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府中市立西府町農業公園運営業務委託に関する 

公募型プロポーザル募集要項 

 

１ 目的 

本業務は、市民と農業とのふれあいや都市農業のＰＲなどを目的とした農業公園にお

いて、市民が農業体験等をとおして府中の農業や身近な自然、地域文化、ともに暮らす

農家とふれあうことにより、都市農地・農業の有する多面的機能の重要性や有用性への

理解を促進し、もって本市の農業振興計画が目指す将来像「市民の笑顔をつくりだす 新

しい府中の農業」の実現に寄与することを目的として、府中市立西府町農業公園の運営

を行うもの。農業公園の運営業務にあたっては、安定的かつ効率的に施設運営を行うこ

とはもとより、圃場の管理や農作物の栽培など農業に関する知識や経験、技術を確保し

つつ、農業体験講座や収穫体験、子どものための農業体験教室など様々なイベントや講

座を企画し、より魅力ある施設運営を行っていくことが可能な事業者を公募型プロポー

ザル方式により選定する。 

 

２ 業務概要 

 (1) 業務件名 

   府中市立西府町農業公園運営業務（以下「本業務」という。） 

 (2) 業務の内容 

   別紙「府中市立西府町農業公園運営業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）の

とおり 

 (3) 履行期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

※契約は単年度ごとに締結するが、履行実績が良好であることを条件に最大２回更

新可能とする。 

※本業務の対象施設の開設は最短で令和３年２月下旬を見込んでおり、施設開設時

から令和３年３月末までの運営業務についても対応可能なことを本件契約の条件

とする。なお、令和２年度分の契約の仕様については、本件契約とは別に市と受

託者で協議のうえ決定する。 

(4) 委託料上限額 

  ９，０９２，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

※提案限度額は、本業務の実施に係るすべての費用を含む。なお、本業務に係る令

和３年度予算が議決され配当があることを条件とする。 

 

３ 参加資格 

次の全てに該当する法人並びに複数の法人又は団体で構成する団体（構成内に１法人

は必須）とする。参加申込書及び添付書類により参加資格を審査し、要件を満たした事

業者を提案者として選定する。 

 (1) 府中市契約事務規則第３４条に規定する指名競争参加資格を有すること。 

（府中市契約事務規則第３５条に規定する資格審査登録名簿に登録が無い場合は、本
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要項「８ 参加申込書の提出」の(4)エに掲げる書類を提出すること。） 

 (2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当

しないこと。 

 (3) 府中市業者指名停止基準による指名停止措置期間中の者でないこと。 

 (4) 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号の規定による暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他を含め使用し

ていない者であること。また、法人の役員又は使用人が、暴力団又は暴力団員等との

関与があると認められないこと。 

 (5) 提出した書類の記載事項に虚偽がないこと。 

 

４ 受託候補者の選定 

 (1) 選定委員会の設置 

本業務の受託候補者の選定に係る委員会を設置し、提案者より提出された事業者概

要、提案書、見積書及びプレゼンテーションにより審査を行い、最も評価の高い提案

者を受託候補者として選定する。 

 (2) 一次審査 

提案者数が一定数を上回る場合は、提出された提案書等の書類の審査による一次審

査を行い、上位者のみを一次審査の通過者として選定する。提案者数が一定数に満た

ない場合は、全ての提案者を一次審査の通過者として取り扱うこととする。 

 (3) 二次審査（最終審査） 

一次審査を通過した提案者のプレゼンテーションの審査による二次審査を行い、最

も評価の高い提案者を受託候補者として選定する。 

   ※本業務の委託契約の相手方については、詳細の協議を行い両者の合意形成がなさ

れた後に決定されるため、受託候補者内定通知をもって本件委託契約の相手方た

る地位を約束するものではない。なお、協議が合意に至らなかった場合には、次

点の提案者を受託候補者とする。 

 (4) 評価基準 

次に示す審査項目ごとに点数化し、総合的に評価を行う。 

審査項目 主な評価の視点 

業務の理解度 施設の目的や運営方針に対する理解度全般 

業務への取組姿勢 責任感や意欲の程度 

業務実績 同種・類似業務の実績、市内での事業活動実績 

業務遂行体制 
責任体制・業務遂行体制の構築、人材確保策の具体性、圃場
管理・栽培指導の方策 

農業体験講座・イベ
ントの企画・運営 

施設の目的・方針・機能への理解度、具体性・実現可能性、
提案内容の魅力、地域の農業者との連携・協働、地域の住民
や団体との連携・協働、新型コロナウイルス対策への配慮 

危機管理 危機管理体制・予防体制の構築、情報セキュリティの対応 

資料調整能力 作成資料の創意工夫 

費用対効果 提案内容に対する見積額の妥当性 

プレゼンテーション
能力 

説明・応答の明瞭性 
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５ 実施手順 

  公募から受託候補者選定、業務開始までの実施手順（概要）は次のとおり。 

内容 期間等 

本要項の配付（公表）の開始 令和２年１１月１６日（月）から 

質問票の提出期限 令和２年１２月４日（金）午後５時まで 

参加申込書（添付書類含む）の提出

期限 
令和２年１２月１１日（金）午後５時まで 

参加者資格の審査（書類審査）結果

通知 

令和２年１２月下旬 

※参加者資格有の場合には併せて提案書・見積書

の提出を要請 

提案書・見積書の提出期限 令和３年１月８日（金）正午まで 

一次審査（書類審査）結果通知 

令和３年１月中旬 

※提案者多数の場合のみ一次審査を実施 

※一次審査通過の場合には併せて二次審査の実施

について通知 

二次審査（プレゼンテーション審

査） 
１月下旬（予定） 

受託候補者の選定結果の通知 ２月上旬（予定） 

農業公園供用開始 

（令和２年度分の委託業務の開始） 
２月下旬（予定） 

 

６ 募集要項の配布期間及び配布方法 

(1) 配付期間 

   令和２年１１月１６日（月）から同年１２月１１日（金）午後５時まで 

(2) 配付方法 

ア 市ホームページにおけるダウンロード 

イ 生活環境部産業振興課窓口における直接配布 

 

７ 質問の受付及び回答 

(1) 受付期間 

   令和２年１１月１６日（月）から同年１２月４日（金）午後５時まで 

(2) 質問方法 

  ア 生活環境部産業振興課（宛先：nougyou@city.fuchu.tokyo.jp）へ質問票（様式は

任意）を添付した電子メールを送信すること。 

   ※電子メールを送信した際は産業振興課に電話し、必ず到着確認をすること。また、

メールの件名は、「【プロポ質問】府中市立西府町農業公園運営業務委託」とし、

本文には事業者名、担当者氏名、連絡先を必ず明示すること。なお、評価基準の

配点等、審査にかかる質問、上記以外の方法で提出された質問には回答しない。 

(3) 質問に対する回答 

   各質問に関する回答を集約した一覧表を作成し、令和２年１２月８日（火）に市ホ
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ームページで公開する。 

(4) 留意事項 

この期間に質問できる内容は、提案書・見積書の作成及び提出並びにプレゼンテー

ションの実施に係る内容を含む。提案書・見積書の提出やプレゼンテーションは、参

加申込後に段階を経て行うこととなるが、質問については上記期間までの受付となる

ため留意すること。 

 

８ 参加申込書の提出 

参加を希望する事業者は、期限までに次の書類一式を提出すること。 

(1) 提出先 

東京都府中市宮西町２丁目２４番地 

府中市生活環境部産業振興課（府中市役所東庁舎４階） 

電話 ０４２－３３５－４１４３ 

(2) 提出方法 

事前に市担当者へ電話連絡のうえ提出先に持参すること。また提出時に、本件に関

する市からの問合せや通知等の窓口となる連絡先情報を提出すること。 

※提出時間は、平日の午前９時から午後５時までとする。 

(3) 提出期限 

令和２年１２月１１日（金）午後５時まで 

(4) 提出書類 

   ※ＣＤでデータ（ＰＤＦファイル等）も併せて提出すること。 

ア 公募型プロポーザル方式への参加申込書（様式第１号） １部 

イ 事業者概要（様式第２号） １０部 

  ※事業概要、会社案内等を１０部それぞれに添付すること。 

    ※会社の登記簿謄本（登記事項証明書）の写しを１部添付すること。 

ウ 財務諸表 １部 

  直近決算のもの 

エ 府中市契約事務規則第３５条に規定する資格審査登録名簿に登録がない事業者は、

次に掲げる書類を提出すること。 

(ア) 登記簿謄本（登記事項証明書） １部 

     正本、発行後３か月以内のもの（法人の場合に限る。） 

(イ) 商号登記簿謄本の写し １部 

     発行後３か月以内のもの（個人で商号を用いる場合に限る。） 

(ウ) 身分証明書 １部 

     本籍地の区市町村長が発行するもので、発行後３か月以内のもの（個人で商号

を用いないで営業している場合に限る。） 

(エ) 法人事業税の納税証明書 １部 

     発行後３か月以内のもの（法人の場合に限る。） 

(オ) 法人税の納税証明書 １部 

     発行後３か月以内のもの（法人の場合に限る。） 
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(カ) 申告所得税の納税証明書 １部 

     発行後３か月以内のもの（個人の場合に限る。） 

(キ) 消費税及び地方消費税の納税証明書 １部 

     発行後３か月以内のもの 

 

９ 提案書・見積書の提出 

提案者として選定され提案書・見積書の提出要請を受けた事業者は、期限までに次の

書類一式を提出すること。 

(1) 提出先 

参加申込書と同様 

(2) 提出方法 

事前に市担当者へ電話連絡のうえ提出先に持参すること。 

※提出時間は、平日の午前９時から午後５時までとする。 

(3) 提出期限 

令和３年１月８日（金）正午まで 

※提案書等の提出要請は資格審査後（１２月下旬を予定）となるため、参加申込を

する事業者は提案書等提出要請の時期に関わらず、本提出期限に鑑みたスケジュ

ール感で適宜準備を進めること。 

(4) 提出書類 

   ※メールまたはＣＤでデータ（ＰＤＦファイル等）も併せて提出すること。 

  ア 提案書 正本１部 副本１０部 

(ア) 様式は任意とするが、「10 提案書の記載事項」に定める内容を必ず盛り込むこ

と。 

(イ) 表紙・背表紙、目次などを含め、Ａ４判用紙で３０ページ以内とし、簡易製本

（両面印刷）したものを提出すること。なお、Ａ３判用紙を使用する場合は、両

面印刷でＡ４判用紙４ページ分とみなす。 

(ウ) 文字サイズは１１ポイントを標準とする。なお、図や表を用いるなど、内容が

見やすいような工夫を図ること。 

(エ) 正本には社名を記載するが、副本には提案者が判別できないよう社名及び提案

者が推測できるような情報は記載しないこと。 

  イ 見積書 正本１部 副本１０部 

(ア) 仕様書及び提案内容に基づき積算した費用の総額（税込額）を表示すること。

また、積算内訳を添付すること。パート・アルバイトを雇用する場合は人件費内

訳を含む。仕様書「６ 業務内容」の(2)に定める業務については、個々のイベン

トや講座ごとに整理して内訳を作成すること。 

(イ) 正本には社名を記載するが、副本には提案者が判別できないよう社名及び提案

者が推測できるような情報は記載しないこと。 

 

10 提案書の記載事項 

仕様書により本市が委託しようとしている内容を良く理解したうえで、次の内容につ
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いて記載すること。（記載する順番も次のとおりの順序とする。）なお、提案した内容は

市が採用しないと認めたものを除き契約内容とする。 

(1) 本業務実施の基本的な考え方 

本業務の実施に当たっての基本的な考え方やコンセプト、アピールポイント、公的

な施設を運営する事業者としての責務、本業務に関するノウハウなどを簡潔に記載す

ること。 

(2) 業務の実施体制 

  ア 本業務を担当する営業所の名称や所在地、統括責任者及びその他の従事者の人員

配置体制、指揮命令系統等その他本業務の実施体制に関することを記載すること。 

  イ 本業務の対象施設に常駐する従事者について、その人材確保の方法、想定される

勤務ローテーションを記載すること。 

  ウ 圃場における栽培指導や管理に必要な知識・経験を担保する方策を記載すること。 

 (3) 農業体験イベントや農業体験講座等に関する提案 

ア 仕様書「６ 業務内容」の(2)に定める業務について、個々のイベントや講座ごと

に整理して具体的な企画を提案すること。なお、農業体験講座の指導等に係る地域

の農業者との連携や協力体制に係る方策を含めた提案とすること。 

※提案に当たっては、委託料上限額の範囲内で実施し得る内容、規模、実施回数

で提案すること。仕様書で示すイベント等の規模や実施回数等のうち「程度」

と記載のあるものについては、本提案において増減の調整を可能なものとする。 

イ 提案したイベントや講座を実施し得る年間の作付け計画を提示すること。（時期

ごとの作付けを図示すること。） 

※圃場の一部においては緑肥となる花卉を一帯に植えて土壌の回復と併せて農地

の景観機能の向上を図るなど、可能な限り圃場全体を活用する創意工夫ある作

付け計画とすること。 

 (4) 危機管理に関する事項 

ア 事故や災害発生時の対応及び受託者内での情報伝達体制、予防体制等について記

載すること。 

イ 個人情報保護、情報セキュリティの取組について記載すること。 

(5) 自由提案 

   仕様書に定める業務内容に関わらず、圃場や体験学習施設の使用方法に関すること、

地域と連携・協働した取組の企画など、施設の持つ役割や機能の発揮、魅力の向上に

等に資する提案がある場合には記載すること。 

 

11 プレゼンテーションの実施 

  二次審査（最終審査）として次のとおりプレゼンテーションを実施する。 

(1) 実施時期 

   １月下旬（予定） 

 ※日時・会場等の詳細は、各提案者に個別に通知する。 

(2) 出席者 

原則として提案書に記載した実施体制における統括責任者及び主たる業務担当予定
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者が１名以上出席し、提案説明および質疑への回答を行うこととする。また、出席者

数は３名以内とする。 

(3) 必要な機材 

プレゼンテーションに必要な機材のうち、プロジェクター及びスクリーン、ノート

パソコン（ＣＤ及びＵＳＢメモリの使用可）については市が会場に用意するが、その

他必要な機材については各自準備すること。 

(4) 諸注意 

  ア 提出書類に記載されている内容以外の事項についてプレゼンテーションを行うこ

とはできない。 

イ 出席者は、事業者名を表示した衣類やバッジ等、事業者名を特定できるようなも

のを身に付けてはならない。 

 

12 その他留意事項 

 (1) 参加申込書や提案書等の書類が提出期限までに提出されなかった場合は、いかなる

場合であっても本プロポーザルに参加できない。 

 (2) 提出期限後における書類の差替及び再提出は認めない。 

 (3) 本プロポーザル参加に要する費用のすべては参加者の負担とする。 

 (4) 提案に係る提出書類は返却しない。 

 (5) 提案に係る提出書類は、選考に関する目的以外には使用しない。 

 (6) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、参加資格を無効とするとともに、指名停止措

置を行う場合がある。 

 (7) 通信障害による電子メールの不達など、本市及び参加者以外の第三者の責に起因す

る事故等について、本市はいかなる責任も負わない。 

 (8) 本業務の対象施設の見学会は行わない。 

(9)  提案により採用されたことをもって、全ての提案内容について契約を保証するもの

ではない。 

(10 ) 不採用の通知を受けた者は、通知発出日の翌日から起算して７日（府中市の休日に

関する条例第１条に規定する市の休日を含まない。）以内に、書面により、不採用につ

いての説明を求めることができる。 

(11) 府中市情報公開条例に基づき、原則として参加事業者名及び選定結果（不採用とな

った者は匿名）は公開の対象となるが、審査及び選考過程は公開しない。 

 

13 問合せ先 

  府中市生活環境部産業振興課 （担当）加藤・塩澤 

  〒１８３－８７０３ 府中市宮西町２－２４（東庁舎４階） 

  電 話 ０４２－３３５－４１４３（直通） 

  Ｅ-mail nougyou@city.fuchu.tokyo.jp 


