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１ 目的 

海田町都市計画マスタープランが平成２３年３月に策定されて以降，都市再生特別措

置法の改正をはじめ，海田町内では海田市駅南口土地区画整理事業の完成，広島市東部

地区連続立体交差事業の事業認可，東広島バイパスの工事進展等都市計画を取り巻く状

況は大きく変化している。 

また，海田町では令和２年度を目標とする第４次総合計画の改定を現在進めており，

将来の都市づくりの基本的な考え方も見直しが必要になっている。 

本業務は，これらの背景を踏まえて，今後の都市づくりの指針となる海田町都市計画

マスタープランの改定を行うとともに，少子・高齢化が見込まれる将来において，持続

可能な都市経営を行い，コンパクトで利便性の高い都市の実現を目指していくため海田

町立地適正化計画策定の支援を行うことができる，高度な発想力・計画能力，豊富な経

験等を有する最適な事業者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 概要 

（１） 業務名 

海田町都市計画マスタープラン改定及び海田町立地適正化計画策定支援業務 

（２） 業務内容 

別紙「海田町都市計画マスタープラン改定及び海田町立地適正化計画策定支援

業務」仕様書(案)のとおり 

（３） 履行期間 

契約日の翌日から令和４年３月１８日まで 

（４） 予算上限額（消費税含む） 

（単位：千円） 

 都市計画 

マスタープラン改定 

立地適正化計画

策定 
合計 

令和２年度 10,667 6,735 17,402 

令和３年度 2,848 5,970 8,818 

合計 13,515 12,705 26,220 

 

３ 参加資格 

（１) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない

者であること。 

（２）海田町の令和元・２年度の測量・建設コンサルタント等業務「建築関係建設コ

ンサルタント」の業務分野の競争入札参加資格の認定を受けていること。ただし，

この公示の日において認定されていない者であっても，参加表明書の提出及び審
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査に併せて競争入札参加資格認定に準じた審査を行い，企画提案書の提出期限ま

でに同等と認められた者は，この要件を満たしているものとして取り扱う。 

（３）民事再生法（平成 11年法律第 225号）若しくは会社更生法（平成 14年法律第

154号）の適用がない者であること又は民事再生法若しくは会社更生法の適用を申

請した場合，裁判所からの更生手続開始決定がされている者であること。 

（４）この公示の日から契約までの間のいずれの日においても，海田町の指名除外措

置を受けていないこと。 

（５）広島県内に本店又は支店を有していること。 

（６）建設コンサルタントの登録（都市計画及び地方計画部門）を受けている者 

（７）平成２２年度以降に，市町村都市計画マスタープラン又は立地適正化計画の策

定（改定含む）業務（以下，「同種業務」という）の実績を有している者 

（８）業務実施上の条件 

    業務の実施にあたっては，次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

①受注者は，業務の全部又は主たる部分を第３者に委託してはならない。 

②配置予定技術者 

主任技術者，照査技術者及び担当技術者を配置することとし，主任技術者及

び照査技術者は次のいずれかの資格を有するものとする。 

ア 技術士（建設部門：都市及び地方計画）（照査技術者にあっては，技術士

（総合技術監理部門）も可とする） 

イ ＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画部門） 

主任技術者及び主たる担当技術者は，令和２年５月１日（金）現在の手

持ち業務量について，次に掲げる要件を満たし，町担当者から指示が出さ

れた際には，迅速かつ誠実に対応できるものとする。 

・主任技術者 ５００万円以上の業務が５件未満であるもの 

・主たる担当技術者 ５００万円以上の業務が３件未満であるもの 

 

４ 実施スケジュール 

内 容 日 程 等 

公募開始 令和２年４月１３日（月） 

質問の受付期限 令和２年４月２８日（火）正午まで 

質問への回答 令和２年５月 ８日（金）（予定） 

参加表明書の提出期限 令和２年５月１５日（金）正午まで 

１次審査結果公表 令和２年５月２１日（木）（予定） 

企画提案書提出期限 令和２年６月１０日（水）正午まで 

２次審査（プレゼンテーション審査） 令和２年６月１７日（水）（予定） 

２次審査結果公表 令和２年６月２３日（火）（予定） 
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５ 参加申込 

（１）受付期間及び提出方法 

 （ア）受付期間 

    令和２年４月１３日（月）から令和２年５月１５日（金）正午まで（必着） 

（イ） 提出方法 

持参または郵送 

 （ウ）提出先 

    海田町役場 建設部 都市整備課 

 （エ）提出書類（部数は全て１部） 

  ①参加表明書【様式１】 

  ②配置予定技術者の配置計画（任意様式） 

   主任技術者，照査技術者，担当技術者の配置計画について記載すること。 

  ③予定技術者申告書【様式２】 

   主任技術者，照査技術者および主たる担当技術者についてそれぞれ作成し，技術者

の資格を証明する資料（写し等）を添付すること。業務実績は，過去１０年の同種ま

たは類似業務のうち令和２年３月３１日までに完了したものを５件まで記載すること。

（件数を評価するものではない） 

※類似業務：都市計画区域マスタープランの策定（改定含む）に係る業務，総合計画

の策定（改定を含む）に係る業務，その他都市計画に関連する総合的な計

画等の策定や調査に係る業務。 

手持ち業務は，令和２年５月１日（金）現在で担当している業務について

記載すること。（完了していない立地適正化計画の策定に係る業務を含む） 

 

６．質疑及び回答 

 （１）受付期間  

令和２年４月１３日（月）から令和２年４月２８日（火）正午まで 

 （２）提出先 

    海田町役場 建設部 都市整備課 

 （３）提出方法 

     質問書【様式３】に内容を記載の上，電子メールにより提出することとし，送

信後に必ず電話で受信確認すること。 

 （４）回答方法 

     令和２年５月８日（金）（予定）に町のホームページに掲載する。 
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７．参加資格の審査・選定 

（１）１次審査 

   参加表明書の提出者について，資格要件の確認及び評価を行い，資格要件を満たす

者の中から企画提案書の提出者を５名程度選定する。 

 【企画提案書の提出者を選定するための基準】 

評価項目 評価の着目点 配点 

予定技術者の経験

及び業務実施能力

（６０点） 

主任技術者 技術者が有する技術者資格及び

その専門分野の内容 
１０ 

過去１０年間の同種又は類似業

務の実績内容 
１０ 

照査技術者 技術者が有する技術者資格及び

その専門分野の内容 
１０ 

過去１０年間の同種又は類似業

務の実績内容 
１０ 

主たる担当技術者 技術者が有する技術者資格及び

その専門分野の内容 
１０ 

過去１０年間の同種又は類似業

務の実績内容 
１０ 

 

（ア）審査結果 

    令和２年５月２１日（木）（予定）に町ホームページに掲載し公表する。 

（３）２次審査（企画提案書及びプレゼンテーション） 

   １次審査を通過し，企画提案書を提出した者について，２次審査において企画提案

書の審査を実施し特定者及び次点者各１名を特定する。 

（ア）提出期間 令和２年６月１０日（水）正午まで 

（イ）提出先  海田町役場 建設部 都市整備課 

（ウ）提出方法 郵送または持参とする。 

（エ）提出書類及び部数 

①企画提案書 鑑文【様式４】       １部 

②企画提案書 実施方法及び特定テーマに対する技術提案 

（【様式５】に沿った任意様式） １０部 

    次に掲げる事項について提案すること。 

枚数は A4版 5ページ以内とすること。（A3版は A4版 2ページ分とする） 

文字の大きさは 10.5ポイント以上とすること。 

【テーマ１】地域の将来状況の想定方法と内容 
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【テーマ２】本町の特徴を踏まえた居住誘導区域及び都市機能誘導区域設定の基

本的な考え方，調査実施内容及び方法 

【テーマ３】都市計画マスタープランと立地適正化計画の連携 

【テーマ４】住民意見の聴取，反映，周知 

    ※提案者を特定することができる内容の記述（商号や実績に係る業務名，発注者

の名称など）は行わないこと。（プレゼンテーションにおいても同様とする） 

③工程表【様式６】           １０部 

④参考見積（任意様式）          １部 

   （見積りの内訳書）         １０部 

   ※都市計画マスタープラン改定と立地適正化計画策定を分けて作成すること。共

通項目部分についても按分等により分けること。 

   ※見積りの内訳書には，企画提案番号及び各工程の人工を記載し，提案者を特定

できる事項は記載しないこと。 

⑤プレゼンテーション 

提出された企画提案書の内容についてプレゼンテーションを実施する。 

・実施日 令和２年６月１７日（水）を予定 （詳細は事前に通知） 

・場 所 海田町役場 ３階会議室 

・時 間 ２０分以内 その後質疑応答１０分以内 

・説明者 ３名まで（配置予定の技術者） 

・方 法 パワーポイント等によるプレゼンテーションとする場合，スクリーン

及びプロジェクターは町において用意するがノートパソコン等その他

必要な物は応募者が用意すること。 

・資 料 事前に提出した企画提案書とする。追加の提案及び追加資料は認めな

い。 

（オ）審査方法 

海田町役場職員で構成する「海田町都市計画マスタープラン改定及び海田町立地適

正化計画策定支援業務受託者審査委員会」で行う。審査項目については，別表「企画

提案書を特定するための基準」により審査を実施し，最も高い提案者を受託候補者，

次に高い候補者を次点候補者として選定する。同点の場合は，その内「業務実施方針

及び特定テーマに対する技術提案」に係る評価の高い提案者，当該評価も同点の場合

は，参考見積価格の低い提案者を上位とする。 

（カ）審査結果 

  令和２年６月２３日（火）（予定）に町ホームページに掲載し公表する。 

（キ）結果の公表 

①委託業者名の名称 

②委託期間 
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③受託候補者及び次点候補者を決定した日 

④受託候補者及び次点候補者の名称及び点数 

⑤参加事業者数 

（ク）その他 

  選定されなかった通知を受けた提案者は，通知の日から起算して７日以内に書面に

より町長に対して選定されなかった理由について説明を求めることができる。 

・受付場所 海田町役場 建設部 都市整備課 

・受付時間 土曜日，日曜日及び休日を除く午前９時から午後５時まで 

・提出方法 持参又は郵送 

・回  答 説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日以内に書

面により行う。 

 

８．失格等 

  次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

（１）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（２）審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合 

（３）参加資格の要件を満たしていない場合 

（４）見積価格が上限額を超えた場合 

（５）その他，本実施要項に違反する場合 

 

９．契約等 

（１）業務委託契約 

   審査委員会において本業務の受託候補者として選定された者より改めて見積書を徴

収し，当該見積金額が予定価格の範囲内である場合は，地方自治法施行令第 167条の 2

第 1項第 2号に基づき，随意契約を締結する。 

   なお，受託候補者が参加表明書の提出があった日から契約の締結までの間に，本募

集要項に定める参加資格を有しなくなったときにその他契約の締結が不適当と認めら

れた時は，受託候補者との契約は行わず，次点候補者と上記の手続きにより契約する。 

（２）業務委託内容 

   契約に係る業務は別途仕様書(案)に定める内容を標準とする。なお，契約締結の際

にはプロポーザルの内容に即して仕様書及び数量総括表の内容を確定するが，提案内

容が必ずしも設計金額に反映されるものではない。 

 

10．その他 

（１）手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）参加申込後，辞退する場合は参加辞退届【様式７】を提出すること。 
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（３）提出期限までに参加表明書が到達しなかった場合及び企画提案書の提出者として選

定された旨の通知を受けなかった場合は，企画提案書を提出できないものとする。 

（４）参加表明書及び企画提案書の提出は，１事業所につき１申請とする。 

（５）担当課以外の関係課等へ直接問い合わせることは厳に禁止する。 

（６）提出期限後の提案書の変更は認めない。 

（７）提出された提案書は返却しない。 

（８）本プロポーザルに係る経費については参加者側の負担とする。 

（９）提出された提案書は，審査以外の目的で使用しない。 

（10）提出書の著作権は提案者に帰属するが，町は提案者と協議の上，提案書の内容を無

償で使用することができる。 

（11）提出された提案書は，原則として情報公開の対象になる。ただし，参加事業者の正

当な利益が害する恐れがあると町が認めた箇所については非公開の対象とする。 

（12）本業務は，プロポーザル方式により計画者を選定するものであるため，具体的な計

画内容は，企画提案書に記載された内容を反映しつつ，発注者との協議に基づいて決

定するものとする。 

（13）今後の社会情勢や財政事情の変化，その他不可抗力等により，計画の変更又は中止

をする場合がある。この場合，参加者に対して町は一切の責任を負わないものとする。 

（14）計画者として契約を締結する者が海田町の競争入札参加資格の認定を受けていない

者である場合は，契約締結後，海田町の競争入札参加資格審査追加申請の手続きを行

うものとする。 

 

11．問い合せ先（担当課） 

  海田町役場 建設部 都市整備課 

住所：〒736-8601  広島県安芸郡海田町上市 14-18 

電話：082-823-9634 

Mail：toshisei@town.kaita.lg.jp 

担当： 臼本 

 


