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（仮称）博物館別館石炭資料展示室展示設計施工一括発注に係る公募型プロポーザル実施要項 

 

 

１ 公募の目的 

鞍手町新庁舎等建設工事で鞍手町歴史民俗博物館北側に増築する「（仮称）博物館別館」の石

炭資料展示室について、鞍手町の石炭産業の歴史を多くの来館者に知ってもらい、鞍手町の魅力

を発信する新たな施設としていくために、鞍手町歴史民俗博物館基本構想（以下「基本構想」と

いう。）及び鞍手町歴史民俗博物館別館基本設計説明書（以下「基本設計説明書」という。）に

基づき、設計業務及び展示工事（以下これらを「業務等」という。）を行う者を広く募集するも

のである。 

 

２ 業務等の概要 

(１) 設計業務 

ア 業務名称 （仮称）博物館別館石炭資料展示室展示設計業務（以下「設計業務」という。） 

イ 履行期間 契約締結日から令和５年２月22日まで 

ウ 委託料  上限9,152千円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

(２) 展示工事 

ア 工事名称 （仮称）博物館別館石炭資料展示室展示工事（以下「展示工事」という。） 

イ 履行期間 契約の効力の発生の日から令和６年１月31日まで 

ウ 工事費  上限87,197千円（令和４・５年度継続費。消費税額及び地方消費税額を含む。） 

(３) 業務等の内容 

ア 設計業務と展示工事を分けて契約を行い、設計業務の完了後、引き続き展示工事に着手

する。 

イ 詳細は、「（仮称）博物館別館石炭資料展示室展示設計施工一括発注に係る業務等仕様

書（以下「仕様書」という。）」のとおり。 

 

３ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加することができる者（以下「参加者」という。）は、次の各号に掲げる

条件をすべて満たす単体企業とする。 

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

(２) 会社法（平成17年法律第86号）に基づく清算の開始がなされている者、破産法（平成16年

法律第75号）に基づく破産手続開始の申立てがなされている者、会社更生法（平成14年法律

第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者（裁判所による更生計画の認可

の決定を受けた者を除く。）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（裁判所による再生計画の認可の決定を受けた者を除く。）でな

いこと。 

(３) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）に抵触する行為

を行っていない者であること。 

(４) 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）及び鞍手町暴力

団等追放推進条例（平成21年鞍手町条例第15号）に規定する暴力団及びそれらと密接な関係

を有する者でないこと。 

(５) 国税及び地方税を滞納していないこと。 
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(６) 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第５条第１項に規定する適用事業の事業主であって、

同法第７条の規定による届出をしていない者又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律

（昭和44年法律第84号）第10条第１項に規定する保険料（雇用保険に係るものに限る。）を

滞納している者でないこと。 

(７) 健康保険法（大正11年法律第70号）第３条第３項に規定する適用事業所の事業主であって、

同法第48条の規定による届出をしていない者又は同法第155条第１項に規定する保険料を滞

納している者でないこと。 

(８) 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第６条に規定する適用事業所の事業主又は同法

第10条第２項の同意をした事業主であって、同法第27条の規定による届出をしていない者又

は同法第81条第１項に規定する保険料を滞納している者でないこと。 

(９) 参加表明書の提出時点において、鞍手町指名停止等措置要綱（平成26年鞍手町告示第89号）

に基づく指名停止処分、指名回避又は国その他の自治体等においてこれに準じる措置を受け

ていない者であること。ただし、参加表明書の提出から選考結果の通知の日までの間に、鞍

手町指名停止等措置要綱に基づく指名停止処分、指名回避又は国その他の自治体等において

これに準じる措置を受けた者は失格とする。 

(10) 福岡県内に本店、支店又は営業所を有していること。 

(11) 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条の規定による許可及び同法第27条の23第１項の

規定による審査（経営事項審査をいう。）を受けていること。ただし、経営事項審査におけ

る「経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書（申請日時点で有効なもの）」のうち「内

装仕上工事」の総合評定値（Ｐ点）が1,000点以上であること。 

(12) 過去10年間（平成24年４月１日から令和４年３月31日まで）において、展示施設（ショー

ルームを含む。）に関する展示設計施工（官公庁事業、民間事業の別を問わない。ただし、

施工延床面積250㎡以上のものに限る。）を元請として受注し、履行を完了した者であること。 

(13) 配置予定技術者は、次に掲げる条件を満たす者であること。 

ア 管理技術者（設計業務） 

① 参加表明書の提出日時点において、参加者と３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関

係を有すること。 

② 一級建築士又は二級建築士の資格を有すること。 

イ 監理技術者（展示工事） 

① 展示工事の本契約の成立日時点において、受注者と３か月以上の直接的かつ恒常的な

雇用関係を有すること。 

② 監理技術者資格者証及び有効な監理技術者講習修了証を有すること。 

③ 一級建築士、一級建築施工管理技士又は国土交通大臣が特別に定める資格を有すること。 

 

４ スケジュール 

 項目 期日等 

① 公告（公募開始） 令和４年７月20日（水） 

② 質疑書受付開始 令和４年７月20日（水） 

③ 現地説明会 令和４年７月26日（火） 

④ 質疑書受付終了 令和４年７月29日（金） 

⑤ 質疑に対する回答期限（最終更新） 令和４年８月２日（火） 

⑥ 参加表明書提出期限 令和４年８月５日（金） 

⑦ 参加表明書確認結果の通知（企画提案書提出依頼） 令和４年８月９日（火）まで 
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⑧ 企画提案書提出期限 令和４年８月17日（水） 

⑨ プレゼンテーション及びヒアリングの実施 令和４年８月19日（金） 

⑩ 審査結果通知 令和４年８月24日（水）まで 

⑪ 契約締結（予定） 令和４年８月31日（水）頃 

 

５ 応募の手続き 

(１) 実施要項等の配布 

ア 配布期間 令和４年７月20日（水）から 

イ 配布方法 本要項、各様式及び参考資料等は、鞍手町ホームページ内の本公募に係るペ

ージから必要に応じてダウンロードし、使用すること。 

(２) 質疑の受付及び回答 

ア 受付期間 

令和４年７月20日（水）から令和４年７月29日（金） 

イ 提出方法 

質疑書（様式８）に記入し、電子メールにて提出すること。また、送信後は、当該期間

中の平日８時30分から17時15分までに電話で着信確認を行うこと。 

ウ 提出先 

鞍手町教育委員会 教育課 文化振興係（事務局：鞍手町歴史民俗博物館） 

・住所 〒807-1311 福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧2097番地 

・電話 0949-42-3200 

・Email rekishi@town.kurate.lg.jp 

エ 質疑回答 

回答は、個別には行わず、全社共通の回答として令和４年８月２日（火）までに、随時、

鞍手町ホームページ内の本公募に係るページに掲載する。 

なお、質疑のあった事業者名は公表しないこととし、回答内容は、本要項及び仕様書等

の追加、修正事項として取り扱う。 

(３) 現地説明会 

企画提案の参考とするため、現地説明会を実施する。希望者は令和４年７月22日（金）15

時までに事務局へ電話連絡すること。 

なお、希望者がない場合は現地説明会を実施しない。 

ア 実施日 

令和４年７月26日（火）10時～17時まで 

・参加者ごとに１時間程度を割り振る。 

・割振時間は、令和４年７月22日（金）17時までに事務局から連絡する。 

イ その他の現地確認日 

令和４年７月29日（金）まで各自において現地確認を行うことを認める。 

(４) 参加表明書の提出 

ア 提出期間 

令和４年７月20日（水）から８月５日（金）まで 

イ 提出方法 

提出は、事務局まで持参又は郵送とする。 

受付時間は、当該期間中の平日８時30分から17時15分までする（郵送による提出の場合

は期間内必着のこと。）。 

mailto:rekishi@town.kurate.lg.jp
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ウ 提出先 

本要項「５ 応募の手続き、(２) 質疑の受付及び回答、ウ 提出先」に同じ。 

エ 提出書類 

① 様式等 

・参加表明書（様式１） 

・企業概要書（様式２） 

・展示実績調書（様式３） 

・配置予定技術者に関する調書（様式４） 

・暴力団排除に関する誓約書（様式５） 

・使用印鑑届出書（様式６） 

・委任状（様式７） 

・営業所一覧表（任意様式） 

・参加者に所属する技術者及び有資格者名簿（任意様式） 

・建設業許可書の写し 

・経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 

・印鑑証明書（写し可） 

・直近の財務諸表の写し（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書） 

・納税証明書（写し可）（法人税、消費税及び地方消費税［その３の３］） 

・商業登記簿謄本（写し可）（登記事項証明書） 

② 提出部数 

各１部（添付資料も同じ） 

オ 作成要領 

① 共通 

提出する様式等の規格は、日本工業規格Ａ列４番（以下「Ａ４」という。）とする。た

だし、添付資料についてはこの限りでないが、Ａ４以上の場合はＡ４サイズに折り込み、

綴じこまずに左上クリップ留めのうえ、クリアファイルに収納して提出すること。 

② 様式１ 参加表明書 

代表者印を押印のうえ提出すること。併せて、様式２～商業登記簿謄本（登記事項証

明書）までの必要な書類を添付すること。 

③ 様式２ 企業概要書 

各項目の行間は変更してよいが、１頁を超えないよう簡潔にまとめること。 

④ 様式３ 展示実績調書 

本要項「３ 参加資格要件、(12)」の履行実績を１件記入すること。なお、記入した

実績について、様式中記載の内容が正確に確認できる資料（契約書鑑又は契約実績証明

書（要社印）若しくはコリンズ登録確認書など）の写しを添付すること。 

⑤ 様式４ 配置予定技術者に関する調書 

本要項「３ 参加資格要件、(13)」について必要事項を記入すること。なお、管理技

術者として予定する者の健康保険証及び資格者証の写しを添付すること。 

⑥ 様式５ 暴力団排除に関する誓約書～商業登記簿謄本（登記事項証明書） 

鞍手町に対して令和４年度競争入札参加資格申請書類の提出が済んでいる場合は提

出不要とする。また、「様式７ 委任状」は、受任者を置かない場合には提出不要とする。

なお、参加者に所属する技術者及び有資格者名簿については、発注者が求めた場合のみ

資格者証の写し等を添付すること。 

⑦ 作成上の留意事項 

使用する言語は日本語とし、通貨及び単位は、日本国通貨、日本の標準時及び計量法

に定める単位とする。提出された書類の訂正、追記、返却は認めない。また、要求する
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内容以外の書類や図面等は受理しない。 

(５) 企画提案書の提出 

参加表明書の審査後、応募者全員に確認結果を通知する。 

資格を満たすことを確認された応募者は、次により企画提案書を提出すること。 

ア 提出期間 

企画提案書提出依頼受領後から令和４年８月17日（水）まで 

イ 提出方法 

提出は、事務局まで必ず持参すること。なお、提出時にプレゼンテーションの発表順序

を決定するためのくじ引を行うものとする。 

受付時間は、当該期間中の平日８時30分から17時15分までする。 

ウ 提出先 

本要項「５ 応募の手続き、(２) 質疑の受付及び回答、ウ 提出先」に同じ。 

エ 提出書類 

① 様式等 

・企画提案書表紙①（様式Ａ） 

・企画提案書表紙②（様式Ｂ） 

・課題に対する企画提案（様式Ｃ） 

・業務等工程計画（様式Ｄ） 

・参考見積書（任意様式） 

② 提出部数 

原本（様式Ａ表紙）１部及び副本（様式Ｂ表紙・複写可）７部 

オ 作成要領 

① 共通 

・様式等を、日本工業規格Ａ列３番（以下「Ａ３」という。）横、Ａ４縦で順番にまとめ、

Ａ３はＡ４サイズに三つ折りし、綴じこまずに１部ごと左上クリップ留めのうえ、ク

リアファイルに収納して提出すること。 

・様式中の受付記号欄には、企画提案書提出依頼書に記載する「受付記号」を記入する

こと。また、「様式Ａ 企画提案書表紙①」以外の様式には、社名等の提出者が認識で

きる表示は行わないこと。 

② 様式Ａ 企画提案書表紙① 

・提出日及び会社名を記入のうえ、提出すること。 

③ 様式Ｂ 企画提案書表紙② 

・企画提案書表紙②には、提出日及び会社名を記入しないこと。 

④ 様式Ｃ 課題に対する企画提案 

・仕様書「７ 設計業務の留意点、（４）ウ 要求水準」に記載する①から⑥に対する企画

提案を記載すること。 

・仕様書「７ 設計業務の留意点、（４）イ 展示箇所」に示す箇所以外の提案は行わない

こと。 

・Ａ３横３枚以内とし、レイアウトは自由とする。なお、適宜シートをコピーするなど

して２枚目以降を作成した場合は、様式右上の「○枚目」を変更すること。 

⑤ 様式Ｄ 業務等工程計画 

・Ａ３横１枚とし、レイアウトは自由とする。 

・業務等の開始は、令和４年９月上旬からとし、次のスケジュールを考慮した工程計画

の作成を行うこと。 

設計業務中間報告書（案）：令和４年11月上旬 
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設計業務最終成果品（案）：令和５年１月中旬 

設計業務最終成果品   ：令和５年２月下旬 

展示工事期間      ：12ヶ月間（準備工事期間を含む） 

⑥ 参考見積書（任意様式） 

・Ａ４縦の任意様式とし、設計業務の見積額の税抜及び税込金額を記載し、その内訳書

を添付すること。 

・参考として、展示工事の概算工事費を様式中に別枠で記載すること。 

・様式中に受付記号欄を設け「受付記号」を記入すること。 

⑦ 作成上の留意事項 

・使用する言語は日本語とし、通貨及び単位は、日本国通貨、日本の標準時及び計量法

に定める単位とする。提出された書類の訂正、追記、返却は認めない。また、要求す

る内容以外の書類や図面等は受理しない。 

・様式中のタイトルや記載内容を損なわなければ、ファイル形式は問わないものとする。 

・企画提案書の作成にあたっては、写真、イラスト、イメージ図など表現手法を限定す

るものではないが、求めている内容を簡潔に表現することとし、提案意図や内容が解

りやすく表現され、提案内容の的確性、独創性、実現性、実施方針の妥当性を評価す

るものであることから、具体的な設計図、パース、ＣＧ、模型などの労力を要した提

案であることが採点において加算されるものではない。 

・指定枚数を超える様式の提出や様式以外の追加資料の提出は不可とする。 

 

６ 受注候補者の選考 

(１) 選考委員会 

受注候補者の選考に係る審査は、「（仮称）博物館別館石炭資料展示室展示設計施工一括発

注に係る事業者選考委員会（以下「選考委員会」という。）」で行う。 

なお、選考委員会の会議は非公開とし、選考結果についての異議申立ては認めない。 

(２) 審査方法 

選考委員会において、プレゼンテーション及びヒアリング（以下「プレゼンテーション等」

という。）を実施し、「（３）審査基準」に基づき総合的に審査及び評価したうえで、点数の最

も高い提案者を最優秀者に、２番目に高い提案者を優秀者に選考する。 

なお、提案者が１者であっても評価を行うものとし、提案者の数に関係なく、「受注候補

者なし」とする場合もある。 

また、正当な理由が無くプレゼンテーション等を欠席した場合は、提案を辞退したものと

みなす。 

(３) 審査基準 

企画提案の評価項目及び評価点の配点は次のとおりとし、100点満点で評価する。また、

選考対象として判断する評価基準点は60点とする。 

なお、選考委員会委員（以下「審査員」という。）が評価項目ごとに評価を行い、各審査員

の評価点合計の平均（小数点第一位を四捨五入）を提案者の評価点とするものとする。 

 

ア 配点 

評価項目 評価基準 配点 

①基本理念を実現

する解説・展示 

・幅広い層にとってわかりやすく学べる提案がされているか。 

・鞍手町の石炭産業の歴史が俯瞰でき、同時に個々の詳細

情報が得られるなどの見せ方の工夫がされているか。 

20 
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②体感型に特化し

た展示づくり 

・五感に訴える展示と参加体験型展示を複合的に組み合わ

せ、展示全体として訴求力を高める工夫をしているか。 

・様々な年齢層、個人・団体などの来館者が、長期にわた

って楽しむことができる展示の工夫がされているか。 

・暗がりの中の展示を実現し、安全性に配慮した展示とな

っているか。 

20 

③省エネ･ユニバー

サルデザインの

積極的導入 

・省エネ、省人化に配慮し、誰もが不自由なく利用できる

ユニバーサルデザインを積極的に導入した提案になっ

ているか。 

・障がい者への配慮、防災、防犯対策など、安全安心に利

用できるようなデザインとなっているか。 

10 

④デザイン性の優

れた展示 

・機能性を考慮したレイアウトで、かつ、独創的な展示デ

ザインとなっているか。 
5 

⑤地域の活性化へ

の貢献 

・博物館本館及び学校など周辺地域への誘客、活性化、リ

ピート率向上に繋がるよう工夫をしているか。 
5 

⑥イニシャルコス

ト、ランニングコ

ストの縮減 

・運営への負荷を考慮した展示設備とし、維持管理が容易

な提案となっているか。 
5 

業務等工程計画 
・計画に具体性があり、町が提示した基本構想及び基本設

計説明書を尊重した工程（実施計画）が組まれているか。 
20 

参考見積書 

・設計業務の見積額（展示工事の概算工事費は評価しな

い。）において、最低見積金額の提案者の評価点を 5点と

し、他提案者の評価点は次の算式で算出する。 

※（最低見積金額／提案見積金額）×5＝評価点（小数点以下切捨て） 

5 

取組意欲 
・プレゼンテーション内容やヒアリング対応において、本

業務等に取り組む姿勢に意欲が見られたか。 
10 

合 計 100 

 

イ 評価項目に対する配点基準 

項目 配点基準 

非常に適切・非常に優秀・非常に効果的 満点の90％～満点 

適切・優秀・効果的 満点の70％～80％ 

普通 満点の50％～60％ 

やや不十分・やや劣る 満点の30％～40％ 

不十分・劣る 満点の10％～20％ 

不適・評価不能 0点 

 

ウ 受注候補者の決定方法 

評価点が評価基準点（60点）以上の提案者に対し、次の優先順位に基づき最優秀者１者

と優秀者１者を決定する。 

① 最も評価点の高い者 

② ①が複数の場合、各審査員の該当者合計得点を比較し、最も高い得点を付けた審査員
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が多い者 

③ ②で同数の場合、各審査員の該当者合計得点の最高点と最低点（各１名）を除いた評

価点上位者 

④ 上記で決しない場合は、③の該当者間による抽選 

(４) プレゼンテーション及びヒアリング 

ア プレゼンテーション等の日時 

令和４年８月19日（水） 

※時間は、プレゼンテーション参加要請の際に指示する。 

イ プレゼンテーション等の出席者 

出席者は、４名以内とする。 

ウ プレゼンテーション等の実施時間 

プレゼンテーション20分以内、ヒアリング20分程度、機器準備５分程度とする。 

エ プレゼンテーション 

① 提案内容 

・プレゼンテーションは、「様式Ｃ 課題に対する企画提案」及び「様式Ｄ 業務等工程計

画」の内容に限る。 

・企画提案書に記載のない追加提案や他の説明用資料（模型・アニメーション等含む。）

の配付は認めない。 

② 機器準備 

・資料投影を行う場合は、機器準備に５分程度時間を設ける。 

・プロジェクター及びスクリーンは発注者が用意するので、HDMI端子付属のパソコン等

の出力機器を提案者で準備すること。 

・プロジェクター及びスクリーンの持ち込みは可能とする。 

オ ヒアリング 

ヒアリングは、企画提案書に関するもののほか業務等全般に関する総合的な質疑を行う。 

カ 審査結果の通知 

審査結果は、令和４年８月24日（木）までに、すべての提案者に対して書面及び電子メ

ールで通知するほか、鞍手町ホームページで公表する。 

 

７ 提出書類の取り扱い 

(１) 提出書類に虚偽の記載があった場合は、受付を取り消すものとする。 

(２) 誤字等を除き、書類提出後は追加・修正は認めない。また、書類作成等の本公募の参加に

要する費用は、すべて参加者の負担とし、提出書類は返却しない。 

(３) 提出書類は、本公募の選考以外に提出者に無断で使用しないものとする。 

(４) 発注者は、本公募に係る情報公開請求があった場合、鞍手町情報公開条例（平成11年鞍手

町条例第１号）に基づき、提出者と協議のうえ提出書類を開示することがある。 

(５) 企画提案書の著作権は、各提案者に帰属する。また、企画提案書を含むすべての提出書類

は、本公募に係る目的に限り使用するものとする。 

 

８ 契約の締結 

(１) 契約交渉 

審査結果の通知後、すみやかに最優秀者と契約交渉を行う。ただし、最優秀者に事故等が

あり契約が不調となった場合には、優秀者を契約交渉相手方とする。 
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(２) 契約方法 

本業務等の契約締結は、設計業務と展示工事を分けて契約を行い、設計業務の完了後、引

き続き展示工事に着手するものとする。 

なお、展示工事の契約に当たっては、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第

３号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和30年鞍手町

条例第21号）第２条の規定に基づき、仮契約後に鞍手町議会に請負契約締結の議案を提出し、

議決により本契約として成立するものとし、議決日は令和５年３月下旬を見込む。 

(３) 契約保証金 

鞍手町財務規則第110条第１項の規定により、契約交渉が完了した日から契約締結の日ま

での間に契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付すること。ただし、同

条第２項各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除するものとする。 

(４) 契約金額 

ア 設計業務 

「２ 業務等の概要、(１) 設計業務、ウ 委託料」に規定する金額を上限として、契

約交渉のうえ決定する。 

イ 展示工事 

設計業務成果品の工事費積算書に基づき決定する。 

(５) 資格の喪失 

契約事業者（提案者を含む。）は、次の資格喪失に該当する事項が判明した場合は、その資

格を喪失するものとする。 

ア 本要項「３ 参加資格要件」に記載する資格要件を満たさないこととなった場合 

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

ウ 公正な審査及び他の応募者に対する妨害行為があった場合 

エ 企画提案を計画どおり実施することが不可能と判断できる場合 

オ 発注者との信頼関係を損なった場合 

 

以上 


