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奈良市奈良公園周辺地区まちづくり部分基本計画（旧奈良監獄周辺エリア） 

策定等業務委託に係る公募型プロポーザル募集要項 

 

 

奈良市奈良公園周辺地区まちづくり部分基本計画（旧奈良監獄周辺エリア）策定等業務委

託の内容並びに同業務に係る公募型プロポーザルの各種手続き、要件及び審査等の内容につ

いては以下のとおりとする。 

 

1. 目的  

本業務は、平成 27年 1月に奈良県と締結した「まちづくり包括協定」、平成 29年 12月

に法務省、奈良県と締結した「旧奈良監獄、奈良市鴻ノ池運動公園の周辺整備に関する包括

協定」、平成 31 年 3 月に策定した「奈良市奈良公園周辺地区まちづくり部分基本構想旧奈

良監獄周辺エリア」に基づき、奈良公園周辺地区旧奈良監獄周辺エリアを対象としたまちづ

くりの具体的な事業を整理し、「旧奈良監獄と鴻ノ池運動公園を核とした滞在型スポーツ・

健康増進エリア」という取り組みのテーマを基本としつつ、それを発展させ、まちづくり部

分基本計画の策定を行い、そのコンセプトを明確にした内容を広く伝えるためのイメージ図

を作成し、エリアの価値向上とそのイメージの共有を目指すことを目的とする。 

 

2. 業務概要  

(1) 委託業務名称 

令和２年度 奈良市奈良公園周辺地区まちづくり部分基本計画（旧奈良監獄周辺エリア）

策定等業務委託  

(2) 業務場所 

  奈良市 法蓮佐保山四丁目地内 他（奈良市奈良公園周辺地区まちづくり部分基本構想 

に示すエリアを基本とし、委託業務の中で確定する。） 

(3) 委託期間   

契約締結日から令和３年３月３１日（水）まで 

(4) 業務内容 

「奈良市奈良公園周辺地区まちづくり部分基本計画（旧奈良監獄周辺エリア）策定等業

務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり。  

(5) 予算額 

６,０００,０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）を上限とします。 

 

3. 受託者選定方法 

企画提案書公募によるプロポーザル方式 
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4. 参加資格  

次に掲げる条件をすべて満たしている事業者であること。  

(1) 過去に、本入札業務と類似業務の実施又は受託実績を有する事業者であること。 

(2) 市税（奈良市外の事業者にあっては国税）を滞納していないものであること。 

(3) 地方自治法施行令第 167条の 4の規定に該当しない者であること。 

(4) 奈良市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。 

(5) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）の規定による手続開始申立て及び民事再生法（平

成 11 年法律第 225 号）の規定による手続開始申立てがなされていない者（会社更生法

の規定による計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている

者を除く）。 

(6) 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）第 2 条第 2

号に掲げる暴力団、同条 6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれ

らの利益となる活動を行うものでないこと。 

(7) 個人情報の保護について、本市の施策に準じた措置を講じることができること。 

(8) 本市情報セキュリティポリシーを遵守できること。  

 

5. 参加申請 

5－1 参加申請時の提出書類及び提出部数 

参加を希望する事業者は次の書類について提出すること 

(1) 参加申請書（様式 1） 1部 

(2) 事業者概要書（様式 2） 1部  

(3) 業務実績書（様式 3）  1部  

(4) 業務実績の内容が具体的に確認できる書類（契約書の写し等）  1部  

持参、送付（信書便）により提出すること（送付については、提出期間内必着とする）。

持参の場合は、奈良市役所の閉庁日を除く、各日午前 9時から午後 5時までに提出する

こと。  

5－2 提出期限  

令和 2年 12月 15日（火）午前９時から令和 2年 12月 28日（月）午後５時まで  

5－3 提出場所  

〒630-8580 

奈良市二条大路南一丁目１番１号  

奈良市役所 都市整備部 都市政策課 

5－4 参加承認  

本プロポーザルの参加承認の可否の連絡は、令和 3年 1月 4日（月）までに参加申請書

を提出した全ての事業者に通知する。 

なお、通知方法は、提出書類に記載されたメールアドレス宛に電子メールを送信し、追 
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って通知書（市長公印を押印したもの）を送付する。 

 

6. 企画提案 

6－1 企画提案の提出書類及び提出部数  

参加意向の確認に係る提出書類は 5に記載のとおり別途事前に提出すること。また、各

書類について PDF化したものを CD-Rまたは DVD-Rで併せて提出すること。 

(1) 事業者概要書（様式 2） 10部  

(2) 業務実績書（様式 3） 10部  

(3) 業務実績の内容が具体的に確認できる書類（契約書の写し等） 10部  

(4) 業務の実施体制調書(様式 4の 1、様式 4の 2)  10部 

(5) 業務の実施フロー及び工程表（工程計画）（様式 4の 3） 10部 

(6) 企画提案書 10部 

 企画提案は、仕様書の内容を踏まえて、以下の項目について行うものとする。 

① 業務の実施方針について 

a 提案に先立ち、本エリアについて公表されているデータ等を踏まえた本エリアの

現状分析と課題の抽出 

b 計画策定から宿泊施設の開業予定時の 2024 年、その先の 2030 年時点の達成目

標、及びその達成プロセス、令和 2年度に行うべき業務方針(ターゲットの設定や

実施手法、本業務において提案者が行う支援内容等を具体的に提案すること)につ

いて、以下の点に留意し、概念図等による提案 

・法務省、旧奈良監獄保存活用株式会社(SPC)、奈良県との連携方法 

・上記以外の多様な民間事業者(飲食、物販、娯楽、文化、スポーツ、起業、情報 

発信等)との連携方法 

   ・旧奈良監獄保存活用事業と鴻ノ池運動公園の再整備との相乗効果を生み出す仕 

組み 

c本エリアの認知を獲得するために効果的な PR手法    

dその他、現状において、想定される新たな拠点としての方向性 

②ビジュアルイメージについて 

・各事業のコンセプトを明確化した、本エリア全体の整備計画図の構成イメージの

提案 

・各事業のイメージパース図の一例(過去の類似実績も可)  

(7) 見積書 10部 

・別紙「仕様書」の全ての業務（技術提案内容を含む）に要する費用を記載すること。 

・別紙「設計内訳書」に倣い作成すること。 

6－2 提出方法等  

(1) 提出期限  
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令和 2年 12月 15日（火）午前 9時から令和 3年 1月 8日（金）午後 5時まで  

(2) 提出場所  

〒630-8580  

奈良市二条大路南一丁目 1番 1号  

奈良市都市整備部都市政策課  

(3) 提出方法  

持参、送付（信書便）により提出すること（送付については、上記提出期間内必着とす

る）。持参の場合は、奈良市役所の閉庁日を除く、各日午前 9時から午後 5時までに提

出すること。   

6－3 その他留意事項  

(1) 企画提案書の書式等 

(ア) 用紙サイズは、原則 A4 版とし、用紙の向きは縦・横いずれかで統一すること。必

要に応じて A3 版を使用しても差し支え無いが、片袖折り等により A4 版に収める

こと。 

(イ) 文字サイズは、10ポイント以上とする。  

(ウ) 使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とする。  

(エ) 両面印刷で 10枚（20ページ）以内とし、カラー印刷とする。なお、A3版を使用し

た場合は 1面を 2ページと数えることとする。 

(オ) ページ番号を付けること。  

(2) 企画提案書の作成について  

(ア) 仕様書を踏まえること。  

(イ) 提案内容は、すべて事業者自ら実現できる範囲内のものとし、できるだけ具体的に

記載すること。  

(ウ) 仕様書以上の業務項目・内容が盛り込まれている場合は、そのアピールポイントが

容易にわかるように記載すること。 

 

7. 質問の受付及び回答  

(1) 受付期間  

令和 2年 12月 15日（火）午前９時から令和 2年 12月 22日（火）午後 5時まで  

(2) 提出方法 

電子メールにて件名を「プロポーザルに関する質問(事業者名)」とし、質問書(様式 5)を添付し

て、次のメールアドレス宛てに送信すること。電話及び直接来所による質問には応じない。  

メールアドレス toshiseisaku@city.nara.lg.jp 

(3) 質問に対しての回答 

令和 2 年 12 月 25 日（金）までに、質問書を提出した事業者及び参加申請書を提出した全て

の事業者に対して、参加申請書に記載されたメールアドレス宛てに電子メールで回答する。  
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8. 事業者の選定  

「奈良市奈良公園周辺地区まちづくり部分基本計画（旧奈良監獄周辺エリア）策定等業務選定

委員会」（以下「委員会」という。）が事業者を選定する。  

(1) プレゼンテーション 

(ア) 実施日及び場所  

実施日：令和 3年 1月 13日（水） （予定）  

実施場所： 奈良市役所 中央棟 6階 第１研修室 （予定） 

詳細については、別途参加承認通知書にて通知する。  

(イ) 実施時間  

1事業者につき 25分程度（プレゼンテーション 15分以内、質疑応答 10分程度）とする。  

(ウ) その他  

① 提案内容には奈良市情報公開条例（平成 19 年奈良市条例第 45 号）第 7 条に定める不

開示情報に該当するものが含まれており、プレゼンテーションは非公開で行う。  

② プレゼンテーションで使用する資料は、提出された企画提案書のみとする。企画提案書

にない追加提案や追加資料の配布は禁止とするが、提出された企画提案書と同一の図

案や写真を用いた説明用パネル等の使用は可能とする。  

③ プレゼンテーションにおいては、プロジェクター、スクリーンを使用できるものとする。これら

を使用する場合は本市で用意するので事前に都市政策課に連絡すること。なお、パソコ

ン等については事業者において用意すること。 

④ プレゼンテーション出席者数は、実施者 1名、その他補助する者 2名以内の計 3名以内

とする。プレゼンテーションは本業務に直接携わる者が行うこととする。  

⑤ 遅刻又は欠席した場合は、参加申請を辞退したものとみなす。  

(2)  評価基準 

①評価項目及び配点（100点満点） 

    ・企業の経験及び能力    20点 

  ・企画提案         80点 

  ・見積書          参考 

   詳細は別表のとおり 

(3) 選定方法等 

(ア) 企画提案書等提出書類及びプレゼンテーションの内容を評価し、単純合計点数が高い事業

者より順に、交渉権第 1位及び第 2位となる事業者各 1社を選定する。  

(イ) 委員会は審査基準表に基づき、提出書類に記載された内容を審査項目ごとに採点する。  

 

9. 審査項目及び審査基準  

(1) 審査  

企画提案書は、具体的な契約交渉を行う事業者を選定するためのものである。  
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企画提案書によって企画力や実現可能性、業務遂行能力などを審査するが、提案内容がそ

のまま契約内容となるものではない。  

具体的な契約内容及び委託金額は、本市との交渉を通じて決定する。  

(2) 審査基準  

企画提案書等提出書類及びプレゼンテーションにより、別表「奈良市奈良公園周辺地区まち

づくり部分基本計画（旧奈良監獄周辺エリア）策定等業務選定審査表」に基づき評価を行

い、総合的に判断する。 なお、最低基準点を６０点とし、審査の結果、技術点がこれを下回っ

た事業者については選定しないこととする。（参加者が１事業者のみであっても、同様とする。） 

 

10. 選定結果の通知  

選定結果は、企画提案書等を提出したすべての事業者に速やかに通知する。また、交渉権第 1

位、第 2位に選定された事業者については、その旨を付して通知する。  

なお、通知方法は、参加申請書に記載されたメールアドレス宛てに電子メールを送信し、追って

通知書（市長公印を押印したもの）を送付する。選定に関する異議等は受け付けない。  

 

11.  参加者の失格  

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。  

(1) 前記 4.参加資格の要件を満たさなくなった者。  

(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合。  

(3) 審査の公平性を害する行為があった場合。  

(4) 見積書の見積額（税込）が前記 2の予算額を超えている場合。  

 

12. 契約に関する事項  

(1) 契約の締結 

交渉権第１位に選定された事業者と本市が協議し、企画提案書による内容を基本として、業

務の委託に係る仕様を確定させたうえで契約を締結する。なお、交渉権第１位に認定された事

業者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉権第２位に選定された事業

者と交渉を行うものとする。  

(2) 契約保証金  

奈良市契約規則（昭和 40年奈良市規則第 43号）第 23条第 1項の規定により契約金額の

100 分の 10 以上の契約保証金を納付すること。ただし、同規則第 23 条第 2 項各号のいずれ

かに該当する場合は全部又は一部を免除する。  

 

13. その他留意事項  

(1) 本プロポーザルに参加する費用は、すべて参加事業者の負担とする。  

(2) 企画提案書提出期間終了後の提案等の修正または変更は一切認めない。 
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(3) 提出された書類は返却しない。  

(4) 同一事業者からの複数の企画提案書の提出は認めない。  

(5) 企画提案書等は、事業者選定に伴う作業等に必要な範囲において、複製を作成することがあ

る。  

(6) 提出書類の著作権は参加申請者に帰属するが、本市が本件の選定の公表等に必要な場合

には、本市は提出書類の著作権を無償で使用できることとする。  

(7) 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、奈良市情報公開条例に基づき、提出

書類を開示する場合がある。  

(8) 委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、

あらかじめ本市の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。  

 

14. 担当課（問合せ先） 

〒630-8580 

奈良市二条大路南一丁目１番１号  

奈良市役所 都市整備部 都市政策課  

電話 0742-34-4969（直通） FAX 0742-34-4933  

電子メール toshiseisaku@city.nara.lg.jp 
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15. スケジュール（予定） 

 

項 目 日 程 

公告日 令和 2年 12月 15日（火） 

参加申請書の受付 
令和 2年 12月 15日（火）9:00～ 

令和 2年 12月 28日（月）17:00 

質問の受付 
令和 2年 12月 15日（火）9:00～ 

令和 2年 12月 22日（火）17:00 

質問の回答 令和 2年 12月 25日（金） 

企画提案書の受付 
令和 2年 12月 15日（火）9:00～ 

令和 3年 1月 8日（金）17:00 

プレゼンテーション審査（予定） 令和 3年 1月 13日（水） 

審査結果通知日（予定） 令和 3年 1月 15日（金） 

契約締結（予定） 令和 3年 1月 19日（火） 
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〈別表１〉奈良市奈良公園周辺地区まちづくり部分基本計画（旧奈良監獄周辺エリア）策定   

     等業務選定審査表（1/2） 

 

●企業の経験及び能力 

評価の視点

判断基準 評価点 小計 合計

業務執行

技術力

本業務における公告日までに完了した類似事業の実績を次のとおり

評価する。

①類似事業の実績は２件以上ある

②類似事業の実績は１件ある

③上記①②以外

①:5

②:3

③:0

/5

地域

精通度

本業務における公告日までに受託したコンサルタント業務におけ

る、下記業務実績の有無について、次のとおり評価する。

①奈良市内における業務実績がある

②上記①以外の奈良県内における業務実績がある

③上記①②以外

①:5

②:3

③:0

/5

実施体制

技術者が適切に配置され、必要な人員が確保されているとともに、

業務遂行に向けた適切な専門性や実績を持った人員が配置された実

施体制になっている場合に優位に評価する。

A:５

B:4

C:3

D:2

E:1

F:0 /5

業務の実施

フロー及び

工程計画

業務の実施フローが明確かつ現実的で、工程表について、業務の内

容、目的を理解し、業務実施方針との整合が図られ、妥当性が高い

場合に優位に評価する。

A:５

B:4

C:3

D:2

E:1

F:0 /5

評価項目
技術点

企業の経験

及び能力

/20
 

※ 評価点は、審査員による５段階評価（A：特に良い、 B：良い、 C：普通、 D：やや劣る、 E：劣る、 F：提

案なし）を行い、その平均点により算出する。 
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〈別表２〉奈良市奈良公園周辺地区まちづくり部分基本計画（旧奈良監獄周辺エリア）策定   

     等業務選定審査表（2/2） 

 

●企画提案 

 

※ 評価点は、審査員による５段階評価（A：特に良い、 B：良い、 C：普通、 D：やや劣る、 E：劣る、 F：提

案なし）を行い、その平均点により算出する。 

評価の視点

判断基準 小計 合計

情報収集

力・分析力

・奈良市奈良公園周辺地区まちづくり部分基本構想（旧奈良監獄エ

　リア）をはじめとした、関連計画を把握しているか。

・上記計画の他、エリアの地域特性を踏まえた、現状分析と課題の

　分析が行われているか。

A:10

B:8

C:6

D:4

E:2

F:0

/10

調整力

・連携主体である法務省、奈良県、旧奈良監獄保存活用株式会社

　（ＳＰＣ）、その他多様な民間事業者の特性を十分に把握し、円

　滑に調整するための方策が提案されているか。

・特に旧奈良監獄保存活用事業と鴻ノ池運動公園の再整備との相乗

　効果を生み出す具体的な仕組みが提案されているか。

A:15

B:12

C:9

D:6

E:3

F:0

/15

企画力

・エリアの認知獲得に資する具体的なPR手法が提案されている

　か。

・現時点の分析から、新たな拠点としての方向性を客観的に検討で

　きているか。

A:10

B:8

C:6

D:4

E:2

F:0

/10

基礎力
・幅広い知識や、コネクション、専門的ノウハウなどを提案者は備

　えており、それを活かした提案となっているか。

A:5

B:4

C:3

D:2

E:1

F:0
/5

実現性

・課題解決へと導く具体的な提案となっているか。

・提案内容が実現可能であり、それを裏付ける手法や実績等が明示

　されているか。

A:10

B:8

C:6

D:4

E:2

F:0
/10

デザイン性

・事業のコンセプトが明確に伝わるイメージが提示されているか。

・計画に対する期待が膨らむような魅力的なビジュアルイメージと

　なっているか。

A:20

B:16

C:12

D:8

E:4

F:0
/20

独創性
・独創性（独自性、新規性、アピール力、発信力等）があり、エリ

　アの魅力向上に資する斬新な提案となっているか。

A:10

B:8

C:6

D:4

E:2

F:0
/10

業務実施

方針

/80

ビジュアル

イメージ

評価点
評価項目

技術点


