「史跡由義寺跡整備基本計画策定支援業務」
委託事業者募集要領【公募型プロポーザル方式】
１

事業の目的
本市では、平成 30 年２月 13 日付文部科学省告示第 23 号において「由義寺跡」が国史跡に指定（「史
跡由義寺跡」と呼称）され、同年 7 月 30 日付文化庁告示第 68 号において本市が同史跡の管理団体に
指定されました。その後、当該史跡指定地は、平成 30 年度に本市において公有化しました。
この度、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 129 条の２の規定に基づき策定し、令和３年
３月 19 日に国より認定された『史跡由義寺跡保存活用計画』
（八尾市ホームページで公開：
https://www.city.yao.osaka.jp/0000057358.html）をもとに、史跡由義寺跡の適切な保存と活用を
図るとともに、八尾市の新たな魅力として、多くの市民が気軽に訪れ、歴史に楽しみながら学べる空
間を創造するための史跡整備の基本的な計画となる『史跡由義寺跡整備基本計画』策定の支援業務に
ついて、次のとおり委託事業者を公募型プロポーザル方式により募集します。

２

提案に係る業務内容等
（１）業務名
史跡由義寺跡整備基本計画策定支援業務
（２）業務対象地
史跡由義寺跡：大阪府八尾市東弓削三丁目 1003 番外

12 筆等（図１参照）

（３）業務内容
別添 「史跡由義寺跡整備基本計画策定支援業務 仕様書」のとおり
（４）業務委託期間
委託契約締結日から令和４年 10 月 31 日まで（予定）
（５）委託料上限額
総額 ６,０００,０００円（諸経費、消費税等、本業務に係る一切の費用を含む。）
※消費税及び地方消費税については、令和元年 10 月１日施行の税率（10％）とする。
但し、令和３年度と令和４年度の年度ごとに委託料を支払うものとし、各年度の業務に応じた費
用を提案するものとする。

３

〔各年度の上限額〕 令和３年度

２,１５３,０００円（消費税及び地方消費税を含む）

令和４年度

３,８４７,０００円（消費税及び地方消費税を含む）

提案参加資格
次の（１）～（７）の要件を提案参加資格とする。
（１） 八尾市財務規則（昭和 39 年八尾市規則第 33 号）第 98 条の入札参加資格を備え、かつ、令和
３年度 八尾市物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿（物品、委託・役務等）もし
くは令和３年度 建設工事等競争入札参加資格者名簿【業務】への登録があること。
（２） 申請日において破産手続、更生手続、再生手続等が開始されていないこと。
（３） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に抵触しないこと。
（４） 「八尾市入札参加停止要綱」に基づく入札参加停止及び「八尾市契約関係暴力団排除措置要
綱」に基づく入札等排除措置を受けていないこと。
1

（５） 八尾市暴力団排除条例（平成 25 年八尾市条例第 20 号）第２条第２号に規定する暴力団員又
は同条第３号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
（６） 本業務を担当する拠点となる事務所または営業所が近畿２府４県にあること。
（７） 官公庁が発注する本業務と同種又は類似業務の実績を有すること。
４

スケジュール

No.

内 容

期限等

１

募集要領、仕様書等公表

令和３年６月７日（月）～７月８日（木）

２

募集要領、仕様書等に関する質問受付

令和３年６月７日（月）～６月 21 日（月）

３

募集要領、仕様書等に関する質問の回答

令和３年６月 25 日（金）まで

４

プロポーザル参加申請書等の提出

令和３年６月７日（月）～６月 28 日（月）

５

参加資格審査結果の通知

令和３年７月１日（木）までに通知

６

企画提案書等の提出

令和３年６月７日（月）～７月８日（木）

７

プレゼンテーション実施要請通知

令和３年７月 13 日（火）

８

委託候補者選定会議開催
（プレゼンテーション審査）

令和３年７月 20 日（火）（予定）

９

公募型プロポーザル委託者選定結果の通知

令和３年７月下旬
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契約の締結

令和３年７月下旬

５

プロポーザル参加に際しての注意事項
（１）失格または無効
以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格または無効となります。
ア 提案参加資格を満たしていないと認められた場合
イ 提出期限内に提出書類が提出されなかった場合
ウ 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合
エ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合
オ その他あらかじめ指示した事項に違反した場合
（２）複数提案の禁止
複数の企画提案書の提出はできません。
（３）返却
提出書類は、理由の如何を問わず返却しません。なお、提出書類は本件に係る委託候補者選定の
審査目的のみに使用し、他の目的には使用しません。
（４）費用負担
企画提案書の作成、提出、本プロポーザル参加等に要する経費は、すべて提案者の負担とします。
（５）その他
提案者はプロポーザル参加申請書（様式１）の提出をもって、本募集要領の記載内容に同意した
ものとみなします。
2

６

プロポーザル参加申請書等の提出
本委託業務に参加される事業者は「参加申請書」（様式１）、「事業者概要」（様式２）及び「誓

約書」（様式10）を各１部、下記の期日までに持参又は郵送で提出してください。
持参の場合は、事前に持参日時を電話もしくはメールにてお知らせください。郵送の場合は、到
着確認ができる形式で提出してください。
提出書類を確認し、参加資格要件を満たしているか審査し、「参加資格審査結果通知書」により
事業者に通知します。
なお、「８ 企画提案書等の提出」を同時に提出することができますが、参加資格要件を満たさ
ない事業者については、書類審査の対象とならないため、企画提案書等はお返しすることになりま
す。
（１）受付期間 令和３年６月28日（月）午後５時まで（必着）
（２）受付時間 午前９時から午後５時まで ※ただし、受付は土曜日、日曜日を除きます。
（３）提出書類 ①参加申請書（様式１）
②事業者概要（様式２）
③誓約書（様式 10）
（４）提出先

〒581-0003
大阪府八尾市本町一丁目 1 番１号 八尾市役所本館３階
八尾市 魅力創造部 観光・文化財課

７

参加申請書提出後の辞退について
参加申請書提出後、辞退する場合は、｢参加辞退届｣（様式９）を記入し、上記同様、持参か郵送

で提出してください。
なお、参加辞退届提出後はいかなる理由があっても、本プロポーザルの再参加は認めません。
８

企画提案書等の提出について
企画提案書等は、下記の（１）提出書類の①から⑥とし、原本１部、副本１部、コピー７部（計

９部）を持参又は郵送で提出してください。郵送の場合、到着確認ができる形式で提出してくださ
い。企画提案書等の提出については、事前のプロポーザル参加申請書等の提出により、参加資格要
件の審査が必要になります。
選定会議・プレゼンテーションは提案者名を伏せて行うので、コピー分には提案者を特定できな
いよう、会社名等は記載しないでください。
（１）受付期間 令和３年６月７日（月）から 令和３年７月８日（木）午後５時まで（必着）
（２）受付時間 午前９時から午後５時まで ※ただし、受付は土曜日、日曜日を除きます。
（３）提出書類

①企画提案書（様式３）
②類似業務実績(様式４)
③業務の実施体制（様式５-１・５-２）
④提案の内容（様式６-１～４）
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⑤経費見積価格（様式７）
⑥提案概要書（任意様式）
（４）提出先

〒581-0003
大阪府八尾市本町一丁目 1 番１号 八尾市役所本館３階
八尾市 魅力創造部 観光・文化財課

９ 提案様式の記載上の留意事項
ア．２（５）
「委託料上限額」に示す金額の範囲内で実施できるものとします。
イ．提案書類（様式３～７）は、Ａ４縦左綴じの印刷物で、片面換算で 30 頁以内（表紙、目次
用語集、別紙、参考資料等含む）とします。
必要に応じてＡ４横、Ａ３縦横でも差し支えありませんが、Ａ３版がある場合は、該当頁を
２頁相当分として数えます。
ウ．様式５～７の内容をまとめた提案概要書（Ａ４片面換算で 10 頁程度。任意様式。
）をあわせ
て作成してください。なお、提案概要書は、情報公開の対象とするので、提案者として公表
不可の内容や個人情報に関する内容は記載しないでください。
エ．提出書類の記載に当たっては、簡潔明瞭に記載するとともに、必要に応じて図表を活用する
など、専門知識を有しない者でも理解できるように分りやすい表現、内容としてください。
また、様式３～７については、任意様式を可とします。但し、記入項目の変更は不可です。
オ．提出書類提出後の修正、差し替え又は再提出は認められません。
カ．当該事業の申請にかかる事前説明会は開催しません。
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提案に関する質問等

（１）受付期間
令和３年６月７日（月）午前９時から令和３年６月 21 日（月）午後５時まで
（２）質問方法
質問は「質問書」
（様式８）を使用し、以下のメールアドレスに電子メールにて行ってくだ
さい。口頭・電話での質問は受け付けませんが、電子メール送信の際には、電話にてメール
到達の確認をしてください。
E-mail：k-bunkazai@city.yao.osaka.jp・電話：072-924-8555
※件名は、「史跡由義寺跡整備基本計画策定支援業務質問」とし、本文の頭書には「事業
者名、担当者名、電話番号」を明記してください。
（３）回答
令和３年６月 25 日（金）午後４時までに本市ホームページ上に回答を掲載します。
11

選定方法
プレゼンテーション参加者から委託候補者を選定します。
なお、提案参加者が５者を超える場合は、
「12

審査項目及び評価内容」に基づく書類審査を実

施し、書類審査の結果、上位５位の提案参加者に対して、プレゼンテーションを行うものとします。
プレゼンテーション参加の可否については、７月 13 日（火）に電子メールにて通知します。
プレゼンテーション
4

（１）日程・場所
日 程

令和３年７月 20 日（火）
（予定）

場 所

八尾市水道局 ３階（八尾市光南町１－４－３０）

プレゼンテーションの実施場所及び開始時間の詳細は、それぞれに電子メールで通知します。
（２）提案内容の説明等
ア．提案概要書に基づき、提案内容の説明を行うものとします。なお、プレゼンテーション
実施にあたり、追加資料の提出やパソコン等の使用は認めません。
イ．提案説明は１事業者あたり 30 分以内とし、内訳として説明 15 分以内、質疑応答 15 分
程度とします。
ウ．参加者は２名までとします。
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審査項目及び評価内容
別紙 委託候補者選定基準のとおり

13

審査結果
審査結果は、令和３年７月下旬にプレゼンテーション参加者全員に郵送で通知するとともに 本

市のホームページで公表します。

14

契約の締結
委託候補者と本市が協議し、
「史跡由義寺跡整備基本計画策定支援業務 仕様書」を確認したう

えで、契約を締結します。仕様書の内容は、提案された内容が基本となりますが、委託候補者と本
市との協議により最終的に決定します。
なお、契約締結までに「５（1）プロポーザル参加の失格または無効の事項」に該当した場合は、
契約の締結を行いません。

15

契約保証金
契約保証金は契約金額の 5／100 以上とします（但し、利子は付しません）。但し、八尾

市財務規則第122条に該当するときは、契約保証金を免除することができます。
16 問合せ先
〒581-0003 大阪府八尾市本町一丁目 1 番１号 八尾市役所本館 ３階
八尾市 魅力創造部 観光・文化財課 文化財係
TEL ：072－924－8555（直通）/FAX ：072－924－3995/E-mail：k-bunkazai@city.yao.osaka.jp

【史跡由義寺跡の参考図書】
八尾市教育委員会

2018『由義寺の塔の物語』

八尾市教育委員会編

2018『大阪府八尾市所在由義寺跡遺構確認調査報告書－塔基壇の調査－』

八尾市教育委員会編

2019『国史跡由義寺跡第 1 次発掘調査概報－塔基壇の調査－』

八尾市教育委員会編

2021『史跡由義寺跡保存活用計画』
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図１ 史跡由義寺跡の位置
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