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日野市公共施設等総合管理計画改訂業務 

 

Ⅰ 公募の趣旨                                                        

現行の公共施設等総合管理計画においては、公共施設の総量を把握したうえで、将来の維持

管理・更新費用を考慮して、あるべき公共施設の総床面積を指標として提示している。この計

画をもとに、各所管において、個別の施設維持管理更新計画を作成し、維持管理を進めている。

一方で、この計画では、市内全域の公共施設の配置状況やまちづくりに関する事象を考慮した

再配置や複合化などの視点が盛り込まれておらず、特に老朽化比率が高いエリアが集積立地す

るモデルエリア3地区において、複数の施設を対象として再編モデルプランの検討を実施した

ものの、財政事情などもあり、再編整備の具体の進展には至っていない状況にある。 

また、今後、日野市も人口減少局面に入るとはいえ、地方部のような極端で急激な人口減少

や市街地の縮退を引き起こすまでにはいたらず、公共施設機能のサービス提供水準を一気に縮

小することは困難である中にあっては、施設再編やサービスの民間による機能実現の手法や公

的不動産を最有効活用していく新たな手法について盛り込む余地が残されている。 

加えて、公共施設や公的不動産を経営資源ととらえて最有効活用していくというファシリテ

ィマネジメント（FM）の観点からも、これら新たな視点を反映していくことが求められてい

る。 

このことから、単純な総合管理計画の更新・見直し作業だけではなく、FMや民間活用の視

点を取り入れた計画となるよう、柔軟で斬新、かつ、他自治体や国・都道府県の先進事例・知

見をふまえた実現可能な計画としてまとめるため、高度な技術力を必要とし、柔軟な発想力で

提案できる事業者及び技術者を見極めるため、プロポーザル方式による事業者選定をする。 

 

Ⅱ 公募概要                                                      

 

1. 名称 

「日野市公共施設等総合管理計画改訂業務委託」 

 

2. 業務内容 

「日野市公共施設等総合管理計画改訂業務委託仕様書」のとおり。 

※仕様書の内容は、今後の提案内容などを受けて変更の可能性があります。 

 

3. 委託期間   契約締結の日から令和５年３月２４日まで。 

 

4. 予算上限   17, 500,000円※消費税等相当額を含む。 

       ※令和４年度当初予算の議決を前提としています。 

5. 納入期限   令和５年３月２4日 
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6. 成果品  

（１）業務報告書  ３部 

（２）電子データ化報告図書（ＣＤ－ＲＯＭ） １部 

（３）その他担当職員が指示するもの 

 

7. 納入先  郵便番号１９１－８６８６ 東京都日野市神明一丁目１２番地の１ 

       日野市 企画経営課 山本・笹原 

       ０４２－５１４－８０４７ 

       kikaku@city.hino.lg.jp 

 

8. 業務遂行にあたり参考とすべきもの 

・市HPの「参考資料」参照 

 

Ⅲ 応募資格                                               

  

次の要件を満たす事業者であることを条件とします。 

 

（１） 応募者は、類似業務の受託実績があり、仕様書に記載の業務を遂行する能力、実績が十

分にあること。平成２８年４月以降に、地方公共団体が発注した公共施設に係る調査、

計画策定業務（公共施設等総合管理計画及び個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）

策定委託業務及びその他類似業務（複数の施設を一体とする公共施設における基本計画

策定等委託業務・公共施設マネジメントに関する委託業務など）を契約した実績がある

こと（元請けに限る）。また、地方公共団体が発注した、公共施設施策に係る調査、計

画策定の実務経験を過去１０年以内に２件以上有する者を１人以上配置すること。 

（２） 単体での申請とし、企業共同体（JV）申請は認めないものとする。ただし、業務遂行

において専門性が高く再委託等が必要である場合は、その都度市と協議するものとする。 

（３） 令和４年４月１日時点において、東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける物

品買入れ等競争入札参加資格において、申請先自治体「日野市」を登録していること。 

（４） 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当していないこと。 

（５） 申込日現在、東京都内において指名停止期間中でないこと。 

（６） 会社更生法の適用を申請したものにあっては、裁判所より更生計画の認可決定を受けて

いること。 

（７） 民事再生法の適用を申請したものにあっては、裁判所より再生計画の認可決定を受けて

いること。 

（８） 日野市契約における暴力団等排除措置要綱に基づく排除措置を受けていないこと。 

（９） 応募に関して必要となる費用は、すべて応募者の負担とすること。 

mailto:kikaku@city.hino.lg.jp
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Ⅳ スケジュール                                   

 

 項 目 期 間 備 考 

1 公表（実施要領等の公開） 令和４年３月１0日（木） 市  HP に

掲載 

2 公募期間 令和４年３月１0日（木） 

      ～４月22日（金） 

 

3 質問受付期間 令和４年３月23日（水）  

      ～４月 8日（水） 

 

4 質問に対する回答 令和４年４月13日（水） 市  HP に

掲載 

5 提案書受付期間 令和４年４月 13 日（水）～４月

22日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1次審査の実施の有無について4月22日17時以降にメールにて連絡致します。 

 

 1次審査 有の場合 

※応募者が５社を超える場合

に書類審査を実施 

  1次審査 無の場合 

① 令和4年4月26日（火）～4

月28日（木）の期間内に1次

審査結果通知をお送りします 

 ① ①プレゼンテーション審査：

令和４年5月10日（火） 

 

② プレゼンテーション審査日： 

令和4年5月10日（火） 

 ② ②審査結果通知 

令和4年5月12日（木）以

降 

③ 審査結果通知 

令和4年5月12日（木） 

以降 

 ③ 

 

③契約締結 

令和4年5月20日（金）以

降 

④ 契約締結 

令和 4 年 5 月 20 日（金）以

降 
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Ⅴ 応募書類等                                                   

 

1. 応募書類 

応募書類 備考 部数 

① 参加申込書 

（様式１） 

必要事項を記載の上、代表者印を押印くだ

さい。 

原本１部 

副本１１部 

電子データ 

（ＰＤＦ） 

② 会社概要 

（様式２） 
必要事項を記載してください。 

③ 業務実績（様式

３－１、３－２） 

同業務、類似業務について実績を記載して

下さい。（5件以内） 

④ 業務実施体制 

（様式４） 
必要事項を記載してください。 

⑤ 配置予定者（管

理技術者） 

（様式５－１） 

契約締結後に業務責任者となる者及びそ

の実績（本提案内容と類似した業務に携わ

った経験がある場合）を記載してくださ

い。 

 

 

⑥ 配置予定者（主

任技術者） 

様式（５－２） 

契約締結後に業務担当者となる主任技術

者の者及びその実績（本提案内容と類似し

た業務に携わった経験がある場合）を記載

してください。 

 

 

⑦ 企画提案書 

（様式自由） 

原則A４版両面縦左綴じで、表紙・目次を

除き１２ページ程度とし、目次を除き下段

中央にページ番号を付けてください。 

「V ２．企画提案書記載項目」を参照の

うえ作成してください。 

 

⑧ 価格提案書 

（様式7） 
積算根拠を記載してください。  
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≪書類作成にあたっての留意事項≫ 

（１）全ての項目について記載してください。 

（２）項目の追加・削除はしないでください。 

（３）原則Ａ４版で、文字の大きさは原則１１ポイント以上としてください。 

（４）書類提出時に提出書類の電子データ（ＰＤＦ形式ファイル）のＣＤ－Ｒ等電子媒体

を提出してください。 

（５）提出にあたっては、以下の順に並べて提出してください。 

ア．参加希望書（様式１） 

イ．企画提案書（様式自由） 

ウ．価格提案書（様式７） 

エ．配置予定者（管理技術者）（様式５－１） 

オ．配置予定者（主任技術者）（様式５－２） 

カ．業務実績（様式３－１、３－２） 

キ．業務実施体制（様式４） 

ク．会社概要（様式２） 

ケ．提出書類の電子データ（ＰＤＦ形式ファイル）のＣＤ－Ｒ 

 

≪提案書の作成要領≫ 

（１）原則A４版両面使用とし、縦置き横書き左綴じとしてください。 

ただし、図表等の表現の都合上、用紙及び記述の方法を一部変更することは差し支

えないものとします。 

（２）図又は表等を挿入しても構いませんが、別紙で添付する場合は、該当する企画提案

の項目ページ後に編綴してください。（末尾に編綴しないこと）。また、図又は表を挿

入する場合はＡ４版又はＡ３版サイズ（山折り）としてください。 

（３）提案書の分量が嵩む場合等、インデックスの使用は可とします。 

（４）資料はカラー、白黒は問いません。 

 

一次審査は、以上に挙げた応募書類の内容のみで審査しますので、その他の資料等は一

切添付しないでください。 

 

2. 企画提案書記載項目 

現在、コロナによる新しい生活様式の定着、ＡＩ（人口知能）も含めたデジタル化社会の

進展、公共施設そのものの在り方（意義）が見直されつつある。 

公共施設の在り方については、「ハコモノ」から「中身」（機能）へ考え方が転換してきて

おり、本公共施設総合管理計画の改定についても、現在の公共施設に求められている在り

方を踏まえた上で、下記について、提案募集を受け付けたい 
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 【提案1】機能集約 

これまでの、公共施設総合管理計画においては、施設諸元と総量の把握をしているが、地

勢、地理条件、都市基盤整備、周辺市街地現況、近隣公共施設の配置の状況など、面的な

把握は十分ではない。 

また、上述の要素を考慮する上で、各地域に立地し、子ども・子育て、地域コミュニティ、

防災などの学校教育にとどまらない機能が期待される、学校施設との連携を図っていくこ

とが、重要な要素であると考える。 

これらの認識のもとで、公共施設・教育施設・民間施設の立地やその果たしている機能を

ふまえて、どのように公共施設の再編を検討していくべきか、視点・着眼点などを提案し

てください。 

その際、公共施設の総面積を縮減しつつ、市民サービスを後退させずに、機能を集約し、

施設の複合化・多機能化する事業手法についても、他市で成立している事例も踏まえ、提

案してください。 

また、事業の進め方で課題となる事項・解決すべき課題とその有効な手法の有無について

も例示してください。 

  

【提案２】公共施設マネジメント（FM） 

公共施設の老朽化が進んでおり、これまでのような更新・修繕費用の確保が難しくなる中

で、コロナや人口構成の変化に伴って求められる施設機能・あり方・意義について、再考

しなければならない。 

こうした、社会的状況を踏まえた上で、市の人口、財政、自治体規模に応じて、公共施設

マネジメントについて、経営視点から施設管理手法・財源確保（調達）・適切な施設の再

配置（再編）について考え方を提案して下さい。また、他市で成立している事例を列挙し、

成立している要因、日野市で実現しようとする際に成立する可能性やその理由、また、実

現できない場合はなぜなのか等についても分析した上で、考察して下さい。 

 

【提案３】庁内外のマインドの構築・職員の意識醸成 

公共施設再編（統廃合・機能集約・多機能化など）を円滑に進めるうえで、内部（市内部）

と外部（住民）にてどのように合意形成を図っていくべきか、それぞれ課題を挙げ、他市

で成立している事例と比較した上で、それぞれ手法について、提案してください。 

公共施設マネジメントを庁内で進めてく上で、職員の施設に対する意識改革、知識・技術

の向上が課題となっています。施設をもっている各主管課でそれぞれの施設の運営課題を

認識し、持続可能な施設運営を展開していく為に、どのように意識の醸成を図っていけば

よいか。考え方等について提案して下さい 
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【提案４】情報一元化 

日野市においては、公共施設に関して、個々の主管課が情報を保有しており、共有する仕

組みを作っていくことが望ましいと考えられます。今後、施設の再編や FM を進めてい

く上で、管理運営上のデータを一元に管理し、各主管課が共有でき、収集・整理・分析で

きる仕組みの構築が求められるとするならば、こういった施設ごとの収集・分析に向けた

考え方・手法について他市の事例を踏まえ、提案をしてください。 

 

【提案５】実効性・実現性 

今回の改訂は単なる改訂ではなく、より実効性を高め、計画を基に、具体的に、公共施設面

積の縮減に向けて、庁内外に発信していくための具体的な実行性のある計画として位置付け

ていきたいと考えます。本計画の改定が、より実効性のある・実現性のある計画と捉えた時

に、必要なデータ、分析手法、仕様書の中で、不足事項等があれば、示してください。より

実現性・実効性を持たせるには何が必要かなどを示してください。 

 

Ⅵ 応募日程等                                                   

 

1. 提出期限   令和４年４月22日（金）午後５時（必着） 

2. 提出方法   持参（土日及び時間外を除く）又は郵送 

3. 提出先    郵便番号１９１－８６８６ 

東京都日野市神明一丁目１２番地の１ 

日野市企画経営課 あて（Ⅱ ７．納入先 と同様です） 

4. 質疑の受付及び回答 

（１）受付期間 

令和４年３月23日（水）～令和４年４月８日（水）午後５時 

（２）提出方法 

本公募に関し質問がある場合は、「質問票 【様式８】を 

日野市企画経営課 kikaku@city.hino.lg.jp  へメールにて提出してください。 

件名は「【事業者名】日野市公共施設等総合管理計画改訂業務委託」とします。 

なお、メールにて送付後、必ず日野市企画経営課 

（０４２－５１４－8047（内線4112）までご連絡ください。 

（３）回答方法 

いただいた質問とその回答は、ホームページにて掲載いたします。 

 

 

mailto:kikaku@city.hino.lg.jp
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Ⅶ 審査及び候補者の選定                               

 

1. 審査基準等 

（１）審査の流れ 

応募者による申込書類の内容を日野市が設置する「日野市公共施設等総合管理計画改訂に

係る事業者選定委員会（以下「委員会」という。）」にて総合的に審査を行い、評価の結果、

もっとも高い評価を得た順に、最優秀提案者及び優秀提案者をそれぞれ１者ずつ決定します。 

（２）審査の評価点 

  「審査基準及び審査方法」のとおり。 

（３）追加説明等 

委員会が審査のために必要があると認める場合は、応募者に対し説明を求めることがあり

ます。 

 

2. 一次審査※申し込み者数に応じて実施 

一次審査については、申し込みが５社以上あった場合に実施します。 

※一次審査を実施有無については、応募担当者にメールにてお知らせいたします。 

（１）一次審査通過者の決定 

委員会の選定に基づき、日野市が一次審査通過者として５事業者程度を選定します。 

（２）結果通知 

選定結果は、令和４年４月２６日（火）～2８日（木）の期間内に応募者全員に文書（郵

送）及び電子メールにて通知いたします。 

（３）その他 

  ・次のいずれかの次項に該当する場合は失格とします。 

   ア．提出書類に虚偽があったとき。 

   イ．審査の公平性に影響を与える行為があったと認められるとき。 

   ウ．契約締結時点において、Ⅲ応募資格を満たさない場合。 

   エ．その他、本要領の内容に適合していない場合。 

  ・審査結果に異議の申し立てを行うことはできません。 

  ・見積価格が予算額を超えた場合には、審査自体を行いません。 

・一次審査通過者は、その地位を第三者に譲渡することはできません。 
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3. プレゼンテーション 

提案書等をもとに審査委員に対し説明を行い、あわせて質疑応答を行います。 

（１）実施日時 

令和４年 5月10日（火）  

  ※発表順については、参加表明書類受領日時の遅い事業者より順番に行うものとし、 

各社の説明の順番及び時間については別途事務局より電子メールにて連絡します。 

（２）説明会場 

日野市神明一丁目１２番地の１（日野市役所４階 庁議室） 

（３）時間配分 

提案説明：３０分、質疑応答：１５分 

（４）出席者 

提案説明には、本委託を受託した場合の管理・主任技術者予定者又は実務担当者予定者

が必ず出席してください。出席人数は、最大４名までとします。 

（５）使用機材 

プロジェクター及びスクリーンについては日野市が準備します。PC 等それ以外のもの

については、発表者側で用意してください。 

（６）説明内容 

提出した提案書の内容について説明を実施してください。 

  ※別途説明用資料をご用意いただくことは可能ですが、提出書類の内容と整合する内容で

あることが必要です。 

（７）結果通知 

二次審査結果は対象者全員へ個別に文書で通知するとともに、最優秀提案者及び優秀提

案者を市ホームページで公表します。 

 

4. その他 

（１）審査により、業務に最も適した提案を行ったと認められる者から順に、最優秀提案者及

び優秀提案者をそれぞれ１者ずつ決定します。最優秀提案者を委託候補者として、市は委

託契約締結に向けた仕様・価格等の協議を行います。ただし、最優秀提案者との協議が不

調となった場合、市は優秀提案者と協議を行うものとします。詳細協議の結果により契約

締結に至らなかった場合でも、市はその損害賠償の責を負わないものとする。 

（２）提案参加届提出後、本プロポーザルへの参加を取り下げる場合は「取り下げ願い書 【任

意】」を持参または郵送にてご提出ください。 

 

Ⅷ 問い合わせ・提出先                                 

 郵便番号１９１－８６８６ 

 東京都日野市神明一丁目１２番地の１ 

日野市 企画経営課 担当：山本・笹原 

 TEL:042-514-8047（内線 4112） E-mail kikaku@city.hino.lg.jp 

mailto:kikaku@city.hino.lg.jp

