）14 に示す事務局へ持参又は郵送により提出してください。 

＜提出期限＞ 令和２年９月１６日（水）午後５時まで 

  ＜受付時間＞  平日午前９時から午後５時まで 

   ※郵送の場合は、上記提出期限（必着）までに提出してください。 

提出期限までに提出しない者は、辞退したものとみなします。 

 

 

８ 審査方法 

  市が設置する審査会において、評価及び選考を行います。審査は２段階方式で実施し、第１次審

査では書類審査を行い、第２次審査では第１次審査通過者を対象に、次の（１）から（４）のとお

りプレゼンテーションにより審査を行います。参加事業者ごとに９に定める評価基準に基づき評価

を行い、総得点が上位の者を候補者として決定し、次に得点の高かった者を、次点の事業者として

決定します。 高得点が複数の場合は、審査会の協議により決定します。なお、参加事業者が１者

であった場合でも選考を行うものとします。 

候補者が何らかの理由により契約を行えなかった場合は、次点の事業者を候補者とします。また、

選考の結果、 低基準点数以上の参加事業者がいなかった場合は、このプロポーザルにおいては契

約を行わず、再度公募を行うものとします。 

（１）第１次審査通過者には、令和２年１０月１日（木）に大館市内で開催する審査会において、プ

レゼンテーションを実施していただきます（場所、時間等詳細については別途通知します）。 

（２）プレゼンテーション時間は１５分以内、質疑応答１０分以内を予定しております。 

（３）プレゼンテーションには、プロジェクターを使用しスクリーンに投影しながら説明することを

認めます。提案書を提出したあとの加筆、修正等は認めません。ただし、プロジェクターにより

投影する提案資料の内容をプレゼンテーション用に再構成することは許可します。 

（４）スクリーン及びプロジェクター並びにパソコンは事務局が用意しますが、プロジェクター及び

パソコンについては持ち込みを認めます。 
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９ 審査の評価基準 

（１）１次審査 

評価項目 評価の観点 配点 

１ 実施方針 

 ⑴ 全体の進め方 ①工事の趣旨・内容を的確に理解しているか。 

②コンセプトを踏まえて進める内容となっているか。 

③実現性のある進め方になっているか。 

１５ 

２ 提案内容 

 ⑴ 基本設計の進め方 ①仕様書に沿った提案か。 

②具体的かつ明確な提案か。 

③独自性及び発展性・創造性がある提案か。 

④実現性がある提案か。 

２０ 

３ 実施体制等 

 ⑴ 実施体制 ①工事が遂行できる体制が計画されているか。 

②工事内容に対して、役割分担が明確かつ適切か（整合が

図られているか）。 

５ 

⑵ 類似業務・実施能

力（会社） 

①本工事と類似の契約実績があり、業務内容に関する専門

知識、ノウハウ等があると判断できるか。 
３ 

⑶ 類似業務・実施能

力（従事予定者） 

①工事内容に関する経験、専門知識、ノウハウ等があるか。
２ 

４ 価格提案 

 ⑴ 価格提案 ①価格が廉価であるか。 ２５ 

合   計 ７０ 

 

（２）２次審査 

１ プレゼンテーション 

 

⑴ プレゼンの進め方 ①提案資料について、的確な文章表現、作図などの創意工

夫、重点箇所の整理方法などが分かりやすく説得力があ

るか。 

②提案した特定テーマに関する補足説明が的確で、取り組

み意欲が強く感じられるか。 

③コミュニケーション能力が高く、分かりやすく簡潔に説

明できているか。また、質問に対して素早い返答ができ

ているか。 

３０ 

合   計 ３０ 

１次・２次            総 得 点 １００
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10 失格事項 

本プロポーザルの提案者又は提出された提案書が、次のいずれかに該当する場合は、その提案を

失格とします。 

（１）民法（明治２９年法律第８９号）第９０条（公序良俗違反）、第９３条（心裡留保）、第９４

条（虚偽表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案 

（２）誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案 

（３）その他、企画提案に関する条件に違反した提案 

 

 

11 候補者の決定 

   審査後速やかに審査書類を集計し、候補者を決定します。候補者には、令和２年１０月２日（金）

までに審査結果について市から電子メールで連絡するとともに、追って書面で通知します。 

企画提案書等に記載された事項は、仕様書と併せ、契約時の仕様書として扱うものとします。た

だし、本工事目的達成のために修正すべき事項がある場合は、契約締結段階において内容の追加・

変更又は削除により精査・協議し、工事内容を確定させるものとします。 

 

 

12 契約に係る手続き 

  候補者として選定された者は、市と工事に関する協議を行い、協議が整い次第、速やかに契約締

結の手続きを行うものとします。契約保証金は、請負代金額の１０分の１以上の金額とします。（た

だし、請負代金額５００万円未満の工事にあっては、原則として契約保証金を免除します。）なお、

納付方法については、契約における契約保証に関する取扱要領の規定によるものとします。 

  なお、協議が整わなかった場合や、候補者に事故等があり、契約の締結が不可能となった場合は、

次点の者を候補者とし、上記の手続きを行うものとします。 

 

 

13 その他 

（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ません。 

（２）企画提案及び契約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とします。 

（３）提出書類に虚偽の記載をした場合は、提案を失格とするとともに、指名停止措置を行うこと

があります。 

（４）提出書類は返却しません。また、提案者の特定以外には提出者に無断で使用しません。 

（５）書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とします。 

（６）企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成したものに帰属するものとします。 

（７）市はプロポーザル方式の手続き及びこれに係る事務処理において必要があるときは、提出さ

れた企画提案書等の全部又は一部の複製等をすることができます。 

（８）提出された企画提案書等について、大館市情報公開条例（平成１０年９月１８日条例第１５

号）の規定による請求があった場合は、企画提案書等の作成者に対し、意見書を提出する機会

を与えるものとします。 

なお、本プロポーザルの候補者特定前において、決定に影響が出るおそれがある情報につい

ては決定後の開示とします。 
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（９）参加者は公正な企画提案の確保に努めてください。 

 ア 私的独占の禁止及び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

る行為を行ってはならない。 

   イ 参加者は、企画提案にあたって、競技を制限する目的で他の参加者と参加意思及び 提案

内容について相談を行ってはならない。 

ウ 参加者は、候補者の選定前に、他の参加者に対して企画提案書等を意図的に開示してはな

らない。 

エ 参加者が連合し、又は不穏な行動等をなす場合において、企画提案競技を公正に執行する

ことができないと認められるときは、当該参加者を企画提案競技に参加させず、又は執行を

延期し若しくは取りやめる場合がある。 

（10） 契約締結後に下請負する場合は、別途協議の上、必要書類を提出するものとします。 

 （11） 別工事の旧石田邸改修工事と工程を調整し施工するものとします。 

 

14 問い合わせ先・資料提出先 

大館市観光交流スポーツ部観光課観光振興係 

〒017-0031 大館市上代野字稲荷台 1-1 ニプロハチ公ドーム パークセンター 

電話 0186-43-7072  FAX 0186-48-6668 

電子メール kankou@city.odate.lg.jp 


