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   調布市多摩川自然情報館展示等業務委託事業者候補選定プロポーザル

実施要領  

 

 

１  目的  

   この要領は，「調布市プロポーザル方式の実施に関するガイドライ

ン」に基づき，調布市多摩川自然情報館展示等業務委託事業者候補選定

について必要な事項を定めるものとする。  

２  業務概要  

(1) 件名  

調布市多摩川自然情報館展示等業務委託  

(2) 業務を委託する施設  

  ア  名称   調布市多摩川自然情報館  

  イ  所在地  調布市染地３丁目８番地２６  

  ウ   開館時間  午前９時から午後５時まで  

  エ   休館日  年末年始（１２月２９日から１月３日まで），その他臨時

休館日  

  オ   関係例規  調布市多摩川自然情報館条例，調布市多摩川自然情報館

条例施行規則  

 (3) 業務の目的  

多摩川を中心とした自然環境を学ぶ機会と環境学習の場を提供し，情

報の収集及び発信，環境や生物多様性の保全に対する意識の向上ととも

に，将来の人材育成を図る。  

ア  調布市多摩川自然情報館における展示やイベント  

(ｱ) 多摩川を中心とした自然環境を，環境保全や生物多様性等の観

点から学び，意識の向上を図る。  

(ｲ) 環境に関する市民活動の活性化，人材育成  

          ・市民・市民団体・事業者等との協働及び調整  

     ・多摩川自然情報館ボランティア解説員制度の活性化  

イ  情報の収集及び発信  

  展示及びインターネット等（独自のホームページやブログの運営，

ＳＮＳ等）を活用し，多摩川を中心とした市内自然環境の情報収集と

情報発信をすることにより，市内自然環境への関心・興味をもっても

らう。多摩川自然情報館への来館及び多摩川への来訪への動機づけを

する。  

・多摩川を中心とした市内自然環境の情報収集と情報発信  

・多摩川自然情報館の展示やイベント等の情報発信  

(4) 業務内容  

   調布市多摩川自然情報館（以下「館」という。）の展示等の業務に

ついて委託契約を締結し，受託事業者は，次の各項目に掲げるところに

より実施するものとする。  

ア  総括的な内容  

   (ｱ) 展示物の作成及び運営に関すること  
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     (ｲ) 展示物及び多摩川を中心とした自然環境の展示解説員を配置する

こと  

 (ｳ) 土日祝日の館の管理に関すること  

(ｴ) イベント等の事業に関すること  

(ｵ) 多摩川を中心とした自然環境の情報の収集・発信に関すること  

(ｶ) 広報に関すること  

 (ｷ) その他，市長が指定する事務に関すること  

 (ｸ) 前各号に掲げるものに付随する業務に関すること  

イ  展示業務  

(ｱ)  展示作成  

上記「（３）業務の目的」を達成するための展示を行うこと。年

２回から３回程度の展示替えを行う。  

※展示及びイベントの対象・利用者層  

   子どもから大人まで楽しめる展示・イベントを想定  

※展示については，以下の内容を想定しているが，一度に全て展

示する必要はない。（数年間のうちにいずれかの展示を順次行っ

ていく。）ただし，展示室の一部は，常時，市内多摩川の情報を

発信し，ビジターセンター的役割を果たす必要がある。  

なお，展示場所は，２階展示室・学習室・廊下とする。その他，

館内（テラス（旧幼児用プール），１階共用部分等）も適宜活用

可能。  

・多摩川や野川などの自然環境を学ぶ  

・深大寺・佐須地域等の自然環境を学ぶ  

・市内の環境（湧水・水質・大気・土壌など）を学ぶ  

   ・多摩川流域や調布市内の生態系の現状を調査し，展示や広報に

活用する。  

     ・これまでに行政や市民等が収集した成果物を整理し，必要に応

じて展示や広報に活用する。  

・地球温暖化対策などを学ぶ  

・その他  

(ｲ)  市民協働  

展示物の企画や調査，制作等に当たっては，市民参加・協働の

視点を取り入れること。  

(ｳ)  情報収集・発信  

上記「（３）業務の目的」を達成するための情報収集を行い，情

報の蓄積及び整理を行うこと。また，積極的な情報発信を行うこ

と。情報発信に当たっては，インターネット等（独自のホームペ

ージやブログの運営，ＳＮＳ等）を活用すること。  

(ｴ)  広報  

展示物及び館の運営に関連した広報を行うこと。ポスター，チラ

シなどの印刷物原稿を作成する（ポスター，チラシは，委託者が

印刷する）。その他館内配布物については必要部数印刷するほか，

調布市ホームページの元原稿などを作成すること。さらに，積極
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的な広報を実現するため，インターネット等（独自のホームペー

ジやブログの運営，ＳＮＳ等）を活用すること。  

(ｵ)  事業（イベント等）の開催  

以下の事業の企画，運営，広報，事前準備，当日作業，当日人員

配置等を行うこと。  

ａ  多摩川自然情報館夏まつり（子どもたちの夏休みに合わせ，館の

来客数増加を図るために実施）  

ｂ  多摩川自然情報館秋まつり（地域交流全館まつり）（情報館１階

の福祉サービス施設（わかば事業所）及び染地ふれあいの家（自治

会等）と共に開催する）。  

ｃ  イベントを年１０回以上行うこと。  

ｄ  調布市環境部環境政策課が主催する調布市環境フェア（６月実

施）への参加  

e   ふじみ衛生組合が主催する，ふじみまつり（クリーンプラザふじ

み）への参加  

ｆ  その他，他自治体，国及び都など関連団体が実施するイベント等

（館の業務目的に関連するもの）への参加及び資料提供。  

  ウ  土日祝日等館の管理業務  

(ｱ)  原則  

原則として，平日は１階福祉サービス施設（わかば事業所）が

館の管理業務を行い，土日祝日は，本受託者が館の管理業務を行

う。加えて，下記 (ｲ)b,cに定める対象日も館の管理業務等を行う

こと。なお，館の管理業務を行った場合，日報（指定様式）を作

成すること。  

(ｲ)  対象日  

a 土日祝日の館の管理業務：土曜日，日曜日，国民の祝日（国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める国民

の祝日をいう。）において館を開館し，展示解説員を１人以上配

置すること。ただし，１２月２９日から１月３日を除く。  

b 平日の館の管理業務：市が指定する平日（年１４日程度）にお

いて館を開館し，１人以上配置して管理すること。  

c 夏季特別解説日の展示解説業務：子どもの夏休み期間中（原則

７月２１日から８月３１日）の平日において展示解説員１人以上

を配置し，展示物の解説等を行うこと。  

 (ｳ) 業務内容  

上記 (ｲ)対象日は展示解説員を配置すること。  

管理業務は，上記の (ｲ)a， bについて，鍵開け，機械警備解除，

エレベーター稼働，巡視，館内清掃，トイレ掃除，展示解説，来

館者対応，展示関連作業，情報収集，エレベーター停止，機械警

備セット，施錠鍵閉め等とする。  

展示解説業務は，上記の (ｲ)cについて，管理業務を除く展示解

説，来館者対応，展示関連作業，情報収集等とする。  

なお，展示解説員は，展示物について基本的な説明ができるよ
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う，自然環境についての基礎的な知見を有する者を配置すること。  

  エ  館の運営支援業務  

(ｱ)  多摩川自然情報館ボランティア解説員制度の運営  

養成講座を修了し，登録されているボランティア解説員（平成

２９年１１月現在，登録人数２５人。平成２８年度活動実績：活

動実人数９人，延べ活動日数４０日，延べ活動時間１５０時間）

の活動支援及び日程等の調整を行うこと。  

なお，ボランティア解説員の活動に当たっては，交通費相当分

として，１日当たり（３時間以上勤務）一律４００円を支給する

こと。  

(ｲ)  多摩川自然情報館ボランティア解説員養成講座の実施  

既に作成してあるボランティア解説員養成講座テキストを用い，

ボランティア解説員養成講座（６時間×２日間×１０人程度）を

年１回実施する。既存の本養成講座テキストは，展示物に合わせ

て改訂すること。  

(ｳ)   市内中学生職場体験（６月頃の平日５人×３日間×１回程度）及

び大学生インターンシップ（夏季特別解説日（上記ウ (ｲ)c）１人

×３日間程度）の受け入れ  

(ｴ)  市民ニーズの把握，利用者との調整  

館の運営について，市民ニーズの把握及び利用者との調整をす

る。  

(ｵ)  市内環境関係市民団体との調整・協働  

(ｶ)  市が実施する環境学習支援事業との連携・調整  

水辺の楽校，こどもエコクラブ，環境モニター，雑木林ボラン

ンティア講座等の事業について適宜連携・調整を図る。  

(ｷ)   都立神代植物公園植物多様性センターやクリーンプラザふじみ

内の環境学習機能との連携・調整  

(ｸ)  市民・市民団体・事業者との協働の推進  

(ｹ)  学校教育との連携  

小学校の総合学習における環境学習プログラムの提供及び支援

（講師派遣等，年３回以上）。その他，学校教育と連携し，環境

教育・環境学習を推進すること。  

(ｺ)  団体見学の受け入れ  

市の施設や関連団体等により希望があった場合，団体見学を受け

入れ，解説やイベントなどを実施する。  

(ｻ)  市主催・共催事業（多摩川外来植物駆除活動（年２回程度）

等）への協力  

(ｼ)  イベント（申込制イベント，夏まつり・秋まつり）開催時以外

の入館者数を増やす取組  

(ｽ)  その他  

(5) 委託期間  

   平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日  

 (6) 委託料（調布市多摩川自然情報館展示等業務委託料）の算定  
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委託料は，人件費，消耗品等により算定する。  

 (7) 予算  

   平成３０年度（予定）  

款２０衛生費  項０５保健衛生費  目１５環境整備費   

   大０５環境保全事業費   

中８２多摩川自然情報館施設管理運営費  

   小２０施設管理運営等業務委託料  節１３委託料  

   予算額   ７，４９５，２００円（税込）  

   ※市議会で予算承認を得ることを要件とする。  

 (8) その他  

    本業務は，履行状況に応じて複数年（５年間）を予定しているが，本

選定はそれを約するものではない。  

   ※平成３１年度以降は毎年度同額程度を予算要求予定。  

(9) 留意事項  

ア  事務室の設備  

事務室には，机，いす，ロッカー，冷凍冷蔵庫，棚等を備えている。

携帯電話１台，インターネット接続環境（有線）を備えているが，パ

ソコンやプリンター等は事業者で用意すること。なお，携帯電話使用

料及びインターネット通信費は，市の負担とする。  

  イ  展示用備品等  

    展示用備品等として，パネルフレーム（Ａ１サイズ３０個程度，

Ｂ２サイズ１０個程度），写真用額縁，自立型パーテイション

（ 90*180ｃｍ）１０個程度，水槽，パンフレットスタンド２台，木

製パンフレットスタンド２台，１２０ｃｍ水槽１セット，９０ｃｍ

水槽４セット，等を備えている。  

  ウ  プロジェクター等  

    プロジェクター，スクリーンは，土日祝日のみ使用できる。  

  エ  イベント用備品等  

    イベント用備品として，手網（柄３０ｃｍ）１００本程度を備え

ている。館用のライフジャケットは備えていない。  

  オ  館内清掃用具  

    館内清掃用具は，市の負担とする。   

３  実施形式  

公募型プロポーザル方式  

４  参加資格  

  参加申込時において，次の各号に掲げる条件を満たしていること。  

(1) 次に掲げる営業種目において，調布市での競争入札参加資格を有して

いること。  

  ア  催事関係業務（必須）  

  イ  土木・水系関係調査業務，環境アセスメント関係調査業務（いずれ

か１種目以上）  

(2) 調布市指名停止等措置要綱（平成１８年調布市要綱第２２０号）に

よる指名停止を受けていないこと。  
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(3) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の 4 第１

項の規定に該当しないこと。  

(4) 調布市暴力団排除条例（平成２４年調布市条例第２７号）第２条第

６号に規定する暴力団関係者に該当しないこと。  

(5) 調布市契約における暴力団等排除措置要綱（平成２５年調布市要綱

第８号）に基づく入札参加排除措置を受けていないこと。  

(6) 競争入札参加資格審査申請において，提出された書類の記載事項に

虚偽がないこと。  

(7) 次のいずれかの申立て又は決定を受けていないこと。  

ア  会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は決定  

イ  民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は決定  

ウ  破産法に基づく破産手続開始の申立て  

(8) 環境施策（環境学習展示，環境学習事業，環境基本計画，緑の基本計

画，生物多様性地域戦略，河川調査等）に関する官公庁からの業務受託

実績が，過去３年間において１件以上有すること。  

(9) 相互に資本関係又は人的関係にあるものが本プロポーザルに参加して

いないこと。  

５  募集内容  

(1) 募集方法  

市報，ホームページ等を通じて募集  

(2) 応募方法  

プロポーザルに応募した事業者（以下「応募事業者」という。）は，

参加申込に当たり調布市が指定した期間に持参又は郵送（必着）で以下

の提出書類（予定）を１部ずつ提出しなければならない。  

  ア  「調布市多摩川自然情報館展示等業務委託事業者候補選定プロポー

ザル参加申込書」（様式１，ただし，２ページに収め，両面印刷にす

ること。）  

  イ  法人の概要・事業内容が分かる書類（様式任意：パンフレット等）  

  ウ  環境施策に関する官公庁からの業務受託実績が分かる書類（様式任

意：業務実績資料，様式１に記載した件名の契約書・仕様書のコピー

等）  

(3) 応募期間及び受付時間  

  ア   応募期間  

平成３０年１月１１日（木）～２５日（木）正午（持参の場合は，

土・日曜日，祝日を除く）  

イ  受付時間  

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）。  

ただし，最終日は正午まで  

  ウ  提出場所  

    調布市役所８階  環境政策課  

  エ  その他  

    プレゼンテーション審査におけるプレゼンテーションの順番は，応

募受付順ではない。  
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(4) 参加資格及び応募に関する質問  

ア  参加資格及び応募に関する質問の方法  

電子メールにより受付ける。質問事項，事業者名，担当者名，電話

番号，電子メールアドレスをメール本文に明記のうえ，環境政策課の

電子メールアドレス宛に送信すること。また，未到着を防止するため，

送信後に電話確認をすること。  

イ  質疑受付期間  

 平成３０年１月１１日（木）～１月１７日（水）正午  

※  受付期間以外の送信や，定められた質問方法以外の質問には回

答しない。  

ウ  回答の方法  

平成３０年１月２２日（月）までに，質疑内容とその回答を市ホー

ムページ（本件の募集ページ）に掲載する。なお，本業務の応募に必

要と判断される質問のみ受け付けるものとする。  

６  参加資格審査  

(1) 参加資格の審査  

応募事業者について，前記４に規定する参加資格の有無を審査する。  

(2) 参加資格審査結果の通知  

全応募事業者に対し，参加資格の審査結果を平成３０年１月３１日

（水）までに電子メールにて通知する。併せて，その内容を書面にした

文書を発送する。  

(3) 参加資格審査結果に関する質問  

ア  参加資格の審査の結果，参加資格を有しないとされた事業者は，そ

の理由について，市に説明を求めることができる。  

イ   アの説明を求めようとする事業者は，平成３０年２月５日（月）正

午（必着）までに，市に書面を直接持参又は郵送により，説明を求め

なければならない。  

ウ  平成３０年２月６日（火）までにイの質問に対する回答をする。   

(4) 施設見学会  

応募事業者は，下記の日時に限り施設見学会として館を見学すること

ができる。（施設見学会では，事務室，倉庫，染地ふれあいの家等も見

学可）  

ア  施設見学会日時  

平成３０年１月２９日（月）午前１０時～１時間程度を予定  

(5) 応募事業者からの企画提案書に関する質疑応答  

  ア  質疑の方法  

応募事業者からの質疑については，電子メールにより受付ける。質

問事項，事業者名，担当者名，電話番号，電子メールアドレスを明記

のうえ，環境政策課の電子メールアドレス宛に送信すること。また，

未到着を防止するため，送信後に電話確認をすること。  

  イ  質疑受付期間  

    平成３０年１月２６日（金）～１月３１日（水）正午  

    ※  受付期間以外の送信や，定められた質問方法以外の質問には回



8 

 

答しない。  

  ウ  回答の方法  

    平成３０年２月５日（月）までに，参加資格を有する全ての応募事

業者へ，質疑内容とその回答を電子メールで回答する。  

７  企画提案書の提出  

(1)   参加資格を有する応募事業者は，平成３０年２月９日（金）正午ま

でに持参又は郵送（必着）で環境政策課まで以下の提出書類（予定）

を必要部数提出しなければならない。  

   ア  提出書類  

      下記 (ｱ)， (ｲ)， (ｳ)について，それぞれ１２部ずつ提出すること。

ただし，それぞれ記名２部，無記名１０部とする。  

  (ｱ)  企画提案書（様式任意：Ａ４判，縦型，左綴じ，４０ページ以

内，要ページ番号，※両面印刷可。※Ａ３判折込も可，その場合

は片面につき２ページ分と換算）  

   a 本実施要領に基づいたものとすること。  

   b 基本的な方針，業務内容の具体案等を盛り込むこと。  

   c 平成３０年度の事業計画を示すこと。特に，展示と事業につい

ては詳細まで示すこと。  

   d 情報収集・発信，イベント開催時以外の入館者数を増やす取組，

市民・市民団体・事業者との協働の推進，ボランティア解説員制

度の活性化について，それぞれ示すこと。（取組内容は重複可）  

   e 平成３１年度以降のビジョンを示すこと。  

   f 調布市環境基本計画を達成するための館の役割について示し

たもの。ただし fの内容について (ｳ)の見積額には含めないこと

とし， fに係る見積額は別途記載すること。  

※ fの内容について選定時の評価対象とするが，実施するかどう

かは候補事業者と協議するものとする。  

  (ｲ) 人員体制書（様式任意：本業務に係るもの）  

(ｳ) 平成３０年度の見積書及び参考までに平成３１年度，平成３２

年度，平成３３年度，平成３４年度の見積書（様式任意：内訳書

も要添付）。ただし，平成３０年度予算額以内に収まっているこ

ととし，見積書の金額についての評価はしない。  

  イ  留意事項  

    上記アの提出書類について，受付後の追加及び修正は原則認めない。  

８  審査概要  

(1) 審査委員会  

「調布市多摩川自然情報館展示等業務委託事業者候補選定プロポーザ

ル審査委員会（以下「委員会」という。）」を設置し，企画提案書類等

の審査を行う。委員会には，委員長を置く。  

(2) 委員会構成（予定）  

構成人数は，以下の７人以内とする。  

  ア  調布市環境保全審議会が推薦する市民１人  

イ  ちょうふ環境市民会議が推薦する市民１人  
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  ウ  環境部次長  

  エ  環境部環境政策課長  

  オ  環境部環境政策課環境保全係長  

  カ  行政経営部広報課長補佐  

  キ  調布市教育委員会教育部指導室指導係長  

(3) 審査方法  

   ア  評価  

(ｱ)   審査委員会委員（以下「審査委員」という。）は，応募事業者

から提出された企画提案書等の確認及び応募事業者からのプレゼ

ンテーションを受け，別に定める評価項目及び配点等に基づき，

企画提案内容を総合的に評価する。  

(ｲ)   応募事業者の評価は，加点方式により行う。   

   イ  書類審査  

    参加資格を満たすと判断された事業者が６事業者以上あった場合，

企画提案書等による書類審査を行い，各委員の評価点を合計し，得点

の高い順に上位５事業者までを，次のプレゼンテーション審査の対象

とする。  

    参加資格を満たすと判断された事業者が５事業者以下の場合は，参

加資格を満たす，全ての事業者を次のプレゼンテーション審査の対象

とする。  

ウ  プレゼンテーション審査  

    一次審査を通過した事業者に対して，二次審査（プレゼンテーショ

ン審査）を実施する。最も成績の良かった事業者を当該業務の契約の

相手方となる事業者候補として選定する。プレゼンテーションは，１

事業者当たり２５分間程度を予定し，スクリーンの使用を可とする

（ノートパソコン，ＵＳＢメモリ，ＣＤ，プロジェクターは持参）。     

  エ  選定  

    (ｱ) 各審査委員は，評価得点の高いものから応募事業者の順位を定め

るものとする。  

(ｲ)  (ｱ)により，複数の応募事業者において評価得点が同点のときは，

各審査委員は総合的な評価により，当該応募事業者の順位を定める

ものとする。  

(ｳ) (ｱ)及び (ｲ)により，審査委員から最も多く第１位の順位を獲得し

た事業者を委託事業者候補として選定する。なお，複数の応募事業

者において，第１位の順位獲得数が同数の場合には，当該応募事業

者において第２位の順位獲得数の多い応募事業者を上位とする。ま

た，第１位の順位獲得数及び第２位の順位獲得数いずれも同数の場

合には，当該応募事業者において，各審査委員の評価得点の合計が

最も高い応募事業者を上位とする。  

(ｴ) 複数の事業者から応募があった場合は，第２位の順位以下につい

ても順位を定めるものとする。  

(ｵ) 委託事業者候補選定後，上位の応募事業者が辞退又は失格となっ

たときは，下位の応募事業者の順位を繰り上げて，順位を定めるも
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のとする。  

(ｶ) 審査の対象となる応募事業者数が１事業者以下の場合は，別の方

式による評価を加えて行うことができる。  

   ウ  最低基準  

    委託事業者候補の選定に当たっては，評価得点に最低基準を設け，

応募事業者の評価得点が，その基準に満たないときは，当該応募事業

者を委託事業者候補として選定しない。  

  エ  審査結果の報告  

    委員会は審査結果を市長に報告する。  

オ  事業者候補の決定  

    市長は，前項目の報告に基づき調布市多摩川自然情報館展示等業務

委託事業者候補を決定する。  

カ  最終選定結果の通知   

市長は，前項目の決定に基づき，平成３０年３月７日（水）までに

全応募事業者に選定結果を通知する。  

  キ  選定結果に対する質問  

    審査により選定されなかった事業者は，審査結果について，下記日

程で書面（直接持参又は郵送（必着））にて説明を求めることができ

る。  

   (ｱ) 書類審査結果についての問い合わせ  

     平成３０年２月２２日（木）正午まで  

   (ｲ) プレゼンテーション審査結果についての問い合わせ  

     平成３０年３月１３日（火）正午まで  

９  日程（予定）  

平成３０年１月１０日（水）第１回審査委員会開催  

１月１１日（木）ホームページ実施要領掲載，窓口配布開始  

１月１７日（水）正午  参加資格及び応募に関する質問締切  

１月２２日（月）参加資格及び応募に関する質問回答期限  

１月２５日（木）正午  参加申込書・施設見学会意向調査締

切  

       １月２９日（月）施設見学会（午前１０時～予定）  

１月３１日（水）企画提案書に関する質疑締切（正午）  

事業者へ参加資格審査結果の通知  

２月  ５日（月）参加資格審査結果質問締切（正午）    

企画提案書に関する質疑に対する回答期限  

       ２月  ６日（火）参加資格審査結果質問回答期限  

２月  ９日（金）正午  企画提案書提出締切  

２月１４日（水）又は２月１５日（木）書類審査（６事業者

以上申込みの場合）（２月５日（月）まで

に日程決定）  

２月１９日（月）書類審査結果通知  

２月２２日（木）正午  書類審査結果に対する質問締切  

２月２６日（月）書類審査結果に対する質問回答期限  
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２月２８日（水）午後  プレゼンテーション審査  

３月  ７日（水）プレゼンテーション審査結果の通知  

           ３月１３日（火）正午  プレゼンテーション審査結果に対す

る質問締切  

       ３月１６日（金）プレゼンテーション審査結果に対する質問

回答期限  

４月  １日（日）委託契約締結  

10 評価基準（予定）  

 (1) 知識・技術力・専門性，情報処理・発信能力  

 (2) 業務実績  

 (3) 企画力，創意・工夫  

(4) 意欲・熱意  

(5) 妥当性  

(6) 調布市の特性理解度  

(7) 的確性，実現性  

(8) 業務量，業務内容の質  

(9) 人員配置  

11 情報公開及び提供  

(1) 調布市情報公開条例（平成１１年調布市条例第１９号）に基づき，プ

ロポーザル実施に関する情報について，情報公開及び情報提供するもの

とする｡ 

   ただし，調布市情報公開条例第７条第２号（個人に関する情報）及び

第３号（事業者その他の団体に関する情報で，公にすることにより事業

者等の事業活動上の正当な利益を害する情報）に該当するものについて

は，非公開とする。  

 (2) 本プロポーザルの募集内容，選定結果について，ホームページ等で公

表する。  

   ただし，候補順位が２位以下の事業者名及び審査委員ごとの評価点は

公表しない。  

12 失格事項  

契約締結までに次に掲げる事項に該当することが判明した事業者は失格

とし，当該事業者を候補者として選定しない。  

なお，失格事項に該当した事業者は，判明した時点以降の本プロポーザ

ル手続きに参加できないものとする。  

また，失格事項に該当することが判明した時点で順位が定まっている場

合には，当該事業者の順位を無効とし，次順位以降の事業者の順位を繰り

上げるものとする。  

 (1) 契約締結までに参加資格を満たさなくなったもの  

 (2) 必要書類が提出期限後に到達した場合。ただし，勘案すべき正当な理

由があった場合はこの限りではない。  

 (3) 提出書類に不備がある場合  

 (4) 書類等の提出，回答，報告等，市が必要と認める事項を正当な理由な

く拒否した場合  
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 (5) 提出した書類等に虚偽の記載があった場合  

 (6) 見積書が見積限度額を超える場合  

 (7) 見積書と内訳書の金額が一致しない場合  

 (8) 談合その他の不正行為，審査の透明性及び公平性を害する行為，公平

かつ適正な事務手続を妨害する行為等があったと認められる場合  

13 その他  

 (1) 応募事業者から提出された書類等は，理由の如何に関わらず返却しな

い。  

 (2) 応募に際して要した費用は，応募者の負担とする。  

(3) １事業者からの提案は，１提案とする。  

(4) 本事業は，調布市議会において，予算等の必要な事項が承認されるこ

とを前提とする。予算確保等ができなかった場合は，この事業は実施し

ない。  

(5) 本プロポーザルは，優れた提案の候補者を選定するものであり，契約

の締結を担保するものではない。  

 (6) 本プロポーザルは，当該業務の契約の相手方となる候補者を選定する

ものであり，委託契約の締結は，市と受託候補者との協議により確定す

る。  

(7) 本プロポーザルは，企画・提案能力のある事業者を選定するものであ

るため，事業者選定後，双方の協議のうえ業務の詳細についての仕様書

を定める。  

(8) 応募事業者が本プロポーザルへの参加を辞退する場合は，プレゼンテ

ーション審査前日まで（必着）に環境政策課へ辞退する旨の書類を提出

すること。また，それまでに提出された書類等は理由の如何に関わらず

返却しない。  

 (9) 本プロポーザルに関する問合せ先  

    東京都調布市環境部環境政策課環境保全係  担当：濱地
は ま じ

・下妻
しもつま

 

   〒 182-8511  調布市小島町２丁目３５番地１  市役所８階  

   電話： 042-481-7086 FAX： 042-481-7550 

   Ｅメール： kankyou@w2.city.chofu.tokyo.jp 

 

   附  則  

 この要領は，平成３０年１月１０日から施行する。  

 

 


