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葛城市役所新庄庁舎和室会議室改修及び備品調達等業務プロポーザル実施要領

１．趣旨

葛城市役所新庄庁舎では、葛城市役所旧當麻庁舎の除却に伴う人事異動により、令和4年 1月以降職

員数が大幅に増加し、打合せ（作業）スペースの不足や書類保管スペースの不足が課題となっています。

現在、新庄庁舎２階、和室会議室については、建築当初からのワークスタイルの変化により和室の活

用がしづらく、利用率が低下しています。また、働き方の変化に合わせた多目的に活用のできる執務空

間を求める声も高まっており、和室会議室の改修によりスペースの課題を解決するとともに、職員のチ

ームビルディングの促進によりモチベーションの向上を図ることが有効だと考えています。

そこで、①小規模～中規模の打合せ（作業）が行える空間の創出、②文書を適切に管理できる空間の

創出、③業務効率の向上を図る空間の創出の 3点を基本方針とし、民間活力が最大限有効に活用できる

よう、改修及び内装に対する提案の幅を設けた公募型プロポーザルを実施します。

２．事業概要

事業名称：葛城市役所新庄庁舎和室会議室改修及び備品調達等業務

事業概要：レイアウト検討業務

改修工事

備品調達業務（納入及び据付）

事業場所：葛城市役所 新庄庁舎2階 和室会議室

面 積：186.8 ㎡

改修条件：仕様書のとおり

使用用途：会議室、一時的な作業、書類の保管

３．業務内容等

(1)業務の内容

ア 本業務は、葛城市役所新庄庁舎和室会議室の改修工事(レイアウト検討を含む)及び備品の調達を行

うものです。

イ 契約の際に、業務の詳細について双方で確認を行います。

ウ 改修工事にあたっては、レイアウト検討を含めた改修内容について改修プラン案を作成し、発注

者と詳細について協議を行ってください。

エ 改修プランの承認を受けなければ着工できません。

オ 業務期間中に想定される事業関係者に対し、意見聴取を行ってください。

(2)事業費

契約金額の上限は、14,850 千円です。
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（内訳として、改修工事(レイアウト検討を含む)の上限を 9,900 千円、備品調達の上限を4,950 千

円とします。）

(3)事業工期

令和 5年 3月 17 日(金)までとします。ただし、改修プラン案は令和４年11月末、改修プランの

確定は令和４年 12月末までに成果品を提出してください。

(4)業務実施場所（別紙）

葛城市柿本 166

葛城市役所新庄庁舎 RC5階建て

2階 和室会議室 186.8 ㎡

(5)業務の契約等

ア 市は、最優秀提案者を「葛城市役所新庄庁舎和室会議室改修及び備品調達等業務」の受託候補者

とし、契約締結交渉を行います。ただし、審査委員会にて最優秀提案者の提案に著しい課題がある

と判断される場合は、交渉をしない場合があります。

イ 最優秀提案者若しくはその構成員が本事業者選定終了後に 8．その他(1)の失格条項に該当すると

認められた場合、又は、市と最優秀提案者による工事契約締結交渉が不調となった場合は、次点者

と契約交渉を行うこととします。

ウ 一次審査及び二次審査の合計点の満点（100点）の6割（60点）を最低基準点とし、最高得点

者が最低基準点に満たない場合は、受託候補者を選定しません。

エ 参加者が 1名となった場合でも一次審査及び二次審査を行い、最低基準点を満たした場合は、当

該参加者を受託候補者に決定し、その旨を通知します。

オ 一次審査及び二次審査の合計点が最高点で同点の者が 2者以上の場合、当該提案者それぞれの二

次審査の得点が異なる場合は、二次審査の得点が高いものから順に受託候補者及び次点者を選定し、

当該提案者それぞれの二次審査の得点が同じ場合は、くじ引きにより受託候補者及び次点者を選定

します。

４．事業者選定の概要

(1)発注者及び担当課

ア 発注者 葛城市

イ 担当課 葛城市役所 管財課

住 所 〒639-2195 奈良県葛城市柿本166

電 話 0745-44-8217

ＦＡＸ 0745-69-6456

ホームページ https://www.city.katsuragi.nara.jp/

電子メールアドレス kanzai@city.katsuragi.lg.jp
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(2)葛城市プロポーザル審査委員会

事業者の選定は、葛城市職員等で構成する葛城市プロポーザル審査委員会(以下、「審査委員会」と

いう。)が行います。

(3)受託候補者の選定方式

本業務の受託予定者の選定は、事業の実績、目的及び内容に最も適した者を選定するために、公募

型プロポーザル方式によって行います。

審査基準の概略

(4)主なスケジュール

・手続開始の公告 令和4年 8月 12日(金)

・参加表明書等の様式の交付期間 令和4年 8月 12日(金)〜令和 4年 9月 9日(金)

・参加表明書等の提出期間 令和4年 8月 12日(金)〜令和 4年 9月 9日(金)

・現地見学期間 令和4年 8月 17日(水)～令和 4年 9月 20日(火)

・質問書提出期間 令和4年 8月 12日(金)〜令和 4年 8月 30日(火)

・質問への最終回答期日 令和4年 9月 2日(金)

・審査書類等提出期間 参加表明書受付番号通知日〜令和 4午 9月 20日(火)

・ヒアリング 令和4年 9月 26日(月)

・審査結果の通知 令和4年 9月 28日(水) (予定)

５．応募資格

(1) 参加する全ての企業の要件

本プロポーザルに参加できる者は、参加表明書の提出日現在において、以下の条件を全て満たす者

とします。

ア 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 6号）第 167条の 4第 1項の規定に該当しないこと。

イ 葛城市工事等請負契約に係る指名停止措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。

ウ 会社更生法（平成 14年法律第154号）に基づく更生手続き中又は民事再生法（平成11年法

律第255号）に基づく再生手続き中の事業者でないこと。

審査 評価項目 選定数

書類審査
①レイアウト検討業務の実績

②コストの妥当性

最優秀提案者(1者)

次点者(1者)
ヒアリング

①小規模～中規模の打合せ（作業）が行える空間の創出

②文書を適切に管理できる空間の創出

③業務効率の向上を図る空間の創出
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エ 葛城市暴力団排除条例（平成23年葛城市条例第15号）第2条に規定する暴力団及び暴力団

員又は暴力団密接関係者に該当する者でないこと。

(2)単体企業で参加する場合の要件

本プロポーザルに単体企業で参加する場合は、５．(1)の要件に加えて、以下の条件をすべて満た

す者とします。

ア 葛城市の令和 4・5年度競争入札参加資格を有する者であること。

イ 近畿圏内に本店、支店又は営業所を有する者であること。

ウ 建設業法に基づく「建築一式工事」もしくは「内装仕上工事」の建設業許可を有している者で

あること。

エ 次の条件を満たす主任（監理）技術者をこの工事を行う期間中 1名配置できること。

・本工事を施工するために必要な技術者資格を有すること。

（主任技術者の場合：建設業法第7条第1項第2号による。）

（監理技術者の場合：建設業法第15条第 1項第2号による。）

・参加表明書の提出日において、3ケ月以上の雇用関係にある者であること。

（配置予定の主任（監理）技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要ですので、

その旨を証明できる書類の提出を求めます。なお、受注した場合における現場代理人につい

ても、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。）

オ 国、特殊法人等、公共法人、又は地方公共団体が過去１0年以内（平成24年４月１日から令

和４年３月 31日）に発注した契約価格500万円以上の改修工事について、元請として受注した

実績があること。

(3)協力企業体で参加する場合の要件

応募者は、本業務に関する担当業務分野について、協力者又は協力事務所（以下「協力者等」とい

う。）を加えることができます。

1) 代表構成員の要件

ア 代表構成員は、葛城市の令和 4・5年度競争入札参加資格を有する者であること。

イ 代表構成員は近畿圏内に本店、支店又は営業所を有する者であること。

2) 代表構成員及びその他の構成

ア 代表構成員を含む構成員の数は2者又は3者であること。

イ 各構成員は、本業務における単独応募者ならびに他の協力者等ではないこと。

ウ 本業務の契約の相手方となった場合は、本業務の履行後3か月以上協力関係を存続できること。

(4)代表構成員又は協力者等の資格要件

1) レイアウト検討分野

ア 過去１0年以内（平成24年４月１日から令和４年３月 31日）に発注のあったレイアウト検

討業務について、受注した実績があること。
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なおレイアウト検討業務とは、事務室等の内装やワークスペース・交流スペース等の改修又は

新設にあたり、什器・備品の配置、内装デザイン、機材設備等を含めた室内空間の環境改善プラ

ンを総合的に検討・企画提案した業務とします。

2) 改修工事分野

ア 建設業法に基づく「建築一式工事」もしくは「内装仕上工事」の建設業許可を有している者で

あること。

イ 国、特殊法人等、公共法人、又は地方公共団体が過去１0年以内（平成24年４月１日から令

和４年３月 31日）に発注した契約価格250万円以上の改修業務について、元請として受注した

実績があること。

ウ 次の条件を満たす主任（監理）技術者をこの工事を行う期間中 1名配置できること。

・本工事を施工するために必要な技術者資格を有すること。

（主任技術者の場合：建設業法第7条第1項第2号による。）

（監理技術者の場合：建設業法第15条第 1項第2号による。）

・参加表明書の提出日において、3ケ月以上の雇用関係にある者であること。

（配置予定の主任（監理）技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要ですので、

その旨を証明できる書類の提出を求めます。なお、受注した場合における現場代理人につい

ても、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。）

3) 備品調達業務分野

ア 国、特殊法人等、公共法人、又は地方公共団体が過去１0年以内（平成24年４月１日から令

和４年３月 31日）に発注した契約価格250万円以上の物品調達業務について、元請として受注

した実績があること。

(5)その他、本業務を実施する上で必要な資格等を有していること。

６．応募に係る手続き等

(1)参加表明書等の様式の交付期間等

ア 交付期間

令和 4年 8月 12 日(金)〜令和4年 9月 9日(金)

イ 交付方法

葛城市公式ホームページからダウンロード。

(2)参加表明書等の提出

参加表明書(様式1-1)、協力企業等同意書(様式 1-2)の写し(協力企業体として参加する場合のみ)、

その他提出書類を、以下のとおり作成し提出してください。

ア 提出方法
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持参又は書留郵便等受取が確認できる方法で提出してください。

イ 提出期間

令和 4年 8月 12 日(金)〜令和4年 9月 9日(金)午後 5時まで

（※郵送の場合は令和4年 9月 9日(金)必着とする。）

ウ 参加表明書受付番号の通知

参加表明書等を提出した応募者には、管財課から電子メールで受付番号を通知します。

エ 業務実績調書(様式3)

国、特殊法人等、公共法人、又は地方公共団体が過去１0年以内（平成 24年４月１日から令和

４年３月 31日）に発注した業務について、主体的に携わった（元受けとして受注した）実績があ

れば、その概要を記入してください。

オ 業務実施体制(様式4)

本事業に従事する技術者の体制、資格、実績について記入し、資格者証の写し等を添付してくだ

さい。

カ 見積書及び内訳書(任意様式)

合計金額に加え、内訳として改修工事価格（レイアウト検討を含む）及び備品調達価格を区分し

て記載してください。なお、見積書及び内訳書における数量は、現段階での想定で構いません。

(3) 審査書類等の提出

ア 提出方法

提案書等審査書類は各10部準備し、持参又は書留郵便等受取が確認できる方法で提出してく

ださい。

※提案書(様式 2-1)については、A3横書き、片面印刷、10枚（表紙を除く）までとします。

イ 提出期間

参加表明書受付番号通知日〜令和4午 9月 20日(火)

（※郵送の場合は令和 4年 9月 20日(火)必着とする。）

ウ 提案書(様式2-1,様式 2-2)

下記基本方針①～③に留意して、提案を記入して下さい。その他、特に応募者が主張したい事

項があれば提案してください。

※基本的には職員のみが入室及び利用可能な居室を想定しています。

①小規模～中規模の打合せ（作業）が行える空間の創出

・多様なシーンにフィットした機能と空間

・今後の使用方法、配置の変更に対応した可変性への配慮

・既存の部材やしつらえを有効に活用した提案

②文書を適切に管理できる空間の創出

・文書の保管及び廃棄への配慮

・物品の一時保管場所の確保

・セキュリティや見栄えへの配慮

・視認性の確保、その他安全対策
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③業務効率の向上を図る空間の創出

・チームビルディングの促進、業務効率の向上に資する機能と空間

・職員の休憩時間の利用等、フレキシブルに活用ができる機能と空間

(4) 費用負担

参加表明書等及び審査書類等の作成及び提出に係る費用は応募者の負担とします。

(5) 質疑応答

質問書(様式 5)は電子メールでのみ受け付けます。(文字のみ)４．(1)管財課のE-mail アドレス宛

てに送付してください。なお、質問書の提出後に電話により受信確認を行ってください。

電子メールの件名は「（質問書）和室会議室改修」としてください。

質問に対する回答は、個別に回答します。

ア 質問書の提出期間

令和 4年 8月 12日(金)〜令和4年 8月 30日(火) 午後 5時まで

イ 質問回答期日

質問書の提出を受けた日の翌日から起算して 2日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を

含まない。)ただし、2日以内に回答できない楊合は、その旨を質問者へ通知します。

最終回答期日 令和 4年 9月 2日(金)

ウ その他

本実施要領の追加又は修正は、随時葛城市ホームページに掲載します。

(6) ヒアリング

ア 応募者による提案内容の説明(30分以内のプレゼンテーション)と、審査委員による質疑応答(10

分程度のヒアリング)を行います。

イ 提案書(様式2-1,様式 2-2)にある内容に沿ってパワーポイント等において表現してください。

（補足資料の投影は可能としますが、追加配布は認められません。）

ウ モニター（HDMI入力）は管財課で準備しますが、パソコンその他必要な機器及びインターネッ

ト通信環境は提案者が準備することとします。

エ 参加者は 5名までとします。

オ 社名が特定できるような名札等を身に着けないようにし、社名への言及や、配布資料及び投影す

る資料等に社名が特定できるロゴ等を出さないこととします。

カ 開催は、令和4年 9月 26日(月)を予定していますが、実施時間(開始時刻 、説明時間)、場所及

びその他詳細については、提出書類等の提出期限後に応募者総数が把握でき次第通知します。

キ 遅刻又は欠席した場合は、本プロポーザルを辞退したものとみなします。

ク 応募者が多数の揚合は、管財課により(7)評価基準で示す一次審査において事前審査を行い、ヒ

アリングを行う上位 4者程度を選定する場合があります。
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(7) 評価基準

ア 一次審査（25点満点）

①レイアウト検討業務の実績審査基準（業務実績／5点満点）

対 象：業務実績調書(様式3)

評価方法：国、特殊法人等、公共法人、又は地方公共団体が過去１0年以内（平成24年４月１

日から令和４年３月 31日）に発注し、平成24年度以降に竣工したレイアウト検討

業務について、主体的に携わった実績を1件とし、件数に応じて以下の配点を行う。

②コストの妥当性審査基準（価格点／10点満点）

対 象：見積書（任意様式）

採点は合計金額により行う。（内訳書は採点対象外）

評価方法：下記により計算し、価格点とする。

・最低見積価格者の得点は10点とする。

・その他の者は下記の計算結果に応じた得点（小数点以下四捨五入）とする。

「価格点＝10点×（最低見積価格※1／見積価格※2）」

※1：全提案者中最も低い見積価格

※2：該当提案者の見積価格

③構成会社の所在（10点満点）

本事業に参加する単体企業又は協力企業体が葛城市内に本店、支店又は営業所を有する場合は、

下記により計算し加点を行う。

イ 二次審査（75点満点）

提出書類等及び二次審査（ヒアリング）で評価する評価項目、評価基準は下記のとおりです。

実績数が3件以上 5点

実績数が1件以上3件未満 3点

受注したが竣工した実績はなし 1点

単体企業で参加する者が、葛城市内に本店、支店又は営業所を有する場合 5点

協力企業体で参加する代表構成員が、葛城市内に本店、支店又は営業所を有する場合 4点

協力企業体で参加するその他の構成員が、葛城市内に本店、支店又は営業所を有する場合 3点／1者

評価項目 評価基準 配点

業務実施

方針及び

取組姿勢

・業務内容、業務の背景や課題などを理解した提案となっているか。

・提案内容の企画力

・取組み意欲の高さや積極性

5
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提案内容

小規模～中規模の打

合せ（作業）が行え

る空間の創出

備品調達についての提案（１０）

・多様なシーンにフィットした機能と空間となっているか

改修工事についての提案（１０）

・今後の使用方法、配置の変更に対応した可変性への配慮が

されているか

・既存の部材やしつらえを有効に活用した提案となっている

か

20

文書を適切に管理で

きる空間の創出

仕様に基づいた提案や使いやすさへの配慮（１０）

・文書の保管及び廃棄への配慮がされているか

・物品の一時保管場所の確保がされているか

・見栄えへの配慮や安全対策がされているか

運用面への配慮（５）

・視認性の確保、その他の工夫や提案がなされているか

15

業務効率の向上を図

る空間の創出

業務効率向上に向けての提案(１０)

・チームビルディングやコミュニケーションの促進、業務効

率の向上に資する機能と空間になっているか

・職員が働き方を選択する等、生産性を高め、結果として市

民サービスの向上に資する提案となっているか

利用率向上に向けての提案(1０)

・職員の休憩時間の利用等、フレキシブルに活用ができる機

能と空間になっているか

・業務の縦割りを超えて、意見交換や交流が図れる提案とな

っているか

20

独自提案

業務

・その他職員の働く環境の改善や変革、モチベーション向上に資する提案 等

・市の財政や職員の負担軽減に繋がる提案 等

（提案例）

① 職員の新しい働き方に対する提案

② 時代に合わせた追加機能の提案

③ 今後の市役所オフィス改善に対する提案 等

15

合計 75
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(8) 審査の公開

審査及びヒアリングは非公開とします。

(9) 選定結果の発表

葛城市ホームページで受託候補者を公表するとともに、応募者全員に通知します。なお、選定結果

に関する問い合わせ、異議申立ては受け付けません。

(10) 提出書類チェックリスト（様式 7）

提出書類については、提出書類チェックリスト（様式 7）の応募者確認欄にチェックの上、書類を

提出する都度、添付してください。

7．現地見学の実施

現地見学を希望する場合は、事前に申込みのうえ来庁してください。（現地説明会は行いません。）

(1)実施期間等

事前に申込みのうえ、次の期間の午前 9時から午後5時の時間内に現地見学を行ってください。

令和 4年 8月 17 日(水)～令和4年 9月 20日(火)（閉庁日を除く。）

(2)申込み方法

現地見学参加申込書（様式 6）により、電子メール(ファイル添付)にて申込みを行ってください。

4．(1)管財課のE-mail アドレス宛てに送付してください。なお、申込書の提出後に電話により

受信確認を行ってください。

電子メールの件名は「（現地見学申込書）和室会議室改修」としてください。なお、現地見学の

有無は選定委員会の審議に影響を与えるものではありません。

8．その他

(1)失格条項

次の各号のいずれかに該当する者は、失格とします。

ア 提出書類等に虚偽の記入をした者。

イ 応募資格の要件を満たさない者。

ウ 提出書類の提出方法及び提出期限を守らない者。

工 審査委員会の委員又は関係者と接触を行った者。

オ 提出書類等に盗用した疑いがあると審査委員会が認めた者。

力 その他、審査委員会が不適格と認めた者。

キ 契約締結までの間に参加資格に記載した条件を満たさなくなった者

ク 二次審査終了までの間に他の提案者に対して提案内容を意図的に開示した者
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(2)評価内容の担保

契約内容を履行できなかった場合は、葛城市が発注する建築工事等の契約に係る指名競争入札参加

者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことができるものとしま

す。ただし、発注者との協議において認められた場合を除きます。

(3)提出書類等の取り扱い

提出後の提出書類等の追加、修正は認めません。

ア 提出書類等は返却しません。

イ 提出書類等の著作権は、応募者に帰属します。

ウ 市では、最優秀提案者及び次点者に選定された提出書類等の公表(広報、ホームページ等)や出版

物等への掲載、展示などをする場合があります。

エ 選定後において、市は提出書類の趣旨は尊重しますが、提出書類の内容に拘束されないものと

します。

(4)使用する言語、通貨及び単位

日本語、日本国通貨及び計量法(平成4年法律第5I 号)に定める単位とします。


