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札幌市交通局交通資料館展示物制作等業務 提案説明書 

 

１ 業務名 
札幌市交通局交通資料館展示物制作等業務 

 

２ 業務の背景・目的 

札幌市交通局交通資料館は、自衛隊前駅付近の高架下において、昭和 50年

に開館以来、市営交通事業に関する歴史的資料を展示・保存する施設として、

多くの市民が訪れ、市営交通の歴史を学び、理解を深める拠点の役割を担っ

てきた施設である。 

その後、平成 29 年秋にシェルター橋脚の耐震化工事のために閉館、建物を

解体し、令和４年６月より、同地にて南北線乗務庁舎との合築による新たな交

通資料館の建築工事を開始した。 

令和６年春の開館に向けて、令和４年３月に策定した「札幌市交通資料館展

示基本計画書（公表版）」の基本理念である、「歴史を伝える」、「学びと体験の

場を創出」、「市民へ貢献」に資する施設の展示物を制作することを目的とする。 
 

３ 業務内容 

新築される札幌市交通局交通資料館において、建築構造物を除く展示物の

企画（展示計画書の作成を含む。）、設計、制作を行い、展示物を設置する。 
 

４ 業務規模 

50,000千円（消費税及び地方消費税の額を含む）を上限とする。 

上記金額は規模を示すものであり、契約は別途設定する予定価格の範囲内で 

行う。 
 

５ 入札参加資格 

  次の要件を全て満たすものとする。 

 (1) 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 令和４～７年度札幌市競争入札参加資格者名簿（物品・役務）の登録事

業者であること。 

(3) 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生

法による再生手続開始の申立てがなされている者（手続開始の決定後の者

は除く。）等経営状態が著しく不健全な者でないこと。 

(4) 札幌市交通局競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措

置を受けている期間中でないこと。 

(5) 事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合で、当該組合の構成員

が参加を希望していないこと。 
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６ 履行期間 

契約締結日から令和６年２月 29日（木）まで 

  なお、展示計画書及び展示設計書は令和５年３月 31日（金）まで 

また、施設運営上、利用方法・職員周知・施設管理者周知等に相当期間を 

要することから、本履行期限より１か月前までに設置・動作確認を終え、施設 

管理者が利用できる状態にし、試運転等に供すること。 
 

７ 制作する展示内容 

仕様書（別紙１）のとおり。 
 

８ 申込方法 

 (1) 提出書類 

ア 企画競争参加申請書（様式１） 

イ 会社概要（様式２） 

ウ 企画提案書（Ａ４判 15枚以内（表紙含む）様式自由） 

・ 完成イメージ図 

・ 展示内容の構成やコンセプト 

※ 「札幌市交通資料館展示基本計画書（公表版）」及び仕様書の「２ 展

示物の内容」に沿って提案すること。 

エ 積算書（様式自由） 

 ※ 積算根拠がわかるように内訳書を添付するなどして作成すること。 

   なお、本積算額は評価対象とはしない。また、企画提案が選定された

者との契約金額を確約するものではない。 

オ 業務実施体制及び業務計画工程表（Ａ４判４枚以内 様式自由） 

カ 類似業務実績（一覧、具体例）（様式３、４） 

 (2) 提出方法 

ア 提出期限 

    ８-(1)-ア及びイについては、令和４年９月８日（木）午後５時 15分 

    ８-(1)-ウ～カについては、令和４年９月 16日（金）午前 12時 00分 

イ 提出先 

    〒004－8555 札幌市厚別区大谷地東２丁目４-１ ３階 

札幌市交通局事業管理部総務課事業推進担当 担当：駒田 

電話：011-896-2708 

ウ 提出方法 

  持参又は郵送（郵送の場合は期限日必着） 

   ※ FAX または電子メールによる提出は受理しない（提出がなかったも  

のとして扱う）。 
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(3) 様式の入手方法 

   札幌市交通局公式ホームページにてワードデータが取得可能であるとと

もに、送付先である札幌市交通局事業管理部総務課事業推進担当でも配布

する。 

  【札幌市交通局公式ホームページ】 

（ https://www.city.sapporo.jp/st/keiyaku/25kokuji/koutuusiryoukan.html） 

(4) 提出部数 

   各 10部（正本１部、副本９部） 

   ※ 副本９部については、表紙及び中身を含め提案者名を特定できる表 

現（社名、ロゴ、個人名等）は一切記載しないこと。 
 

９ 企画提案書の取扱い 

(1) 提出後の企画提案書の訂正、追加及び再提出は認めない。 

(2) 提出された企画提案書は返却しない。（電子媒体含む） 

(3) 参加者は企画競争の実施に必要な場合、提出書類等を札幌市交通局が利

用することをあらかじめ許諾することとする。（複製の作成を含む。） 

(4) 参加者は委託業務の遂行に必要な場合、提出書類等を札幌市交通局が利

用することをあらかじめ許諾することとする。（複製の作成を含む。） 

(5) 採用となった企画提案書の著作権は、札幌市に帰属する。 

(6) 採用となった企画案については、企画内容の一層の充実を図るため、内 

容の一部の変更を指示する場合がある。 
 

10 質問及び回答方法 

 (1) 質問方法 

   質問がある場合は、質問受付期間内に所定の様式（様式５）にその内容

を記入し、札幌市交通局事業管理部総務課あてに FAX 又は電子メールで送

信すること。 

   また、その際はタイトルを「札幌市交通局交通資料館展示物制作等業務

に係る質問」とすること。 

  【FAX番号：011-896-2790】 

  【送付先メールアドレス：ko.somu@city.sapporo.jp】 

 (2) 様式の入手方法 

   ８-(3)と同様 

 (3) 受付期間 

   令和４年８月 19日（金）～令和４年８月 31日（水） 

 (4) 回答方法 

   質問に対する回答は、質問者の氏名を伏せたうえで、原則ホームページ 
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に掲載する。ただし、質問又は回答の内容が、質問者の具体的な提案事項に 

密接に関わるものについては質問者に対してのみ回答する。なお、提出期限 

までに到着しなかった質問書については原則回答しない。 
 

11 企画競争実施に係るスケジュール 

企画競争に関する告示 令和４年８月 19日(金) 

質問の受付 令和４年８月 19日(金)～８月 31日(水) 

午後５時 15分まで 

企画競争参加申請書の提出期限 令和４年９月８日(木）午後５時 15分まで 

企画提案書等の提出期限 令和４年９月 16日(金)午前 12時 00分まで 

書面審査日 令和４年９月 21日(水) （予定） 

プレゼンテーション実施日 令和４年９月 27日(火) （予定） 

契約候補者の発表 審査終了後速やかに通知 
 

12 企画競争の実施に関する提案説明書等の公開 

  令和４年８月 19日（金）から、札幌市交通局公式ホームページにて公開す

る。 

  【札幌市交通局公式ホームページ】 

（ https://www.city.sapporo.jp/st/keiyaku/25kokuji/koutuusiryoukan.html） 

 

13 参加資格の審査 

  参加資格については、「５ 入札参加資格」に基づき確認を行い、審査結果

については、確定後速やかに通知する。 
 

14 企画提案の審査等 

(1) 審査方法 

   札幌市交通局交通資料館展示物制作等業務企画競争実施委員会（以下、

「実施委員会」という。）において、提出された企画提案書等やプレゼンテ

ーションの内容を企画提案評価基準（別紙２）により総合的に審査する。 

各実施委員が独立して評価点を算出し、その合計点に基づき実施委員会が 

評価を確定する。その評価点の合計が最も高い提案者を契約候補者とする。 

なお、審査対象者が１者の場合でも審査を実施し、実施委員の審査により

最低基準点の 480点（最高得点の６割：100（点）×８（人）×0.6）を超え

た場合に限り契約候補者として決定する。 

 評価点の合計が同点の企画提案書があるときは、評価項目２の点数が高い

者を契約候補者とする。なお、評価項目２も同点である場合のみ、くじ引き

により契約候補者を決定するものとするが、くじ引きの手法については、該
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当事業者に対し別途通知する。 

 (2) 書面審査 

   応募者多数の際は、企画提案評価基準の「評価項目１」及び「評価項目

３」について、事前に書面による審査を行う場合がある。なお、プレゼン

テーションについては、当該書面審査の通過者のみ行う。 

(3) プレゼンテーション 

ア 日時 

令和４年９月 27日（火）予定（詳細は提案者に別途通知する。） 

イ 場所  

札幌市交通局本局庁舎８階講堂（予定） 

所在地 〒004－8555 札幌市厚別区大谷地東２丁目 4-1 

ウ 実施方法 

    １者約 30分（提案説明約 20分、質疑応答約 10分）とする。（ただし、

変更となる場合がある。） 

    なお、出席者は、統括責任者を含めて最大３名までとする。 

(4) 審査結果の通知 

   (2)及び(3)の審査結果は、速やかに企画提案者全員に対して文書により

通知するが、審査の過程は公表しない。 

(5) 契約の相手方について 

  ア 契約の相手方は、上記審査によって選定された者との間で、随意契約

により行うことを原則とする。 

  イ 選定された者との交渉が不調に終わった場合、実施委員会において次

点とされた者と交渉する場合がある。 

  ウ 企画提案にあたり、虚偽の記載など不正とみなされる行為を行った場

合には、契約の相手方としない場合がある。 

  エ 契約候補者が提案書類に記載した事項の変更は、原則として認めない。 

  オ 企画提案書に記載された統括責任者が、極めて特別な事情がある場合

（死亡、入院等）を除き担当できないことが明らかになった場合には、

契約の相手方としない場合がある。  

カ 審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合には、契約の

相手方としない場合がある。 

キ その他実施委員会において不適当と認められた場合には、契約の相手方

としない場合がある。 

 (6) その他 

  ア 企画競争参加申請書を提出した後に申請を取りやめる場合は、参加辞

退届（様式６）を提出すること。 
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  イ プレゼンテーションの実施にあたっては、パソコン及びプロジェクタ

ー等の持ち込みを可能とする。なお、スクリーン（縦約 170cm、横約 295cm）

の使用希望がある場合は、事前に連絡を入れること。 

 

15 著作権等に関する事項 

 (1) 企画提案段階 

  ア 企画案の著作権は、各提案者に帰属する。 

  イ 札幌市交通局が本業務の実施に必要と認めるときは、企画案を札幌市

交通局が利用（必要な改変を含む）することに許諾するものとする。こ

の場合は、あらかじめ提案者に通知するものとする。 

  ウ 提案者は、札幌市交通局に対し、提案者が企画を創作したこと及び第

三者の著作権をはじめとしたいかなる知的財産権を侵害するものではな

いことを保証するものとする。 

  エ 企画案の利用については、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が

生じたときは、提案者は、自己の費用及びその責任においてこれを解決

するものとし、かつ委託者に何らかの損害を与えたときは、その損害を

賠償するものとする。 

  オ 提出された企画案その他本企画競争の実施に伴い提出された書類につ

いて、札幌市情報公開条例（平成 11 年条例第 41 号）に基づき公開請求

があったときは、同条例の定めにより公開する場合がある。 

 (2) 契約段階 

ア 受託者は、委託者に対し、本件契約に基づく成果物（以下「本著作物」

という。）に関連する著作権（著作権法（昭和 45年法律第 48号）第 27条

及び第 28条に規定する権利を含む。）を、譲渡するものとする。 

  イ 受託者は、成果物に関する著作者人格権を、委託者又は委託者が指定

する第三者に対して行使しないものとする。 

  ウ 受託者は、委託者に対し、受託者が本著作物を創作したこと及び第三

者の著作権、著作人格権及びその他特許権、商標権を含むいかなる知的

財産権を侵害するものではないことを保証する。 

  エ 本著作物の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が

生じたときは、受託者は、自己の費用及び責任においてこれを解決する

ものとし、かつ委託者に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠償

するものとする。 
 

16 その他 

(1) 企画競争の費用 

   企画提案書の作成・提出、プレゼンテーションに係る一切の経費は参加

者の負担とする。 
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(2) 設計・制作等の委託 

   契約候補者との委託業務の契約手続きは、札幌市交通局契約規程等に基

づき行う。 

(3) その他留意事項 

ア 提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標

権その他法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事

業手法、維持管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、全て提案

者が負うものとする。 

  イ 提出された企画提案書等の書類は、札幌市情報公開条例（平成 11年条

例第 41号）に定めるところにより、公開される場合がある。 

  ウ 企画競争にあたって虚偽の記載及び申告など、不正とみなされる行為

を行った際には、契約の相手方としない場合がある。 

  エ 契約締結時点で、地方自治法施行令第 167 号の４に該当した場合、入

札参加資格停止措置を受けた場合又は暴力団関係者となった場合には、

契約を締結しない場合がある。 


