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１  募集目的 

 埼玉県では、みどりの少ない都市部において「みどり再生のシンボル」となる、（仮

称）新たな森公園（以下「新たな森」という）の整備を進めている。 

 新たな森においては、県民参画による整備や管理運営の手法を導入し、公園

づくりを進めている。これから、園内の樹林や水辺、草地で様々な活動（森づ

くり活動）を県民や団体等（サポーター）が行っていくこととなる。  

 そのためには、全面供用を開始し本格的な森づくり活動を始める際には、平

成２５年度に作成した「新たな森づくりデザインシート等」に基づき森づくり

活動を進めていくことをサポートする活動コーディネーター※ １が必要となる。 

 そこで、本業務では、全面供用開始までの間、活動デザイナー※ ２を配置し、

新たな森づくりデザインシート等の検討・検証、全面供用開始時に必要となる

活動コーディネーターのあるべき姿の構築、あわせて森づくり活動のサポータ

ーの拡大や活動の継続を進めるための企画等を行い、本格的に始まる森づくり

活動に備えるための業務委託を発注するもの。  

 
※ １指定管理者、協議会、行政、サポーターに対し、助言・提案・相談役を  

 担い、森づくり活動を監修する。  
※ ２県民参画による森づくり活動を推進していくために、一からコーディネー  

 トの仕組みづくりを行う。将来的な森づくり活動の実践を見据え、森づく  

 り活動の企画・運営・支援を行う。  

 

２  業務概要 

(1) 委託業務の名称 

    森づくり活動推進業務委託 

(2) 履行箇所 

 （仮称）新たな森公園／春日部市下大増新田地内  
(3) 業務内容 

別添「特記仕様書」参照 
(4) 履行期限 

令和２年３月３１日 
(5) 参考額 

１０，０００，０００円(消費税及び地方消費税を含む) 
※この金額は参考額であり契約予定価格を示すものではないので注意すること 
※参考額を超えた提案書は受理しない  
 

(6) 業務実施上の条件 
    打合せ回数：当初１回、中間３回、成果品納品時１回の計５回行うことを原則と 
   するが、必要に応じて適宜実施するものとする。 

(7) 成果品 
別添「特記仕様書」参照 

(8) その他 
本委託は、公募型プロポーザル方式として発注するものであり、本要綱に基づい

て提出された提案書を審査した結果、最も優れた提案を提出した優先交渉権者（優
先交渉権者が失格した時又は、提案等の交渉が不成立の時は交渉権者）と提案等の
交渉を実施し、交渉が成立した場合に、速やかに優先交渉権者と随意契約をするも
のである。 
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３  資格要件 

 (1) 本件に応募できる者の形態 

  ア 日本国内の法人その他の団体（以下「民間事業者等」という。）であること。 

   個人での申請は受け付けない。 

  イ 日本国内の単体企業又は共同企業体（複数の民間事業者等で共同連帯して行う場 

   合）とする。 

    共同企業体として行う場合は、共同企業体協定書（様式第１－１号）を提出す 

   ること。併せて委任状（様式第１－２号）を提出すること。 

      単体の場合にあっては他の共同企業体の構成員となっていないこと。また、複数 

   の共同企業体の構成員となることができない。 

      また、構成員のいずれかが、下記(2)イの参加資格を満たしていない場合は、申 

   請することはできない。 

 (2) 本件に応募する者等に必要な資格 

  ア 民間事業者等の実績として、公示を開始した日から過去１０年以内に国（公共工 

   事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成１３年政令第３４号） 

   第１条に規定する法人を含む）又は地方公共団体（埼玉県が出資する指定法人を含 

   む）との契約で次の条件を満たす同種又は類似の業務（県民（市民）協働事業にお 

   ける協議会等の支援業務を含む）を受注し、完了させた実績があること（実績の件 

   数は１件でよい）。 

    なお、共同企業体による実績については、代表構成員であるときのものに限る。 

  同種：都市公園に係る「県民（市民）協働事業」若しくは「パークマネジメ 

     ント業務（指定管理を含む）」の業務実績 

  類似：都市公園以外の「県民（市民）協働事業」の業務実績 

  イ その他の参加資格 

   (ｱ) 地方自治法施行令第１６７条の４に該当しない者であること。 

   (ｲ) 埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８号）第１０４条において準用す 

     る同規則第９１条の規定により県の随意契約に参加させないこととされた者で 

         ないこと。 

   (ｳ) 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）に基づき再 

         生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定日を審 

         査基準日とした経営事項審査の再審査を受けた後、埼玉県知事が別に定める競争 

         入札参加資格の再審査を受けている者はこの限りではない。 

   (ｴ) 本件入札の公示日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停 

         止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。 

   (ｵ) 本件入札の公示日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除 

     措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。 

  ウ 提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。 

 (3) 応募に関する留意事項 

 ア 費用負担 

    応募に関するすべての書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とする。 

 イ 提出書類の取扱い・著作権 

 提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するものとする。提出書類の返 

却はしない。県は、提出者に無断で本応募以外の目的において、提出書類を使用

したり漏らしたりすることはできない。なお、受注者となる者が提出した書類の
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著作権に関しては、契約締結時に県に帰属するものとする。 

 ウ 県からの提示資料の取扱い 

県から提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。 
 

４ 参加資格の審査 

 参加資格は提出される参加意思表明書、実績及び資格要件がある旨の誓約書により資

格審査を実施する。資格審査により参加が認められない場合は、その旨を参加意思表明

書の代表者に通知（様式第３－２号）する。 

 

５ 提案を求める具体的内容 
(1) 業務の実施方針及び業務工程等に対する提案 
(2) 活動デザイナーの配置・育成及び最適なコーディネートの仕組みづくりに対する 
   提案 

  ア 活動デザイナーの配置 

本公園の森づくり活動を担う人材の選定について提案を求める。 
イ 活動デザイナーの育成及び最適なコーディネートの仕組みづくり 

森づくり活動の企画・運営が行える活動デザイナーの育成方法及び将来を見据
えた最適なコーディネートの仕組みづくりについて提案を求める。 

(3) 森づくり活動の企画・運営に対する提案 
ア 活動プログラムの企画・実施 

本公園を取り巻く状況等を踏まえ、将来的な森づくりの明確なビジョンを示す
とともに、森づくり活動を継続的に進めていくための活動プログラムの企画、実
施について提案を求める。 

イ 苗木の里親制度（スクールステイ、カンパニーステイ）の運営支援 
里親による森づくりの活動支援や里親制度拡大に向けた取組の検討、実施につ

いて提案を求める。 
(4) 公園利用促進に向けた取組の検討及び広報活動に対する提案 

  ア 公園利用促進に向けた取組の検討 
県民の来園機会の創出や県内自治体等の参画など、ターゲットに応じた公園の

利用促進に向けた提案を求める。 
 イ 広報活動 

森づくり活動を拡大するために、効果的な広報の実施について提案を求める。 

(5) その他、業務内容に対する提案 

   本公園の目指す方向性や地域性を踏まえ、上記以外にどのような取り組みが必要か、 

   効果的な具体的な提案を求める。 

 

６ 選定基準 

 上記３の要件を満たしている者の中から、次の評価項目・評価基準に基づいて選定す

る。「評価の視点」に２段で記載されている場合、上段の方が配点は高い。 

評価項目 評価事項 評価の視点 配点 

１民間事業者

等の業務経歴 

 

(1)同種又は類似業務の

実績 

（公示を開始した日から 

 過去１０年以内に国又は地方 

 公共団体との契約） 

・都市公園に係る「県民（市民）協働

事業」若しくは「パークマネジメント

業務（指定管理を含む）」の受注 

実績があるか 

・若しくは、都市公園以外の「県民（市

民）協働事業」の受注実績があるか 

１０ 
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２業務の実施

体制 

(1)予定担当者の資格・

実績 

・当該業務の実施に必要な専門分野と

して、公園管理運営士の資格を保有し

ているか。 

・若しくは、都市公園に係る類似業務

（コーディネート業務）の受注実績が

あるか。 

１０ 

３提案の内容 

 

 

(1)業務の実施方針及び

業務工程等に対する提

案 

業務理解度 

・目的、条件、内容の理解度が高い場

合に優位に評価する。 

１０ 

実施手順 

・業務実施手順を示す工程計画の妥当

性が高い場合に優位に評価する。 

５ 

工程計画 

・業務量の把握状況を示す工程計画の

妥当性が高い場合に優位に評価す

る。 

５ 

(2)活動デザイナーの配

置・育成及び最適なコー

ディネートの仕組みづ

くりに対する提案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配置 

・本公園の森づくり活動を担う人材の

選定について、効果的かつ実現性の

ある提案がなされた場合に優位に評

価する。 

１０ 

人材育成及び最適なコーディネー 

トの仕組みづくり 

・森づくり活動の企画・運営が行える

活動デザイナーの育成方法及び将来

を見据えた最適なコーディネートの

仕組みづくりについて、効果的かつ

実現性のある提案がなされた場合に

優位に評価する。 

１０ 

(3)森づくり活動の企画

・運営に対する提案 

提案の基本的な考え方 

・将来的な森づくりの実現に向けて現

状を把握し、明確なビジョンを持つ提

案がある場合、優位に評価する。 

１０ 
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 実現性 

・将来的な森づくりに向けて、技術的

に裏付けられた効果的かつ効率的な

提案がある場合、優位に評価する。 

１０ 

活動プログラムの企画・実施 

・サポーターの増加や森づくり活動を

継続的に進めていくために必要なプ

ログラムの企画・実施について、効果

的かつ実現性のある提案がある場合

に優位に評価する。 

５ 

苗木の里親制度の運営支援 

・里親制度拡大に向けた募集に関する

取組の検討及び実施について効果的

かつ実現性のある提案がある場合に

優位に評価する。 

５ 

(4)公園利用促進に向け

た取組の検討及び広報

活動に対する提案 

提案の基本的考え方 

・県営公園であることを踏まえて、県

民の来園機会の創出や県内自治体等

の参画など、ターゲットに応じた公

園の利用促進を進めるうえで効果的

かつ効率的な提案がある場合に優位

に評価する。 

１０ 

利用促進に向けた取組 

・県民の利用促進のための事業とし

て、実現性のある提案がある場合に優

位に評価する。 

５ 

広報活動 

・森づくり活動を拡大するために、効

果的な広報活動の実施について実現

性のある提案がある場合に優位に評

価する。 

５ 

(5)その他、業務内容に

対する提案 

有益な提案実現性 

・業務の目的に即して、独創的であり

有益かつ実現性が高い提案の場合に

優位に評価する。 

１０ 

 合  計 １２０ 
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７ 提出書類 

(1) プロポーザル参加意思表明書（様式第１号） 

 完了実績書（様式第１号の２） 

 完了実績が確認できる、契約書の写し等を提出すること。 

 委託業務完了検査結果通知等履行を証明するものの写しを提出すること。 

 資格要件がある旨の誓約書（様式第１号の３） 

 共同企業体として行う場合は、共同企業体協定書（様式第１－１号）及び委任状（様 

    式第１－２号） 

(2) 提案書（様式第２号、様式第２号の２～第２号の５） 

※以上の項目について、概要がわかる書類（Ａ４サイズの用紙）を各１枚でまとめ 

 るとともに、Ａ４判縦・左綴じクリップ留めとする 

(3) 参考見積書（様式第２－１号） 

※提案書及び参考見積書の提出する部数は１部とする 

 

８ 質問の受付期間、受付場所、受付方法及びその回答方法 

(1) 質問の受付期間 

 受付期間 令和元年９月１７日（火）午前１０時から 

 令和元年９月２０日（金）午後５時まで 

(2) 受付場所 下記１４(2)に同じ。 

(3) 受付方法 電子メールもしくは郵送によるものとする。 

     提出したことを電話で下記１４(2)の担当者に連絡すること 

(4) 質問の回答日、回答方法 

 回答日 令和元年９月３０日（月） 午前１０時 

 回答方法 質問を受けた者に個別にＦＡＸ又は電子メールで回答 

 

９ 手続き 

(1) 参加意思表明書の提出について 

 提案参加を希望する者は、次に示す期間内にプロポーザル参加意思表明書（様式第１

号）、完了実績書（様式第１号の２）及び資格要件がある旨の誓約書（様式第１号の３）

を提出すること。 

 共同企業体として行う場合は、共同企業体協定書（様式第１－１号）及び委任状（様 

 式第１－２号）も提出すること。 

 ア 提出期限 令和元年１０月２日（水） 午後４時まで 

イ 提出場所 下記１４(2)に同じ 

ウ 提出方法 電子メールまたは郵送によるものとする 

     提出したことを電話で下記１４(2)の担当者に連絡すること 

エ 資格審査 資格審査により参加が認められない者に対しては、令和元年１０月３ 

       日（木）に、通知（様式第３－２号）する 

オ 上記エの通知を受けた者は、県に対して、その理由について説明を求めることが 

 できる（様式第３－３号）。県は、説明を求めた者に対し、その理由について回答 

 （様式第３－４号）する。 

(2) 提案書の提出について 

 プロポーザル参加意思表明書を提出した者は、次に示す期間内に提案書（様式第２号、 

様式第２号の２～第２号の５）及び参考見積書（様式第２－１号）を提出すること。 

ア 提出期限 令和元年１０月９日（水） 午後４時まで 

イ 提出場所 下記１４(2)に同じ 
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ウ 提出方法 郵送（必着）または持参によるものとする 

 

１０ 提案書提出後の予定 

(1) ヒアリング依頼方法及び日時 

 ア 資格審査により参加が認められる者に対しては、資格審査の結果通知時（令和元 

  年１０月３日（木））に、ヒアリングの依頼及びヒアリングの日時（令和元年１０ 

  月１１日（金）（予定））を参加意思表明書の代表者に通知（様式第３－１号）す 

  る。 

イ ヒアリングの場所 県庁周辺 会議室（予定） 

(2) 事前審査の実施 

 提案書の事前審査による、ヒアリングを行う者の選定（いわゆる一次選定）について

は行わない。 

 

１１ 審査結果について 

(1) 審査結果の公表及び通知 

  審査結果については、選定委員会終了後、参加者すべてに対し、下記のとおり通知す 

  る。 

 ア 優先交渉権者（複数者の場合あり）及び交渉権者（次順位以降の交渉権者）とし 

  て選定された者に対しては、その旨を該当参加者の代表者あてに通知（様式第４－ 

  １号）する。 

 イ 優先交渉権者及び交渉権者として選定されなかった者に対しては、その旨を該当 

   参加者の代表者あてに通知（様式第４－２号）する。 

 ウ 上記イの通知を受けた者は、県に対して、その理由について説明を求めることが 

   できる（様式第４－３号）。県は、説明を求めた者に対し、その理由について回答 

   （様式第４－４号）する。 

(2) 優先交渉権者及び交渉権者の取扱い 

 ア 優先交渉権者が契約の締結日までに、上記３の要件を満たさなくなった場合又は 

その他の理由において契約ができなかった場合は、当該優先交渉権を取り消し、交 

渉権者を優先交渉権者として、契約のための交渉を行うものとする。 

イ このため、優先交渉権者は契約の締結ができなかったことが明らかになった時点

で、速やかにその旨と理由を記載した書面（Ａ４版任意様式）を下記１４(2)に記載

する連絡先まで持参すること。 

 

１２ 提案等の交渉について 

(1) 優先交渉権者に対し、提案等の交渉の有無、期間及び提出方法等について通知（様 

  式第７－１号）する。 

(2) 優先交渉権者は、提案等の交渉の内容について検討、見直しを行い、回答（様式第   

  ７－２号）する。見直しを行った際は、再度、提案書及び参考見積書を提出すること。 

(3) 提案等の交渉の結果、交渉が成立した優先交渉権者に対し、特定した旨を通知（様 

  式第５－１号）する。また、交渉権者に対し、特定されなかった旨を通知（様式第６ 

  号）する。 

(4) 提案等の交渉の結果、交渉が不成立となった優先交渉権者に対し、特定されなかっ 

  た旨を通知（様式第５－２号）する。また、優先交渉権者と交渉が不成立となった場 

  合は、次順位の交渉権者に対し、優先交渉権者となった旨を通知（様式第４－１号） 

  する。 

 



 

- 8 - 

 

 

１３ 契約について 

(1) 本委託の契約にあたっては、優先交渉権者の提案等の交渉を実施し、交渉が成立し 

   た場合に、速やかに優先交渉権者と随意契約をするものである。 

 

(2) 契約保証金について 

  埼玉県財務規則及び埼玉県標準委託契約約款による。 

 

１４ 選定の日程及び窓口・問い合わせ先 

(1) 選定の日程 

項目 日程 

募集要綱の公示 令和元年９月１７日（火） 

質問の受付 令和元年９月１７日（火）午前１０時 

～ 令和元年９月２０日（金）午後５時 

質問の回答 令和元年９月３０日（月）午前１０時 

参加意思表明書の提出 令和元年１０月２日（水）午後４時 

参加資格の確認 令和元年１０月３日（木） 

ヒアリングの予定日の通知 令和元年１０月３日（木） 

提案書の提出 令和元年１０月９日（水）午後４時 

提案書のヒアリング 令和元年１０月１１日（金）（予定） 

優先交渉権者、交渉権者の選定・通知 令和元年１０月１５日（火） 

優先交渉権者との提案等の交渉 令和元年１０月１６日（水） 

～ 令和元年１０月１８日（金） 

委託業務の契約の締結 令和元年１０月３１日（木） 

～ 令和元年１１月１３日（水） 

 

(2) 窓口・問い合わせ先 

 埼玉県都市整備部公園スタジアム課 

 公園計画・事業担当 金子、小澤、山下 

 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

 電 話 ０４８－８３０－５３９７（直通） 

 ＦＡＸ ０４８－８３０－４８８３ 

 E-mail a5400-07@pref.saitama.lg.jp 

 

１５ その他 

(1) 委託業務契約書の作成を要する。 

(2) 提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

(3) 提出された提案書は、返却しない。 

(4) 提出された提案書は、選定以外には、提出者に無断で使用しない。 

(5) 提出期限までに提案書が提出されなかった場合は、ヒアリングを受けることができ

ない。 

(6) 提出期限以降における提案書の差し替え及び再提出は認めない。 

(7) 提案書に虚偽の記載をした場合は、提案書を無効とするとともに、最適な提案を変

更することがある。 

(8) 提出者が１者であった場合、評価点が７２点未満の場合はこの者と契約を行わな

い。 
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(9) 履行確認について 

 ア 発注者の指示により実施しない提案事項を除き、提案書にある事項はすべて履行 

   の対象とする。また、提案事項の履行が確認できなかった場合はペナルティの対象 

   となる。 

 イ 受注者の責めにより提出した提案書の内容を満たすことができなかった場合は、 

   受注者は違約金として、不履行となった評価項目の数に応じた金額（１項目を委託 

   金額の２％に相当させた金額）を支払わなければならない。また、入札参加停止措 

   置を行うことがある。 

 ウ このほか、提案書の履行確認に関する事務及び定めのない事項については、埼玉 

   県総合評価方式活用ガイドライン Ver.14 を準拠する。 

  

 

 

 エ 提案書の項目 

提 案 項 目 

(1) 業務の実施方針及び業務工程等に対する提案 

(2) 活動デザイナーの配置・育成及び最適なコーディネートの仕組み 

  づくりに対する提案 

(3) 森づくり活動の企画・運営に対する提案 

(4) 公園利用促進に向けた取組の検討及び広報活動に対する提案 

(5) その他、業務内容に対する提案 

 

(10) 本件に応募するものは提案書の作成等において、他の応募者、本件に関する埼玉県

職員及び提案書の審査を行う民間事業者選定委員会の委員に提案書の内容に関する

相談を行ってはならない。 

 

 

 

 

 


