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岐阜市公告第 35号 

 

「ぎふメディアコスモス総合案内・施設貸出業務」委託 

事業者選定に係る公募型プロポーザル手続の実施について 

 

「ぎふメディアコスモス総合案内・施設貸出業務」委託事業者選定に係る公募型プロ

ポーザルを下記のとおり実施しますので、公告します。 

 

令和 3年 5月 7日 

 

                    岐阜市長 柴 橋 正 直 

 

記 

 

ぎふメディアコスモス総合案内・施設貸出業務委託プロポーザル公募要領 

 

１ 公募の趣旨 

「みんなの森 ぎふメディアコスモス」（以下「ぎふメディアコスモス」という。）は、

年間約１２０万人の方が訪れ、市民に開かれ、親しまれる施設として運営してきた。開

館から間もなく６年が経過し、複合文化施設としての新たなる局面を迎え、その新たな

局面の中で、ひとが集い、憩い、豊かな対話が始まるサードプレイスとして様々な価値

創造を図っていく。 

今年度は岐阜市が重点施策として取組を進める「シビックプライドの醸成」のための

拠点施設の更なる歩みとしてぎふメディアコスモス内に「シビックプライドプレイス」

を令和４年３月に開設する。また、つかさのまちにメディアコスモスと並んで新たに開

庁する市役所新庁舎との連携や岐阜市の中心市街地活性化のカギとなる柳ケ瀬地区の

再開発との連携を図り、岐阜市の歴史と未来、文化と経済のつながりを、市民協働で編

集していく窓口であるとともに、拠点施設となることを目指す。 

そのぎふメディアコスモスの貸出施設である多目的ホールや展示室、スタジオなどの

より快適で効率的な運営を行うことを目的として、管理運営業務を委託するぎふメディ

アコスモスのトータルコンセプトや全館共通のイメージ目標を十分に理解し、ホスピタ

リティあふれる対応ができる事業者を「公募型プロポーザル方式」により選定するため、

必要な条件、手続等について定める。 

 なお、この公募要領と併せて配布する「業務概要仕様書」、「総合案内業務仕様書」、

「施設貸出業務仕様書」その他の書類等を併せて、以下「公募要領等」という。 
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２ 委託業務 

（１）委託業務名称 

    ぎふメディアコスモス総合案内・施設貸出業務委託 

（２）委託業務を行う場所 

    岐阜市司町 40番地 5 

（３）業務内容 

    別紙「業務概要仕様書」 

「総合案内業務仕様書」 

「施設貸出業務仕様書」 

（４）予定価格（上限額） 

179,997,840円（消費税及び地方消費税（税率 10％）を含む。） 

ただし、この契約締結後、法令の改正等により、消費税法（昭和 63 年法律

第 108 号）の規定による消費税及び地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規

定による地方消費税の額に変動が生じた場合は、契約金額に相当額を加減して

支払うものとする。 

（５）履行期間 

令和 3年 9月 1日から令和 6年 8月 31日まで（長期継続契約） 

 

３ 参加条件 

応募資格者は、次に掲げる条件を全て満たす単体の企業とする。なお、本要領５ 提

出書類等（２）に定める提出書類のほか、応募要件を満たしていることが確認できる資

料の提出を求める場合がある。 

 ア 岐阜市契約規則（昭和 39 年岐阜市規則第 7 号）第 18 条第 1 項の規定により、

岐阜市競争入札参加資格審査を受け、公告の日から 1ヶ月前までに岐阜市競争入

札参加資格者名簿に登録された者で、かつ、参加表明書の提出期間の最終日から

本契約締結日までの間に岐阜市競争入札参加資格の要件を欠くことがないこと。 

 イ 岐阜市競争入札参加資格停止措置要領（昭和 62年 3月 27日決裁）第 2条第 1

項の規定に基づく資格停止を参加表明書の提出期間の最終日から本契約締結日

までの間に受けていないこと。 

  ウ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しない

者であること。 

  エ 岐阜市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成 23年 3月 31日決

裁）第 3条に規定する排除措置対象法人等に該当しないこと。 

  オ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅

かすおそれのある団体に属する者でないこと。 

  カ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て及び民
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事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされて

いないこと。 

  キ 文化施設（文化芸術の創造、交流、発信の拠点として、また地域住民の身近な

文化芸術活動の場として、国、地方公共団体又は民間が設置している舞台、展示

室等を有している施設をいう。）の運営管理に関する受託実績があること。 

  ク 貸出施設の舞台設備及び展示室の運営管理業務に 5 年以上の実務経験を有す

る者を 1名以上配置できること。 

 

４ 提案等 

（１）提案事項 

 本業務は、当該施設のみならず、周辺施設の紹介などを行う総合案内と、施設内に

設置された会議室や展示室、多目的ホールなどの施設貸出を円滑に行い、適切な施設

運営を行うものである。 

 本プロポーザルの参加意向のある事業者から、本要領５ 提出書類等（２）書類オ

～コ（様式５～１０）（以下「提案書」という。）の書類提出を求め、委託事業者を選

定する。 

（２）留意事項 

  ア 提案書は、1者につき 1提案とする。 

  イ 提案書を作成するにあたり、実施する現場見学は、市が設定する日時のみとす

る。（5月中旬予定） 

 

５ 提出書類等 

（１） 公募要領等の掲載について 

公募要領等は、岐阜市ホームページ（https://g-mediacosmos.jp/）に掲載する。 

①掲載日 令和 3年 5月 7日（金）から 

（２）提出書類 

次のア～コの書類を、（３）の提出期間に提出すること。 

  ア 現場見学申込書（様式１） 

  イ 公募要領等に関する質問書（様式２） 

  ウ ぎふメディアコスモス総合案内・施設貸出業務委託事業者選定に係るプロポー

ザル参加表明書（様式３） 

  エ 暴力団等に関与のない旨の誓約書兼承諾書（様式４） 

  オ ぎふメディアコスモス総合案内・施設貸出業務委託事業者提案書（様式５） 

  カ 同種・類似施設等の業務実績一覧（様式６） 

  キ 実施体制及び従業員の配置計画（様式７） 

  ク 運営方針（総合案内業務及び施設貸出業務に対する方針・運営方法、接遇に対
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する考え方・研修体制）（様式８） 

  ケ その他アピールポイント（様式９） 

  コ 業務委託経費見積書（様式１０） 

  ※ オ～コ（様式５～１０）までの提出書類を 10 部提出すること。それ以外の提

出書類は、1部提出すること。 

また、全ての提出書類をデジタルデータとし、ＣＤ－ＲＯＭでも 1部提出する

こと。 

（３）提出期間及び受付時間 

○提出期間 

書類ア・イ(様式１・２)  令和 3年 5月 7日(金)～令和 3年 5月 14日(金) 

書類ウ～コ（様式３～１０）令和 3年 5月 7日(金)～令和 3年 5月 27日(木) 

○受付時間 

午前 9時から午後 5時まで（ただし、正午から午後 1時までを除く。） 

※ 本プロポーザル方式による事業者選定については、書類ウ（様式３）の提出

をもって参加表明があったものとみなす。なお、参加表明後に参加を辞退する

場合は、参加辞退届出書（任意様式）を上記提出期限までに持参又は郵送（必

着）により提出すること。 

（４）提出方法・提出場所 

本要領の５ 提出書類等（２）のウ～コ（様式３～１０）は、事務局（本要領の 

１２）まで持参又は郵送（一般書留又は簡易書留により提出期限までに必着）するこ

と。（電子メールでの提出は、認めないので注意すること。） 

なお、書類ア（様式１）については電子メールによる提出を可とする。 

電子メールアドレス g-mediacosmos@city.gifu.gifu.jp 

 

６ 提案書の取扱い 

（１）提案書の提出後は、記載された内容の変更を認めない。 

（２）提案書は、返却しない。 

（３）提案書は、事業者の特定を行う作業に必要な範囲において複製を作成することが

ある。 

（４）提案書（（３）の複製を含む。）は、本プロポーザルの目的以外には使用しない。 

（５）提案書は、岐阜市情報公開条例（昭和 60年岐阜市条例第 28号）に基づく公文書

公開請求により公開する場合がある。 

（６）応募事業者から公募要領等に基づき提出される書類の著作権は、原則として書類

の作成者に帰属する。ただし、採用した提案書の著作権は、岐阜市に帰属するもの

とする。 
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７ 審査の方法 

岐阜市が設置する「ぎふメディアコスモス総合案内・施設貸出業務委託事業者選定

審査委員会」において、提案書の内容を審査し、優先交渉先及び順位を決定する。 

評価は、応募事業者が提出した提案書の内容を「審査基準」に基づき算定した値に

より行う。 

  

８ 審査基準 

審査の評価値は、評価項目一覧表の①から④までの審査項目の評価点を合算した合

計値とする。 
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＜評価項目一覧表＞ 

審査項目 審査基準 配点 

①業務実績 

同種・類似施設における継続的な

業務実績があるか 

・総合案内業務 

・施設貸出業務 

・舞台管理運営業務 

・展示室運営管理業務 

60 60 

②実施体制 

配置する人員は、十分な専門的知

識や経験を有しているか 
30 

60 
円滑に業務が実施できる勤務体制

が確保されているか 
30 

③運営方針 

ぎふメディアコスモスのトータル

コンセプト等を踏まえて、総合案

内業務の運営に関する以下の方針

及び実施方法について 

・ホスピタリティある施設案内 

・多様なトラブルの対応 など 

10 

 

 

40 

ぎふメディアコスモスのトータル

コンセプト等を踏まえて、施設貸

出業務の運営に関する以下の方針

及び実施方法について 

・ホスピタリティある貸出相談 

・各施設貸出時の利用者サポート 

・備品管理 

・多様なトラブルの対応  など 

10 

接遇に対する考え方及び業務従事

者への研修体制について 
10 

 

 

(その他特徴的な提案) 

施設利用者へのサポート体制や施

設管理者との協力体制、独自に行

う自主的な取組などの提案が特徴

的か 

10  

④見積金額に対する 

評価 

200×((予定価格－見積金額)／ 

予定価格)＝点数(小数第 1位を四捨五入) 
40 40 

合     計 200 
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９ 審査結果の通知 

審査結果は、審査を実施後、速やかに応募事業者全員に文書で通知する。また、審

査結果において、優先交渉先については応募事業者名、合計点及び審査項目ごとの点

数を明らかにし、他の応募事業者については匿名で合計点及び審査項目ごとの点数を

岐阜市ホームページで公表する。なお、審査経過や結果に対する異議は、受け付けな

い。 

 

10 質問及び回答 

質問がある場合は、質問書を提出すること。 

（１）質問方法 

所定の質問書（様式２）により、必ず電子メールにて、下記アドレスまで提出

すること。 

電子メールアドレス g-mediacosmos@city.gifu.gifu.jp 

（２）質問書提出期間 

令和 3年 5月 7日（金）から令和 3年 5月 14日（金）午後 5時まで 

（３）質問の回答方法 

回答は、質問者を伏せた形で岐阜市ホームページ（https://g-mediacosmos.jp/）

に掲載する。ただし、質問の内容によって本プロポーザル方式による事業者選定

の公平性を保てない場合には、回答しないことがある。なお、質問に対する回答

は、公募要領等の追加又は修正とみなす。 

（４）質問の回答予定日 

令和 3年 5月 21日（金） 

 

11 事業者選定に係る日程（予定） 

【事業者選定の手順及びスケジュール】 

日程（予定） 内容 

令和 3年 5月 7日（金） 公告 

 5月 7日（金）～14日（金） 

現場見学会の申込み（様式１） 

（現場見学会は、5月中旬予定。申込者のみ

に案内） 

 5月 7日（金）～14日（金） 
公募要領等に関する質問受付（様式２） 

（質問に対する回答予定日は、5月 21日） 

      5月 7日（金）～27日（木） 提出書類の提出期間（様式３～１０） 

 6月中旬 
書類審査 

優先交渉先の決定 
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 審査完了後、速やかに通知 審査結果通知 

 6月下旬 契約締結 

  7月上旬～8月 31日 事務引継・トレーニング 

  9月 1日 業務開始 

※日程については、岐阜市の都合で変更する場合がある。 

 

12 事務局 

〒500－8076 

岐阜市司町 40番地 5 みんなの森 ぎふメディアコスモス 

岐阜市市民協働推進部ぎふメディアコスモス事業課 管理係 

電話番号 058－265－4101 

電子メールアドレス g-mediacosmos@city.gifu.gifu.jp 

 

13 その他 

（１）本提案において使用する用語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び

計量法によるものとする。 

（２）提案に要する費用は、全て各提案者の負担とする。 

（３）本事業を実施する相手方の決定については、特定された優先交渉先を対象として

市の内部手続を経た上で決定されるので、事業者の特定をもって本事業を実施する

相手方を決定するものではない。 

（４）提案者の失格について 

次のいずれかに該当した者は、失格とする。 

① 本件プロポーザルを公告した以後、審査委員と本事業に関する接触を求めた

者 

② 見積金額が予定価格を超える者 

③ 提案後、事業の継続が困難となった者 

（５）提案書に虚偽の記載をした場合には、提案書を無効にする。 


