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高知市本庁舎等総合管理業務に係る公募型プロポーザル募集要領 

 

１ 業務目的 

市の庁舎は，市民の共有財産であり，長期にわたり良質な建築物として市民生活の基盤とな

るよう有効に活用することが必要である。 

本業務は，高知市本庁舎，第二庁舎，書庫棟，たかじょう庁舎及びその敷地における常駐施

設管理・設備機器運転監視，環境衛生管理，施設警備，来庁者用駐車場管理，当直，清掃，そ

の他の管理業務を総合的に委託することにより，民間のノウハウを活用することで，管理業務

の品質及び利用者の利便性向上と維持管理コストの削減などを図りながら，本庁舎の基本理念

の一つにある「市民の安全・安心な暮らしを支える庁舎」として，適正な管理運営を行うこと

を目的とする。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名 

高知市本庁舎等総合管理業務 

(2) 業務内容 

別紙「高知市本庁舎等総合管理業務仕様書」のとおり 

(3) 業務履行期間 

令和４年 12 月 23 日から令和９年 12 月 22 日まで（60 か月間） 

※ 契約締結の日から令和４年 12月 22日までは準備期間とし，受託者においてはこの期

間において本業務に必要となる人員の育成や機器の準備等，業務を適正に履行できる

体制を整えること。 

(4) 事業費限度額 

本業務の事業費の限度額は 688,797,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

※ただし令和４年度の限度額は 29,356,000 円 

(5) 委託事業者選定方法 

公募型プロポーザル方式 

 

３ 業務に関する基本的事項 

(1)  本件公募型プロポーザルに参加しようとする者は，単独又は複数の事業者により構成さ

れる共同企業体（ＪＶ）とし，公告日から契約相手方の候補者決定までの間において，次に掲げ

る要件を全て満たす者であること。 
【単独事業者の場合】 

① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第２項各号に該当しない者 

② 高知市競争入札指名停止措置要綱（平成６年７月１日制定）の規定による指名停止又は指

名回避の措置を受けている期間が存在しない者 

③ 破産法（平成 16 年法律第 75号）第 18 条第１項若しくは第 19 条第１項若しくは第２項の

規定に基づく破産手続開始の申立て，民事再生法（平成 11年法律第 225 号）第 21条の規定

に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に

基づく更生手続開始の申立てがなされていない者。ただし，民事再生法の規定に基づく再生

手続開始の申立て又は会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であっ

ても，民事再生法の規定に基づく再生計画認可の決定又は会社更生法の規定に基づく更生計

画認可の決定を受けた者については，当該再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされ

なかったものとみなす。 

④ 代表者又は役員等が，本市事業等からの暴力団の排除に関する規則（平成 23 年規則第 28

号）第４条各号のいずれにも該当しない者 

⑤ 本市の令和４・５年度物件等競争入札参加資格を有する者，又は令和４・５年度物件等競

争入札参加資格審査申請（追加登録）を，参加意向申出書類提出期限までに申請しており，

契約締結時までに入札参加資格を有する者。 
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⑥ 本件公募型プロポーザルの実施説明会（令和４年８月 17 日開催予定）に参加した者 

⑦ 平成 25 年４月以降に，国若しくは地方公共団体又は民間において建築物における衛生的環

境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号）に規定する建築物環境衛生管理技術者の設

置（選任）が必要な建築物の管理を主体とする業務の履行実績があること。 

【共同企業体の場合】 

① 構成員全てが，【単独事業者の場合】の①から⑤までに掲げる要件を全て満たしている

こと。 

② 構成員のうち１者以上が【単独事業者の場合】の⑥及び⑦の要件を満たしていること。 

③ 構成員は，共同企業体の代表者となる事業者を決め，代表者は，全体の意思決定，管理

運営等に全ての責任を持つこと。 

④ 代表者とならない構成員にあっては，代表者に代表権を委任する旨が記載されている委

任状を提出すること。 

⑤ 参加意向申出書提出時に共同企業体の協定書の写しを併せて提出すること。なお，協定

書には，構成員の役割分担が詳細かつ明確に記載されていること。 

⑥ 共同企業体の構成員が，単独又は他の共同企業体の構成員として，本件公募型プロポー

ザルに参加していないこと。 

⑦ 代表者及び構成員を変更することはできない。ただし，構成員に限り，やむを得ない事

情があると本市が認めた場合は，変更をできるものとする。 

(2) 業務の再委託 

業務の一部を再委託しようとする場合には，本市の承諾を受けなければならない。なお，

委託業務の全部又は主たる部分を再委託してはならない。 

(3) 秘密保持義務 

業務に従事している者は，業務に際して知り得た秘密を他に漏らし，又は自己の利益のた

めに利用してはならない。また，本業務が終了した後においても同様とする。 

(4) 個人情報の保護 

個人情報を適切に管理・保護するために必要な措置を講じること。 

 

４ 契約候補者選定方法 

当該事業に係る企画提案事業者を募集し，提出された企画提案を本市が設置する「高知市本

庁舎等総合管理業務に係るプロポーザル選定委員会」（以下「選定委員会」という。）におい

て審査し，最も優れた企画提案を行ったと判断された事業者を契約候補者として選定する。 

 

５ 実施スケジュール 

   本件公募型プロポーザルの実施スケジュール（予定）は以下のとおりとする。 

公告（公募開始を本市ホームページに掲載） 令和４年８月１日 （月） 

実施説明会参加申込書提出期限 令和４年８月 10日（水） 

実施説明会 令和４年８月 17日（水） 

質疑書の提出期限 令和４年８月 22日（月） 

質疑回答の公表 令和４年８月 26日（金） 

参加意向申出書の提出期限 令和４年８月 29日 (月） 

参加資格確認結果通知（発送） 令和４年９月７日 （水） 

企画提案書類の提出期限 令和４年９月 13日（火） 

選定委員会（プレゼンテーション） 令和４年９月下旬 

審査結果通知 令和４年 10 月上旬 

契約締結 令和４年 11 月上旬 
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６ 実施説明会 

(1) 開催日時 

令和４年８月 17日（水） 10 時～ 

※ 1 事業者当たり４名までの参加とする。 

(2) 開催場所 

高知市本町五丁目１番 45 号 高知市役所本庁舎２階 221 会議室 

(3) 参加申込方法 

実施説明会参加申込書（様式１）に必要事項を記入の上，E-Mail に添付して提出するこ

と。その際，表題は「説明会申込：高知市本庁舎等総合管理業務」とすること。提出後は電

話にて着信の確認を行うこと。 

 (4) 申込期限 

令和４年８月 10日（水）17 時（必着） 

※ 事前に参加申込のない者の実施説明会への参加は認めない。 

(5) 提出先 

「15 全ての書類の提出先及び問合せ先」のとおり 

 

７ 質疑・回答 

(1) 提出方法 

質疑書（様式２）に必要事項を記入の上，E-Mail に添付して提出すること。その際，表題

は「質疑書：高知市本庁舎等総合管理業務」とすること。提出後は電話にて着信の確認を行

うこと。 

(2) 提出期限 

令和４年８月 22日（月）17 時（必着） 

(3) 提出先 

「15 全ての書類の提出先及び問合せ先」のとおり 

(4) 回答方法 

令和４年８月 26日（金）17 時までに高知市総務部総務課ホームページにて受付けた質問

及び回答を公表する。 

 

８ 参加意向申出 

(1) 提出書類 

参加意向申出をする者（以下「参加意向申出者」という。）は，下記の提出書類（以下

「参加意向申出書類」という。）を提出すること。 

【単独事業者の場合】 

  ア) 参加意向申出書（様式３） 

  イ) 誓約書（様式４） 

ウ) 業務実績届（様式５） 

※業務履行実績を証する書類（履行業務の契約書・仕様書又は履行証明書等の写

し）を添付すること。 

【共同企業体の場合】 

ア) 参加意向申出書（様式３） 

  イ) 誓約書（様式４） 

ウ) 業務実績届（様式５） 

※業務履行実績を証する書類（履行業務の契約書・仕様書又は履行証明書等の写

し）を添付すること。 

エ) 共同企業体結成届出書兼委任状（様式６） 

オ) 共同企業体協定書（任意の様式で写しを提出すること） 



4  

(2) 提出方法 

持参又は郵送とする。郵送の場合は配達証明付き書留郵便により，提出期限必着とする。 

(3) 提出期限 

令和４年８月 29日（月）17 時（必着） 

(4) 提出先 

「15 全ての書類の提出先及び問合せ先」のとおり 

(5) 参加資格審査及び結果通知 

参加意向申出書類の提出があった者について資格審査を行い，令和４年９月７日（水）以

降に「参加資格確認結果通知」を発送する。 なお，資格審査により失格となった者は，通知

日の翌日から起算して７日以内（休日含む）に，書面により説明を求めることができる。 

(6) その他 

参加意向申出書類の提出後に本件公募型プロポーザルを辞退する場合は，辞退届（様式自

由）を提出すること。なお，辞退することによって，今後の本市との契約等について不利益

な取扱いをすることはない。 

 

９ 企画提案書類の作成・提出 

(1) 提出書類及び部数 

① 提出書類は以下のとおりとする。 

№ 提出書類 留意事項 規格 

１ 企画提案書 

・１者１提案とする。 

・１部につき 40 頁以内（指定する添付資料は除く）とす

る。 

様式７ 

２ 価格提案書 

・「２ 業務概要 (4) 事業費限度額」以内の額を記入す

ること。 

・消費税及び地方消費税率は 10％とすること。 

・消費税及び地方消費税の額に１円未満の端数があると

きは，その端数金額を切り捨てとする。 

様式８ 

３ 積算内訳書 ・提案価格の内訳と積算根拠がわかるもの 任意様式 

４ 
情報非公開 

希望申立書 

・提案内容に高知市行政情報公開条例（平成 12 年条例第

68 号）第９条第１項第３号に該当する部分がある場合

には提出すること。 

様式９ 

② 提出部数は紙媒体で正本１部，副本（写し）８部提出とする。 

③ №１から№４までの書類を，順番にファイル等に綴り，各書類に見出し（インデックス 

等）を貼付すること。 

(2) 提出方法 

持参又は郵送とする。郵送の場合は配達証明付き書留郵便により，提出期限必着とする。 

(3) 提出期限 

令和４年９月 13日（火）17 時（必着） 

(4) 提出先 

「15 全ての書類の提出先及び問合せ先」のとおり 

(5) その他 

企画提案書類を受け付けた後の追加及び修正は認めない。 
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10 審査方法及び選定基準 

(1) 審査方法 

審査（プレゼンテーション）は非公開とし，審査内容についての質問や異議は一切受け付

けない。 

① 実施予定日 

  令和４年９月下旬 

② 実施場所 

高知市本町五丁目１番 45 号 高知市役所本庁舎４階 421 会議室 

※ 日時及び場所の詳細については対象事業者に別途通知する。 

③ 実施方法等 

ア) 出席者 

５名以内（配置予定の総括管理責任者を必ず含むこと） 

イ) 説明時間（出退及び準備に要する時間を含む） 

プレゼンテーションの時間 25 分以内，質疑 応答 15 分程度 

ウ) プレゼンテーションの内容 

プレゼンテーションでは，提出した企画提案書類の内容に沿って説明を行うこと。

プレゼンテーションの際にパソコンの使用も認めるが，事前に連絡すること。その場

合，スクリーン以外の機器（プロジェクターや接続ケーブル等）は各者用意するこ

と。 

エ) 選定委員構成 

委員長１人，副委員長１人，委員４人：合計６人 

オ) 審査内容は非公開とする。 
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(2) 選定基準 

選定基準は，以下のとおりとする。 

審査項目 審査の視点 配点 

(1)本業務に対す

る提案内容 

①業務実施方針 

・仕様書等に示された業務実施の基本方針及

び業務目的並びに業務内容を十分に理解し

ており，各業務の実施方針が具体的で適切

か。 

20 点 

②業務実施体制 

・配置予定の総括管理責任者は十分な実

績・技術力・マネジメント能力を有して

いるか。 

・配置する人員体制と配置場所及びその管

理体制は適切か。 

・各業務間が連携し一体的な庁舎管理とな

るような管理体制につながる考え方や仕

組は具体的で適切か。 

20 点 

③業務品質の管理 

及び維持向上策 

・業務品質の管理手法及び自主検査の考え

方や仕組は具体的で適切か。 

・業務品質を維持向上させるための考え方

や仕組は具体的で適切か。 

・維持管理コストの縮減や業務の効率化を

図るための考え方や仕組は具体的で適切

か。 

15 点 

④不具合や火災及び 

災害発生時の対応 

・本市職員及び受託者の業務従事者等が施

設や設備等の不具合を確認した場合の連

絡先（窓口）と，その不具合状況の確

認，対応手順や体制は適切か。 

・各種監視盤及び入退出管理システム等に

より火災や不審者侵入等の異常発生を発

見した場合及び災害等が発生した場合の

緊急対応について，対応手順や体制は適

切か。 

15 点 

⑤地域経済への貢献 

・市内業者の参画についての考え方は具体

的で適切か。 

・市内業者の経営基盤等の向上や地域経済

への貢献に資する提案があるか。 

・市内業者の参画の割合は高いか。 

25 点 

⑥追加サービス・ 

独自のノウハウ等 

・効果が期待できる追加サービスや独自の

ノウハウを活かした提案があるか。 

・複数の提案，特に効果が高いと見込まれ

る提案があるか。 

20 点 

(2)事業者の実績

及び能力 

①同種業務の実績 

・平成 25 年４月以降に履行した業務に，仕

様書等で定める各種業務Ⅰ～Ⅵと同種の

業務が多く含まれているか。 

10 点 

②組織力・技術力・ 

財政基盤・決算状況 

・本業務に関連する部門の組織・人員体制

は充実しているか。 

・財政基盤は安定しているか。 

・持続可能性に問題はないか。 

10 点 

(3)提案価格 ・提案価格は安価であるか。 15 点 

計 150 点 
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(3) 失格条件 

① 次のいずれかに該当することが明らかになったときは，失格とする。 

・ 「３ 業務に関する基本的事項(1) 参加資格要件」に該当しないことが明らかになった

場合。 

・ 提出書類に虚偽の記載をした場合。 

・ 提案価格が事業費限度額を超えた場合。 

・ 本募集要領に記載された要件を満たしていない場合。 

・ 選定委員に対し，審査の公平性に影響を与える接触を行った場合。 

② 契約相手方の候補者決定から契約締結日までの間において，次に該当したときは，契約

候補の決定を取り消し，契約を締結しないことがある。 

・ 参加資格要件を満たさなくなったとき。 

・ 本市指名停止要綱の対象となる事案に該当したとき。 

 

11 契約候補者の決定 

選定委員会による審査を経て，選定委員の採点を合計し，総得点が高い者から順位付けを行

い，最低基準点（提案価格に関する配点を除いて，総得点が満点の 60％）以上の者で総得点が

最も高い者を契約候補者とする。審査の総得点が同点の場合は，提案価格が廉価な者を上位と

し，提案価格も同額の場合は，くじにより選定する。 

また，契約候補者が参加資格要件を有しなくなった場合又は辞退した場合は，最低基準点以

上の者で総得点が次点の者を契約候補者とする。 

なお，企画提案の応募が１者であった場合でも，評価・選考を行うものとし，評価・選考の

結果，最低基準点を上回る者がない場合は，本件公募型プロポーザルによる契約は行わない。 

 

12 審査結果通知及び公表 

企画提案書の提出者全員に，令和４年 10月上旬までに書面で審査結果を通知するとともに，

高知市総務部総務課ホームページに掲載する。なお，審査により契約候補者とならなかった者

は，通知日の翌日から起算して７日以内（休日含む）に書面により説明を求めることができ

る。 

 

13 契約の締結 

「10 審査方法及び選定基準」により選定された契約候補者と契約締結の交渉を行う。 

契約候補者が契約を締結しない場合は，次点者と契約交渉を行い，合意に達した者と契約を

締結する。 

契約の締結に際しては，企画提案の詳細について別途協議・調整の上，企画提案の内容を一

部変更して契約することがある。 

 

14 留意事項 

(1) 提出された書類は返還しない。また，本件公募型プロポーザル以外の用途には提出者に無

断で使用しない。 

(2) 企画提案に要する経費は，全て提案者の負担とする。 

(3) 提出書類の著作権は参加事業者に帰属する。ただし，本市が本件公募型プロポーザルの報

告，公表等のために必要な場合は，提出書類の内容を無償で使用できるものとする。 

(4) 提出された書類等は，高知市行政情報公開条例（平成 12 年条例第 68 号。以下「条例」

という。）に基づく情報公開請求があった場合，公開することにより，当該事業者の権利，

競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認めるに足りる合理的な理由があ

るもの（条例第９条第１項第３号該当）を除き公開することとする。したがって，提案内容

に条例第９条第１項第３号に該当する部分がある場合は，提案書類を提出する際に，情報非

公開希望申立書（様式９）を提出すること。ただし，非公開の申し出があった部分であって
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も，合理的な理由がないと判断する場合や公開することが公益上必要であると認める場合な

どは，公開することがある。 

  (5) この募集要領に定めのない事項については，地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）及び地

方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）の定めるところによる。 

   (6) 委託事業費については業務履行開始日（令和４年 12月 23 日）をもって発生するものと

し，契約締結時から業務履行開始までの間については，委託事業費は発生しないものとす

る。 

 

15 全ての書類の提出先及び問合せ先 

【提出先（郵送）】 

〒780-8571 高知市本町五丁目１番 45 号 

【提出先（持参）・問合せ先】 

高知市本町五丁目１番 45 号 高知市役所本庁舎４階 408 窓口 

高知市総務部総務課 担当： 田村／伊藤  

Tel：088-823-9411（直通） 

Fax：088-824-6930 

E-mail：kc-050200@city.kochi.lg.jp 

【応募に関する書類のダウンロード】 

高知市総務部総務課ホームページ  https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/7/ 

 

 


