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川崎町 De・愛キャンプ場整備基本構想・基本計画策定業務委託 
公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 目的 

本要領は、川崎町 De・愛キャンプ場整備基本構想・基本計画策定業務（以下「本業務」と

いう。）を実施するにあたり、本業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者（以下「契

約候補者」という。）を選定するため、公募型プロポーザルの実施に必要な事項を定める。 

２ 業務委託の概要 

（１）業 務 名 川崎町 De・愛キャンプ場整備基本構想・基本計画策定業務 

（２）目 的 本業務は、川崎町の農産物直売所Ｄｅ・愛に隣接する敷地に、町のまちづ

くりの活性化施設としてキャンプ場を整備するため、地域課題や周辺状況

に対応し、住民意向や利用者ニーズに沿った整備を総合的に推進する基本

構想・基本計画を策定することを目的とする。 

（３）業 務 内 容 川崎町 De・愛キャンプ場整備基本構想・基本計画策定業務委託仕様書のとお

り 

（４）履 行 期 間 契約締結日から令和５年３月１５日（水）まで 

（５）整備候補地 川崎町大字安眞木（別紙位置図参照） 

（６）面 積 約３７，６１０．８㎡ 

（７）地 域 指 定 都市計画区域（非線引き都市計画区域、用途地域なし）、農業振興地域 

（８）業務上限額 業務等に要する費用の上限は７，５０２，０００円（消費税及び地方消費

税を含む。）とする。 

３ 本業務実施上の留意事項 

プロポーザルにおける企画提案は、事業者を選定するためにその取組方法について提案を

求めるものであり、策定業務の具体的な内容や成果品の一部を求めるものではない。具体的

な策定作業については、契約後、企画提案書に記載された具体的な取組方法を反映しつつ、

川崎町と協議のうえ実施するものとする。 

４ プロポーザルの種類  

公募型プロポーザル方式 

５ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

（１）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 

していないこと。 

（２）会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき、更生手続開始の申立てをしていな 

い者であること。 

（３）民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき、再生手続開始の申立てをしていない 

者であること。 

（４）契約締結までの間に、本町又は福岡県より指名停止又は指名除外等の措置を受けてい
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ない者又は受けることが明らかでない者であること。 

（５）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６号

に規定する暴力団員が経営していない者又は事実上経営に参加していない者であること。 

（６）国税、地方税を滞納していないこと。 

（７）監督官庁より、業務停止処分または業の免許もしくは登録の取消処分を受けていない

こと。 

（８）本業務を的確に遂行する能力と体制を有し、かつ業務を円滑に遂行するために必要な

経営基盤を有していること。 

（９）プロポーザルに参加する業者は単体企業であること。 

（１０）法人格を有し、本業務に関する委託契約を本町との間で直接締結できる民間事業

者、団体であること。 

（１１）福岡県内に本社、支社、支店又は営業所を有していること。 

（１２）一般社団法人建設コンサルタンツ協会に建設コンサルタント部門登録（登録部門：都

市計画及び地方計画）がなされていること。 

（１３）参加企業は、平成２３年度以降に受託した業務の実績が１案件以上あること。なお、業

務とは、以下の①～④の内いずれかの業務とする。 

①屋外宿泊施設もしくは１ha以上の広場・公園等の基本構想に関する業務  

②屋外宿泊施設もしくは１ha以上の広場・公園等の基本計画に関する業務  

③屋外宿泊施設もしくは１ha以上の広場・公園等の基本設計に関する業務  

④屋外宿泊施設もしくは１ha以上の広場・公園等の実施設計に関する業務  

（１４）業務の実施体制は、配置予定管理（主任）技術者を１名置くこと。配置予定管理（主

任）技術者の下に本業務を担当する技術者を複数配置することができる。 

（１５） 配置予定管理（主任）技術者は、屋外宿泊施設もしくは１ha 以上の広場・公園に関する

業務に対して、管理（主任）技術者又は担当技術者として、平成２３年度以降に受託した

業務の実績が１案件以上あること。 

なお、業務とは、以下の①～④の内いずれかの業務とする。 

①屋外宿泊施設もしくは１ha以上の広場・公園等の基本構想に関する業務  

②屋外宿泊施設もしくは１ha以上の広場・公園等の基本計画に関する業務  

③屋外宿泊施設もしくは１ha以上の広場・公園等の基本設計に関する業務  

④屋外宿泊施設もしくは１ha以上の広場・公園等の実施設計に関する業務  

（１６）配置予定管理（主任）技術者は、以下のいずれかの資格を有すること。 

    ①技術士（総合技術監理部門：建設‐都市及び地方計画） 

    ②技術士（建設部門:都市及び地方計画） 

    ③ＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画）資格を有し、ＲＣＣＭ登録証の交付を受けてい

る者 

※技術士・ＲＣＣＭとは 

国土交通省が定めた「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技

術者資格登録規程」（平成２６年１１月２８日国土交通省告示第１１０７号）の

うち、都市計画に関するものとする。 
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６ 日程 

番号 項  目 日  程 備 考 

１ 公募開始 令和４年１０月３日（月） 町ホームページ・窓口 

２ 参加表明書等に関する質問受付 
令和４年１０月３日（月）～  

１０月１１日（火）１６時まで 
電子メール 

３ 参加表明書等に関する質問回答 令和４年１０月１７日（月）１７時まで 町ホームページ 

４ 参加表明書等の受付 
令和４年１０月３日（月）～  

１０月１７日（月）１６時まで 
持参 

５ 第一次審査 書類審査 令和４年１０月１９日（水）  

６ 第一次審査結果通知発送 令和４年１０月２５日（火） 
町ホームページ及び

電子メール・郵送 

７ 企画提案書等に関する質問受付 
令和４年１０月２１日（金）～  

１１月７日（月）１６時まで 
電子メール 

８ 企画提案書等に関する質問回答 令和４年１１月１１日（金）１７時まで 電子メール 

９ 企画提案書等の受付 
令和４年１０月２５日（火）～  

１１月１５日（火）１６時まで 
持参 

１０ 
第二次審査  

ヒアリング（プレゼンテーション） 
令和４年１１月２１日（月）  

１１ 第二次審査結果通知 令和４年１１月２８日（月） 
町ホームページ及び

電子メール・郵送 

１２ 契約締結 令和４年１１月３０日（水）予定  

※各期日は、状況によって日程を変更する場合がある。 

７ 質問の受付及び回答 

 （１）参加表明書等に関する質問 

    ①提出期限 

令和４年１０月３日（月）～令和４年１０月１１日（火）１６時まで。 

    ②提出方法 

     下記アドレスに電子メールにて質問すること。電子メール以外での方法で提出され

た質問に対しては回答しない。また、電子メール送信後に、担当者へ受信確認の電

話連絡を行うこと。ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く平日午前９時から１６時

までとする。 

     川崎町商工観光課 E-mailアドレス syoukou@town.fukuoka-kawasaki.lg.jp 

③提出様式 

  電子メール送信の際の件名は、次のとおりとする。 

件名 川崎町 De・愛キャンプ場整備基本構想・基本計画策定業務委託に関する質問

について 

mailto:syoukou@town.fukuoka-kawasaki.lg.jp
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  質問の詳細は、「質問書」（様式１）に記載し、電子メールに添付すること。 

④回答方法 

   すべての質問に対する回答は、令和４年１０月１７日（月）１７時までに、川崎町

ホームページに随時掲載する。また、質問を行った企業名は公表しない。 

（２）企画提案書等に関する質問 

①提出期限 

令和４年１０月２５日（火）～令和４年１１月７日（月）１６時まで。 

    ②提出方法 

     上記の「参加表明書等に関する質問 ②提出方法」を参照。 

    ③提出様式 

  上記の「参加表明書等に関する質問 ③提出様式」を参照。 

  なお、質問の詳細は、「質問書」（様式１０）に記載し、電子メールに添付すること。 

④回答方法 

  すべての質問に対する回答は、令和４年１１月１１日（金）１７時までに、第二次

審査参加決定者全員に随時電子メールで回答する。また、質問を行った企業名は公

表しない。 

８ プロポーザルへの参加について 

参加表明者は、以下に定める事項に従い、必要書類を作成の上、提出期限までに提出する

こと。 

（１）参加表明書等提出書類 

番

号 
提出書類 適 用 

１ 参加表明書（様式２）  

２ 会社概要書（様式３） 

・履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）の写しを添付

すること 

・納税証明書（「法人税」及び「消費税及び地方消費税」

について未納税額のない証明書。また、川崎町税の課

税がある事業者のみ滞納のない証明書）の写しを添付

すること 

３ 役員等調書及び照会承諾書（様式４）  

４ 業務実績書（様式５） 
・参加企業の５ 参加資格要件（１３）に関する業務実績

内容が分かる契約書等の写しを添付すること 

５ 業務実施体制表（様式６） ・本業務を担当する者を全て記載すること 

６ 情報セキュリティ方針（様式７） 
・ＩＳＯ等の資格を保有している場合は、保有資格を証

明する書類（資格証明書の写し等）を添付すること 

７ コンプライアンス方針（様式８） 
・企業で方針を定めている場合は記載すること 

 また、ホームページ等に掲載している場合は、その写
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しを添付すること 

８ 

配置予定管理（主任）技術者・担当技

術者経歴書 

（様式９－１、９－２） 

・配置予定管理（主任）技術者（配置予定担当技術者に

ついては資格を保有している場合）の５ 参加資格要

件（１６）に関する保有資格を証明する書類（資格者

証明書の写し等）を添付すること 

・配置予定管理（主任）技術者（配置予定担当技術者に

ついては業務実績がある場合）の５ 参加資格要件（１

５）に関する業務に携わったことが分かる業務履行証

明書及び契約書の写しを添付すること 

・配置予定管理（主任）技術者の参加企業との雇用関係

の分かる書類（雇用保険証等の写し）を添付すること 

①提出期限 

令和４年１０月３日（月）～令和４年１０月１７日（月）まで。 

ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く平日午前９時から１６時までとする。 

②提出部数 

１）参加表明書等提出書類番号１は１部提出すること。 

２）参加表明書等提出書類番号２から番号８は１０部提出すること。 

③提出方法及び提出先 

  １）提出書類は、Ａ４サイズで提出すること。 

２）参加表明書等提出書類番号２から番号８は、番号順に並べ、各提出書類の次に各提

出書類に必要な添付資料を添えて、左上１箇所をホッチキス留めし提出すること。 

３）〒８２７―８５０１ 

福岡県田川郡川崎町大字田原７８９－２ 

川崎町 商工観光課 商工観光係へ持参により提出すること。 

④辞退等について 

   参加表明書等の書類を提出後に辞退する場合は、辞退届（様式１４）を提出すること。 

（２）企画提案書等提出書類（第二次審査参加決定者） 

企画提案者は、以下に定める事項に従い、必要書類を作成の上、提出期限までに提出する

こと。 

番

号 
提出書類 適 用 

１ 企画提案書提出届（様式１１）  

２ 

企画提案書「基本構想及び基

本計画」 

（様式１２） 

・「川崎町 De・愛キャンプ場整備基本構想・基本計画策定

業務委託公募型プロポーザル企画提案書作成要領」及

び「川崎町 De・愛キャンプ場整備基本構想・基本計画

策定業務委託仕様書」を参照すること 

３ 参考見積書（様式１３） 
・積算内訳書を添付すること 

・金額には消費税及び地方消費税を含むこと 

①提出期限  

   令和４年１０月２５日（火）～令和４年１１月１５日（火）まで。 
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ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く平日午前９時から１６時までとする。 

②提出部数 

１）企画提案書等提出書類番号１は１部提出すること。 

２）企画提案書等提出書類番号２は「川崎町 De・愛キャンプ場整備基本構想・基本計画

策定業務委託公募型プロポーザル企画提案書等作成要領」の「１ 一般事項」に基づ

いて、１０部提出すること。 

３）企画提案書等提出書類番号３は原本１部とコピー９部提出すること。 

③提出方法及び提出先 

１）提出書類は、Ａ４サイズで提出すること。ただし、企画提案書（様式１２）は、Ａ

３サイズで作成し、提出すること。 

２）企画提案書等提出書類番号１から番号３は、番号順に並べ、左上１箇所をホッチキ

ス留めし提出すること。 

３）〒８２７―８５０１ 

福岡県田川郡川崎町大字田原７８９－２ 

川崎町 商工観光課 商工観光係へ持参により提出すること。 

④辞退等について 

   企画提案書等の書類を提出後に辞退する場合は、辞退届（様式１４）を提出すること。 

９ 契約候補者の選定方法 

本要領、仕様書等に基づき提出された各書類について、以下の方法により『川崎町 De・愛

キャンプ場整備基本構想・基本計画策定業務事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）』

で審査を行い、第一次審査及び第二次審査の評価項目における総配点の６０％以上を獲得し

た事業者の中から総合的に判断して最優秀者１者と優秀者１者を選定する。 

（１）第一次審査 書類審査 

   ①実施日  

令和４年１０月１９日（水） 

   ②審査方法 

参加表明書等提出書類の番号２～番号８を書類審査し、総合的に判断して上位３者～

５者程度決定する。 

③審査結果 

第一次審査の結果は、令和４年１０月２５日（火）１７時までに、川崎町ホームペー

ジに掲載する。第一次審査により選定された参加表明者には電子メールで通知し、あ

わせて郵送で別途通知する。 

（２）第二次審査 ヒアリング（プレゼンテーション） 

   第一次審査によって選定された参加表明者に対して、「川崎町 De・愛キャンプ場整備基

本構想・基本計画策定業務委託公募型プロポーザルにおけるヒアリング（プレゼンテー

ション）審査実施要領」によりヒアリング（プレゼンテーション）審査による選考を行

う。※新型コロナウイルス感染拡大状況等により、審査方法が変更する場合がある。 

   ①実施日  

令和４年１１月２１日（月）※時間等詳細については、後日、別途通知する。 
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    場所 川崎町役場庁舎２階 入札室（予定） 

   ②発表時間等 

１者準備時間５分、説明時間２５分及び１０分の質疑応答時間を設ける。説明は企画提案

書に沿った内容とし、追加資料は認めない。 

③審査結果 

審査結果は、令和４年１１月２８日（月）１７時までに川崎町ホームページに掲載す

る。第二次審査の対象者に対し、電子メールで通知し、後日、文書を送付する。 

（３）審査項目 

審査は以下の項目について行う。なお、選定委員会での選考は非公開とする。 

評価項目 評価事項 配点 

第
一
次
審
査
評
価
項
目 

業務実績及び 

業務の実施体制 

・参加企業が平成２３年度以降に受託した業務の実績（件

数・内容）で評価する。 

・業務が適切に遂行されるように、実施体制が確保され

ているか評価する。 

・情報セキュリティやコンプライアンスが保たれている

か等について評価する。 

・配置予定管理（主任）技術者・担当技術者の資格で評

価する。 

・配置予定管理（主任）技術者・担当技術者が平成２３

年度以降に受託した業務の実績（件数・内容）で評価す

る。 

２５点 

第
二
次
審
査
評
価
項
目 

企画提案書の 

内容 

・業務における事業者としての事業方針を評価する 

（本町の実情を踏まえた上で、独自性を持った発想が

あるかどうか。また、これら提案内容が実現可能であ

り、課題や留意点を明確にした上で、実現性を裏付け

る手法が明示されているか。） 

・業務の理解度や取組意欲について、業務の目的、条件、

内容等を評価する。 

・業務工程、作業フロー等が現実に沿ったものであるか

評価する。 

・ヒアリング（プレゼンテーション）において内容に対

する選定委員の理解のほか、質疑応答にかかる対応を

評価する。 

７０点 

提案価格 ・参考見積書の適性を評価する。 ５点 

１０ 失格事項 

  次のいずれかに該当するときは、失格とする。 

①本実施要領等で定めた要件、期限、方法等を遵守しない場合 

②参考見積書の金額が予定額を超過している場合（消費税及び地方消費税含む。） 
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③提出書類及びヒアリング（プレゼンテーション）等に虚偽の記載や説明があった場合 

④審査結果に影響をあたえるような不正行為が発覚した場合 

⑤契約締結の日までに、５に記載の参加資格を満たさなくなった場合 

⑥その他本実施要領に違反すると認められた場合 

１１ 契約 

最優秀者に選定された者と予算の範囲内で随意契約を行う。最優秀者との契約が合意に

いたらなかった場合は、優秀者に選定された者と予算の範囲内で随意契約を行うものとす

る。 

１２ その他 

   ①第一次審査、第二次審査ともに、審査に対する異議の申立ては受け付けない。 

   ②本プロポーザルにかかる費用については、全て参加者の負担とする。 

   ③提出にかかる書類等については、返却しない。 

   ④書類の提出後の差し替え、再提出は認めない。また、提出した書類に記載した配置予

定管理（主任）技術者及び担当技術者は変更できないものとする。ただし、病休・死

亡・退職等極めてやむを得ない理由により変更を余儀なくされた場合は、同等以上の

技術者を再配置し、かつ川崎町の了承を得なければならない。 

   ⑤提出された書類等は、提案者に無断で提案の審査以外の目的で使用しない。 

   ⑥電子メール等の不着等の通信事故については、本町はいかなる責任も負わない。 

   ⑦本要領に規定されていない事項が発生した場合は、選定委員会と担当部署が協議して

決定するものとする。 

１３ 担当部署（提出・問合せ先） 

   〒８２７―８５０１ 

福岡県田川郡川崎町大字田原７８９－２ 

川崎町 商工観光課 商工観光係 

   電 話：０９４７－７２－３０００（内線２２６） 

   ＦＡＸ：０９４７－７２－３４１６ 

   E-mail：syoukou@town.fukuoka-kawasaki.lg.jp 

      担 当：野相、廣畑、田邉 
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