久留米シティプラザ管理運営改善コンサルティング業務
公募型プロポーザル実施要項
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目

的
久留米 シテ ィプラ ザ（ 以下、「シ ティプ ラザ 」とい う） は開館 から ３年が 経過 し、文 化

芸術 、広域 交流 、経済 波及効 果の 面での 成果 が表れ てい る一方 、管 理運営 に多 額の費 用 を
要して おり 、持続 的か つ安定 的な 運営の ため には、収支 の改善 及び 市民理 解の 促進が 必 要
となっ てい る。
本業務 は、シティ プラ ザの管 理運 営の改 善に 資し、設置 目的を 踏ま えた効 果的 効率的 な
施設運 営を 図るた め、ホール・劇 場など 施設 運営に 関す る専門 的な 視点で のコ ンサル テ ィ
ング業 務を 委託す るも のであ る。
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業務概要
(1) 業務名
久留米 シテ ィプラ ザ管 理運営 改善 コンサ ルテ ィング 業務
(2) 業務の 内容 （ 別紙 １ 仕 様書参 照）
① 現状の 調査 分析と 課題 抽出
シティ プラ ザの維 持管 理業務 や運 営体制 、収 入確保 の状 況など につ いて、 設置 目的や
公の施 設と しての 視点 を踏ま えた 現状分 析と 課題の 抽出 を行う 。
② 管理運 営改 善策の 提案
上記① を踏 まえ、 下記 の施設 運営 や経営 に関 する項 目に ついて 、具 体的改 善策 の提案
を行う とと もに、 その 効果や 実効 性の整 理・ 考察を 行う 。
(ア)

収入の 確保 につい て

(イ)

支出の 削減 につい て

(ウ)

その他 の管 理運営 の改 善につ いて （利用 者サ ービス の向 上や市 民理 解の促 進

など）
③ 報告書 の作 成
上記① 及び ②につ いて 、
「久 留米シ ティプ ラザ 管理運 営改 善コン サル ティン グ業 務 に 関
する報 告書 」を作 成す る。
(3) 提供資 料
選定さ れた 事業者 には 、守秘 義務 を課し た契 約を締 結し た上で 、業 務に必 要な データ や
資料等 の提 供を行 う。
(4) 業務期 間
契約締 結の 日の翌 日か ら 100 日後 まで
(5) 成果物
① 提出物
「久留 米シ ティプ ラザ 管理運 営改 善コン サル ティン グ業 務に関 する 報告書 」
② 提出物 の規 格及び 部数
(ア)

紙媒体

5部

(イ)

電子媒 体

1部

(6) 委託限 度額
3,000,000 円（消 費税 及び地 方消 費税を 含む 。）※ 限度 額を上 回る 提案は 受理 しない 。
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参加資格
次に掲 げる 要件を すべ て満た す法 人であ るこ と。ま た、 共同企 業体 の場合 は、 代表構 成員
が次の 各号 の全て の要 件を満 たす こと。
① 劇場・ 音楽 堂、公 共施 設等に 関す る以下 の業 務実績 のい ずれか を有 するこ と。
(ア)

施設運 営や 事業実 施に 関する 業務

(イ)

施設の 経営 や収支 の改 善に関 する 業務

(ウ)

定性・ 定量 調査及 びそ の分析 に関 する業 務

② 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 に該当 しな い者で あ
ること 。
③ 国税（ 法人 税又は 所得 税及び 消費 税をい う。）を完 納し ている こと 。
④ 参加申 込者 の所在 地の 区分に 応じ 、次に 定め る地方 税等 を完納 して いるこ と。
・久留 米市

県税 及び 市税並 びに 個人事 業主 にあっ ては 国民健 康保 険料

・久留 米市 以外の 福岡 県内

県税

⑤ 久留米 市の 指名停 止措 置を受 けて いない こと 。
⑥ 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 条に規 定
する暴 力団 員(以 下「 暴力団 員」 という 。)でない こと 、又は 法人 であっ てそ の役員 が
暴力団 員で ないこ と。
⑦ 会社更 生法（平 成 14 年法律 第 154 号 ）に基 づき更 生手 続き開 始の 申し立 てが なされ て
いる者 でな いこと 、又 は民事 再生 法（ 平成 11 年法 律第 225 号 ）に 基づく 再生 手続開 始
の申立 てが なされ てい る者で ない こと。
⑧ 手形交 換所 による 取引 停止処 分、 主要取 引先 からの 取引 停止等 の事 実があ り、 経営状
態が著 しく 不健全 であ ると認 めら れる者 でな いこと 。
⑨ 市との 協議 に柔軟 、真 摯に対 応で きるこ と。 業務に つい ての守 秘義 務を遵 守で きるこ
と。
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プロポーザル実施スケジュール
募 集 要項配 布及 び質疑 受付 開始

2019 年 3 月 26 日（ 火）

質疑受 付終 了

2019 年 4 月 5 日 （金 ）

質疑 回答（ 予定 ）

2019 年 4 月 12 日（ 金）

参加 表明書 及び 提案書 提出 期限

2019 年 4 月 18 日（ 木）

プレゼ ンテ ーショ ン審 査（予 定）

2019 年 4 月 25 日（ 木）

審査結 果通 知書発 送（ 予定）

2019 年 5 月 7 日 （火 ）

契約内 容決 定・契 約締 結（予 定）

2019 年 5 月 10 日（ 金）

※受付 時間 はいず れも 平日 10 時 から 17 時 までと する 。
※実施 期間 または 期日 につい ては 、変更 する ことが ある 。
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質問の受付及び回答
本プロ ポー ザルに 関す る質問 につ いては 、久 留米シ ティ プラザ 管理 運営改 善コ ンサル テ
ィング 業務 に関す る質 問書【 様式 １】を 使用 するこ と。下記の 方法 により 受付 し、回 答 は
一括し て Web サイ トに て回答 する 。
① 提出方 法
持参、も し くは電 子メ ール・フ ァ クスと する 。電子メ ー ルおよ びフ ァクス の場 合は い
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ずれも 送信 後、着信 確 認の電 話連 絡をす るこ と。電話 等 による 口頭 による 質問 は受 け
付けな い。 また、 質問 期限以 降の 質問は 、一 切受け 付け ない。
※電子 メー ルでの 提出 は、Word 形 式。
② 提出期 限
2019 年 4 月 5 日 （金 ）17 時 まで （必着 ）。
③ 提出先
「12

提 出 ・ 問 合 せ 先 」を参 照の こと。

④ 質問回 答（ 予定）
2019 年 4 月 12 日（ 金）
6

提出書類
(1) 提出書 類一 覧
本プロ ポー ザルに 参加 しよう とす る事業 者は 、以下 の書 類を準 備し 、作成 の上 、提出 す
ること 。
書

類

名

提出部数

①プロポーザル参加申込書【様式２－１】

提出期限

正本 1 部

《該当者のみ》共同企業体協定書【様式２－２】

正本 1 部

②商業登記簿謄本全部証明書等

正本 1 部

③役員等調書及び照会承諾書【様式３】

正本 1 部

④ 納 税 (滞 納 な し )証 明 書

正本 1 部

2019 年 4 月 18 日 (木 )

⑤業務実施体制及び業務工程【様式４－１】

正本 1 部

17 時 ま で ［ 必 着 ］

⑥業務実績一覧表【様式４－２】

正本 1 部
正本 1 部

⑦企画提案書【様式５】
⑧見

積

副本 6 部

書【様式６】

正本 1 部

(2) 提出書 類の 留意事 項
① プロポ ーザ ル参加 申込 書
【様式 ２－ １】に 必要 事項を 記載 し、押 印す ること 。
共同企 業体 で参加 する 場合は 、
【 様 式２－ ２】に代表 構成 員及び その 他構成 員を 記載し 、
それぞ れ押 印する こと 。なお、
【 様式２ －１ 】には代 表 構成員 の事 項を記 載し 、押印 す
ること 。
② 商業登 記簿 謄本全 部証 明書等
取得よ り３ ヶ月以 内の もので ある こと。
共同企 業体 で参加 する 場合は 、す べての 構成 員分を 提出 するこ と。 なお、 構成 員に個
人事業 主が 含まれ る場 合は、 身分 証明書 を提 出する こと 。
③ 役員等 調書 及び照 会承 諾書
【様式 ３】 に必要 事項 を記載 し、 押印す るこ と。
共同企 業体 で参加 する 場合は 、す べての 構成 員分を 提出 するこ と。
④ 納税（ 滞納 なし） 証明 書
以下の 所在 地区分 に応 じて、各官 庁及び 地方 公共団 体等 が証明 する 書類を 提出 す る こ
と。共 同企 業体で 参加 する場 合は 、すべ ての 構成員 分を 提出す るこ と。
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(ア)

久留米 市内 に所在 する 事業者

・ 法人税 、所 得税、消費 税など 国税 に未納 がな い証明（個 人の場 合「 納税証 明 書
その３ の２ 」、法 人の 場合「 納税 証明書 その ３の３ 」）
・ 法人事 業税 、個人 事業 税など 福岡 県税に 未納 がない 証明
・ 法人市 民税 、市 県民 税 、固 定資 産 税、軽自 動 車税な ど久 留米市 税に 滞納が ない
証明
(イ)

久留米 市外 で、福 岡県 内に所 在す る事業 者

・ 法人税 、所 得税、消費 税など 国税 に未納 がな い証明（個 人の場 合「 納税証 明 書
その３ の２ 」、法 人の 場合「 納税 証明書 その ３の３ 」）
・ 法人事 業税 、個人 事業 税など 福岡 県税に 未納 がない 証明
(ウ)

福岡県 外に 所在す る事 業者

・ 法人税 、所 得税、消費 税など 国税 に未納 がな い証明（個 人の場 合「 納税証 明 書
その３ の２ 」、法 人の 場合「 納税 証明書 その ３の３ 」）
⑤ 業務実 施体 制及び 業務 工程
【様式 ４－ １】に 必要 事項を 記載 し、押 印す ること 。
⑥ 業務実 績一 覧表
【様式 ４－ ２】に 必要 事項を 記載 し、押 印す ること 。
⑦ 業務履 行に 係る企 画提 案書
正本 1 部に のみ、
【 様 式５】に 必 要事項 を記 載し、企 画 提案書 の表 紙とす るこ と（副本
には不 要）。なお、企 画提案 書本 編の様 式は 任意と する が、別紙 １（仕様書）及び下 記
の「企 画提 案書の 構成 とポイ ント 」に基 づき 作成す るこ と。
[企画 提案 書の構 成と ポイン ト]
区

１

分

現状分析と
課題抽出

内

容

シティ プラ ザの維 持管 理業務 や運 営体制 、収 入確保 の状 況など
につい ての 現 状 分 析 と 課 題 抽 出 の た め の 視 点 や 調 査 項 目 、 分 析 方
法を記載すること。
下 記 の 施 設 運 営 や 経 営 に 関 す る 項 目 に つ い て 、 改 善 策 提 案 の 視 点、

２

管理運営
改善策の
提案

その提案の効果についての具体的な分析や根拠を記載すること。
①

収入の確保について

②

支出の削減について

③

その他 の管 理運営 の改 善につ いて（利 用者サ ービス の向 上や
市民理 解の 促進な ど）

⑧ 見積書
【様式 ６】 は、本 業務 に要す るす べての 経費 を見積 もり 、消費 税及 び地方 消費 税相当
額を含 めた 上で記 載し 、必ず 押印 するこ と。 なお、 各積 算項目 の内 訳につ いて も記載
するこ と。
(3) 各書類 提出
提案者 は、 上記「 (1)提出書 類一 覧」に 定め た書類 とそ の部数 準備 し、提 出す ること 。
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なお、 提案 は各者 1 案 とし、 参加 資格を 確認 し、資 格を 有する 提案 者の提 案の み審査 を
行う。
① 提出期 限
2019 年 4 月 18 日（ 木）17 時

必着

② 提出方 法
持参又 は郵 送にて 提出 するこ と。 なお、 郵送 の場合 は、 受け取 り日 時及び 配達 された
ことが 証明 できる 方法 による こと とし、 ①に 記載す る提 出期限 内に 到着し たも のに限
り受け 付け る。郵 便事 故等に つい ては、 市は その責 めを 負わな い。
③ 提出先
「12

提 出 ・ 問 合 せ 先 」を参 照の こと。

④ 受領の 通知
提出書 類受 領の通 知は 、2019 年 4 月 19 日（ 金）ま でに 発送す る。 2019 年 4 月 23 日
（火） を過 ぎても 受領 の連絡 がな い場合 は、 問合せ 先へ 確認す るこ と。
⑤ 留意事 項
提出さ れた 提案書 等は 、返還 、差 替え、 変更 又は取 消し するこ とが できな いた め、提
出する 際は 、内容 に間 違いや 漏れ がない かど うか等 を十 分に確 認し て提出 する こと。
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審査方法
(1) 審 査及 び評価 基準 につい て
プレゼ ンテ ーショ ン審 査にお ける 提案内 容の 評価を 総合 的に判 断し 、本業 務に 最も適 し
た応募 事業 者を選 定す る。提案 内 容につ いて は 別紙 ２（ 評価基 準 ）に基づ き評 価を行 う。
なお、 参加 者が１ 者の みの場 合は 、本プ ロポ ーザル を中 止する こと がある 。
①

プレゼ ンテ ーショ ン実 施日（ 予定 ）

2019 年 4 月 25 日(木)

② 実施場 所

企画提 案書 を提出 した 者に対 して 別途通 知す る。

③ 提案時 間

15 分以 内

④ 質疑応 答

10 分程 度

⑤ 参加人 数

2 人以 内

⑥ 留意事 項
プレゼ ンテ ーショ ン審 査時の 資料 は、「6

提 出 書 類 -（1）提出 書類 一覧」 の「 ⑧

企画提 案書 」のみ とす る。そ の他 の手段 、追 加資料 は認 めない 。
(2) 評 価点 につい て
本プロ ポー ザル選 定委 員会が 審査 ならび に評 価点の 算出 を行い（評 価点の 最高 点は50点 ）、
評価点 の合 計が最 も高 い事業 者を 受託候 補者 とする 。
(3)選 定最 低基準 点に ついて
評価点 の最 高点の 総合 計額の 6 割 （小数 点以 下四捨 五入 ）を選 定最 低基準 点と し、評 価
点の合 計が 選定最 低基 準点に 満た ないも のは 、契約 候補 としな いこ とがで きる 。
8

審査結果
審査 の結 果につ いて は、結 果通 知書を 2019 年 4 月 30 日（ 火） に発送 する (予定)。
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失格事項
次の いずれ かに 該当し た場 合は、 その 者を失 格と する。
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①

参加資 格要 件を満 たし ていな い場 合又は 満た さなく なっ た場合

②

提出書 類に 虚偽の 記載 があっ た場 合、ま たは 提出書 類に 不備が あっ た場合

③

実施要 項で 示され た条 件に適 合し ない書 類の 提出が あっ た場合

④

選定結 果に 影響を 与え るよう な不 誠実な 行為 を行っ た場 合

⑤

プレゼ ンテ ーショ ンを 正当な 理由 なく欠 席し た場合

⑥

価格提 案書 の金額 が、 上限額 を超 過した 場合

⑦

複数の 提案 をした 場合

参加に際しての留意事項
①

提案書 の作 成等に 要す る費用 は、 応募事 業者 の全額 負担 とする 。ま た、提 出さ れ
た企画 提案 書等は 返却 しない 。

②

提出期 限以 後の書 類の 提出、 再提 出、記 載内 容の修 正及 び変更 は認 めない 。

③

提出書 類は 、本プ ロポ ーザル のみ に使用 し、 目的外 には 使用し ない 。

④ 企画提 案書 の著作 権は 、当該 企画 提案書 を作 成した もの に帰属 する ものと する 。
ただし 、本 市と契 約に 至った もの が作成 した 企画提 案書 につい ては 、市が 必要 と
認める 場合 には、 あら かじめ 通知 するこ とに よりそ の一 部また は全 部を無 償で 使
用（複 製、 転記、 又は 転写を いう 。）す るこ とがで きる ものと する 。
⑤

審査に 対す る異議 を申 し立て るこ とはで きな い。

⑥

市は提 出さ れた企 画提 案書等 につ いて 、久 留 米市情 報公 開条例（ 平 成 13 年 9 月 28
日）の 規定 による 請求 に基づ き、 第三者 に開 示する こと ができ るも のとす る。
ただし 、法 人等の 競争 上の地 位そ の他正 当な 利益を 害す ると認 めら れる情 報は 非
開示と なる 場合が ある 。また 、本 プロポ ーザ ルによ る契 約締結 前に おいて 、公 正
又は適 正な 候補者 選定 に影響 が出 る恐れ があ る情報 につ いては 決定 後の開 示と な
る。
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契約に関する留意事項
① 受託候 補者 に選ば れた 応募事 業者 は、本 業務 に係る 第一 順位の 契約 交渉権 を得 る
ものと する 。
② 本市は 受託 候補者 と久 留米市 契約 事務規 則に 基づき 随意 契約を 締結 する。 なお 、
契約に つい ては提 案内 容と本 市の 意向に つい て受託 候補 者と協 議調 整を行 った う
えで締 結す る。
③ 契約交 渉が 不調に 終わ った場 合、 市は、 次順 位の者 を繰 り上げ のう え契約 交渉 を
行い、 所定 の手続 きを 進める 。
④ 提案書 に記 載され た事 項は、
「久留 米シテ ィプ ラザ管 理運 営改善 コン サルテ ィ ン グ
業務仕 様書 」とあ わせ 、契約 時の 仕様書 とし て扱う もの とする 。た だし、 本業 務
の目的 達成 のため に修 正すべ き事 項があ ると 市が判 断し た場合 には 、本市 と受 託
候補者 との 協議に より 、項目 の追 加、変 更又 は削除 、見 積り金 額等 の変更 を行 う
ことが ある 。
⑤ 契約締 結後 、受託 事業 者に契 約違 反、失 格事 項、不 正行 為等が 判明 した場 合、 本
市は契 約を 解除す るこ とがで きる ものと する 。この 場合 は、本 市は 次順位 の者 を
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繰り上 げの うえ、 契約 交渉を 行い 、所定 の手 続きを 進め ること がで きる。
⑥ ⑤によ り契 約を解 除さ れた受 託事 業者は 、解 約解除 に伴 う損害 につ いて、 本市 に
対して 損害 請求で きな いもの とす る。
⑦ 支払い は、成果物 の検 収完了 後、請求書 の提 出があ った 日から 30 日以内 に支 払う
ことと する 。
⑧

受託事 業者 は本業 務に 関する すべ ての事 項に ついて 機密 を保持 する ものと し、 他
に漏ら した り、ま たは 利用し ては ならな い。

⑨ 本業務 の実 施にあ たり 、仕様 書に 定めの ない 事項及 び疑 義が生 じた 場合は 、そ の
都度本 市と 協議し 、そ の指示 に従 うもの とす る。
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提出・問合せ先
〒830-0031
福岡県 久留 米市六 ツ門 町 8-1
久留米 シテ ィプラ ザ（ 総務課 ：大 宝、益 岡）
電話

0942-36-3081（ 直通 ）

ファク ス

0942-36-3087

電子メ ール plaza@city.kurume.fukuoka.jp

7

