
-1- 

 

 

 

鈴鹿市地域公共交通網形成計画策定業務委託 
 

 

プロポーザル募集要項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年７月 

 

鈴鹿市地域公共交通会議 

 

 

 

 

 

 



-2- 

１ 業務目的 

  鈴鹿市では，モータリゼーションの進展や急速な人口減少・少子高齢化に加え，交通事業環境の変化な

どにより，公共交通を取り巻く環境が大きく変化してきている。こうしたことにより，高齢者等の移動手

段の確保や市域の一体的な交通サービスの提供，まちづくりとの連携など，新たな課題への対応が求めら

れている。 

そこで，鈴鹿市地域公共交通会議では，これらの課題に対し，本業務を通じて，まちづくりと連携した

地域公共交通ネットワークの形成や再構築，地域における輸送資源の最大限の活用など「鈴鹿市の公共交

通のあり方」を明らかにし，持続可能な旅客輸送サービスの提供を確保することを目的として，その実現

に向けた施策や方針を示した「鈴鹿市地域公共交通網形成計画」を策定する。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名 

鈴鹿市地域公共交通網形成計画策定業務委託 

（2） 業務内容 

「鈴鹿市地域公共交通網形成計画策定業務委託特記仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

(3) 履行期間 

契約日の翌日から令和４年３月１７日まで（２か年） 

ただし，履行期間内に提出を求める成果物等の納入期限は協議により定める。 

(4) 業務委託費の上限額 

１７，３００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

【年度内訳】 

令和２年度：１０，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

令和３年度： ７，３００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 担当部署 

  鈴鹿市地域公共交通会議事務局（鈴鹿市 都市整備部 都市計画課） 

   〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号 

TEL：059-382-9024 / FAX：059-384-3938 

Email：toshikekaku@city.suzuka.lg.jp 

 

４ 参加資格 

  本プロポーザルに参加できるものは，次に掲げる要件を全て満たすこととする。 

(1) 日本国内に本社，支社，営業所又はこれらに類する事業拠点を有し，本業務の実施について，必要

に応じて鈴鹿市に訪問可能なこと。 

(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こと。 

(3) 鈴鹿市建設工事等資格停止措置要綱（平成 11 年鈴鹿市告示第 148 号）の規定による資格停止等

の措置を受けた場合においては，その停止等の期間を経過していること。 

(4) 破産法（平成16年法律第75号）の規定による，破産の申立てがされていないこと。 
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(5) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申立てがないこと。又は民事再

生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続き開始の申立てがないこと。ただし，会社更生法

の規定による再生計画又は民事再生法の規定による再生計画について，裁判所の認可決定を受けた者

を除く。 

   (6) 鈴鹿市暴力団排除条例（平成23年鈴鹿市条例第2号）第2条第1号に規定する暴力団及び同条第

2号に規定する暴力団員でないこと。 

  (7) 国税及び地方税に滞納がないこと。 

  (8) プロポーザル参加者は，鈴鹿市の平成30～33年度入札参加資格者名簿（コンサル）の登録におい

て，「5317：土木・都市計画及び地方計画」部門に登録されていること。 

  (9) 直近の5か年の間に，地方公共団体又は法定協議会が発注した地域公共交通網形成計画策定又は改

定に係る業務受託実績があること。 

      

５ 実施スケジュール 

  本プロポーザルの実施スケジュールは次のとおりとする。 

  なお，契約締結は国庫補助金交付決定後とする。 

 

1 公募開始 令和2年7月7日(火) 

2 参加表明書 提出期間 令和2年7月7日(火) ～ 令和2年７月16日(木) 

3 質問書 提出期間 令和2年7月7日(火) ～ 令和2年7月13日(月) 

4 質問書に対する回答 令和2年7月15日(水) 

5 参加資格確認結果通知書 令和2年7月21日(火) 

6 企画提案書 提出期間 令和2年7月22日(水) ～ 令和2年8月12日(水) 

7 1次審査 令和2年8月17日(月) 

8 1次審査結果通知書 令和2年8月18日(火) 

9 2次審査(プレゼンテーション) 令和2年9月10日(木) 

10 本審査結果通知書 令和2年9月11日(金) 

11 契約締結 令和2年9月中を予定 

 

６ 参加表明の手続き等 

  本プロポーザルへの参加を希望する者は，次に掲げる書類を提出すること。 

  なお，提出書類その他の関係資料は，鈴鹿市ホームページからダウンロードすること。 

   【 鈴鹿市ホームページ 】  http://www.city.suzuka.lg.jp/ 

 

  (1) 提出書類 

    ア 参加表明書（様式１） 
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    イ 参加資格確認書（様式２） 

      直近の５か年の間に，地方公共団体又は法定協議会が発注した地域公共交通網形成計画策定

又は改定に係る業務の受託実績を記載すること。また，受託実績の内容が確認できる書類（契

約書の写し等）を添付すること。 

    ウ 法人の概要（様式３） 

      提案者の法人内容について記載すること。また，認証取得については，証明できる書面の写し

を添付すること。なお，次の書類を添付すること。 

    （ア）法人登記簿謄本（１部） ※発行日から３か月以内のもの。 

      （イ）法人定款 

    エ 納税証明書（未納税額のない証明書の様式） 

証明書の種類 証 明 等 

国税納税証明書(その3の3) 税務署発行 

県税納税証明書(様式40号の4(イ)) 三重県税事務所発行 

市税納税証明書(滞納のない証明書) 鈴鹿市役所発行 

※県税・・・三重県内に本店，支店等の事業所がない場合は必要なし 
※市税・・・鈴鹿市内に事業所等がない場合は必要なし 
※市税の納税証明書交付申請の際は，市役所窓口で必ず「滞納のない証明書」を指定すること 

    オ 会社の概要が分かるパンフレット等 

 

  (2) 提出期間 

    令和2年7月7日(火)から令和2年7月16日(木)の期間の午前8時30分から午後5時15分

まで 

※持参する場合は，この期間のうち，土日祝日を除く，鈴鹿市役所本庁の開庁日に限る。 

※郵送の場合は，令和2年7月16日（木）必着とする。 

 （3）提出方法 

持参または郵送（簡易書留郵便に限る） 

 （4）提出先 

    鈴鹿市地域公共交通会議事務局（前記「３ 担当部署」参照） 

 （5）参加資格確認結果の通知 

    参加資格確認終了後，令和2年7月21日(火)に参加表明書記載の電子メールアドレス宛に「公募

型プロポーザル参加資格確認結果通知書」を送付する。 

 

 

７ 質問及び回答 

本プロポーザルに関する質問は，次の方法で提出すること。 

 （1）提出書類 

    質問書（様式４） 
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 （2）提出期間 

    令和2年7月7日(火) 午前8時30分 から 令和2年7月13日(月) 午後5時15分まで 

 （3）提出方法 

質問箇所及び内容を簡潔に記載し，電子メールにより提出すること。また，件名は「鈴鹿市地域公

共交通網形成計画策定業務委託に伴う質問（〇〇〇〇：法人名）」とし，送信後は確認のため電話

連絡をすること。なお，他の方法による質問書は一切受け付けない。 

 （4）提出先 

    鈴鹿市地域公共交通会議事務局（前記「３ 担当部署」参照） 

 （5）質問書に対する回答 

    質問に対する回答は，令和2年7月15日(水)に鈴鹿市ホームページへの公開により行い，個別に

は回答しない。 

 

８ 辞退届の提出 

  参加申込後，本プロポーザルへの参加を辞退する者は，辞退届を次の方法で提出すること。 

なお，この場合でもその他の事業において不利益を被ることはないものとする。 

 （1）提出書類 

    辞退届（様式５） 

 （2）提出期限 

    令和2年7月27日(月)午後5時15分まで 

※持参する場合は，この期間のうち，土日祝日を除く，鈴鹿市役所本庁の開庁日に限る。 

※郵送の場合は期限日必着とする。 

 （3）提出方法 

持参または郵送（簡易書留郵便に限る） 

 （4）提出先 

    鈴鹿市地域公共交通会議事務局（前記「３ 担当部署」参照） 

 

９ 企画提案書等の提出 

  本プロポーザルに関する企画提案書等は，次の方法で提出すること。 

 （1）提出書類 

   ア 実施方針（様式６） 

     業務体制の特徴，特に重視する計画上の配慮事項等を簡潔に記載すること。 

   イ 企画提案書表紙（様式７） 

     代表者印押印の上，企画書提案書の鏡表紙として提出すること。 

   ウ 企画提案書（任意様式） 

     企画提案書は，仕様書の目的・業務内容を踏まえ作成すること。なお，本プロポーザルは，最適

な委託業者を選定するために必要な提案を求めるものであり，具体的な数値や根拠等を求める

ものではない。 
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企画提案書の作成は，Ａ４縦版(ページ制限なし)，横書き，両面，文字サイズ１１ポイント以上

(図，表，画像を除く)，及び左右に２０mm以上の余白を設定すること。なお，Ａ４サイズに収

まらない場合は，Ａ３サイズまで可能とし，横折込とすること。 

   エ 実施スケジュール（様式８） 

   オ 参考見積書（任意様式） 

     数量，単価等積算根拠を明らかにすること。消費税を含む額とし，業務想定規模を超える提案は

失格とする。 

   カ 業務実施体制調書（様式９） 

     業務の実施体制，分担業務の内容について記入すること。 

   キ 管理技術者調書（様式１０） 

     配置予定担当者の氏名，経歴，実績等について記入すること。なお，保有資格については，証明

できる書面の写しを添付すること。 

   ク 主担当技術者調書（様式１１） 

     配置予定担当者の氏名，経歴，実績等について記入すること。なお，保有資格については，証明

できる書面の写しを添付すること。 

 

 （2）提出期間 

    令和2年7月22日(水)から令和2年8月12日(水)の期間の午前8時30分から午後5時15分 

まで 

※持参する場合は，この期間のうち，土日祝日を除く，鈴鹿市役所本庁の開庁日に限る。 

※郵送の場合は，令和2年8月12日（水）必着とする。 

 （3）提出方法 

持参または郵送（簡易書留郵便に限る） 

 （4）提出先 

    鈴鹿市地域公共交通会議事務局（前記「３ 担当部署」参照） 

 （5）提出部数 

提出書類ア～クの順序で製本し，インデックスを付け，簡易なA4ファイルで提出すること。 

・正本    １部（代表者印押印のもの） 

・副本   １０部（正本の写し） 

・CD-R    1枚（PDF形式で保存したもの） 

 （6）新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う措置 

    新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，万一２次審査（プレゼンテーション）の実施を中止し

た場合に備え，企画提案書のみで提案内容を理解できるよう作成すること。 

 

１０ ２次審査（プレゼンテーション）の実施 

   １次審査を通過した提案者は，次のとおり２次審査（プレゼンテーション）を行うものとする。ただ

し，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，万一２次審査（プレゼンテーション）の実施を中止
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した場合は，この限りでない。また，テレビ電話等，別の手段に代えて２次審査（プレゼンテーショ

ン）を実施する場合は，次の内容を準用する。 

 （1）日時 

    令和2年9月10日(木)  

 （2）場所及び時間 

    後日通知する。なお，順序は企画提案書提出順とする。 

 （3）所要時間 

・準備               5分 

・プレゼンテーション       20分 

・質疑応答            10分 

 （4）内容 

    企画提案書の説明 

 （5）参加者 

   ア 提案者は，プレゼンテーションにおいて説明を行う者及び質疑応答において回答を行う者のみを

参加させることとし，参加者の上限は３名とする。 

   イ 選定委員会（以下「委員会」という。）委員及び鈴鹿市都市整備部職員（以下「担当職員」という。）

が参加する。 

   ウ プレゼンテーション及び質疑応答は非公開で行う。 

 （6）使用機器等 

   ア スクリーン及び電源タップは，担当職員が準備する。 

   イ 担当職員が準備するスクリーン以外に必要な資機材等は提案者が当日持ち込むこと。 

   ウ プロジェクターの投影に使用するコンピュータと担当部署が用意する電源タップとは提案者が責

任をもって接続すること。 

   エ 提案者が持ち込む資機材等の準備及び撤収作業は，プレゼンテーション及び質疑応答の時間内に

行うこと。 

 （7）プレゼンテーション 

   ア 企画提案書等を踏まえた提案概要や全体像，提案のポイントを平易に説明すること。 

   イ プレゼンテーション中の資機材等の操作は提案者が行うこと。 

   ウ プレゼンテーション時には提案者が用意するデモンストレーション機の実演を行うことを認める。

なお，実演はプレゼンテーションの時間内に行うこと。 

   エ デモンストレーション機の実演を実施するかどうかは提案者が選択すること。 

   オ デモンストレーション機の実演には，企画提案書等に含まれない新たな内容を資料又はコンピュ

ータの画面情報として配布又は投影することを認めない。 

   カ 担当職員はデモンストレーション機の操作は行わない。 

 

 （8）質疑応答 

   委員会委員が提案者に対して企画提案書等の提出資料及びプレゼンテーションの内容について質問

を行う。 
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   ア 説明者以外の回答を認める。 

   イ プロジェクターに企画提案書等の提出資料及びプレゼンテーション用の資料，デモンストレーシ

ョン機の画面情報等を投影しながら回答することを認める。 

 

１１ 審査方法等 

   審査方法や審査基準の詳細については，「鈴鹿市地域公共交通網形成計画策定業務委託プロポーザル

実施要領」によるものとする。 

 

１２ 選定結果の通知及び公表 

   審査結果は，各提案者に書面で通知するとともに，鈴鹿市ホームページにおいて公表する。 

 

１３ 契約手続 

   仕様書及び委託候補者の企画提案書等の記載事項を基本に協議の上，鈴鹿市契約規則（昭和41年鈴

鹿市規則第18号）に基づき契約を締結する。 

企画提案書等に記載され，選定で評価した項目については，原則として契約時の仕様に反映するもの

とする。ただし，本業務の目的達成のため，必要な範囲において，委託候補者との協議により締結段

階で項目を追加，変更及び削除することがある。また，これにより見積額を超えない範囲で，契約内

容及び契約額等の調整を行うことがある。 

なお，辞退その他の理由で契約ができない場合は，次順位者と契約の交渉を行う。 

 

１４ その他注意事項 

 （1）本プロポーザルに係る経費はすべて提案者の負担とする。 

 （2）提出のあった企画提案書は，選考を行う作業に必要な範囲において，複製を行うことがある。 

 （3）提出書類の著作権は，提案者に帰属する。ただし，鈴鹿市地域公共交通会議は，本業務に係る範囲

において公表する場合その他必要と認める場合には，提出書類の内容を無償で使用できる。 

 （4）提出された書類は，返却しないものとする。 

 （5）提出書類の提出後の修正又は変更は，一切認めない。 

 （6）提出書類等に記載された個人情報は，本業務の委託候補者の選定のみに使用し，その他の目的には

一切使用しない。 

 （7）本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は，鈴鹿市情報公開条例（平成13年12月26日

条例第29号）に基づくものとする。 

 （8）企画提案書等に含まれる著作権，特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対

象となっているものを使用した結果，生じた責任は提案者が負う。 

 

 


