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松戸市デジタルミュージアム開設業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

1. 趣旨 

本事業に係る企画提案を求め、各提案事業者の提案内容等を総合的に比較し、最も適し

た事業者を選考するため、公募型プロポーザルを実施するにあたり、必要な事項を定める

ものとする。 

 

2. 事業目的 

本事業は、松戸市立博物館、戸定歴史館で所蔵している貴重な資料を市民の方々に幅広

く公開し、楽しみながら松戸市の歴史に興味をもってもらうため、デジタルミュージアム

を開設します。また、新たな生活様式の下でも、本事業を活用し、松戸市所蔵資料の鑑賞

や体験機会の創出・推進することも目的とします。 

 

3. 事業概要 

（1） 名 称  松戸市デジタルミュージアム開設業務委託 

（2） 発 注 者  松戸市教育委員会 

（3） 委託期間  契約締結日から令和 4年 3月 31日まで 

（4） 履行場所  松戸市千駄堀 671 松戸市立博物館 

松戸市松戸 714番地 1 戸定歴史館 他松戸市の指定するところ 

（5） 業務内容  松戸市デジタルミュージアム開設業務委託仕様書のとおり 

※仕様書の内容は現時点での予定であり、今後の打合せで変更する可能性がある。 

 

4. 提案限度額 

35,802,000円（消費税及び地方消費税を含む。）の範囲内とする。 

なお、これを超える金額での提案は認められないものとする。 

  仕様書の共通項目を除く、松戸市立博物館と戸定歴史館の業務の費用バランスは、平等

にすること。 
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5. 参加資格要件 

本プロポーザルに応募できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

① 本市において競争入札参加資格を有していること。また、法人格を有している者であ

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 の規定に該当する者でない

こと。 

③ 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営

状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

④ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続き開始の申立て、又は民事再

生法（平成 11年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者

であること。 

⑤ 松戸市暴力団排除条例第 9条に規定する排除対象になっていないこと。 

⑥ 公募開始の日から契約締結までの間、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準に基づ

く指名停止の措置を受けていないこと。 

⑦ 国税及び地方税を滞納していないこと。 

⑧ 過去 5年間に本業務と同種の業務実績があること。 

⑨ 個人情報等の機密情報の取り扱いに係る社内規定を整備し、その実質的な運用が行わ

れていること。 

 

6. 選考スケジュール 

実施内容 期日等 

① 公募の開始 令和 3年 7月 21日（水） 

② 質問の受付期間 令和 3年 7月 21日（水）から令和 3年 7月 29日（木） 

③ 市からの質問回答 令和 3年 8月 3日（火） 

④ 参加表明書の締切 令和 3年 8月 10日（火） 

⑤ 資格審査及び審査結果通知 令和 3年 8月 20日（金） 

⑥ 企画提案書の締切 令和 3年 8月 27日（金） 

⑦ 書類選考結果の通知 令和 3年 9月 2日（木） 

⑧ 選考委員会（プレゼン） 令和 3年 9月 7日（火） 

⑨ 結果の通知 令和 3年 9月 17日（金） 

 

7. 実施要領等の配布 

（1） 配布期間  

令和 3年 7月 21日（水）～ 8月 10日（火）  
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（2） 配布方法  

松戸市（松戸市教育委員会、松戸市立博物館、戸定歴史館）のホームページからダウン

ロード 

 

8. 質問の受付 

（1） 受付期間 

令和 3年 7月 21日（水）～ 7月 29日（木） 

質問方法 

所定の質問書（様式第 7 号）に必要事項を記載の上、事務局へ電子メールにより提出

すること。メール送信後、事務局（博物館）まで送信確認の電話をすること。 

（2） 回答 

回答は、全ての質問を取りまとめた上で、令和 3 年 8 月 3 日（火）までに松戸市ホー

ムページへの掲載により行うものとする。ただし、質問の内容が、企画提案書等の作

成作業を進める上で、大きな影響を及ぼすと判断されるものは、随時松戸市ホームペ

ージへ回答を掲載する。 

 

9. 参加表明書の提出 

本プロポーザルに参加する場合、令和 3年 8月 10日（火）までに、参加表明書（様式第

2号）を事務局へ電子メールにて提出すること。 

電子メールで提出する様式は押印不要であるが、後日、押印後の様式を郵送または持参

にて事務局へ提出すること。 
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 (1) 提出書類 

 次の書類を提出すること。 

 提出書類名 注意事項 

① 参加申込書 【様式 1】 

③ 会社概要書 

【様式 2】 

会社の概要及びこれまでの事業実績等がわか

るもの（様式の全項目が記載されていればパ

ンフレットも可） 

② 参加資格確認書 【様式 3】 

④ 事業実績書 【様式 4】 

⑤ 納税証明書（国税） 

「法人税並びに消費税及び地方消費税の納税

証明書（その 3の 3 ）」（発行後 3ヶ月以内

のもの） 

⑥ 
納税証明書（法人市町村民税、

固定資産税） 

市内に事業所等がある場合、直近２年分、発

行後 3ヶ月以内のもの 

⑦ 履歴事項全部証明書 
法務局で発行する法人の履歴事項全部証明書

（発行後 3ヶ月以内のもの） 

⑧ 財務諸表 前年度分 

⑨ 使用印鑑届兼委任状 
千葉県の電子自治体共同運営協議会へ提出し

ているものの写しを提出すること。 

 

10. 参加資格審査結果通知 

(1) 参加資格要件の確認及び企画提案書提出要請 

提出された参加申込書及び書類を審査し、参加資格を有すると認められたものに対し、

令和 3年 8月 20日（金）までに通知し、企画提案書の提出を要請する。 

(2) 非選定に関する事項 

参加資格を有しないと認めた者にあっては、参加資格がない旨を通知する。参加資格を

有しない旨の通知があった者は、書面により非選定について説明を求めることができる。 

 様式は任意とするが、住所、商号又は名称、代表者氏名を記入すること。 

 提出期限は、通知した翌日から起算し 3日（休日を除く）以内の 16時 30分まで。 

 提出方法、提出場所は、参加表明書と同じ。 

 回答は、書面により電子メールにて通知する。 
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11. 企画提案書等の提出 

（1） 提出書類 

  次の書類を提出すること。 

 提案書類名 提出上の注意 

① 提案書表紙 【様式 5】 

② 企画提案書（任意様式） 
記載内容については、本実施要領を参照する

こと。 

③ 
事業実施体制（事業責任者及び

担当者） 

【様式 6】 

④ 見積書（指定様式） 
【様式 9】見積書及びランニングコストを記載

し、提出すること。 

 

（2） 様式の記載内容 

 企画提案書（任意様式） 

別紙の仕様書をもとに、下記内容などを具体的に記載すること。 

(ア) 志望理由 

(イ) 本事業の目的に対する考え方、コンセプト 

(ウ) 事業計画・事業スケジュール 

(エ) 所蔵資料の見せ方、工夫点など 

(オ) デジタルミュージアム WEB ページのデザイン・利用イメージ・管理イメージ 

(カ) 翻訳する範囲 

(キ) 従事者の経歴・実績・従事期間等 

(ク) 本業務の組織体制、管理体制 

・企画提案書は縦置き横書きで 20 ページ以内とし、基本的に A4 版両面印刷で左綴じ

とすること。ただし、表現の都合上用紙の方向を一部変更したり、記述方向を一部

縦書きとしたりすることは差し支えない。 

・企画提案書は目次及びページ番号をつけること。 

・提案趣旨やアピールしたいポイントなどを簡潔にわかりやすく記述すること。 

・その他 PR及び独自提案がある場合は、添付可能とする。 

（3） 提出方法 

・持参または郵送（配達証明等、到着日時の記録が残るものを使用すること）により

事務局へ提出すること。 

・正本 15部を松戸市立博物館へ提出すること。 

・A4 版紙ファイルに綴りインデックスをつけ、ファイル表紙及び背表紙に事業者名を

記載すること。 
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・データも、博物館・戸定歴史館両者へメールにて提出すること。 

（4） 提出期限 

    令和 3年 8月 27日（金） 

   ※提出期間内であれば、再提出（差替え含む）は可能とする。 

 

12. 書類選考 

（1） 参加事業者が多数の場合は、書類選考を実施する。書類選考を通過した事業者の

みが選考委員会（プレゼンテーション）へ参加できるものとする。 

（2） 書類選考は、選考委員会において定めた「松戸市デジタルミュージアム開設業務

委託審査基準表兼採点表」に基づき、審査する。 

（3） 書類選考の結果は、応募した全ての事業者に対し、提案書表紙に記載された担当

者の電子メール宛てに令和 3年 9月 2日（木）までに通知する。 

（4） 書類選考結果通知に記載した内容以外の質問には回答しない。 

  

13. プレゼンテーション 

（1） 実施日時 

令和 3年 9月 7（火）午前 10時 00分から（予定） 

   ※実施の詳細については、各事業者に追って連絡する。 

（2） 実施場所 

   事務局が指定する場所 

（3） 実施時間 

１事業者につき、準備 5 分以内、プレゼンテーション 20 分以内、質疑応答 15 分

程度とする。ただし、参加事業者が多数の場合は、実施時間を短縮することがある。 

（4） 実施内容 

 プレゼンテーションは、提出した企画提案書の内容について説明を行い、補足説

明が必要な場合は、提案書の内容を逸脱しない範囲で実施すること。 

 事業者が実施した実際の活動の様子を映像（3分以内）で紹介することも可能とす

る。 

 プレゼンテーションの出席者は、1 事業者について 5 名までとする。 

 業務責任者、業務担当者がプレゼンテーションを担当すること。 

（5） 会場設営 

会場設営（スクリーン、マイク、プロジェクター設置を含む）については、事務局で

行う。ただし、パソコン及び外部ネットワーク接続（インターネット）環境は確保し

ないので、必要に応じて各自準備すること。 
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14. 事業者選考方法 

（1） 委託事業者は、公募型プロポーザル方式により選考する。 

（2） 選考は、選考委員会において定めた「松戸市デジタルミュージアム開設業務委託

事業者選考評価基準表兼採点表」に基づき、企画提案書、プレゼンテーションによ

り審査する。 

（3） 審査の結果、評価点の合計が最も高い者と随意契約の交渉を行う。ただし、選考

委員会の合計得点が満点の 6割未満である場合は、選考しないものとする。 

（4） 最も高い評価点を獲得した事業者が複数ある場合は、重要度Ａの評価項目の評価

点のみを合計し、最も高い点数を獲得した事業者を優先交渉権者として選考する。 

（5） 上記(4）の場合においても事業者が複数ある場合には、選考委員の合議による優

劣の比較審査を行い、優先交渉権者を選考する。 

 

15. 選考結果の通知 

選考結果は、参加事業者に対し、提案書表紙（様式 6）記載された担当者の電子メール宛

てに令和 3年 9月 17日（金）までに通知を行う。また、松戸市ホームページにも選考結果

を公表する。なお、選考結果通知に記載した内容以外の質問には回答しない。 

 

16. 契約に関する基本事項 

（1） 契約方法 

契約は、選考事業者とともに企画提案書等に基づき内容を確認の上、契約締結の交

渉を行う。 

（2） 契約保証金 

契約締結にあたっては、松戸市財務規則第 143 条第 1 項に従い、契約金額の 100 分

の 10に相当する額以上の契約保証金を納付しなければならない。  

（3） 契約代金の支払い 

契約代金の支払いについては、業務完了後に一括して支払うものとする。 

（4） 契約締結における個人情報の取り扱い 

契約締結にあたっては、「松戸市個人情報の保護に関する条例」に基づき、個人情報

の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取り扱い

にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱

わなければならない。 

 

17. その他 

(1) 企画提案書は、1 事業者につき 1 案とする。 
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(2) 提出された企画提案書等は返却しない。 

(3) 本プロポーザルに要する経費及び提出に関する経費は、全て提案者が負担すること。 

(4) 参加表明書の提出後に参加を辞退する場合は、すみやかに事務局へ連絡すること。 

(5) 企画提案書等の著作権は提案者に帰属する。ただし、本市が本プロポーザルの評価及

び議会報告等で必要と判断した場合は、企画提案書等の使用、複製及び公開を、無断、

無償で行うものとする。 

(6) 提出の締切時間はすべて 16 時 30 分とすること。 

(7) 提出物は、松戸市立博物館に提出すること。 

(8) メール送信するものは、松戸市立博物館、戸定歴史館両者に送ること。 

(9) 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に留意すること。 

 

18. 問い合わせ及び提出先（事務局） 

松戸市立博物館 

担 当 染野・武井 

Ｅメール mchakubutsukan@city.matsudo.chiba.jp 

住  所 〒271-2252 松戸市千駄堀 671番地 

電  話 047-384-8278 

Ｆ Ａ Ｘ 047-384-8194 

 

戸定歴史館 

担 当 青木・小川 

Ｅメール mctojourekishi@city.matsudo.chiba.jp 

住  所 〒271-0092 松戸市松戸 714番地 1 

電  話 047-361-0056 

Ｆ Ａ Ｘ 047-361-0056 
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