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鎌倉市プロポーザル方式等の実施に関するガイドライン  

令和３年（ 2021年）１月１日  

１  趣旨  

このガイドラインは、プロポーザル方式、コンペ方式その他これらに類す

る随意契約の方式による受注者選定についての基本的な事項を定め、これら

の方式における公平性、透明性及び競争性を確保し、適正かつ円滑な運用を

行うために必要な事項を定めるものとする。  

 

２  対象    

プロポーザル方式は、業者の持つ高度な知識、技術、創造性、構想力、課

題解決能力、経験、応用力等を要する事業であって事業課において仕様を決

定できないもので、業者選定に当たり業者からの提案を受けて価格及び価格

以外の提案内容の審査を行う等入札による価格競争では十分な効果が期待

できないものを対象とする。  

 

３  定義  

プロポーザル方式は、２の対象となる事業について、市が設定した事業効

果の達成のために複数の者から提案を受け、価格、意欲、実績、技術、能力

等を総合的に審査し、当該事業の目的に最も合致した企画、技術力等を有す

る者を選定する随意契約の方式である。  

プロポーザル方式は公募によることを原則とするが、事業の性質若しくは

目的により、又は参加すべき業者数が公募する必要がない程度に少数である

と認められる場合には、業者を指名して実施することができる。  

 

４  参加資格  

プロポーザル方式に参加するための資格については、本市の一般競争入札

の参加資格に関する各規定を適用する。  

ただし、専門的又は特殊な業務で競争性を確保するために必要な場合は本

市の競争入札参加資格者名簿に登載されていない者を参加させることができ

る。この場合には、入札における参加資格申出書の審査項目を参考にするな

どして必要な項目について応募の際に申出をさせる。  

 

５  事前協議等  

事業を所管する課（以下「事業所管課」という。）は、プロポーザル方式

を採用しようとするときは、プロポーザル方式により受注者を選定しようと

する理由、事業内容、具体的な成果品の内容、応募可能者数等を整理し、こ

れら及び次の事項について契約検査課とプロポーザル方式によることが適切

かどうか相談のうえ、随意契約に係る事前協議を行うものとする。  

(1) 期待する事業効果  

(2) 企画提案書として求める具体的内容  
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(3) 提案者に求める参加条件  

(4) 指名型の場合は指名理由及び指名する業者名  

(5) 事業全体のスケジュール  

(6) 執行予定額  

(7) 募集要領の原案  

(8) 審査会の構成及び所掌事務（審査会要綱等の案も添付する。）  

(9）契約書の案  

 

６  関係課との協議  

事業所管課は、随意契約に係る事前協議の結果プロポーザル方式により実

施することとした場合には、当該業務が情報処理に関するものであるときは

行政経営課と、建築物に関するものであるときは公的不動産活用課と、それ

ぞれ協議するものとする。  

 

７  趣旨決裁  

事業所管課は、契約検査課との事前協議及び必要に応じて関係課との協議

を経た上で、５ (1)から (8)までの内容を踏まえて趣旨決裁を起案し、契約検査

課との事前協議書、審査会要綱等の案、審査基準原案及び募集要領原案を添

付し、予算額による支出負担行為伺を起案した場合と同じ決裁区分により決

裁を得る。この場合において、予算額により理事者の決裁を要するときは、

財政課に合議をする。  

なお、外部委員による審査会を設置する場合、委員報酬の支払に当たって

は、別途支出負担行為伺兼支出命令により執行する。  

 

※  平成 30年４月１日施行の鎌倉市財務規則の改正により、事業実施の前年度

に業者選定を実施することが可能となったが、外部委員による審査会を設

置する場合には、審査会を開催する年度に別途委員報酬の予算措置をして

おく。  

※   事務決裁の取扱上、審査会を要綱により設置する場合には市長の決裁を

要するので、趣旨決裁が副市長以下の決裁となるときは、審査会設置要綱

の制定には単独での市長決裁を要する。  

 

８  審査会の所掌事務  

(1) 事業所管課は、審査会を設置し、次の事項について審議するものとする。  

ア  参加条件  

イ  指名型の場合は指名する業者名及び指名理由  

ウ  募集方法及び期間  

エ  選定方法  

オ  審査基準、評価点算出のための配点内容（提案金額への配点を含む。）  

及び最低基準  

カ  企画提案及びプレゼンテーションの審査  
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キ  最優秀提案者の選定  

ク  提案者の順位付け  

(2) (1)キ及びクの規定にかかわらず、審査の結果、提案者の全員が最低基準

を満たさないと判断された場合は、理由を明らかにし、最優秀提案者等を

選定しないことができる。  

  

９  審査会の構成  

鎌倉市企画等提案型契約審査会条例の規定に基づくプロポーザル方式に

よる場合、審査委員は全て学識経験者等、同条例第３条に定める外部の者

に委嘱することとし、委員数は 10人以内とする。また、同条例によらない

場合は、全ての委員を本市の職員とする。  

 

10 募集要領  

事業所管課は、次の事項を記載した募集要領を作成し、審査会の議を経た

上で趣旨決裁と同じ決裁区分により決裁を得て本市ホームページ、広報かま

くら等において公表する。ただし、指名型の場合は公表によらず、簡易書留

等の確実な方法により相手方に送付する。  

(1) 業務概要（案件名、事業目的、業務内容、上限金額、予定契約（履行）

期間、実施場所等）  

(2) 応募資格（入札参加資格・業種、実績・経験、地域要件等）  

(3) スケジュール（募集開始から契約締結、業務着手・完了に至るまでの予

定、直接関連する他業務の日程等）  

(4) 応募手続（説明会、提出書類、質問回答、プレゼンテーション（プレゼ

ンテーションは業務に直接携わる者が行うこととし、その旨を明記する。）、

申込み、受付方法、場所、期間等）  

(5) 審査・選定方法  

 次の内容を明記する。  

ア  審査を２回以上行う場合はそれぞれの審査内容  

イ  評価点が同点の場合の決定方法  

ウ  提案者を匿名で審査する場合にはその旨  

(6) 審査基準・配点（提案金額を含む評価項目ごとの配点）  

(7) 失格事由（選定対象外となるもの）  

(8) 提案者がいない又は１者のみの場合の取扱い（取止めの有無、通知方法

等）  

(9) 選定・非選定結果の通知方法、結果に対する質問方法等  

(10) 選定結果の公表方法・内容  

(11) 提出書類の様式  

 

＊  募集要領の内容は審査会の審議により適宜増減することとする。  

＊  上記の項目は、標準的な公募要領についての基本的な記載事項であり、

業務の種類、内容、手続等に応じて、必要な事項を追加するなど、できる
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限り詳しく分かりやすい内容とすることに留意する。  

＊  公平性を担保するため、募集期間は短期間とならないよう十分配慮し、

最低２週間とする。  

＊  募集を前年度中に行う場合は、「事業実施年度に当該事業予算について

減額又は削減があった場合は当該プロポーザルを中止し、契約はしない」

旨を明記する。  

 

11 参加資格の審査（書類審査）  

事業所管課は、提案者から提出された書類に基づき、提案者の参加資格を

審査する。  

 

12 審査会における審査  

  審査会において提案者の審査を行い、最優秀提案者を選定する。  

審査に当たっては、業務内容に応じて第１次及び第２次に分けて審査・選

定を行うことや、提案者によるプレゼンテーションの機会を設けることなど、

総合的な審査に努めるものとする。  

なお、審査に当たって特に客観性及び公正性を確保する必要があるため、

原則として、提案者の商号又は名称、代表者氏名等を匿名とする。  

 

13 契約交渉に係る決裁  

事業所管課は、審査会で選定した最優秀提案者について、契約交渉の相手

方（優先交渉権者）として契約交渉を行ってよいかの決裁を得る。なお、決

裁には、各提案者に対する結果通知書案（様式）を添付するとともに、最優

秀提案者が辞退した場合においては、順次次点者と契約交渉を行っていく旨

を記載する。  

この場合において、決裁区分は当初の趣旨決裁と同じ決裁区分とし、理事

者の決裁を要するときは、財政課に合議をする。  

 

14 結果の通知  

13の決裁後、各提案者に対し、個別にその選定結果及び評価点を通知する。

（様式）  

 

15 契約交渉  

事業所管課は、13で決裁を得た契約交渉の相手方と価格交渉を含めた契約

交渉を行う。  

 

16 支出負担行為伺  

  契約の相手方が決定した後、次の (1)及び  (2)の事項について、また、 (3)

から (8)までを添付し、支出負担行為伺の決裁を得る。この場合において、

決裁区分は契約金額にかかわらず当初の趣旨決裁と同じ決裁区分とし（財

務事務方針第 30号）、理事者の決裁を要するときは、財政課に合議をする。  
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(1) 契約の相手方  

(2) 契約金額  

(3) 契約書案  

(4) 見積書  

(5) 審議結果書  

(6) 募集要領  

(7) 趣旨決裁  

(8) 契約交渉に係る決裁   

 

17 結果公表  

事業所管課は、契約締結後に選定結果に関する次に掲げる事項について、

本市ホームページ等において公表するものとする。  

(1)  最優秀提案者及び契約の相手方に係る次の事項  

ア  評価点（各配点合計）  

イ  提案金額  

ウ  契約金額  

(2) 全提案者の名称（申込順）  

(3) 全提案者の評価点合計（得点順）  

(4) 最優秀提案者の選定理由（講評ポイント等）  

(5) 審査会委員の氏名及び選任理由  

(6) その他（最優秀提案者と契約の相手方とが異なる場合は、その理由）  

 

＊選定結果に関する情報は本市ホームページ等によって広く公開することか  

ら、落選した者の競争上の地位に配慮するとともに、より多くの提案を受け  

競争性を向上させる趣旨から提案者ごとの評価点の内容を明らかにしない  

こととし、次のとおり取り扱うこととする。  

 

  ア  応募が２者の場合  

    提案者名は２者とも公表するが選定されなかった者の評価点等は公表

しないこととし、最優秀提案者の選定理由 (4)において、２者の比較がよ

り分かりやすいように示すこととする。  

 

【参加事業者】※申込順  

有限会社○○  

●●株式会社  

【選定結果】   ※得点順   

順位  事業者名  評価点  提案金額  選定理由  

１  ●●株式会社  142.0 △△△△△円  ▲▲▲▲▲▲  

２  有限会社○○     
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イ  応募が３者以上の場合  

   申込をした提案者名は全者公表するが、選定結果の公表に当たっては最

優秀提案者以外の提案者名は明らかにしないこととする。  

 

【参加事業者】  ※申込順  

有限会社○○  

●●株式会社  

株式会社▲▲  

【選定結果】    ※得点順   

順位  事業者名  評価点  提案金額  選定理由  

１  ●●株式会社  142.0 △△△△△円  ▲▲▲▲▲▲  

２   110.8   

３   105.0   

 

18 失格事由  

提案者に次の行為があった場合は、失格（選定対象からの除外）とすると

ともに、別途、指名停止等の措置を講じることとする。  

(1) 審査会委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めること。  

(2) 他の提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。  

(3) 応募提案書類に虚偽の記載を行うこと。  

(4) その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。  

 

19 その他  

コンペ方式その他プロポーザル方式に類する方式により受注者を選定す

る場合には、このガイドラインに準拠して実施するものとする。  

 

付  則  

（施行期日）  

本ガイドラインは、平成 24年３月 30日から施行する。  

付  則  

（施行期日）  

  本ガイドラインは、平成 24年７月 10日から施行する。  

付  則  

（施行期日等）  

このガイドラインは、決裁の日から施行し、同日以後に実施するプロポー

ザル方式等に関する手続から適用する。  

付  則  

（施行期日等）  

このガイドラインは、決裁の日から施行し、同日以後に実施するプロポー
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ザル方式等に関する手続から適用する。  

付  則  

（施行期日）  

本ガイドラインは、令和３年１月１日から施行する。  
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（様式） 

 

○年（○○○○年）○月○日 

 

業者名 

代表者職氏名 

 

鎌倉市長 松尾 崇  印 

 

 

結 果 通 知 書 

 

○年（○○○○年）○月○日付けで提出があった次の業務に係る貴社の提案について、

審査結果を次のとおり通知します。なお、契約に当たっては、最優秀提案者以外と契約

する場合もあります。 

詳細結果については、後日ホームページ上で公表します。 

 

業務名：○○○○○○○○ 

 

（最も優れた提案者に通知する場合） 

○最も優れた提案として選定しました。 

  評価結果：  （点） 

  理由：○○○のため 

 

（上記の者以外に通知する場合） 

○最も優れた提案に選定されませんでした。 

  評価結果：  （点） 

 

 

 

【事務担当】  

○○○課○○担当 

○○○○ 

電話 （0467）23-3000（内線：○○○○） 

 


