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千葉市立郷土博物館展示リニューアル設計業務委託募集要項 

 

 

１ 本書の目的 

  本書における「千葉市立郷土博物館展示リニューアル設計業務委託」とは、令和８年度の 

 千葉開府９００年に向けて、令和６年度から同７年度に予定している千葉市立郷土博物館の展示  

 改修に向けた設計書の作成を実施する業務である。本書は、同業務を実施するにあたり、公募 

 型プロポーザル方式により業者を選定する場合の手続き等について、必要事項を定めたもの 

 である。 

 

２ 業務の概要 

（１）委託名  

千葉市立郷土博物館展示リニューアル設計業務委託 

（２）業務内容  

  ア 検討体制の構築 

  イ 展示リニューアルの設計 

※詳細は、別紙「千葉市立郷土博物館展示リニューアル設計業務委託仕様書（以下、 

「委託仕様書」という。）」のとおり 

（３）受注候補者の選定方法 

   受注候補者の選定は、本書に従って提出された企画提案書等に基づくプロポーザル方式で行う。 

  ア プロポーザル方式を採用する理由 

  （ア）本方式の評価対象が、業者の専門性や技術力、企画力等である等、最も能力のある業者の 

    選定が可能である。 

  （イ）企画提案により受けた提案内容をそのまま契約内容とせず、受注候補者選定後に、発注者 

    の意見や要望が反映できる。 

（４）履行場所 

千葉市立郷土博物館（千葉市中央区亥鼻１丁目６－１） 

（５）委託期間 

契約締結日の翌日から令和６年３月３１日（日）まで 

（６）委託限度額 

２９，０００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

【参考】展示改修費想定額を２４０，０００千円以内とする。 

（７） 支払条件 

 完了後一括払い 

（８） 担当者 

 千葉市教育委員会生涯学習部文化財課郷土博物館 担当：錦織 

〒２６０−０８５６ 千葉市中央区亥鼻１丁目６－１ 

電話番号 ０４３－２２２－８２３１ 

FAX 番号 ０４３－２２５－７１１６ 

E-mail   kyodo.EDL@city.chiba.lg.jp 

 

 

３ 公募スケジュール 

      内容 日程 

1 募集要項の公表 令和５年３月１７日（金） 

 

2 

質問書の受付 令和５年３月１７日（金）から令和５年３月２４日（金） 

１７時到着分まで 

mailto:kyodo.EDL@city.chiba.lg.jp
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3 質問書の回答 令和５年３月３１日（金）までに千葉市ホームページに掲載 

※回答は随時公開予定 

4 企画提案書等の提出期限 令和５年４月１８日（火）必着 

※持参の場合には同日１７時まで 

5 プレゼンテーション 令和５年４月２６日（水）（予定） 

※詳細な時間や場所等は、別途調整のうえ通知する。 

6 選定結果通知 令和５年５月上旬（予定） 

7 委託契約締結 令和５年５月中旬（予定） 

 

４ 参加資格 

（１）令和５年４月１８日の時点で、過去１０年間において、元請けとして千葉市立郷土博物 

  館の類似施設（博物館、資料館）における展示設計（リニューアルも含む）の実績を有す 

  る者であること。 

（２）令和４・５年度の千葉市委託入札参加資格者名簿に登録されている者であること。なお、   

  登録業種（大分類）が「調査・計画」であること。 

（３）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 

   次のいずれにも該当しない者であること。 

  ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者 

  イ 当該業務の企画提案書等の提出期限の日前６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出 

   した者 

  ウ 会社更生法(平成１４年法律第１５４号）の更生手続き開始の申立てをした者で、同 

   法に基づく裁判所による更生計画認可決定がなされていない者 

  エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の再生手続き開始の申立てをした者で、同 

   法に基づく裁判所による再生計画認可決定がなされていない者 

  オ 千葉市内に本店又は営業所等を有する者にあっては、千葉市税（延滞金を含む）を完 

   納していない者。 

  カ 千葉市内に本店又は営業所等を有する者で、個人住民税の特別徴収を行うべき者にあ 

   っては、個人住民税の特別徴収を行っていない者 

  キ 千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領（昭和６０年８月１日施行）及び千葉  

   市建設工事請負業者等指名停止措置要領（昭和６０年８月１日施行）に基づく指名停止   

   措置等を当該業務の企画提案書等の提出期限の日から審査による業者決定日までの間に 

   受けている者 

  ク 千葉市内において､都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に違反している者 

 

５ 参加手続き 

（１）企画提案書 

ア 別紙「委託仕様書」に記載の委託業務内容を熟読し、企画提案を行うこと。 

イ 企画提案書は下記企画提案項目について、具体的かつ簡潔に作成すること（書式は自由） 

ウ 企画提案書は、図を含めＡ３サイズ用紙（横・片面）５枚以内にまとめること。 

エ 下記企画提案項目の「リニューアル方針に基づく具体的な提案」について、企画提案 

を行うこと。 

 【企画提案項目】 

委託仕様書中の「４ リニューアル方針」に基づく具体的な提案 

展示テーマ『陸と海・人とモノを結ぶ「千葉」』に基づく展示全体の平面プラン

（各展示室における「目玉となる」展示・演出を含む。） 
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（２）提出書類等 

ア 提出書類及び提出部数 

（ア）企画提案参加申込書（様式第１号）  １部 

（イ）企画提案書             ７部 

   ※「５ 参加手続き（１）企画提案書」に記載した事項を遵守すること。 

   ※提出する７部のうち１部のみ社名を記載し、残り６部は無記名とすること。 

   ※企画提案書を記録した電子媒体（ＣＤ－Ｒ又は ＤＶＤ－Ｒ）２枚を併せて提出すること。   

（ウ）提案価格書（様式第２号）          １部 

（エ）会社概要 

   ※様式自由。パンフレット等でも可。 

（オ）使用印鑑届兼委任状の写し 

   ※令和４・５年度千葉市入札参加資格申請の際、千葉市より返送されたものの写し。 

（カ）業務の実施体制（様式任意）      １部 

（キ）配置予定技術者の経歴等（様式第３号）  １部 

（ク）業務工程計画書（様式任意）        １部 

（ケ）展示リニューアル製作に係る概算見積書（様式任意） １部 

（コ）類似業務等の履行実績（様式第４号） １部 

   ※履行実績とは、令和５年４月１８日の時点で、過去１０年間において元請けとして、 

    千葉市立郷土博物館類似施設（博物館、資料館等）における展示設計（リニューアルも 

    含む）に係る業務をいう。 

（サ）共同企業体等一覧表（様式第５号）  １部 

   ※共同企業体を構成する場合のみ提出すること。 

（シ）委任状（共同企業体等）（様式第６号）  １部 

   ※共同事業体を構成する場合のみ提出すること。 

イ 提出期限 

  令和５年４月１８日（火）１７時必着とする。 

ウ 提出方法 

  持参又は郵送すること。なお、郵便事故等を防ぐために簡易書留やレターパック等、郵便 

 物の追跡が可能な方法での提出を推奨する。 

エ 提出先 

  〒２６０−０８５６ 千葉市中央区亥鼻１丁目６－１ 

  千葉市立郷土博物館 担当：錦織 

オ その他 

  １事業者１参加申込とする。 

（３）質問の受付・回答 

ア 質問の提出方法 

  質問書（様式第７号）を使用して作成し、電子メールで提出すること。なお、電子メール到 

 着確認のため、送信後は必ず担当部署へ電話で確認すること。 

イ 質問の受付期間 

  令和５年３月１７日（金）から令和５年３月２４日（金）１７時必着 

ウ 回答方法 

  令和５年３月３１日（金）までに、千葉市ホームページにおいて公表する。 

（４）辞退 

本プロポーザルへの参加申込後、参加を辞退する場合は、辞退届を提出すること。 

ア 提出書類 企画提案辞退届（様式第８号） １部 

イ 提出先 「５ 参加手続き（２）提出書類等 エ 提出先」と同じ 

 

６ 審査方法及び評価項目 

（１）選定委員会の設置 

ア 受注候補者の選定にあたり、選定委員会を設置する。 
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イ 選定委員会の委員は、本市職員をもって充てるものとする。 

（２） 審査方法及び結果の通知 

  ア 企画提案書等の記述内容及びプレゼンテーション内容を選定委員が総合的に判断する。 

  イ 提案者のプレゼンテーションへ出席できる人数は、２名以内とする。 

  ウ プレゼンテーションは、１提案者につき２０分以内とし、終了後に質疑応答時間を設ける。  

   ただし、参加申込者数によって変更することがある。なお、提出した企画提案書等以外を用 

   いた説明は禁止とする。 

  エ プレゼンテーションを行う際は、提案者各自のパソコンを使用すること。 

  オ 企画提案書等について評価を行い、最も得点の高かった者を優先交渉者（受注候補者）と 

   し、次に得点の高かった者を次点とする。 

  カ 最高得点者が２者以上あった場合、次の順序で優先交渉者（受注候補者）を決定する。 

  （ア）得点が同点の場合は、評価項目「企画提案能力」の得点が最も高い者を、優先交渉者   

    （受注候補者）とする。 

  （イ）得点が同点で、かつ、評価項目「企画提案能力」の得点も同点の場合は、抽選により 

    優先交渉者（受注候補者）とする。 

キ 審査の結果は、決定後速やかに提案者に電子メールで通知するとともに、千葉市ホーム 

    ページで公表する。なお、審査内容に関する質問や選定結果に関する異議申立ては受付けな 

    い。 

 （３）評価項目及び配点 

    総合点数は選定委員１人につき１００満点とし、評価項目と各配点は以下のとおりとする。 

    なお、評価項目「企画提案能力」の得点が、最低評価基準点を下回る場合は失格とする。 

 

評価項目 評価事項（評価の着眼点） 配点基準 

企画提案

能力 

 

企画提案が、リニューアルコンセプト『「郷土千葉のあゆみ、そのダ

イナミズムがわかる」博物館への再生』に基づき、リニューアルを

通して幅広い世代が楽しみながら郷土史を学べる展示や、来館者に

強いインパクトを与える展示を有する政令指定都市千葉に相応しい

博物館の実現に資するものか。   

２０ ７０ 

 

展示全体の平面プランは、展示テーマ『陸と海・人とモノを結ぶ

「千葉」』を踏まえて、本市の歴史を分かりやすく伝え、展示見学を

通じて来館者が本市のあゆみ（各時代の特徴と時代間のつながり

等）を理解できるものになっているか。  

１０ 

 

「千葉氏に関する展示」は、本市の地域資源である千葉氏の歴史と

そのダイナミズムをわかりやすく体感できるような手法、同氏に興

味を抱けるような内容になっているか。 

１０ 

「目玉となる展示」の提案は、委託仕様書中の「４ リニューアル

方針」を十分に踏まえながら、その内容が「各階に設置され」、「子

どもが楽しめる内容」、「デジタル技術を活用した動きのある展示」

を満たすものとなっているか。  

２０ 

 

エントランスの改善、展示ケース等の館内備品・設備改善、バック

ヤード設置に関する提案は、当館の施設上の特性に適合し、事業効

果の最大化及び改修費用の最小化並びにＳＤＧｓに資するものであ

るか。 

１０ 

 

業務実施

体制 

業務の実施体制は十

分に整っているか。 

統括責任者、担当技術者は、豊富な経験、専

門性や資格等を有しているか。 

１０ 

 

３０ 

 

委託仕様書の項目に対応した適切で実現性の

あるスケジュールとなっているか。 

１０ 

 

本業務と類似する業務の経験及び実績が豊富

であるか。 

１０ 

 

合   計 １００ 
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（４）応募者が１者だった場合の取扱い 

応募者が１者だった場合、プロポーザルは中止とせず、応募者の企画提案書等の提出書類を 

評価し、あらかじめ設定した最低評価基準点を超える場合は、その者を契約候補者にする。 

 

７ 契約 

（１）選定委員会において、優先交渉者（受注候補者）と決定した者を委託先候補とし、詳細な業務 

  内容及び契約条件について、千葉市と協議・合意した後に委託契約を締結する。なお、協議の 

  結果、企画案の一部が変更となる場合がある。 

（２）前項の交渉が不成立となった場合は、順次、次点以下の提案者と交渉を行い、委託契約を締結 

  する。 

（３）契約にあたっては、契約書を２通作成し、各１通を保有する。 

（４）契約相手方は、この契約と同時に、契約金額の１００分の１０以上の金額の契約保証金を納付 

  しなければならない。ただし、千葉市契約規則（昭和４０年千葉市規則第３号）第２９ 条に該 

  当する場合は、免除とする。 

（５） 委託料の支払いについては、業務完了後一括払いとする。 

 

８ 企画提案の無効・失格に関する事項 

次のいずれかに該当する場合は、無効又は失格とする。 

（１）提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合 

（２）企画提案書等に虚偽の記載や重要な誤脱があった場合 

（３）提案価格書記載の金額が委託限度額を超えた場合 

（４）会社更生法等の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認められる状態になった場合 

（５）審査の公平性を害する行為があった場合 

（６）その他、企画提案にあたり著しく信義に反する行為があった場合 

（７）参加資格要件に該当しないことが判明した場合 

（８）プレゼンテーションの日時に参集が出来なかった場合 

 

９ その他留意事項 

（１）書類等の作成に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（２）企画提案書等の作成及び提出に関する費用は、提案者の負担とする。なお、提出された企画提案 

書類は返却しない。 

（３）企画提案書等の提出期限以降の変更、差替え及び再提出は認めない。 

（４）採択された企画提案書等の著作権は、千葉市に帰属するものとする。 

（５）企画提案書等の審査は、提出された内容に基づいて行うが、採用決定後、提案された内容につい 

  て必要に応じ、千葉市と提案者の協議のうえ、修正を依頼する場合がある。 

（６）参加資格要件に該当しない事が判明した場合は、失格となる。  

（７）業務の一部について、他社に委託する際は、事前に千葉市の承諾を受けることとする。 

（８） 応募書類は、千葉市情報公開条例（平成１２年千葉市条例第５２号）の規定に基づき開示請求  

されたときは、公にすることにより当該法人又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を 

害するおそれがあるものを除き、開示の対象とする。ただし、審査期間中は、第７条第１項第６ 

号の規定に基づき、開示の対象としない。 

（９）郷土博物館の現地視察を希望する場合は、事前に担当者に連絡し、指定のあった日時に視察す 

ること。また、視察時に質問事項が発生した場合は、「５ 参加手続き（３）質問の受付・回答

（以下「質問方法」という。）のとおり質問書を提出すること。 

（10）郷土博物館の各種図面が必要な場合は、担当者に直接問い合わせること。 


